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赤諒会議員視察報告書 

 

 

赤穂市議会 

  議長 瓢 敏雄 様 

 

                        議員氏名  前田 尚志   

                          〃   田渕 和彦   

                          〃    榊  悠太     

                          〃   有田 光一   

                          〃   土遠 孝昌   

                          〃   汐江 史朗   

 

 

下記のとおり、行政視察に参加しましたので、報告します。 

 

記 

 

１．実 施 日   平成３１年２月１２日（火）～平成３１年２月１３日（水） 

           （２日間） 

 

 ２．調査市及び主な調査項目(詳細については別紙のとおり) 

         高知県須崎市  （平成３１年２月１２日（火）） 

         Ⅰ．災害対策について 

１．防災行政無線戸別受信機貸し出しについて 

２．防災連合会について 

３．南海地震津波対策について 

・経緯、効果、課題等 

 

Ⅱ．議会運営全般について 

 

         

高知県南国市   （平成３１年２月１３日（水）） 

Ⅰ．農業施策の取組みについて 

１．園芸用ハウス活用促進事業について 

２．次世代型こうち新施設園芸システムについて 

３．中山間地域等直接支払制度について   

・経緯、効果、課題等 

          

Ⅱ．高軒高次世代型園芸ハウス視察見学 

 

Ⅲ．議会運営全般について 

 

 



別 紙 

 

視察市：高知県須崎市  

平成３１年２月１２日（火） １３：３０～１５：００ 

 

【視察目的】 

須崎市は、市の中心部が太平洋に向かい大きく口を開けたような地形で、過去に１０回

の大きな津波被害を受けています。 

１９６０年のチリ地震では４．４メートルの津

波があり、２０１１年の東日本大地震では３．

２メートルの津波で、漁業を中心に２３億円を

超す被害を受けました。 

近い将来発生するといわれる東南海地震では、

２３．９メートルの津波が予想され、津波対策

は待ったなしの状態です。 

したがって、災害に強いまちづくりの推進を市の重要課題として津波対策に取組んでい

ます。その須崎市の災害対策を勉強したく行政視察させて頂きました。 

 

Ⅰ．災害対策について 

１．防災行政無線戸別受信機貸出しについて 

２．防災連合会について 

３．南海地震津波対策について 

・経緯、効果、課題等 

Ⅱ．議会運営全般について 

 

【説明・取組み内容】 

Ⅰ．災害対策について 

１．防災行政無線戸別受信機貸し出しについて 

１）防災行政無線 

市役所内にある親局操作卓、消防署の遠隔操作卓から八坂峰中継所、池ノ浦簡易中継所

を通して、市内２５の屋外拡声子局（スピーカー）及び戸別受信機から津波情報・緊急

地震速報や火災の発生・鎮火情報、その他いろいろな情報を発信しています。 

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により、国民保護情報、津波情報、緊急地震

情報については、情報受信した場合、防災行政無線を自動起動する設定を行っていま

す。 

須崎市では、防災行政無線を使い、災害時には市民に緊急情報や避難情報を知らせ、平

常時には行政情報などの周知や広報のために活用することを目的に、防災行政無線の

整備を行っています。 

防災行政無線の屋外拡声子局のない地区や避難地区に住んでいる人に対しては、戸別

受信機を貸出しています。 

また、屋外拡声子局に対する市の考え方は、屋内では聞こえないことを前提としていま



す。したがって屋外にいる市民等への防災情報伝達手段と考えています。 

屋内の防災伝達方法として、希望する世帯に戸別受信機を貸出しています。 

戸別受信機の貸出に掛かる負担金は、１台目は無料です。また、受信に障害がある場合

は室内アンテナを貸出しています。室内用アンテナを設置しても受信に支障がある場

合は、外付けアンテナを設置しています。外付けアンテナの設置費用は個人の負担とな

っています。 

須崎市の防災行政無線 

・屋外拡声子局（スピーカー）  ２５局 

・戸別受信機          ８，０００個の貸出し 

 （須崎市の世帯数が約９，０００戸、約９０％の世帯に戸別受信機を貸出していま

す。） 

 

２．防災連合会について 

防災連合会は、市内８地区で組織する地域防災連絡協議会のつながりと防災活動の連

携・協力支援を図ると共に、行政と地域の役割分担を補い、市民一人ひとりが安心・安

全に暮らせるまちづくりの取組みを進めています。 

 

１）総合防災訓練 

主な活動は災害に備え、市内一斉に地区自主防災組織で避難訓練を行い、緊急避難場所

と情報伝達の受信確認などを行っています。また、高校生による救護訓練も行っていま

す。 

訓練には、消防団、消防署、自衛隊、高知県警も加わり行われています。 

総合防災訓練とは別に、各８地区独自の防災訓練も行われています。 

 

２）拠点防災倉庫 

市内 8地区の津波浸水区域外に合計１７ヶ所の防災倉庫を設置し、食料、水、毛布、簡

易トイレ、テントなどを備蓄し、避難・被災に備えています。 

 

３．南海地震津波対策について 

１）津波防波堤の建設 

国の直轄事業で平成３年から須崎湾入り口に、高さ１３メートル、横幅２６メール、

延長１，４２０メートル（東防波堤９４０メートル、西防波堤４８０メートル）の津

波防波堤が総費用４７４億円をかけ平成２５年度に完成しています。 

しかし、東日本大地震の教訓から平成２５年度以降も津波対策工事が継続して行われ

ています。 

 

２）水門・樋門の点検 

須崎市内に、水門・樋門などが合計２７０ヶ所あります。このうち、須崎市所有及び高 

知県から受託している水門・樋門など約１００ヶ所について、毎年 6月の第１木曜日、

金曜日の２日間で、消防署、消防団、地震・防災課で点検しています。 



河川へ津波の侵入を防ぐ水門は地震発生と同時に自動で閉鎖します。 

 

３）津波バリア 

津波バリアとは鉄柱にネットのワイヤーを張り、木材などの漂流物の流入を防ぐ施設

です。 

平成２０年度から全国初の取組みで、経済的かつ効果的な減災対策として津波バリア

と材木の固縛システムについて継続した取組みを行っています。 

津波バリアは国の社会実験で設置されています。 

 

４）避難所の整備 

津波の避難所の設置は緊急の課題であり、現在、高台に避難するために市内に避難所が

設置されています。 

避難所へは、車椅子でも登れるスロープ式の避難所が建設されています。 

旧市街地などでは、逃げ遅れ対策として高さ２５メートル、収容人数３３０人の避難タ

ワーの建設が行われています。 

 

東南海大地震は、３０年以内に７０％から８０％の確率で発生するといわれています。 

須崎市は、地形的条件から津波が来る確率が高く、高校生の積極的な防災訓練への参加

や、小中学生の防災啓発学習など、将来の地域防災のリーダーとなる人たちの防災意識

が非常に高くなっています。 

 

４．須崎市から赤穂市に対する要請 

「緊急防災・減災事業の延長を赤穂市から国に働きかけていただきたい」と要請があり

ました。 

 

緊急防災・減災事業は、東日本大震災を教訓に生まれた事業です。 

予算のない小さな自治体の防災対策を推進させるため、全国的に緊急に実施する必要

がある防災、減災等の事業のうち、住民の避難、行政・社会機能の維持及び災害に強い

まちづくりに資する地方単独事業を対象にし、事業に対して緊急防災・減災事業債が適

用となるものです。 

 

緊急防災・減災事業債は、地方債充当率１００％であり、地方交付税交付金算定が７

０％なので、自治体の負担が３０％で国の負担が７０％になります。 

 

防災対策にはお金がかかり、予算の少ない地方自治体にとっては、緊急防災・減災事業

債を有効に活用することが必要です。 

緊急防災・減災事業は、東日本大震災後に新たに対象となった事業であり、その性質上、

恒久的に継続されるものではなく、現在は延長措置として制度が維持されています。 

この制度が平成３２年度で終わるといわれています。 

赤穂市も、この制度の延長を国に働きかけていただきたいと要請がありました。 



Ⅱ．議会運営全般について 

   須崎市議会の概要を受領 

 

【主なＱ＆Ａ】 

Ｑ 須崎湾沿いに高潮対策として高さが３メートルから４メートルの防潮堤がある。東南

海大地震に備えた嵩上は計画にないのですか。 

Ａ 計画はありません。 

  津波の避難対策として、レベル１（Ｍ８クラスの地震・津波）を対象としています。

まず、２０メートル以上の高台に避難場所をつくり逃げることを考えています。 

Ｑ 防災無線の戸別受信機の貸出しは、個人に対してか各世帯に対する貸出しですか。 

Ａ 各世帯に貸出しています。 

須崎市の屋外拡声子局（２５局）は、町の中だけに設置しています。その他の地域は、

各家庭に戸別受信機を貸出しています。 

町の中でも希望がある世帯には１台目は無料で貸出しをしています。 

Ｑ 戸別受信機は 1台いくらですか。 

Ａ ５０，０００円です。 

平成３２年までに防災情報伝達システムのデジタル化が国の方針となっています。 

  現在のシステムはアナログであり、デジタル化に向け取組んでいます。 

デジタル化に向け防災情報が受信可能なラジオがあり、これに変えると１台３，０００

円となります。 

Ｑ 戸別受信機の導入に対し補助金があるのですか。 

Ａ 緊急防災・減災事業として、緊急防災・減災事業債が使えます。 

Ｑ 災害対策として老朽化した空き家の除宅が必要ですが、空き家対策支援について聞か

せてください。 

Ａ 除宅については、平成２９年度から国・県の補助制度を使い、除宅事業を始めました。 

  事業費の８０％を補助する制度です。 

  ８０％の内訳は、国が４０％、県と市がそれぞれ２０％です。ただし８０％の上限額

は１，６４５，０００円です。 

ただし、申込み物件から避難路の面した補助対象物件に対し支援しています。 

Ｑ 地区自主防災組織の避難訓練の取組は地区単位ですか。 

Ａ 地区単位で行っています。 

 

【所 感】 

〇南海トラフ巨大地震がかなりの確率で起こりうる予測を踏まえ、身の丈にあった防災対

策を行っていると感じました。 

 防災行政無線はまちなかで屋外にいる人を対象とし、郊外や屋内にいる人には防災行政

無線の戸別受信機を無料で貸出し、その対応を図るとされていました。 

また、地震が起きれば、津波が１０分以内に来る予想なので、まずは逃げることを基本と

しており、防波堤の高さは現状のままとし、避難路にある老朽化した空き家の除去支援、

避難路の整備、防災啓発学習など、様々な取組みをされていました。 



防災行政無線の戸別受信機整備については、億単位の財源が必要とのことでしたが、研

究する価値はあると思いました。 

 

〇須崎市は、津波などの災害等で尊い人命が失われた過去がある為に教訓をいかし地域全 

体で命を守る様々な災害対策の訓練、また勉強会などを定期的に行われていました。 

須崎市の防災情報伝達は、防災行政無線により発信し、市の中心部は屋外拡声子局（ス 

ピーカー）で、その他の地域については戸別受信機により受信しています。 

須崎市は、平地が少なく山間部に住んでいる世帯が多く、山の谷間に住んでいる住民に

は電波の周波数を選択する必要性があるらしく、戸別受信機による独自の情報伝達を行

い効果的であるらしいが、本市での情報伝達にそれ程の必要性があるか疑問です。 

しかしながら現状の携帯電話、スマホへのエリアメールによる情報伝達を徹底する必要

性を感じました。 

 

〇災害時の避難路の整備として、老朽化した家屋の除去を国、県の制度を活用し、家屋の 

持ち主と話し合い除去していました。 

 本市でも、放置した老朽空き家は非常に多い。まちの景観は損ねるし危険でもある。こ 

のような有利な補助メニューを探し出し、税のあり方を考慮し、放置した老朽空き家の 

撤去を考える必要があるのではないかと感じました。 

 

〇須崎市では、防災行政無線戸別受信機を全戸に貸出す予定としていました。 

現在は約８．０００戸に貸出している。赤穂市においては、屋外の防災行政無線を使って

災害時等市民に呼びかけを行っていますが、屋内には聞こえにくく適切な情報伝達がで

きないとの声があります。 

今後、赤穂市にあった方法で市民一人一人に確実に情報を伝達できる方法を考えていか

なければならないと感じました。 

 

〇須崎市は、過去の津波被害から津波に対しては防ぐ対策より逃げることに重点を置いた

対策が取られていました。 

問題は避難路の妨害となる老朽化した空き家対策にあります。町の地形は山が海に迫っ

た地形で、津波警報が出たときに直線的に高台や山に避難する道の確保が現状では難し

いと思いました。 

また、東南海大地震が３０年以内に７０％から８０％の確率で発生するといわれること

から、須崎市職員は、将来の地域防災のリーダーとなる中学生や高校生が積極的に防災

訓練に参加していますと話され、東南海大地震に対する意識の高さを感じました。 

 

須崎市議会 議長          大崎宏明  氏 

須崎市議会 事務局長        小野修一郎 氏 

須崎市地震・防災課 課長      岡本憲二  氏 

   須崎市地震・防災課 係長      谷脇 弘  氏 

   須崎市地震・防災課         岡崎好太  氏 



視察市：高知県南国市  

平成３１年２月１３日（水） １０：００～１２：３０ 

 

【視察目的】 

南国市は「国営圃場整備事業」の３２年度実施に向け取組んでいます。圃場整備の目的は、

圃場整備を転機に園芸団地をつくり、水稲、露地野菜、施設園芸を組み合わせた複合経営

を行い、高収益作物の生産拡大を核として関連企業を集積した農業クラスターの形成と雇

用の創出を進めることにあります。そういう南国市の農業施策に対する取組みを勉強した

く行政視察させていただきました。 

 

Ⅰ．農業施策の取組みについて 

１．園芸用ハウス活用促進事業について 

２．次世代型こうち新施設園芸システムについて 

３．中山間地域等直接支払制度について 

Ⅱ．高軒高次世代型園芸ハウス視察見学 

Ⅲ．議会運営全般について 

 

【説明・取組み内容】 

Ⅰ．農業施策の取組みについて 

１．園芸用ハウス活用促進事業について 

現在、南国市では市単独の園芸用ハウス活用促進事業はなく、「高知県園芸用ハウス整

備事業」として高知県全体の事業として取組んでいます。 

 

１）高知県園芸用ハウス整備事業とは 

事業目的 

園芸施設の増設や高度化による経営改善を目指す農業者の育成と新規就農者等の確保

のため、ハウスの整備や中古ハウスの改良を支援し、園芸産地の維持と強化を図ること 

を目的としています。 

 

事業内容 

農業者の方が、安心して施設園芸に取組むために、農業者にレンタルするための園芸 

用ハウスを農協等が整備する際に、そのハウスの建設に必要な経費に対して、県と市町

村が補助を行い、園芸用ハウスの整備に係る初期投資を軽減する事業です。 

また、農業者の方が、他の農業者からハウスを譲り受け、また借りて施設園芸を始める

場合や規模拡大を行う際に、そのハウスや附帯する設備の改良に必要な費用の一部を、

県と市町村が補助し、農業者負担の軽減を図っています。 

 

活用できる事業 

①ハウス園芸に取組みたい新規就農者（５年以内）や、新たにハウス園芸に取組む方 

②ハウスの規模拡大を考えている方 



③古くなったハウスの高度化（建替え）を考えている方 

④他人が所有又は利用していたハウスを修繕し、新規就農や規模拡大を考えている方 

⑤台風等の自然災害により被災した園芸用ハウスの復旧を行う場合 

 

【補助対象事業費の限度額と補助率】                     表１ 

事業区分 補助限度額 

（一般ハウス

/１０ａ） 

補助率 

（県） 

 

（市町村） 

要 件 

① 新規就農区分 ８００万円 ２/５ １/３～ 

１/６ 

就農開始から５年以内等 

② 新規拡大区分 ７００万円 １/３ １/４～ 

１/８ 

規模拡大により経営発展を

図る場合 

③ 高度化大区分 ７００万円 １/３ １ / ５ ～ 

１/１０ 

既存ハウスの高度化 

④ 流動化区分 ４５０万円 １/４ １/４ 他人が所有していたハウス

の修繕等 

⑤ 災害復旧 ９００万円 ２/５ １/５ 災害により破損した園芸用

ハウスの復旧 

⑥ 流動化復旧 ４５０万円 １/４ １/４ 災害により他人が所有して

いたハウスの修繕し復旧 

⑦ 附帯設備 設備ごとに異

なる 

１/３ １/５ 災害破損の附帯設備の復旧 

 

高知県園芸用ハウス整備事業は、農協が実施主体となり、農業者に対しハウスを農協が

レンタルする形をとっています。 

農協は、レンタルハウスの希望者に対し実績を評価し貸出すため、新規就農を希望する

方が借りられないことが過去にあり、この事業の事業区分流動化で中古ハウスに関し

ては、個人が直接農協からのレンタルでなく借りることが可能となっています。 

 

２）園芸用ハウス整備事業の実績 

平成２７年度より、高知県レンタルハウス整備事業、高知県園芸用ハウス活用促進事業

及び高知県新規就農受入体制整備事業が一体化され、高知県園芸用ハウス整備事業と

なりました。 

表２ 

設置年度 事業区分 栽培作物   整備面積 （ａ） 

平成２７年 流動化・新規就農 小ネギ １０．８０ ９７．５７ 

 新規就農 ゴーヤ ９．００  

 規模拡大 春菊・ニラ １０．８０  

 高度化・規模拡大 キュウリ ５０．７０  

 高度化 ショウガ ６．８０  



 流動化 シシトウ ９．４７  

平成２８年 新規拡大・高度化 イチゴ １０．１８ ９７．１４ 

 新規就農 キュウリ ６．１２  

 新規就農 シシトウ １２．００  

 規模拡大 ニラ ４２，９０  

 規模拡大 シシトウ ９．５２  

 流動化 ニラ １６．４２  

平成２９年 流動化 雨よけトマト ４．５６ ３８．６６ 

 流動化 キュウリ・ 

 ショウガ 

６．８０  

 規模拡大 オオバ １６．２０  

 新規就農 ブルーベリー １１．１０  

平成３０年 規模拡大 土佐甘とう ７．９９ ７．９９ 

 

表２は平成２７年度から平成３０年度の園芸用ハウス整備事業の実績です。 

事業の利用は、平成２７年度・２８年度が各６件の利用者がいましたが、平成２９年度

以降は減少しています。 

平成３０年度は、事業申請された方が取消され、現在は１件となっています。 

 

高知県のハウス栽培の特徴は、南部を中心に作物の出荷時期に合わせ、他品目を栽培す

る複合経営をされている農業者が多くなっていることです。 

また、表２からわかるように多品目にわたり園芸用ハウス整備事業を活用しているの

も特徴です。 

 

 

２．次世代型こうち新施設園芸システムについて 

高知県は、若者が誇りと志を持って働くことのできる高知県を実現するため、産業振興

計画の大きな柱の一つとして、園芸農業推進に取組んでいます。 

それは、オランダの高度な環境制御技術を、高知県の気候条件やハウスの構造、栽培品

目などに合わせて改良した「次世代型こうち新施設園芸システム」の普及拡大です。 

 

１）次世代型こうち新施設園芸システム（次世代型ハウス）とは 

軒高２．５メートル以上（トマトでは６メートル以上）、耐風速５０メートル/秒のハウ

スで、栽培に適したデーター管理をするための環境制御装置（湿度、温度、二酸化炭を

作物の樹勢、日射量に応じて総合的に環境制御する）をつけたものをいいます。 

 

２）次世代型こうち新施設園芸システムのメリット 

収穫量がアップ（２０％）と労働力の削減。 

環境制御システムは季節による収量のムラをなくし、高単価期に収量アップを目指す

ことが可能になります。 



環境制御技術は、どの農家でも現状のビニールハウスでも取組むことが可能で、同じ面

積で生産性があがるため、高知県が推進する事業となっています。 

 

 

３．中山間地域等直接支払制度について 

中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等

を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたが

って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。 

 

１）制度の対象となる地域 

 地域振興立法で指定された地域において、傾斜があるなどの基準を満たした農用地で

あること。 

 

対象地域 

・「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「半島振興法」「離島

振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開

発特別措置法」等によって指定された地域。 

・上記に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域。 

 

対象農用地 

・急傾斜地（田：１/２０以上、畑・草地・採草放牧地：１５度以上） 

・緩傾斜地（田：１/１００以上１/２０未満、畑・草地・採草放牧地：８度以上１３度

未満） 

・小区画・不整形な田 

・高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地 

・積算気温が低く、草地比率の高い草地（北海道のみ） 

 ・上記の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地 

 

２）対象者 

集落等を単位とする協定を締結し、５年間農業生産活動等を継続する農業者が対象 

 

３）交付単価                            表３ 

地 目 区 分 交付単価（円/１０ａ） 

田 急傾斜（１/２０以上） ２１，０００ 

 緩傾斜（１/１００以上） ８，０００ 

畑 急傾斜（１５度以上） １１，５００ 

 緩傾斜（ ８度以上） ３，５００ 

草 地 急傾斜（１５度以上） １０，５００ 

 緩傾斜（ ８度以上） ３，０００ 

 草地比率の高い草地 １，５００ 



採草放牧地 急傾斜（１５度以上） １，０００ 

 緩傾斜（ ８度以上） ３００ 

   

注）小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、

緩傾斜の単価と同額になります。 

 

４）交付金の使途 

 交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できす。

（個人配分と共同取組み配分があります） 

 

５）中山間地域等直接支払制度により交付金を受給できる活動 

協定に定める活動内容が、「農業生産活動等を継続するための活動」のみ行う場合は交

付単価の８割、これに加えて「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価

の１０割が交付されます。 

 

（１）農業生産活動等を継続するための活動（基礎単価＝８割交付） 

①農業生産活動等 

例：耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動（泥上げ、草刈り等） 

②多面的機能を増進する活動 

例：周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護 

 

（２）体制整備のための前向きな活動（体制整備単価①＋②の活動で１０割交付） 

Ａ・Ｂ・Ｃ要件の中から１つを選択する。 

Ａ要件（農業生産性の向上） 

以下の項目から、２つ以上選択 

①機械・農作業の共同化 ②高付加価値型農業 ③生産条件の改良 ④担い手への

農地集積 ⑤担い手への農作業の委託 

   

Ｂ要件（女性・若者等の参画を得た取組） 

協定参加者に、女性、若者、ＮＰＯ等を 1名以上新たに加え、以下の項目から１つ 

以上選択して実施する。 

〇新規就農者による営農  例：新規就農の相談 

〇農産物の加工・販売   例：ゆずの加工・販売 

〇消費・出資の呼び込み  例：体験農園 

  

Ｃ要件（集団的かつ維持可能な体制整備） 

協定参加者が活動等の持続が困難になった場合に備え、活動を継続できる体制を 

構築する（代わりの者を見つける）。 

 

 



６）南国市の中山間地域等直接支払制度の活動状況 

南国市の平成３０年１２月３１日現在の人口が４７，５２４人で、この制度に該当する

地域（振興山村・特定農山村）の人口は１，１９８人です。 

 

対象農用地面積に対する取組み面積、協定数、延べ参加人数、交付総額、取組み内容は

以下の通りです。 

・対象農用地面積：１，３６０，０００平方メートル 

・取組面積   ：  ７８２，５２３平方メートル 

・協定数    ：１５協定  内訳 基礎単価（ ８割交付）が９協定 

                   体制整備（１０割交付）が６協定 

この制度は集落単位でグループをつくり市町村と協

定を結び活動を行います。 

 ・延べ参加人数 ：１４２人 

・交付総額   ：９，９３３，６３７円 

 

・取組み内容  ：鳥獣被害防止対策 

イノシシ用捕獲檻を購入し、実際の捕獲は鳥獣被害対策協議会所

属の猟師に依頼し有害鳥獣の捕獲を行っています。 

         ：景観作物の作付（ひまわり） 

         ：モクズガニの放流による河川環境の健全化 

多面的機能を増進する活動を通して、生態系の保全、自然の枯渇    

阻止に取組んでいる。 

中山間地域等直接支払制度の活用により、生産条件の不利な中山間地域の耕作地の維

持等を行っています。 

 

７）中山間地域等直接支払制度の活用に対する農業者の声 

 ・５年間継続という厳しい制度ですが、耕作放棄地の防止に繋がることができた。 

・集落での共同の取組みや話し合いの場を設けることで住民の意識の向上に繋がった。 

利用者からは、プラスの意見をいただいています。集落全体で保全活動を行い話し合う

ことで地域・集落の活性化にこの制度が役立っていると考えています。 

 

８）中山間地域等直接支払制度の課題 

 現在第４期（１期５年）目の取組みですが、第３期と比べると取組面積が約２０万平メ 

 ートル、協定数が１、延べ参加人数は約５０人減少と減少傾向にあります。 

  この制度が５ヶ年計画で５年間続けないといけないことや対象地域の高齢化で、制度 

  の厳しさが減少の原因とも言えます。 

 また、参加農家や、取組面積の減少傾向から来期（２０２０年度～）の取組みの目度が 

 立っていません。 

   

  制度の効果は、交付金を使って中山間地域の耕作地の維持や地域の活性化に繋がって 



 いますが、人口減少と高齢化による制度継続の問題も見えており、今後は農業や集落を 

 将来にわたり維持するための取組みへの支援を強化し、集落の活動に取組みやすい中山 

 間地域等直接支払制度となるよう見直していく必要があると思います。 

 

 

Ⅱ．高軒高次世代型園芸ハウス視察見学 

ＪＡ南国市出資の農業生産法人である株式会社南国スタイルの次世代型園芸ハウス

を見学させていただきました。 

高知県では様々な農業クラスター事業を進めており、株式会社南国スタイルは「南国

市還元野菜プロジェクト」における中核農業法人となっています。 

同社は高知県や南国市と連携し、最先端のオランダ式栽培技術を導入した次世代型ハ

ウスで、パプリカやピーマンの栽培実証実験を行い、高度な生産技術を生かした効率

的な農業生産を目指し、「還元野菜」ブランド構築に向けて付加価値のある野菜つく

りに取組んでいます。（還元野菜＝水素水で育てた野菜） 

 

株式会社南国スタイル 

平成２４年設立 

従業員２８名  役員３名（非常勤１名、常勤２名）、 

           社員５名 

           パート２０名 

  設立目的     

   地域農業は、農業者の高齢化、後継者不足等による弱体化、またそれに伴って耕作

放棄地が増加しています。このような状況を少しでも改善するため、自らが農業

生産を行い、南国市の基幹産業である農業を持続的に発展させるために設立され

ていました。 

  事業紹介 

農業生産事業、仕入販売事業、農産物加工事業、営農サービス事業、農作業受託事

業、天敵増殖事業の６事業を展開しています。 

主な事業である農業生産事業は、露地品目では、夏のオクラ、冬のキャベツ・ダイ

コンを、施設園芸では、パプリカ・ピーマンを基幹作物として、また地域の農地を

維持するために水稲も栽培しています。水稲栽培面積は約２５ヘクタールで圃場枚

数は３００枚に及んでいます。 

仕入販売事業では、古くから食育や地産地消の取組みを行っている南国市とともに、

市内１３校の小学校給食へ南国市産の青果物の供給や、病院・介護施設の給食、飲

食店等への野菜の供給を行っています。 

 

Ⅲ．議会運営全般について 

   南国市議会の概要を受領 

 

 



【主なＱ＆Ａ】 

Ｑ シシトウ、ニラ等の生産された野菜の出荷先はどうなのか。 

Ａ 首都圏、阪神間に出荷している。ＪＡを通して出荷する。時には商社を通す事もある

と聞いている。 

Ｑ 園芸用ハウス活用促進事業で、自然災害により破損したハウスの補助については、

どのような補助が受けられるのか。 

Ａ 表１の②に示すように限度額は９００万円です。見積り費用の内、県が４０％、市が

２０％の補助をする。 

Ｑ ＪＡ南国スタイルの３名役員、社員５名はどこから来ているのか。 

Ａ 役員はＪＡから、社員もＪＡからの出向社員です。 

Ｑ （株）南国スタイルが水稲栽培を約２５ヘクタールしているが 

Ａ （株）南国スタイルは、耕作放棄地を防ぐために設立した会社でもあり、耕作条件が 

悪く農家が耕作を手放した所の稲作をしてもらっている。 

２５ヘクタールですが圃場枚数では３００枚、１反もない狭い所もあります。 

Ｑ 南国スタイルの次世代型園芸ハウスでは、パプリカ栽培をなぜ選んでいるのか。 

Ａ パプリカは茎が長く高軒ハウスでないと栽培出来ない。又、国内での生産は約１０％、

９０％は輸入に頼っている。そして単価も高い。 

Ｑ パプリカの主な輸入国はどうなのか。 

Ａ 韓国である。国策として電機メーカーとタイアップして取組んでいるので生産量が

多い。 

Ｑ ハウスの方が露地栽培より収益が高いのか。 

Ａ 高い。 

シシトウでは、２反で少し前は８００万円、今は５００万円位の収益がある。 

  単価の高い冬に栽培ができるが、暖房ための燃料費高騰で収益が落ちている。 

Ｑ 中山間地域等直接支払制度の課題として、現状では利用が減少している。制度の改

正がなく継続されると耕作放棄地が将来増える懸念があると考えるか。 

Ａ 懸念されます。 

  何らかの形で制度が緩和されることが必要です。また、そのような話も聞いていま

す。 

 

【所 感】 

〇南国市では、ＪＡ南国市が設立した農業生産法人、株式会社南国スタイルが高軒高次世

代型園芸ハウス等を利用した先進的な農業を行っていた。 

ハウス内の温度や湿度、二酸化炭素濃度などをコンピューター制御で管理し、従業員に

とっても仕事のしやすい環境が整備されていた。同等の設備を揃えるには、莫大な初期

投資が必要となってくるが、これからの農業で勝負するためには従来通りのやり方だけ

では勝てないだろうと思った。 

 

〇パブリカの輸入先が農業国でなく韓国とは驚きである。これからの農業は工場で生産さ

れる農産物も多くなるのではないかと感じる。 



又、南国市では、平成３２年度実施に向けて「国営ほ場整備事業」に取組んでいるが耕作

放棄地、排水の不良等の悪条件もあり、その上、農業従事者の高齢化が進み、整備事業の

困難が予測されている。南国市の基幹産業である農業の今後の取組み、発展に期待した

い。 

 

〇南国市の農業政策は、農水省又県の補助整備事業を活用して「儲かる農業」に取組まれ

ていた。 

今回、現地視察した株式会社南国スタイルのＪＡ南国市高軒高次世代型園芸ハウスを訪

問し感心したことは、パブリカとピーマンのハウス栽培に於いて徹底した科学的根拠に

もとづく管理がされていることに非常に驚きました。 

そして、この組織の素晴らしさは農業生産事業から仕入販売事業・農産物加工事業・営農

サービス事業・農作業受託事業と確立されていることでした。 

南国市は、陸・海・空の広域交通拠点に位置し、立地的に交通アクセスの良い所にある。

農産物の生産量を拡大しても、首都圏又関西方面に販売路拡大が見込まれる素晴らしい

所だと思いました。 

 

〇高知県でも多くの平野をかかえ、高い耕地面積を誇る南国市の特徴を活かし、儲かる農

業の実現を目指して、様々な農業施策を行っていました。 

国の制度である中山間地域等直接支払制度を活用して、直接支払交付金を１５集落と協

定を結び、５年間の縛りのある中で交付金を交付していますが、第４期の今、前期と比べ

協定数、延べ参加人数、交付金額も減少しており、来期の取組みの目途が立たないと説明

を受けました。 

後継者のなり手不足、従事者の高齢化など、農業に力を入れている南国市においても、本

市と同じような状況であり、農業施策の難しさを実感しました。 

 

〇ＪＡ南国市が設立した株式会社南国スタイルが行っ

ている高軒高次世代型園芸ハウスを見学しました。 

軒高が５．５メートルもあるハウスで、土を使わずに

パプリカやピーマンを栽培していました。初期投資

が約４億８千万円かかっていましたが、経営は順調

で、今後の新しい農業スタイルになるのではと思いました。 

 

〇南国市に、これからの農業のあり方を勉強に行かせて頂きました。 

南国市は「国営圃場整備事業」の３２年度実施に向け取組んでいます。目的は市の圃場整

備率（７％）が低いことだけでなく、圃場整備と将来の農業施策を組み合わせている市の

取組みに感心しました。 

圃場整備を転機に園芸団地をつくり、水稲、露地野菜、施設園芸を組み合わせた複合経営

を行い、高収益作物の生産拡大を核として、関連企業を集積した農業クラスターの形成

と雇用の創出を進める。 

本市もこの取組は参考になる。事業をするときは付属事業をいくつか常に考える。農業



だけでなく参考にする必要があると感じました。 

 

株式会社南国スタイルの視察で、高軒高次世代型園

芸ハウスで栽培に還元野菜整水器から生成される

電解水素水を利用したパプリカを生産していまし

た。 

水素水を使うことで収穫量の増加と高い品質のパ

プリカが期待できるということです。 

この水を利用した還元野菜プロジェクトを立ち上げ、還元野菜のブランド化を考えてい

る。初期投資はかかるが、効率的で儲かる農業を目指していました。その中心をＪＡが担

っている。本市のＪＡも考えていただければと感じました。 

 

 

 

 

 

 

南国市議会 議長             岡崎純男  氏 

南国市議会 事務局長           秋田節夫  氏 

南国市議会 事務局事務調査係       門脇智哉  氏 

南国市農林水産課 課長          古田修章  氏 

   南国市農林水産課 地産地消推進係 係長  清岡さゆり 氏    

南国市農林水産課 地産地消推進係 主事  竹井将吾  氏    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


