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平成28年３月10日 

◎弘田委員長 おはようございます。 

 ただいまから商工農林水産委員会を開会いたします。       （９時59分開会） 

 本日からの委員会は、きのうに引き続き「付託事件の審査等について」であります。 

《農業振興部》 

◎弘田委員長 それでは、農業振興部について行います。 

 議案について部長の総括説明を求めます。 

 なお、部長に対する質疑は各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御

了承よろしくお願いいたします。 

◎味元農業振興部長 おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうからは農業振興部の提出議案及び報告事項につきまして総括的に説明をさせて

いただきます。 

 当部にかかわります議案は、平成28年度の一般会計及び特別会計予算に関する議案、そ

れから平成27年度の同じく一般会計及び特別会計予算に関する議案、そして条例その他議

案５件でございます。 

 まず、当初予算の議案から御説明をさせていただきます。 

 お手元の資料の議案に関する補足説明資料で青いインデックスの農業振興部の１ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

 平成28年度の一般会計予算の総額は146億623万7,000円で、対前年度比は96.1％になっ

てございます。次世代型こうち新施設園芸システム関連や農業クラスターの形成に係る事

業費など、一定増額はいたしましたものの、公共事業の減や中山間地域等直接支払事業の

協定面積の減などにより事業費が減ったことなどによりまして、全体としては今年度と比

べますと減額となってございます。 

 また、その下にございます特別会計の農業改良資金助成事業でございますが、8,498万

6,000円、対前年度比80.2％となってございます。この減額の主な要因でございますが、

平成27年度から国の制度改正によりまして、新規就農者向けの資金制度、いわゆる青年等

就農資金でございますが、これが県の転貸方式から日本政策金融公庫資金に変更になった

こと、またこれまで既に貸し付けておったものなど含めて、農業改良資金の償還が進んで

きたことによる減額になってございます。 

 次に、平成28年度当初予算の主な事業の概要について御説明をさせていただきます。 

 そのちょっと全体を御説明いたす前に、報告事項の説明のほうの資料１ページをお開き

いただければと存じます。Ａ３のカラー刷りの資料でございます。 

 これまで産業振興計画に取り組んでまいりましたことを踏まえまして、この４月からス

タートいたします第３期の産業振興計画の策定に向けまして、現在策定作業の最終段階に
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入っております。今の資料は、産業振興計画におけます農業分野の施策の展開イメージで

ございます。一番上に記載をいたしておりますように、農業分野では第２期の計画に引き

続きまして、地域で暮らし稼げる農業を目指す姿に掲げて取り組んでまいります。全体の

展開イメージといたしましては、これまでもいろいろな場面で御説明を申し上げてまいり

ましたが、上半分の柱１、柱２でございますが、柱１の次世代型こうち新施設園芸システ

ムを中心とした取り組みによる生産力の向上、そして柱２に書いてございます中山間地域

の複合経営拠点を中心とした地域の農業を支える仕組みによります生産の拡大、そして右

下の柱３にございますけれども、流通販売の支援強化の取り組み、そして左下の柱４、担

い手の確保・育成の取り組み、この４つの取り組みをさらにバージョンアップをさせまし

て、生産の増、所得の向上、担い手の増という好循環を実現しまして、農業の拡大再生産

につなげていきたいというふうに考えております。 

 それに加えまして、今回新たに、真ん中にございますが、柱５といたしまして、施設園

芸などを核として例えば食品加工や直販所あるいはレストランなどの関連産業を集積さ

せ、そこでより多くの雇用を生み出すという地域に根差した農業クラスターの形成にも取

り組んでまいりたいと考えております。これらの取り組みによりまして、地域地域で若者

が暮らせる持続可能な農業を実現してまいります。 

 平成28年度の事業につきましては、今御説明しましたこの産業振興計画を推進いたしま

すために、必要な施策を盛り込みまして、御審議をいただきます予算として編成をさせて

いただいたところでございます。 

 もう一度、先ほどの予算の補足説明資料のほうに戻っていただきまして、この２ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

 平成28年度の当初予算の主な事業でございますが、先ほど御説明いたしました第３期の

産業振興計画の５つの柱と、南海トラフ地震の地震対策の取り組みに沿って整理をした体

系表になってございます。事業のそれぞれの詳細につきましては、後ほど各課長から御説

明をいたしますので、私のほうからは主な事業の概要について新規事業、あるいは拡充す

る事業を中心に幾つか御説明をさせていただきたいと存じます。 

 この体系表の中で星の印がついておりますのが新規事業、二重丸が拡充をした事業など

でございます。 

 まず、第１の柱でございますが、生産力の向上と高付加価値化による産地の強化の取り

組みでございます。 

 （１）にございます１つ目の取り組み方針ということでございますが、次世代型こうち

新施設園芸システムの普及推進でございます。上の端にございます園芸用ハウス整備事業

では、27年度に新設をいたしました研修区分をさらに充実をいたしますとともに、複合経

営拠点などで整備をする場合の区分などを新設いたしました。 
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 また、その下にございます環境制御技術普及促進事業費補助金では、補助対象機器の拡

大や補助限度額の見直しあるいは複数回の利用を可能とすることなど、見直しを行いまし

て、環境制御技術の導入に対する補助要件を拡充したものでございます。 

 それから、星印、次世代型ハウス・農業クラスター促進事業費補助金では、次世代型ハ

ウスの整備や生産関連施設の整備に対しまして支援をしてまいりますことで、農業クラス

ターの形成を促進していきたいと考えております。 

 その下にございます産地パワーアップ事業でございますが、国の平成27年度補正予算を

活用いたしまして、収益力の向上に一体的かつ計画的に取り組む産地について、例えば大

規模なハウス整備あるいは集出荷施設の整備、それから農業機械のリース導入などの支援

を行うものでございます。 

 その下の星印、農業クラスター計画策定事業費補助金と、同じく星印の園芸団地整備円

滑化事業費補助金では、農業クラスター形成のためのビジョンづくりや園芸団地の用地の

確保あるいは基盤整備といったものを支援していくことといたしてございます。 

 飛びまして、５つ目の取り組み方針、畜産の振興でございます。途中にございますが、

土佐あかうし増頭対策事業では、土佐あかうしの受精卵を移植する乳用牛を県が酪農家に

貸し付けまして、生産された土佐あかうしの子牛を県が肥育農家にお貸しをするというこ

とで、子牛供給の安定化と増頭を図るとともに、繁殖雌牛の増頭や担い手の確保・育成を

強化していきたいと考えているところでございます。 

 その上にございますが、畜産競争力強化整備支援事業では、地域の中心的な畜産経営体

などが行う施設整備を支援するものでございまして、これによりまして畜産クラスターの

形成に取り組んでまいります。 

 次に、大きな２つ目の柱でございますが、中山間地域の農業を支える仕組みの再構築で

ございます。 

 １つ目の取り組み方針、集落営農の推進と、２つ目の中山間複合経営拠点の整備にそれ

ぞれ記載をしてございます集落営農・複合経営拠点支援事業費では、農業生産の共同活動

に取り組む集落営農の裾野を広げますとともに、複合経営に取り組むこうち型の集落営農

のさらなる拡大と法人化を推進してまいりますために、ハード、ソフトによる支援を行っ

てまいります。 

 また、中山間地域の農業の競争力を高め、支えてまいります中山間農業複合経営拠点を

県内に拡大をいたしますため、同じく拠点整備に係るソフト、ハードの支援を行っていく

ことといたしてございます。 

 次に、３つ目の取り組み方針です。（３）でございます。中山間に適した農産物等の生

産でございます。そのうち土佐茶のブランド化推進事業では、土佐茶の販売拡大のために

県内の量販店でのＰＲの強化を図ってまいりますとともに、産地の維持、活性化に向けて
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各産地が行います販売促進、あるいは加工体制の強化、茶園の再生といった取り組みを支

援してまいります。 

 次に、４つ目の取り組み方針でございます日本型直接支払制度の推進でございます。中

山間地域等直接支払事業では、農業生産活動などを行う農業者などに対しまして、直接支

払いを実施するとともに、制度に取り組む集落協定の維持、拡大に向けた活動を支援して

いくことといたしてございます。 

 次に、大きな３つ目の柱、流通・販売の支援強化でございます。 

 １つ目のブランド化の推進でございます。新需要開拓マーケティング協議会負担金で

は、園芸品の輸出も含めた販路拡大あるいは販売促進を進めまして、農業所得の向上を図

ってまいります。 

 次に、３ページをお開きいただきたいと思います。 

 大きな第４の柱、生産を支える担い手の確保・育成でございます。 

 １つ目の取り組み方針、新規就農者の確保・育成でございます。星印の新規就農推進事

業費補助金では、産地による新規就農者の受け入れ体制の整備や就農希望者の実践研修、

さらには後継者の親元研修を総合的に支援することによりまして、新規就農者の確保・育

成を図ってまいります。 

 １つ飛びまして、３つ目の農地の確保でございます。それぞれ星印がございます、２つ

目の星印でございますが、次世代施設園芸団地農地確保推進事業では、次世代施設園芸団

地建設用の農地の確保を進めてまいりますために、農地の中間的受け皿となる農地中間管

理機構に基金を創設することといたしてございます。 

 そして、同じく農地耕作条件改善事業費補助金と同じく次世代施設園芸団地基盤整備事

業費補助金では、園芸団地の整備など優良農地の確保を進めていく取り組みでございま

す。 

 次に、大きな５つの柱でございますが、５つ目の柱、地域に根差した農業クラスターの

形成でございますが、今御説明を幾つか申し上げました事業を組み合わせてこの形成に努

めていくということでございますので、この点につきましては説明を省略させていただき

ます。 

 最後に、６つ目の柱になります南海トラフ地震対策の推進でございます。ここでは、南

海トラフ地震対策といたしまして、揺れと津波から農村地域の住民の皆様の生命、財産を

守るための取り組みを整理してございます。 

 以上が平成28年度農業振興部の当初予算の概要でございます。 

 当初予算では、このほかに債務負担行為がございまして、協同組合指導課、産地・流通

支援課、畜産振興課が該当いたしてございます。 

 続きまして、平成27年度一般会計及び特別会計の補正予算議案につきまして御説明をさ
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せていただきます。 

 議案の④高知県議会定例議会の説明書（補正予算）の182ページをお願いいたします。 

 ここに農業振興部の補正予算総括表をお示しいたしてございます。今回の補正額は左か

ら２つ目の計の欄にございますように、総額で33億8,559万4,000円の減額補正をお願いす

るものでございます。 

 内訳を申し上げますと、人件費の補正が5,286万8,000円の増額でございまして、一方で

人件費以外での補正が34億3,846万2,000円の減額となってございます。人件費の増額の主

な理由といたしましては、人員の増減、年金制度変更に伴う共済負担率の変更などによる

ものでございます。 

 また、農業基盤課での6,193万円余りの人件費の増額につきましては、宮城県への派遣

職員などにかかわる負担金や公共事業費の事業費支弁の減額に伴うものでございます。 

 繰越明許費につきましては、環境農業推進課、産地・流通支援課、畜産振興課及び農業

基盤課の４課がお願いをさせていただいてございます。ちょっと減額が大きくなってござ

いますけれども、そのあたりの説明は各課が御説明をさせていただきたいと存じます。 

 同じ資料の430ページをお開きいただきたいと存じます。 

 ここでは農業改良資金助成事業特別会計をお示ししてございますが、この特別会計では

過年度分の農業改良資金の繰上償還額や就農支援資金の貸付額が当初の見込みを下回りま

したことから、1,155万2,000円の減額補正をお願いするものでございます。 

 以上が補正予算議案の概要でございます。 

 続きまして、条例その他の議案について御説明を申し上げます。 

 今回、農業振興部では５件の議案を提出させていただいてございます。資料５の議案書

の条例その他をお願いいたしたいと存じます。 

 まず、16ページにございます第47号議案高知県褐毛和種高知系受精卵移植用乳用牛貸付

け条例議案でございます。 

 これは予算でも御説明をいたしましたが、土佐あかうしの受精卵を移植する乳用牛の無

償貸し付け、当該乳用牛から生まれた子牛の県への納付など、当該乳用牛に対する受精卵

の移植、当該乳用牛の譲渡などに関し必要な事項を定めるものでございます。新設の条例

でございます。 

 次に、77ページをお願いいたします。第56号議案、高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案でございます。 

 これは、農地法が一部改正されましたことから、引用規定の整理などをしようとするも

のでございます。 

 次に、84ページ、第60号議案をお願いいたします。 

 第60号議案は高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案でございます。 
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 これは、いわゆる地方分権第４次一括法の施行によりまして、権限が県に移譲されまし

た農産物の検査機関の登録等の審査手数料を新たに規定するものでございます。 

 次に、172ページ、第86号議案をお願いいたします。 

 これは、県が行います土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関するものでご

ざいます。平成27年度以降に県が行います土地改良事業の経費に関しまして、関係市町村

の負担額などを変更するものでございます。 

 175ページの第87号議案も同じ条例の議案名になってございますが、こちらは平成28年

度以降に県が行うものについて規定をしたものでございます。 

 詳細につきましてはそれぞれの課長から改めまして御説明をさせていただきたいと存じ

ます。 

 次に、報告事項について御説明をさせていただきます。 

 報告事項は３件でございます。 

 まず１つ目が、第３期の高知県産業振興計画（案）の産業成長戦略（農業分野）につい

てでございます。先ほど少し御説明をさせていただきましたが、第３期産業振興計画

（案）における農業分野の戦略の概要につきまして、後ほど農業政策課長のほうから御報

告をいたします。 

 なお、各担当課長が予算を説明させていただきます際に、全体の計画の中でこの部分を

予算から増やしているという形で対比させながら説明をさせていただきたいと存じますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 次に、ＴＰＰ（農業分野）についてでございます。 

 先月の４日にＴＰＰ大筋合意による本県への影響などについて公表いたしました。定性

的な影響も含めた試算結果などにつきまして、これも後ほど農業政策課長から御報告をさ

せていただきます。 

 最後に、次世代施設園芸団地の進捗状況についてでございます。一部基盤整備の関係な

ど、排水路の設置工事など一部繰り越しを申請させていただいている工事もございます

が、そのほかの工事につきましてはこの３月末までに全て完了する見込みとなってござい

ます。 

 なお、栽培用ハウスなどにつきましては、５月20日に竣工式を行うという段取りになっ

てございます。詳細につきましては後ほど産地・流通支援課長から御説明いたします。 

 最後に、お手元の資料の中に各種審議会の審議経過等について添付いたしてございま

す。こちらに高知県農林業基本対策審議会及び高知県卸売市場審議会の開催実績や今後の

開催予定などを記載いたしてございます。 

 以上で私からの説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 

◎弘田委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 
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〈農業政策課〉 

◎弘田委員長 まず、農業政策課の説明を求めます。 

◎杉村農業政策課長 それでは、農業政策課の平成28年度一般会計当初予算案の概要説明

をさせていただきます。 

 ②の議案説明書（当初予算）の325ページをお願いいたします。 

 まず、歳入予算でございます。 

 歳入のうち主なものは、上から農業振興センターの目的外使用に係る調査等使用料約

185万円や、その下の経営所得安定対策や競争力強化生産総合対策事業に係る農業政策費

補助金約２億432万円、さらにその下に記載しております農業政策課収入約2,123万円でご

ざいます。中でも農業政策費補助金と農業政策課収入が大幅に増額になっております。こ

れは後ほど歳出のほうでも詳しく御説明させていただきますが、農業政策費補助金につき

ましては、いわゆる強い農業づくり交付金事業を平成28年度に実施する予定であること、

また農業政策課収入でございますが、こちらも国の事業でございますが、国から一度基金

管理団体に出され、基金を造成した後に各都道府県に支出される産地パワーアップ事業と

いうのがございまして、その関係で諸収入がふえてございます。 

 続きまして、歳出予算でございますが、326ページをお願いいたします。 

 平成28年度の予算総額は７億9,908万2,000円で、前年度の当初予算に比べまして26.2％

の増額になってございます。増額の主な理由は、先ほど歳入のほうで少し触れましたけれ

ども、国の強い農業づくり交付金を活用したハード事業の整備に係る経費１億3,500万円

や産地パワーアップ事業に係る2,100万円を新たに計上したものによるものでございま

す。 

 それでは、主な歳出予算の内容につきまして順次御説明いたします。 

 右側の説明の欄をごらんください。 

 まず、２総合調整費は、国への政策提言や情報収集、また市町村や関係機関との連絡調

整に必要な経費及び部内で雇用する産休、病休代替の臨時職員の雇用経費など、部内の総

合調整に係る活動費でございます。 

 次の３農林業基本対策審議会費は、本県の農業振興のための基本的な施策などについて

御審議いただく高知県農林業基本対策審議会の運営に係る経費でございます。審議会につ

きましては、年間２回分の経費を計上させていただいております。 

 次、326ページから327ページにかけての農業振興センター運営費は、県内の５カ所の農

業振興センターの運営費に係る経費でございます。庁舎管理に係る清掃委託料のほか、臨

時職員の雇用経費、旅費、需用費などの活動費でございます。 

 次の農業振興センター施設整備費は、中央西農業振興センター、高吾農業改良普及所で

の電話設備の改修経費でございます。平成３年につくったものがかなり傷んできておりま
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して、それの改修経費でございます。 

 その次、経営所得安定対策推進事業費は、国が実施いたします水田活用の経営所得安定

対策などへの農業者への加入推進を図るための補助金でございまして、市町村や地域で設

置しております協議会等が取り組む加入促進事業、要件の確認などの事務費に補助するも

のでございます。 

 また、米需給調整総合対策事業推進費補助金につきましては、米の生産数量目標に対し

ます転作の推進等につきまして市町村の事務費を補助するものでございます。 

 次に、327ページから328ページにかけての農産総合対策事業費は、平成27年度当初予算

に比べて１億5,000万円余り増額となっております。増額となった要因は、平成28年度

に、先ほども申しましたけれども、競争力強化生産総合対策事業費補助金、これいわゆる

強い農業づくり交付金事業と言われるものなんですけれども、ＪＡ四万十のカントリーエ

レベーターの増設の事業費約１億3,480万円を計上させていただいております。それと産

地パワーアップ事業の補助金といたしまして、産地パワーアップ計画に基づくリース、農

業機械等の導入に係るリース方式の経費2,114万円を計上しておりますことであります。 

 次のこうち農業確立総合支援事業費は、地域の特性を生かした農業の確立を図るため

に、市町村が主体的に行います農業振興施策を支援するものでございます。 

 以上が農業政策課の平成28年度一般会計当初予算の概要でございます。 

 続きまして、平成27年度２月補正予算の概要を説明させていただきます。 

 ④の議案説明書（補正予算）の183ページをお願いいたします。 

 右側の説明の欄をごらんください。高知農業確立総合支援事業費の減額は、市町村等の

事業実施主体においての少し計画の見直し等によりまして27年度の事業実施を見合わせた

地区がございましたことや、事業の入札減が生じたことなどで、結果事業費が当初の見込

みを下回ったものでございます。 

 なお、補正額の総額は人件費の増額も含めまして1,444万4,000円の減額となってござい

ます。 

 以上で農業政策課の説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈農地・担い手対策課〉 

◎弘田委員長 次に、農地・担い手対策課の説明を求めます。 

◎田中農地・担い手対策課長 農地・担い手対策課ですけれども、平成28年度一般会計当

初予算案の概要につきまして御説明をいたします。 
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 資料№②の議案説明書（当初予算）の329ページをお願いいたします。 

 329ページから330ページにかけまして歳入を記載しておりますけれども、後ほど歳出予

算で説明いたします事業執行に係る国庫補助金等を計上しているものです。 

 なお、330ページの上から２段目の２基金繰入金にございます１億4,160万円につきまし

ては、農地中間管理事業等を実施するため、国からの補助金を高知県農業構造改革支援基

金に積み立てたものから、当年事業実施のために繰り入れるものでございます。 

 続きまして、歳出予算を御説明いたします。 

 331ページをお願いいたします。 

 農地・担い手対策課の平成28年度当初予算は、農地・担い手対策費と農地調整費の２目

で構成されておりまして、一番上の欄にございますように、総額は14億1,011万円で、前

年度の当初予算に比べまして約24％の増額となっております。この増額につきましては、

主に新規就農者の確保・育成に係る事業を拡充したことによるものでございます。 

 それから、主な予算につきまして、農地・担い手対策費から御説明をいたします。 

 同じく331ページの右端の説明欄を見ていただきまして、２の全国農業担い手サミット

準備事業費につきましてですけれども、この全国農業担い手サミットとは、全国の意欲あ

る農業者が一堂に会しまして、相互研鑽、交流を通じて農業者みずからの経営改善や地域

農業・農村の発展に寄与することを目的とした大会でございます。平成10年度より毎年秋

ごろに開催をされておりまして、各県持ち回りで行われております。平成29年度に予定さ

れております第20回サミットが本県で開催されることが決まっておりまして、全国から

1,000人を超える農業者が来県をされる予定でございます。過去の大会では皇太子殿下が

御臨席をされているという大会でございます。高知県におけるサミットを主催する実行委

員会は、平成28年の春に農業者やＪＡ等の関係団体、それから市長会、町村会、高知県で

設立をする予定となっております。 

 一番下の行の全国農業担い手サミット実行委員会補助金は、この実行委員会が行う検討

会ですとか、あと平成28年度の開催地であります岐阜県での引き継ぎ式等の経費を補助す

るものでございます。 

 それから、次の332ページをお願いいたします。 

 ３農業経営基盤強化促進事業費の１つ目ですけれども、農業経営力向上支援業務委託料

は、県農業会議に委託しまして、経営発展を目指す農業者に対する法人化セミナーを行う

ものでございます。 

 ２つ下の担い手経営発展促進事業費補助金は、認定農業者へのフォローアップ活動など

に要する経費や法人向けセミナーの開催など、農業法人等の経営発展への支援に要する経

費を補助するものでございます。 

 それから、次の農業経営力向上支援事業費補助金ですけれども、これは集落営農の組織
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化、法人化に向けました取り組みに対して市町村を通じて補助するものでございます。 

 次の経営体育成支援事業費補助金は、地域の中心となる経営体である新規就農者や経営

規模拡大志向農家等が機械、施設の整備等に要する経費を市町村を通じて補助するもので

ございます。 

 それから、４の農業委員会等対策費ですけれども、市町村の農業委員会や県農業会議が

農業委員会法に基づきまして実施します農地の利用調整などの活動等に関する補助金と、

農業委員会の委員手当や職員設置費等に充てる交付金となっております。 

 それから、５の新規就農人材育成支援事業費は、本県で新たに農業を始めようとする方

を対象としまして、東京、大阪、高知で農業基礎講座である、こうちアグリスクールを実

施しまして、希望者につきましてはアグリ体験合宿として、県内で２泊３日の体験研修を

行うというものでございます。 

 農業技術研修業務等委託料は、就農希望者の新たな掘り起こしに向けて民間企業のノウ

ハウを活用するために、プロポーザル方式で選定する事業者に対して業務委託をすること

によりまして、県独自の相談会を東京、大阪で開催するなどして、本県へのＩターン、Ｕ

ターンの就農者を確保するというような事業でございます。 

 それから、次の333ページをお願いいたします。 

 ６の新規就農総合対策事業費は、本県農業の担い手となる新規就農者の確保・育成を図

るものでございます。 

 このうち、青年就農給付金事業支援業務委託料は、後ほど御説明をいたします青年就農

給付金準備型の給付対象者を支援するというもので、委託先の県農業公社が市町村等関係

機関と連携しまして、研修状況の確認や就農に向けた助言を行うものでございます。 

 それから、認定就農者経営改善支援業務委託料は、就農後５年以内の認定就農者を対象

に就農計画の達成や就農定着を支援するもので、委託先の県農業公社が農業振興センター

等と連携しまして、経営状況の把握や技術支援を行うものでございます。 

 それから、次の新規就農総合対策事業費補助金は、県農業会議や県農業公社が行います

就農希望者への相談活動などの取り組みを支援するものでございます。また、平成27年度

から高知県の新規就農支援の総合窓口としまして就農コンシェルジュを２名配置いたしま

して、就農相談活動を充実させてきましたけれども、平成28年度からは産地提案型担い手

確保対策の強化に向けまして、関係機関との連携強化や産地の体制整備を支援するため

に、このコンシェルジュを３名に増員したいと考えております。 

 それから、新規就農推進事業費補助金ですけれども、平成16年度から27年度まで実施し

てまいりました新規就農研修支援事業を廃止しまして立ち上げました28年度の新規事業で

ございます。産地みずからが求める人材を募集する産地提案書に基づきまして、新規就農

者の受け入れ体制整備、それから実践研修、さらには親元就農を総合的に支援することに
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よりまして、新規就農者確保対策を推進したいと思っております。 

 次の青年就農給付金とあわせまして、これにつきまして具体的な支援内容を別紙で御説

明したいと思います。 

 議案に関する補足説明資料の農地・担い手対策課のインデックスが張ってあるページを

お開きいただきたいと思います。 

 まず、上の分のところですけれども、受け入れ体制整備への支援といたしまして、産地

提案型担い手確保に取り組む産地等による新規就農者の受け入れに向けまして、産地提案

書の策定や就農相談会の開催等の受け入れ体制の整備に係る経費に補助を行います。 

 また、下半分のところですけれども、これは実践研修への支援ということで、まず１番

の専業農家育成研修支援区分では、産地提案書で提示されました品目または市町村が推奨

する主要な営農類型での品目での就農に向けまして研修を行う場合の研修手当や、研修を

受け入れていただく農家への謝金を補助するというものでございます。研修手当につきま

しては、年額で産地提案書に載る場合は180万円以内、ただし後ほどに御説明いたします

国の青年就農給付金準備型の対象者の場合は150万円がそちらのほうで出ますので、それ

に30万円を上乗せするという形になります。また、その他の場合は150万円ということに

なっております。それから、研修受け入れ農家に対する謝金をここで出しますけれども、

これはいずれも月額５万円以内となっております。 

 それから、その下の２の兼業農家育成研修支援区分といたしましては、産地提案書に沿

いまして中山間地域等の条件が不利な地域で兼業的な就農を目指す場合の研修手当と謝金

を補助するというものになっておりまして、この区分の研修手当は年額で144万円以内と

いうことにしております。 

 最後に、右のほうですけれども、親元就農への支援ということで、これが新規ですけれ

ども、みずからの子弟を県外等からＵターン就農させまして、後継者として育成をすると

いう認定農業者等に対しまして120万円を支給するというものになっております。ただ

し、担い手として定着できますように、産地提案書に沿って３カ月以上は県立農業担い手

育成センター等で研修を受けさせるということを要件としております。 

 それから、次のページをお願いいたします。 

 先ほどの事業も含めまして、国の事業もございますので、この対象者と、それから支援

内容を表でわかりやすく整理をしております。このページの右上に書いてございますけれ

ども、国の青年就農給付金についても御説明をいたします。この事業は平成24年度に創設

をされましたもので、準備型と経営開始型というふうに分かれております。準備型につき

ましては、就農予定の年齢が45歳未満で、独立自営就農、親元就農または雇用就農を目指

す方を対象にしまして、県の認める先進農家等の研修先で農業技術の習得に取り組む就農

希望者に対しまして、最長２年間、年額150万円を給付するというものでございます。 
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 また、経営開始型のほうですけれども、こちらは独立自営で農業を始めた45歳未満の農

業者に対しまして、経営が不安定な就農当初の最長５年間、市町村を通じまして給付金に

よって支援をするものでございます。給付金の額は前年の所得に応じて変動しまして、年

間最高150万円ということになっております。 

 それでは、続きまして、もう一度資料№②の333ページにお戻りいただきたいと思いま

す。 

 下から５行目にございます７の農地流動化事業費ですけれども、１つ目の農地中間管理

事業費補助金につきましては、農地中間管理機構が行います貸借による担い手への農地集

積に係る経費を補助するものでございます。 

 なお、本県では高知県農業公社を農地中間管理機構として指定をしております。 

 それから、次の次世代施設園芸団地農地確保事業費補助金は、高知県農業公社が次世代

施設園芸団地建設用の農地の確保を進めるための基金を造成する経費を補助するものでご

ざいます。この基金は、主に農地の購入費、それから賃借料の一括前払い、それから基盤

整備事業の負担金の一時払い費用などに充てるということでございます。 

 それから、次の農地流動化支援事業費補助金ですけれども、農地中間管理機構が担い手

の育成と農地の有効活用を図るため、農地の売買による利用集積を円滑に推進するために

補助するものでございます。 

 それから、一番下の行の農地集積交付金は、農地中間管理機構に対しましてまとまった

農地を貸し付けた地域ですとか、あと担い手への農地集積集約化に協力する農地の出し手

の方に対しまして、市町村を通じて貸し付けた農地の面積に応じた協力金を交付するもの

でございます。 

 それから、次の334ページをお願いいたします。 

 ８農地活用推進事業費の１つ目、農地活用推進事業費補助金は、県農業公社が農地あっ

せん機能と新規就農相談窓口機能を生かしまして、農地等の情報の収集、提供を行います

ほか、耕作放棄地の再生利用を推進する事業に対して補助をするものでございます。 

 その下の人・農地問題解決加速化支援事業費補助金ですけれども、これは今後の地域農

業のあるべき姿ですとか、あと中心となる経営体の位置づけ等につきまして、地域内で話

し合いを行いまして、その結果に基づいて市町村が取りまとめます人・農地プランの見直

し等を図る際に必要な経費を市町村に対して補助するものでございます。 

 それから、９番の農業構造改革支援基金積立金ですけれども、農地中間管理事業の実施

に当たりまして、国から配分された補助金を造成した県の基金に利息を積み立てるもので

ございます。 

 次に、もう一つの農地調整費のほうを御説明いたします。 

 334ページの下から４行目に農地調整関係事務費でございますけれども、これは農地法
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に基づく農地の利用調整や転用許可等を適正に行うための事務的な経費でございます。 

 同じページの一番下の行の３国有農地等管理事務費は、農林水産省所管の国有財産であ

ります国有農地及び開拓財産の適正な管理や売り渡しなどに要する経費でございます。 

 以上で平成28年度一般会計当初予算案の概要説明を終わります。 

 続きまして、平成27年度２月補正予算案の概要につきまして御説明をいたします。 

 資料№④の議案説明書（補正予算）の184ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますけれども、主に事業費の減額に伴います国庫補助金等の減額と

なっております。 

 続きまして、185ページをお願いいたします。 

 当課の補正額ですけれども、総額で３億1,350万3,000円の減額となっております。 

 それでは、農地担い手対策費から説明をいたします。右端の説明欄をお願いいたしま

す。 

 ２の農業経営基盤強化促進事業費の担い手育成確保対策事業費補助金ですけれども、こ

れは地域協議会の新規就農者確保・育成支援が計画より減少したことなどによりまして、

減額をするものでございます。 

 それから、３の農業委員会等対策費の農地集積支援事業費補助金につきましては、全額

国費の事業で、平成27年度の農地情報公開システム整備につきまして、農林水産省の委託

により全国農業会議所というところが全額対応することとなりましたので、不用額が発生

いたしました。また、市町村農業委員会が行います農地の利用状況調査におきまして調査

期間が短縮できたこと、臨時職員の雇用が見込みを下回ったことなどにより減少、減額を

するものでございます。 

 それから、農業委員会交付金につきましては、これも全額国の事業で、農業委員会が法

律に基づき実施する業務に対する経費に対しまして、義務的経費として国から割り当てら

れる額が当初の見込み額を下回ったことによるものでございます。 

 次に、186ページをお願いいたします。 

 ４の新規就農総合対策事業費の新規就農研修支援事業費補助金ですけれども、これは研

修生が国の青年就農給付金を活用できたことですとか、あと研修期間が当初の見込みを下

回ったことによりまして、研修手当及び受け入れ農家等への謝金を減額するものでござい

ます。 

 次の経営体育成支援事業費補助金は、事業を活用する機械等整備が当初の見込みを下回

ったことによりまして減額をするものでございます。 

 ２の青年就農給付金は、準備型におきまして給付対象者数が当初の見込みを下回ったこ

とにより減額をするものでございます。 

 それから、次の５の農地流動化事業費の農地中間管理事業費補助金ですけれども、これ



- 14 - 

は担い手等の農業者に貸し付ける農地が十分に確保できなかったことによりまして、農地

の貸借件数が当初見込みを下回りまして、農地の借り入れに係る賃料、それから保全管理

費、市町村への業務委託料等が減少したことによるものでございます。 

 また、農地流動化支援事業費補助金につきましては、当初訴訟となる案件を見込んで計

上していた費用につきまして、今年度は訴訟にまで至らなかったことなどによりまして減

額をするものでございます。 

 次の６の農地活用推進事業費の農地活用推進事業費補助金は、耕作放棄地の最低面積が

当初の見込みを下回ったことによりまして減額をするものでございます。 

 その次の人・農地問題解決加速化支援事業費補助金は、市町村が地域連携推進員を雇用

できなかったことなどによりまして減額をするものでございます。 

 ７の農業構造改革支援基金積立金は、国から追加配分される予定の補助金が配分されな

かったことによりまして減額をするものでございます。 

 以上で平成27年度一般会計補正予算案の概要説明を終わります。 

 続きまして、資料№⑤の条例その他のほうにつきましても御説明をいたします。 

 77ページをごらんいただきたいと思います。 

 これは、県の権限を市町村に移譲するための条例であります高知県の事務処理の特例に

関する条例の一部を改正する条例議案でございます。第２条の表24の項というところが農

地法の農地転用許可権限に係ります部分で、第５次地方分権一括法によりまして農地法が

一部改正されますことに伴う改正でございます。現在、佐川町及び梼原町に対しまして、

県の自治事務の範囲である２ヘクタール以下の自己転用に対する許可権限を移譲している

ということでございますけれども、法改正によりまして自治事務の範囲が４ヘクタール以

下にまで拡大されることから、権限移譲の範囲もそれに合わせて引き上げるということに

しております。これは法改正の趣旨に沿うものと考えておりますし、これまでの両町の許

可審査の実績から見ても十分処理できる能力があると認められます。また、その他法改正

に伴う引用規定の整理もあわせて行うものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎弘田委員長 質疑ございませんか。 

◎浜田（豪）委員 この１ページ目の新規就農推進事業費補助金の件で、専業農家育成研

修支援区分と兼業農家ができたということで、兼業農家というのがどのようなイメージ

か、専業の上の段で言うと年間250万円以上という、こっちは今100万円以上なんで、この

何というのか兼業農家、農家をやりながらほかのどのような仕事というか、どのような対

象をされているのか、もう少し詳しく。 

◎田中農地・担い手対策課長 この事業につきましては、昨年度から新規で始めたもので

ございまして、特に中山間の条件の厳しいところ、営農条件の厳しいところでは、農業だ
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けで250万円を稼ぐという計画を立てること自体がなかなか難しいということからつくっ

たものですけれども、例えば農業で100万円稼ぎながら地元で別の仕事、例えば今出てお

りますのは看護師であるとか福祉の仕事だとか、あと建設業の仕事なんかもあるでしょう

し、そういう仕事を組み合わせながら、特にこれ県外等から移住をするということで、そ

の移住対策も入っているという事業でございます。 

◎浜田（豪）委員 わかりました。ありがとうございます。 

◎米田委員 332ページの新規就農人材育成支援事業、講座を開いたりしゆうやつですよ

ね。こうちアグリスクールですかね。各地での参加者数とか高知とかでどんな状況です

か。 

◎田中農地・担い手対策課長 こうちアグリスクールにつきましては、平成27年度の実績

で申し上げますと、高知会場が29名の参加、それから大阪会場が34名、それから東京会場

では32名、そして名古屋会場で６名という結果になっております。 

◎米田委員 幅広く参加してくれるのはええと思うんですが、実際そういう講習を受けた

方で高知なり帰ってきて、Ｉターンで来て、就農される道を選んだとかという、実績はど

んなんですか。 

◎田中農地・担い手対策課長 このアグリスクールを受けていただいて、すぐに移住する

という方はなかなか少ないですけれども、ちょっと複数年でとっている結果を申し上げま

すと、まず東京の会場で22年から27年度まででは、県に来られた方が14名いらっしゃいま

す。それから、大阪でも同じ期間で８名、それから高知につきましては26、27年度の２年

間ですけれども、２名の方が就農または県に移住をされているという結果になっておりま

す。 

 また、研修を受けられている方というのもおられまして、その方については合計10名と

なっております。 

◎米田委員 わかりました。それなりに今成果が上がりゆうというか、大事なツールにな

っちゅうかと思いますけれど、今回前年度から比べても予算が大分ふえるんですが、どう

いう点のバージョンアップをされるんですかね。 

◎田中農地・担い手対策課長 まず１つは、産地提案型の担い手確保ということで、要は

今までは産地というのが受け入れる側なんですけれども、そこまで積極的じゃなかったと

ころがあるんじゃないかなということで、産地が自分たちの産地を維持していくため、ま

た地域を維持していくためにこういう方に来ていただきたいというのをしっかりやらせて

いただきまして、東京、大阪なんかにも行き勧誘をしていくということ、それからあと受

け入れ体制ですね。住宅も含めて、あと研修、それから就農するときには農地、ハウスが

要りますので、来てくれた後に実際にそこで住んで就農していただくというところまで見

据えた形で、受け入れ体制をしっかり整えていただくというのをまず徹底していきたいと
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思っておりますし、あとそれに向けまして就農コンシェルジュという窓口の担当者ですけ

れども、今２名にしておりますけれども、これを３名にする、そういったことで中心的に

いきたいと考えております。 

 あと、大きなお話としましては、先ほども御説明しましたけれども、親元就農に対する

支援ということもつけ加えたいと考えております。 

◎米田委員 わかりました。それで、その親元就農という場合、認定農業者等がＵターン

就農した農家子弟ということで、Ｕターンじゃないといかんがか、そうじゃない、例えば

県内におってもサラリーマンとかいろんな職種をやりながら、お父ちゃんの後を継ごうか

という方もおいでると思うんです。そういう人も対象ということでいいんですかね。 

◎田中農地・担い手対策課長 今考えておりますのは、県外にいらっしゃった方、それか

ら県内にいらっしゃってもほかの仕事をされていた方で農業を継ぐ方に対しまして支援を

したいと考えております。 

◎米田委員 はい、わかりました。 

◎土居委員 関連で、その研修と親元就農、新事業ですけれども、産地提案書に位置づけ

られている方、あと研修修了後１年以内に自営就農、親元就農を含むということが条件に

なっているんですけれど、この場合受け入れ農家が自分の親であるケースというようなこ

とももちろんあると思うんですけれども、その場合でも月５万円の謝礼は発生するわけで

すか。 

◎田中農地・担い手対策課長 親元就農に対する支援の場合は、そこの謝礼はないという

ことで今考えているところです。 

◎土居委員 研修を提供してくれるところが親であれば、それはここに書かれた謝金はな

いということですね。わかりました。 

 あともう一つ、国の制度とあわせて随分幅広い就農の支援事業がこれで打ち出せている

んじゃないかと思うんですけれど、県の目標として、今後県の農業を維持していくため

に、年間280人の新規就農者が必要だという計算があったと思うんですけれど、もう一息

のところまで随分成果を上げていると思うんですけれど、この体制で280人が達成できる

のかすごく期待をしているんですけれども、県としての28年度以降はどういう見通しを立

てておられるか。 

◎田中農地・担い手対策課長 今、新規就農支援を拡充していくことによりまして、ある

程度ふえてくることを見込んでおります。それから、280人という目標につきましては、

次期産振計画の中でもう少し上方修正をするということで考えておりますので、それに向

けましてしっかり頑張っていきたいと考えております。 

◎金岡委員 この産地提案書というものの中に、どのぐらいのレベルのことを考えておら

れるのかと、それともう一つは、きのうもあったんですが、末端への周知ですね、これが
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どのように行われるのか、私の知っている限りではほとんど新規就農者の方は知りません

ね。それを市町村の役場を通じてやると思いますが、どういうふうにやっていくのか、お

聞きをしたい。 

◎田中農地・担い手対策課長 まず、提案書のレベルにつきましては、これ実は昨年の２

月ぐらいから本格的に取り組み始めたものでございまして、県といたしましてはまず地域

がどんな地域であるか、それから何をつくって、例えば所得がこれぐらいになりますよと

いうところだとか、あとこういう品目をつくるんであれば、例えばハウスがいいというこ

とであればハウスもしっかり準備しますというような、トータルの提案をできる形を求め

ているところなんですけれども、なかなか例えば所得の目標につきましても出しにくい、

出してしまうと、仮にそれが達成できなかったらどうしてくれるんだとかという人も出て

くるかもしれないということで、ちょっと所得目標の額を出しにくい、いろいろそういう

話がありまして、そこにつきましてはまたやっていく中で充実をさせていって、ぜひこの

新規就農したいという方が参考になるような、これを見てここで農業をやりたいと思って

いただくような提案書の内容に充実をさせていきたいと思っております。 

 それから、末端への周知につきましては、現在まずホームページに一括して載せており

ますし、各市町村のホームページなんかでも載せていただくことは考えております。それ

から、パンフレット的にチラシをつくっていただきまして、それを就農相談会の場でお配

りするだとか、そういう形で周知をしているところです。また、これにつきましてもでき

るだけ目にとまりやすいような形で配布されますようにこれからやっていきたいと考えて

おります。 

◎金岡委員 要するに何を言いたいかというと、わかりやすくしないと説明をする側もな

かなか難しいような状況で、例えば新規就農者あるいは移住者が来たいんじゃがというふ

うな話をされるんですが、そしたら農業をやる、農業をやってどうなるのかという説明が

なかなかしにくい。役場の担当者が言うてもわからんというような状況ですので、わかり

やすく、一発でわかるぐらいのパンフレットなどをつくらんと難しいんじゃないかという

ところと、もう一つ専業農家でということで、うちのあるところが、あっさり言って学校

ですが、学校といったらどこかわかると思いますけれど、そこがシミュレーションしたと

ころが、専業で40アールのいわゆる畑でやって、最大180万円しかとれんという数字が出

てきました。そういう数字が出ますとやる気はないわけよ、もう。180万円では食ってい

けんという話になるわけで、そういう状況があります。 

 ですから、やっぱりある一定250万円以上という設定をされているのは、250万円だった

ら生活できる設定なのかどうか、そこら辺そこで住んでいけるという設定をしないと難し

いと思うんです。兼業のほうは100万円ということで、先ほどちょっと話がありました

が、ほかの仕事と組み合わせたという何か漠然としているんですよね。例えば250万円で
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やったらそこで生活ができるという設定をして、そこを一つの目標にして、それでどうい

う組み合わせをやったら生活できるとか、あるいはこういう作物であったらこれぐらいの

収量が上がるとかを出していかないと、なかなか移住される方、新規就農される方難しい

んじゃないでしょうかね。ですから、設定目標をきちっと、中身も含めてきちんとするべ

きではないでしょうか。 

◎田中農地・担い手対策課長 まず、わかりやすくということにつきましては、それは努

力してまいりたいと思っております。また、所得目標につきましても例えば子育て中の年

代の方と、それから退職をされて年金をもらいながらやっていくという方で、必要な所得

の額というのは変わってくると思いますので、それはその方の状態、必要な所得額に合わ

せた形で提案をしていくということになってくると思いますし、今やっております、嶺北

のほうでもやっておりますけれども、提案型の提案書の中にはほかの仕事と組み合わせな

がら、例えばこの仕事とこの仕事を組み合わせてやりたい、200万円、250万円で生活して

いきましょうという提案の仕方を実際にしているところがございますので、その辺をもう

ちょっと充実させてこれから対応していきたいと考えております。 

◎味元農業振興部長 ちょっと補足をさせていただきたいと思いますけれども、実は新規

参入者、農業に新規参入したい方を例えば県外から受け入れたりする場合、具体に例えば

就農相談会など開いておりますけれど、どういう形で流れてくるかといいますと、まず農

業をしたいと来ます。来た場合に、じゃあどういうことをやりたいですか、どこでやりた

いんですか、年収はどれぐらい例えば想定されていますか、お手持ちのお金はどれぐらい

ですかと事細かに聞きながら、そのニーズに合わせていろいろこういう案件がある、ああ

いう案件がありますという御提示をするような形で今やっております。その際に、やはり

より具体的に例えばこの産地であればこんな品目をやって、こういう形でやっていけばこ

ういう生活ができます、受け入れ体制としては、例えば研修はこういう研修を構えており

ます、それからハウスの整備にしてはこういう助成制度もあります、あるいはその家は例

えばこういうふうな形で地元の市町村が構えていますというようなことをきちっと整理を

した上で、お話があったら即座に対応できる、あるいは事前に入ってくる前に高知県には

こんなものがあるねという目鼻をつけた上で相談会に来ていただけるような体制をとりた

いということで、産地提案型という言い方をさせていただきました。それを充実させてい

こうということで今取り組んでおります。 

 具体に申しますと、春野のキュウリ部会というのがあるんですけれども、ここなんかは

何年か見ておりますと、今の生産者が何人減りますと、だからこの産地としてこれを維持

していくためには何人の後継者に入っていただかないかん、その後継者がおるところは何

人おるんやけれども、それだけではやっぱり足らん、だから外から受け入れないかん、じ

ゃあそのためには何人欲しいですと、例えばこういうこと、こういうこと、こういうこと
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をきっちりやっていただいたらこれぐらいの所得は一定保証できると思いますというふう

な形で、産地提案書をつくって今やらせていただいて大分広がってきておりますけれど

も、今お話もございましたように、若干内容にやっぱりばらつきが正直ございます。そこ

まできちっと体制まで整えて提案をしているところもあれば、実はこういうことでうちは

欲しいんですけれどといったようなレベルにとどまっているものもあります。そういう意

味でさらに広げていくということと、既にやっているところについては、さっき申しまし

た春野のように少し中身もきっちりやって、その生活の見通しも含めて見る方が判断でき

るよう内容にしてきっちりやっていくことをこれから強化していきたいと今構えていると

ころでございますので、ぜひまた御支援をお願いしたいと思います。 

◎米田委員 条例その他の第56号議案なんですが、これは現在４ヘクタールで農地の転用

許可とかの権限のことですよね。それで、現在津野町しかないのを日高を新たに入れると

いう意味だと思うんですが、例えば日高、当面４ヘクタールに近いそういう農地転用も予

定とか見通しがあって町村からすると申請があるんですか。 

◎田中農地・担い手対策課長 そこですけれども、日高と津野というところ、日高の話は

水道法の関係でございまして、農地につきましてはもともと佐川と梼原でやっておりまし

て、それがそのまま権限移譲する町がふえるということではございません。 

 それから、面積につきましては、これは自己転用、自分で持ちながら自分で転用すると

いう場合のことでして、その場合なかなか４ヘクタールとか、大きなところというのはほ

とんどございませんでして、例えば自宅だとかお墓を建てるとか、割と小面積のところに

とどまっているものでございます。 

◎米田委員 その４ヘクタールまで広げるのに転用許可もある、小さいというのがようわ

からん。 

◎田中農地・担い手対策課長 今、２ヘクタールまでの転用については県の自治事務でや

っております。その同じ権限を佐川、梼原に渡しているところですけれども、来年度から

は自治事務の範囲が４ヘクタールまで拡大をするということになりますので、それに合わ

せて権限移譲する範囲を２ヘクタールから４ヘクタールに引き上げるということで考えて

おります。 

◎米田委員 そうか、その本法が上がったわけよね。それに見習うて上げるけれど、しか

しそれは今話ししよったのは佐川と梼原のことではないんですかね。津野町のところに日

高を入れるという、この改正が今求められちゅうわけよね。 

◎田中農地・担い手対策課長 佐川、梼原につきましては、説明したらよかったかもしれ

ません。資料⑥の新旧対照表のほうを見ていただくとわかりやすいかと思いますけれど

も、この188ページに新旧がございますけれども、23項が日高村が入るというところで、

これは水道法の関係でございまして、農地法につきましては次の189ページ中ほどにござ
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いますけれども、日高については、これはもともとございませんので。 

◎米田委員 わかりました。 

◎弘田委員長 ほかにありませんか。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈協同組合指導課〉 

◎弘田委員長 次に、協同組合指導課の説明を求めます。 

◎井澤協同組合指導課長 協同組合指導課です。平成28年度の当初予算について説明いた

します。 

 資料№２の議案説明書（当初予算）の336ページをお開きください。 

 まず、歳入でございます。主なものを御説明いたします。 

 まず、国庫支出金の14災害復旧費補助金は、農協等の共同利用施設の復旧等に要する経

費を受け入れようとするものです。 

 次の繰入金は、農業改良資金助成事業特別会計から繰入金となっております。 

 次の337ページをごらんください。 

 歳入について説明いたします。 

 ３目の協同組合指導費です。右の説明欄の１人件費は当課職員の人件費です。 

 ２の農業協同組合等検査指導費は、農協法に基づき農協の業務及び会計の状況について

検査を行うとともに、定款や事業規定の認可、承認、運営指導などを行うことで経営の健

全化、運営の適正化を図るものです。 

 なお、農協の組織再編に関してですけれども、ＪＡグループ高知は将来にわたって農業

の振興や農業者の所得の向上、地域に貢献していくため、昨年11月の高知県ＪＡ大会にお

きまして、平成31年１月の県域１ＪＡの実現を目指して取り組んでいくことを決議されま

して、今月末に立ち上げを予定しております統合協議会においてこれまでの研究成果をさ

らに深めながら、合併に向けた協議や手続を進めていくこととされております。こうした

協議等が順調に進みますと、早ければ今年中に各ＪＡが統合総代会を開催しまして、県域

１ＪＡの参加の賛否を決定するというふうにお聞きをしております。 

 次の３の森林組合検査費は、森林組合に対して森林組合法に基づく検査を行うための事

務費です。合併などの指導に係る業務は林業振興・環境部で行い、検査業務は平成15年度

から当課で行っております。 

 ４の農業共済団体対策費は、農業災害補償法に基づき国の農業共済制度を担う農業共済

組合に対し、業務及び会計の状況について検査、指導を行うための事務費です。 

 ５の農業近代化資金等融資事業費のうち、電算システム保守委託料は、利子補給計算や

償還などの資金管理システムの保守管理を委託するものです。 



- 21 - 

 以下、農業者に低利資金の融通を図るため、農業近代化資金を初めここに列挙しており

ます各種制度資金について利子補給を行うものです。このうちスクラップ・アンド・ビル

ドの観点から見直しを行った事業について少し御説明いたします。 

 このページの下から２番目の園芸産地リフレッシュ資金利子補給金、これは自己所有の

ハウスの更新等に当たって農業近代化資金を借り入れる場合に、県と市町村、それから金

融機関がそれぞれ上乗せの利子補給を行う制度になっておりますけれども、近年の金利の

低下、それからＪＡバンクなどによる利子負担軽減など、他の施策が充実したこと、また

要望調査の結果でも該当事例がないといったようなことから、平成27年度をもって新規の

上乗せというのは廃止することにしております。 

 他方、一番下の農林業災害対策資金利子補給補助金、これは国の災害事業の対象となら

ないような小規模な災害に対して各種制度資金に県と市町村が上乗せする、そういう利子

助成をするものですけれども、国の事業に比べてこの事業の適用条件がやや厳しいといっ

たこと、それから近年低金利が進む中で利子助成の軽減効果が低くなっておりまして、こ

こ10年ほど利用実績がないといった状況にございましたけれども、この事業というのはい

ざというときのための制度でございますので、近年数多く発生しております突風や竜巻な

どの局地的な災害に対しても国と同様の支援ができるようにこれまでの適用条件を緩和す

るとともに、負担軽減のために貸付金利を当初５年間無利子化するなど、制度の拡充を図

るということにしております。 

 次の338ページをお願いします。 

 ６の高知県農業信用基金協会特別準備金出えん金は、農業近代化資金等で無担保無保証

人の融資を行う際、保証業務を行う上で必要となる保証事故の準備金として、基金協会が

積み立てる経費の一部を出捐するものです。 

 ７の農業改良資金助成事業特別会計繰出金は、特別会計の資金の管理等に要する経費を

一般財源から繰り出すものです。 

 その下にあります15災害復旧費の説明欄の農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助

金は、台風などで被災した共同利用施設の修理、復旧等に要する経費を補助するもので

す。 

 これら当課の一般会計の当初予算の総額は１億9,944万1,000円で、対前年度比95.5％と

なっております。 

 次のページには債務負担行為を計上しております。農業近代化資金を初めそれぞれの制

度資金について、各償還期間に係る利子補給の限度額を計上したものでございます。 

 次に、特別会計を説明いたします。 

 恐れ入ります。801ページをお願いいたします。 

 この特別会計は、農業改良資金と就農支援資金の２つの資金を区分経理するために設置
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されたものです。現在これらの資金につきましては、貸付主体が県から日本政策金融公庫

に移っておりますが、移行する以前に県が貸し付けた分の償還金等について管理を行って

おります。 

 それでは、まず歳入について主なものを御説明いたします。 

 １の農業改良資金に係る助成事業収入の１の繰入金は、農業改良資金の管理運営に要す

る経費を一般会計から繰り入れるものです。 

 ２の繰越金は、27年度決算で余剰となった資金の28年度への繰越分です。 

 １つ飛ばしまして、次の就農支援資金に係る助成事業収入の繰入金と繰越金は先ほど説

明しました農業改良資金と同様の内容となっておりますので、説明を省略させていただき

ます。 

 ３の諸収入のうち（２）の貸付金元金収入、これは過去に融資決定をしました就農支援

資金に係る28年度分の約定償還や繰上償還を受け入れようとするものです。 

 次に、802ページをお願いします。 

 歳出について説明いたします。 

 農業改良資金の貸付勘定科目の説明欄、１の償還金と２の一般会計繰出金については、

27年度中に県に償還される予定の額を資金造成元である国と県の一般会計にそれぞれ返還

しようとするものです。 

 その下の１の農業改良資金管理運営費は、資金管理を委託しております県信農連への事

務取扱手数料や債権管理に係る連帯保証人等への調査委託料、転貸貸し付けを行う金融機

関への運営費補助金、その他債権管理、回収に要する事務費を計上しております。 

 次の803ページは就農支援資金です。貸付勘定科目の説明欄の１の償還金と２の一般会

計繰出金については、約定などに基づき資金造成元の国と県の一般会計にそれぞれ返還し

ようとするものです。 

 就農支援資金管理運営費は転貸貸し付けを行う金融機関への運営費補助金や債権管理に

係る事務費となっております。 

 以上、特別会計の当初予算の総額は8,498万6,000円で対前年度比80.2％となっておりま

す。 

 次に、平成27年度２月補正予算について説明いたします。 

 資料№４の議案説明書（補正予算）の188ページをお願いいたします。 

 ３目の協同組合指導費です。 

 説明欄の２の農業協同組合等検査指導費は、遠隔地での検査を宿泊から日帰り出張に変

更したことや、国が行う検査職員初任者研修等への参加者が当初の見込みを下回ったこと

による減額となっております。 

 ３の農業近代化資金等融資事業費は、農業近代化資金を初めとする各種制度資金の利子
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補給承認実績が当初の見込みを下回ったため、それぞれ減額しようとするものです。 

 ４の出捐金は、高知県農業信用基金協会に出捐する特別準備金が当初の見込みを下回っ

たため、減額しようとするものです。 

 ５の農業改良資金助成事業特別会計繰出金は、農業改良資金の債権管理に要する経費な

どが当初の見込みを下回ったため、これに伴い特別会計への繰出金を減額しようとするも

のです。 

 次に、特別会計の補正予算について説明いたします。 

 431ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、事業の減額に伴い生じたものですので、詳細は歳出のほうで御説

明いたします。 

 次の432ページをお願いします。歳出でございます。 

 農業改良資金の１の貸付勘定です。貸付資金につきましては順次造成元である国と一般

会計にそれぞれ返還をしております。平成27年度予算では平成26年度中に県に償還があっ

たものをそれぞれ返還するものですが、過年度分の繰上償還が当初見込んでいた額を下回

ったことなどから減額補正を行うものです。 

 ２の業務勘定の農業改良資金管理運営費については、債権管理に係る経費が当初の見込

みを下回ったことなどから減額補正をするものです。 

 その下の就農支援資金助成事業については、計画していた貸し付けが当初の見込みを下

回ったため、貸付金を減額するとともに、これに伴いまして次のページ、433ページにな

りますけれども、業務勘定の就農支援資金管理運営費を減額補正するものです。 

 説明は以上です。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎米田委員 県１のＪＡ構想の話をされたんで、ちょっと聞いておきたいんだけれど、協

同組合ですき、万人は１人のために、１人は万人のために、全組合員さんの判断ができる

ような丁寧なやり方をしていただきたいというふうに、支援をしていただきたいと思うん

ですが、いずれにしてもこの年、平成28年統合決議される、早ければされるということ

で、ただ１月かな、高知市ＪＡが理事会で統合について異議ありという態度を示したとい

う話が入ってきたりしているんですけれど、立ち上げ早々にそういう組合内部に皆さんの

意見の違いが出てきていると私は思うんですけれど、現状どうなっているのか、そういう

意見、これから出てくる可能性はありますよね。そこらはどう対応されていくのか、その

辺を。 

◎井澤協同組合指導課長 委員おっしゃられたように、１ＪＡ構想というのはＪＡグルー

プが自己改革として進められていることでございます。その中で昨年のＪＡ大会で決議も

されたということで、その方向性というのは各ＪＡの共通の認識で進められておることだ
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とは思っております。最終的には各ＪＡが総代会を開いて、そこで決定するということで

す。先ほどの話は理事会でのというようなお話ですけれども、そういう中で方針を決定し

ていくと、早ければ年内、いろんな意見はあろうと思いますけれども、先ほど言いました

ように３月の末ごろに予定します統合協議会、ここでこれまでの取り組みをさらに深めて

いくということで、具体的な協議、統合３カ年計画であるとか、それからもちろん住民座

談会ということで組合員さんを対象にした座談会なんかも開いていく、そういう協議、そ

れから手続も必要となってきますので、その段階になればはっきりしたことがわかるだろ

うと思っております。 

 その中でいろいろ足並み、それぞれ各ＪＡ事情があると思います。その中でいろんなお

話があるんではないかと思いますけれども、３月末に開かれる統合協議会の中で、県とし

てもいろいろ話も聞きながら必要な支援はしていきたいと思っております。 

◎米田委員 聞くところによると、そういう話ではいかんけれど、組合員さん一人一人に

メリット、デメリットが十分、始まったばかりですけれど、伝わっていない問題や、営農

指導は本当に強まるのかということとか、集出荷で今何十かありますよね。そういうとこ

ろはちゃんと維持、継続されていくのか、いろんな不安とかありますので、自己改革では

ありますけれど、高知県の農業と組合員さんの生活という点からしたら、県の支援という

か対応も非常に注目されると思いますので、必要な厚い対応をぜひとっていただきたいな

と思いますので、よろしくお願いします。 

◎弘田委員長 要望でよろしいですか。 

◎米田委員 要望でいいです。 

◎武石委員 直接議案とは関係ないんですけれど、根本になるところなんで、県の見解を

お尋ねしたい。農林中金のあり方に対して政府・与党、自民党の農林部会から今のあり方

についての異論が出ていますよね。先日もＪＡの県内の組合長とお話ししたら、この発言

は非常に気にしておりまして、どっちが正しいのかなと、あるいは農家が何を、本音は何

を求めているのかなというのもこれから調査も我々もしていきたいと思うんですが、きょ

う朝からずっと議案も見させていただいたら、県の一般財源も随分農家にも支援を出して

いますよね。これがビジネスとして成り立つ話であればですよ、本来融資を受けて返済し

ていく、貴重な県の一般財源を政策誘導のために使うのは一定やむを得んとしてもです

よ、それで全て県の農業を活性化するのはなかなか難しい、今後、ということもあります

よね。金融機関といえば、むしろ農林中金なんかより政策金融公庫のほうがずっと積極的

に農業にも投資もしてくれていると、いい制度もあると思うんですよね。 

 ここから先は質問なんですけれど、ＪＡバンクも関係しますけれども、農家から集めた

資金を農家の発展のために使うという本来の目的に立ち返るべきじゃないかという自民党

の農林部会の意見についての県の立場での見解を、現場、現状も踏まえてお聞きしたいと
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思いますけれど。 

◎井澤協同組合指導課長 各ＪＡバンクの上部組織の中に農林中金がございます。総合農

協ですので、いろんな信用事業、共済事業、それから救済事業する中で運営をしておる

と、そういう部分の中で信用事業、組合員さんを初め預金していただいたお金を運用して

おると、そういうことが上部組織のほうに運用するような中で、最終的には各ＪＡの経営

に影響を及ぼしているということで、私の認識としましては今の仕組みは必要であろうと

思っております。ですので、その仕組みは一定維持した上で、御批判なんかもありますの

で、その方法については各ＪＡグループの中で御議論していただいたらと思っておりま

す。 

 一方、日本政策金融公庫、これも一つの農業を支える、そういう仕組みの中でいろいろ

な事業をする上で金融面で支えているというのも事実でございます。現実的にもそういう

系統資金と、それから政策金融公庫資金、使い分けをしながら一定農業者を支えていると

いうことになっておりますので、その町のＪＡグループと、それから組合員の方もその資

金を有効に使っていただきたいというのが私としての思いでございます。 

◎武石委員 わかりました。仕組みが必要と言われるのは我々も同じでありますが、その

仕組みをどう生かすかというところが問われているんだろうと思います。冒頭申し上げた

ように、県の貴重な一般財源で農業を振興するのは、おのずと限界があるというのは繰り

返しになりますけれど、そういう基本に立てば、やっぱり融資の制度で農政を回していく

ということがこれから求められていくと思いますので、農林中金のあり方をここで云々か

んぬんするつもりはありませんが、金融機関に対してビジネスとして成り立つんであれ

ば、ぜひ県もそういう政策を打ち出していっていただけたらなという思いがありますの

で、これは要請をしておきます。 

◎弘田委員長 要請ということであります。 

 ほかにありませんか。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈環境農業推進課〉 

◎弘田委員長 次に、環境農業推進課の説明を求めます。 

◎小松環境農業推進課長 環境農業推進課の平成28年度一般会計当初予算と27年度補正予

算、条例その他につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

 初めに、平成28年度一般会計当初予算について説明させていただきます。 

 ④の資料の議案説明書340ページをお開きください。 

 まず、歳入について説明させていただきます。 

 ７款分担金及び負担金は、派遣職員の２名分について派遣先の市町村から負担を求める
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ものです。 

 ８款使用料及び手数料は、農業大学校の授業料などです。 

 ８目の農業振興手数料のうち１の登録検査機関更新手数料は、来年度から新たに国から

業務が移管されます農産物検査機関の登録更新手数料でございます。 

 341ページをお願いします。 

 ９款国庫支出金は、普及事業に係る国からの交付金2,841万1,000円などでございます。 

 12款繰入金に南海トラフ地震対策の財源として基金からの繰入金を5,491万9,000円計上

しております。 

 342ページをお願いします。 

 14款諸収入は、試験研究機関などの受託事業収入などです。 

 15款県債の９目農業振興債は、農業大学校本館外壁改修や野菜出荷調整室耐震補強工

事、担い手育成センター長期研修用宿泊施設外構工事、そして作業試験場の耐震対応重油

タンク及び防油設置工事に充てることとしております。 

 28年度の歳入は27年度より１億1,361万7,000円の減額となっております。 

 続きまして、歳出について説明をさせていただきます。 

 344ページ、説明欄をごらんください。 

 ４目の環境農業推進費の１人件費は、環境農業推進課と農業技術センター、農業大学

校、農業振興センターなどの職員の人件費でございます。 

 ３農業振興センター普及活動費は、普及指導員の活動に必要な経費や備品の購入、機動

力の整備に関する経費です。 

 次の４普及指導活動強化促進事業費は、産業振興計画の推進のため普及指導計画に基づ

く普及指導活動を推進するとともに、普及指導員の専門性を高めるための体系的な研修の

実施や迅速な普及活動のための情報端末を整備するための経費です。 

 次の５こうち農業情報総合化推進事業費は、農業分野の情報を活用するため、農業者、

農業団体、行政機関を結ぶネットワークとして開設していますこうち農業ネットを維持管

理するための経費です。 

 345ページのほうになりますが、１つ目のこうち農業ネットシステム運用保守委託料で

すが、こうち農業ネットの安定した動作のためにシステム運用を委託するものです。 

 次の６の環境保全型農業推進事業費は、本県農業の基本的な取り組みとして位置づけて

おります環境保全型農業を推進するため、環境保全型農業の啓発や技術の確立と普及を図

るとともに、環境保全型農業を実践する生産者組織の育成を図ろうとするものです。 

 ２つ目の環境保全型農業推進事業費補助金は、天敵などの購入費や有機ＪＡＳ認定の手

数料、有機農業における生産技術の向上及び販路開拓などに係る経費に補助するもので

す。 
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 ここで関連しますので、報告事項の資料の４ページをお開きください。 

 Ａ３の横のポンチの図でございます。環境保全型農業の柱でありますＩＰＭ技術の開発

と普及について関連しますので、あわせて説明させていただきたいと思います。 

 資料の左側に現状と課題を整理しております。これまで害虫対策として天敵昆虫の利用

技術の開発とその普及を中心に取り組んできたところです。これまでの取り組みによりま

して、左上の表に示しましたとおり、ナスやピーマン類、シシトウでは天敵昆虫がほぼ

100％導入され、また中ほどの表に示しておりますが、多くの農家が地域に生息する土着

の天敵昆虫をみずからふやして利用するなど、全国的にも進んだ取り組みに発展しており

ます。 

 こうした取り組みによりまして、左下の図に示しておりますが、例えば施設ナスでは農

薬費や防除作業の大幅な削減につながるなど大きな効果が得られているところです。しか

しながら、課題をその下に書いておりますが、施設キュウリでは害虫が伝播するウイルス

病の発生でありますとか、また施設柑橘では害虫が低密度でも果実品種への影響が大きい

といった品目特有の課題がありまして、普及がおくれている理由でもございます。さら

に、先ほどの図の右端にありますように、これまで問題になっていなかった病害が問題化

するなど、新たな課題への対応も必要となってきているところです。そのため、資料の右

の戦略のポイントに示しましたように、天敵昆虫の導入がおくれている品目や侵入害虫な

ど新たな害虫に対するＩＰＭ技術の開発と普及を強化するとともに、被害が顕在化し問題

となっております病害、例えばナスの黒枯病などに対するＩＰＭ技術の開発と普及を進め

てまいりたいと思います。 

 これら虫害版ＩＰＭ技術と病害版ＩＰＭ技術の開発の両輪をしっかり回しまして、より

高品質で低コスト、省力化につながるＩＰＭ技術を普及し、環境に優しく持続可能な園芸

農業の実現に取り組んでまいりたいと考えております。 

 それでは、もう一度②の資料の345ページに戻ってください。 

 ６環境保全型農業推進事業費の６つ目の環境保全型農業直接支払交付金は、化学肥料や

化学合成農薬を５割以上低減した上で、堆肥の施用や天敵昆虫の利用など地球温暖化防止

や生物多様性保全に効果の高い営農活動を行うか、または有機農業に取り組む場合に補助

するものです。 

 次の環境保全型農業直接支払推進交付金は、市町村が行う確認事務などに要する経費を

交付するものです。 

 次の産地競争力強化支援事業費は、オランダ・ウェストラント市との技術交流により環

境制御技術の開発と普及の加速化を図ろうとするものです。また、取引拡大や産地の信用

向上に向け、グローバルギャップの取得に向けた研修などへの支援や生産現場でのＩＰＭ

技術の確立と普及、ミシマサイコを中心とした薬草の生産振興など高知県の強みを生かし
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て産地の強化を図るものです。 

 次の８県産米ブランド化推進事業は、県産米のブランド化を推進するため、高品質で食

味のよいこだわり米の県外への有利販売の取り組みや酒米の生産振興を支援するための経

費でございます。 

 １つ目の県産米ブランド化推進事業費補助金は、米のブランド化に向け米の品質や認知

度の向上、県外への販売促進活動などの取り組みに補助をするものです。 

 次の農業大学校運営費は、いの町にあります農業大学校の運営に資する経費でございま

す。 

 346ページをお願いします。 

 10農業大学校研修教育推進事業費は、農業後継者などを対象に、農業に関する技術や経

営についての実践的な教育を実施するための経費です。市場調査、篤農家など外部講師に

よる講義、農家研修など授業内容の充実に努めています。 

 次の11農業担い手育成センター整備事業費は、新規就農者の育成や先進技術の実証拠点

である農業担い手育成センターの研修実証ハウスや敷地内の舗装などの整備に要する経費

でございます。 

 347ページをお願いします。 

 12農業担い手育成センター運営費は、農業担い手育成センター運営に要する経費です。 

 次の13農業担い手就農支援事業費は、新規就農者や担い手育成のため基礎技術の研修や

先進技術の実証、産地とのマッチングに要する経費でございます。 

 １つ目のほ場管理業務委託料は、研修及び実証施設で栽培される作物の収穫など管理を

外部委託するものです。 

 ２つ目の就農研修指導業務等委託料は、研修実証圃場の管理業務などを外部委託するも

のです。 

 14植物防疫総合対策事業費は、病害虫発生予察や農薬の適正使用などの病害虫防除対策

や農薬残留分析など、安全で適正な防除対策に取り組むための経費です。 

 １つ目の病害虫発生状況調査委託料は、病害虫発生予察に必要な調査の一部を委託する

ものです。 

 次の農薬残留分析委託料は、出荷段階における残留農薬検査とマイナー作物の農薬登録

の適用拡大に必要な農薬残留データの作成のための分析を民間分析機関に委託するもので

ございます。 

 続きまして、348ページをお願いします。 

 ５目の農業試験研究費でございます。 

 １農業技術センター管理運営費は、農業技術センター果樹試験場、茶業試験場の運営に

要する経費です。 
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 １つ目の清掃等委託料は、農業技術センター、果樹試験場、茶業試験場の清掃委託業務

など、施設維持管理などに必要な委託料となっております。 

 ２つ目の園地除草等委託料は、果樹試験場園地の草刈りを民間業者に委託するもので

す。 

 ２の農業試験研究費は、試験研究機関において新施設園芸システム研究開発や天敵利用

などの環境保全型農業技術、高品質多収生産技術、優良品種、農産物鮮度保持技術などの

研究開発に要する経費です。 

 １つ目の実験補助業務委託料は、農業技術センターにおける実験器具の洗浄などを民間

業者に委託するものです。 

 次の野菜遺伝資源更新等委託料は、遺伝資源として保存しております植物の種子などの

更新と増殖を民間業者に委託するものです。 

 ３つ目の施設維持管理委託料は、ハウスのビニールの張りかえ作業を委託するもので

す。 

 環境農業推進課の当初予算額は29億1,392万5,000円で、前年より２億1,177万7,000円の

減額となっております。 

 続きまして、27年度補正予算の説明をさせていただきます。 

 ４の資料、議案説明書の190ページをお願いします。 

 歳入予算では、７款分担金及び負担金として派遣職員２名分について、派遣先市町村の

負担分1,678万7,000円の補正予算を計上しております。 

 その他の歳入予算につきましては、歳出の項で説明させていただきますので、省略いた

します。 

 191ページをお願いいたします。 

 ５目環境保全型農業費は、１環境保全型農業総合対策事業費の１つ目の環境保全型農業

推進事業費補助金の減額につきましては、天敵などが予想以上の防除効果を示し、補助対

象資材の導入が当初計画よりも少なく済んだことなどによる需用費の減によるものです。 

 次の環境保全型農業直接支払交付金と環境保全型農業直接支払推進交付金の減額は、事

業費の減によるものです。 

 ２植物防疫総合対策事業費の減額は、国からの受託事業が見込みを下回ったことによる

ものです。 

 192ページをお願いします。 

 ６目農業試験研究費の１農業試験研究費につきましては、国から受託事業の見込みを下

回ったことなどによるものでございます。 

 続きまして、193ページのほうをお願いいたします。 

 繰越明許費について御説明をさせていただきたいと思います。 



- 30 - 

 農業担い手育成センター整備事業費でございますが、四万十町に平成26年度に開設され

ました農業担い手育成センターの施設整備に係る事業でございます。このセンターの機能

拡充としまして、ＣＬＴ工法による新たな長期研修用宿泊施設の整備を平成27年度内の完

成に向け進めてきたところです。しかしながら、施工段階で判明しました軟弱地盤を克服

するための工法の検討、協議に時間を要しましたことや、ＣＬＴ工法の基礎金具のふぐあ

いなどによる改良作業に時間を要したため、平成27年度内に完成することが難しくなった

ことから、工期延長による繰り越しをお願いするものです。現在、作業員の増員や作業時

間の延長によりまして工期の短縮を図っているところですが、現段階では工事完了は４月

30日を予定しております。４月以降の長期研修者の受け入れ対応ですが、完成までは短期

研修用宿泊施設での受け入れを検討するなど、長期研修に支障が出ないように対応してま

いりたいと考えております。 

 続きまして、資料№５条例その他議案説明書の84ページをお開きください。 

 第60号議案高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案でございます。 

 この条例でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律、いわゆる第４次一括法の施行により農産物検査法の一

部改正などに伴う知事への権限移譲を考慮いたしまして、農産物検査を行う登録検査機関

の登録の更新及び更新登録の審査に係る手数料を新たに徴収しようとするものでございま

す。ここで言う登録検査機関が行う農産物検査とは、米穀、麦、大豆などの農産物の種

類、高知県産コシヒカリといった銘柄ごとに設定された１等、２等などの品位、重量など

規格に沿って農産物を区分するとともに、量目及び包装を統一し、その正確を期すること

によって農産物の取引の公正と円滑を図ることを目的としております。高知県におきまし

ては農協など23の機関でこの検査を実施しております。 

 議案に関する補足説明資料の環境農業推進課のインデックスがついたページをお開きく

ださい。 

 Ａ４の横書きの農産物検査法の地方への権限移譲についてという資料でございます。 

 農産物の地方への権限移譲についてでございますが、中ほどにございます農産物検査法

上の義務、19項目ございますが、このうち右側にある農産物検査規格の設定、臨時検査を

除く17項目の事務が県に権限移譲となる事務でございます。このうち少し左寄りにありま

すけれども、黒星印の事務２の申請の受理、登録、公示、４の更新の受理、更新、公示、

それから６の更新の受理、変更、公示につきましては手数料が発生しますため、新たに県

の手数料条例に定めようとするものでございます。 

 具体的には、２の申請の受理、登録、公示は、新たに登録検査機関として登録しようと

する場合、４の更新の受理、更新、公示は５年ごとになりますが、登録検査機関として登

録を更新する場合、６の更新の受理、変更、公示は登録検査機関の変更登録、例えば米穀
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のみを品位検査を行っていた登録検査機関が追加的に麦の農産物検査を行う場合や、品位

検査のみ行っていた登録検査機関が追加的に成分検査を行うなどの場合がこれに該当する

ものです。手数料額ですが、先ほどの資料の、84ページにお戻りください。 

 １の新たに登録検査機関に登録申請する場合は15万円、２の５年ごとに更新する場合は

１万1,000円、先ほど申しました３のア、米穀に加えて新たに麦の農産物検査を行う農産

物の種類を増加する場合は３万円、次のページになります。上の段のイ、品位検査を加え

た新たに成分検査を行う登録の区分の増加に係る場合は15万円徴収することとしておりま

す。それぞれの額につきましては、国の事務として徴収しておりました額に準拠しており

ますが、県でのそれぞれの事務に係ります人件費相当額、用紙代等、需用費相当額、通信

費などの役務費相当額を勘案した場合もその相当額となりますことから、この徴収額を設

定しております。 

 本県を除きます中四国の他県におきましても、本県と同額の手数料を徴収する条例議案

を議会で承認あるいは上程する予定とお伺いをしております。 

 条例議案に関する説明は以上でございます。 

 以上で環境農業推進課の28年度当初予算と27年度２月議会補正予算につきまして説明を

終わらせていただきます。 

◎弘田委員長 質疑は午後から行いたいと思います。 

 暫時の間休憩いたします。再開は午後１時といたします。 

 

（昼食のため休憩 12時１分～12時59分） 

 

◎弘田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 御報告いたします。 

 武石委員から、所用のため少しおくれる旨の連絡が入っております。 

 質疑を行います。 

◎橋本委員 当初予算の４目環境農業推進費の中の産地競争力強化支援事業費についてお

尋ねをしたいんですが、この中には多分薬用作物の振興のための対策費用が含まれている

と思うんですけれども、その内訳をお話しいただけますか。 

◎小松環境農業推進課長 薬用作物の振興につきましては、今現在ミシマサイコを中心に

振興しているところですけれども、それらをさらに振興するということで、内容としては

技術確立のための実証圃の設置等を計画しているところです。それから、ミシマサイコ以

外にもほかの有用作物について興味をお持ちで取り組む産地がございますので、そこにつ

きましては実証圃の設置でありますとか、あるいは国の支援事業なんかも活用しながら支

援をしてまいりたいと考えております。 
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◎橋本委員 少し総体論として聞きたいんですが、実は薬用植物の栽培については当然、

生薬として売っていくという状況になる中で、この形を整えているんではないかなと思っ

ているんですが、実は私もちょっとこれ興味がありまして、生薬についてはいろんな活動

もしているんですけれども、実は薬価というややこしいものが日本の中にはあって、なか

なか高くは売れない仕組みがそこにあるということでお聞きをしているんですが、その辺

についてはどういう見解を持っていらっしゃるのか、ちょっとお聞きをしたいと思いま

す。 

◎小松環境農業推進課長 委員御指摘のように、薬草の販売につきましては薬価で定めら

れているということで、生産サイドから見ますと収量に対して販売価格ということで収益

が決まってまいりますので、正直今の薬価ではなかなか薬草を栽培しても基本的にそれだ

けで収益が上がるというレベルまで行ってないんじゃないかなと考えております。 

◎橋本委員 ヒューマンライフ土佐を中心に、ミシマサイコが産業振興計画の中でも拡大

的にボアアップしていくと方向性だというふうに思うんですが、ただ既存の、昔からやっ

ているヒューマンライフ土佐に所属をしている生産者の方々が私自身も減っていると思う

んですね。それから、県も新しくそれをやらそうと、そして県も仕掛けていることは実態

だと思うんですけれども、同じ面積でも数量がなかなか新しい方はたくさんつくれない、

基本的には契約栽培ですので、多分津村順天堂との契約栽培ということになるんですか

ね。 

◎小松環境農業推進課長 ミシマサイコにつきましては、ツムラとの契約販売ということ

になっております。 

◎橋本委員 先ほどちょっと県が進めている薬用植物、シャクヤクも当然そうですし、ホ

ソバオケラもそういう形で進むという、それから私どもの地域なんですけれども、薬草の

生産組合を立ち上げて今回国の直轄事業を得るためにこの間私も一緒に、実は中四国の農

政局のほうに行っていました。その中でいろんなヒアリングを受けたんですけれども、ま

ず牧野植物園と一緒に組んでこの事業の展開を図ろうということで、牧野植物園を受け皿

にして一応組み立てたんですが、そこに行ってヒアリングの中で、牧野植物園ではならな

いよという話なんですよ。何でって聞いたら、牧野植物園自体が要は研究機関であって、

栽培機関ではないじゃない、だから牧野植物園では受け皿になり得ない、別に規定はされ

てないんで出すのは勝手なんですが、多分採択になりませんよみたいな話なんですね、簡

単に言うと。私が受けたのはそういう説明でした。だから、そのときに生産組合の皆さん

も行っていて、仕方がなく生産組合の皆さんが受け皿になるということで申請をしたよう

なんですけれども、いまだにまだいろんな手直しがずっと続いているような環境下にあり

ます。ただ、ちょっといろんな薬用植物の研究に関して牧野植物園のほうと連動してやっ

ているんだろうけれども、基本的な研究機関としてやることはよくわかるんですが、それ
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を事業化していくということに対しては、牧野植物園とどういう、お話をしているのかな

ということをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

◎小松環境農業推進課長 牧野植物園との連携につきましては、環境共生課、それから牧

野植物園、それから私たち環境農業推進課で協議会をつくりまして、有用作物についての

情報共有をしております。そういった中で薬効が非常にすぐれていて、将来性があるよう

な有望薬用作物については生産現場で実証しまして、まずは現地適応性があるかどうかと

いうことを確認させていただいている、その上でこれは産地に適応できそうだというもの

については、さらに産地化に向けて農業振興センターと一緒になって取り組みを進めてい

きたいと考えています。 

◎橋本委員 28年度当初予算で組んでいるのは98万3,000円とお聞きをしておりますの

で、それだけでそういう形がつくっていけるのか、ちょっと疑問に感じているところで

す。確かに、東京に行ったときに、農水省と厚労省で国の施策としてのこの薬用植物につ

いての重要性というのも非常に感じたんですけれども、ヒアリングを受けている中で、で

もそれが県のほうの対応としてそこまでやっているんだろうか、それから本当の意味で薬

用植物クラスターみたいな形をつくっていこうとしているんだろうか、そこがちょっと疑

問に感じておりまして、その辺の県の生産者、研究者に対する支援をもう少し厚くするよ

うなことはお考えでないのかどうなのか、部長にお聞きをしたいと思います。 

◎味元農業振興部長 いろいろお話をいただきましたけれども、まず牧野植物園との関係

で言いますと、薬用植物といいましてもいろいろあります。その中で先ほど課長が申し上

げましたけれども、高知県に適したものがあるのかないのか、今まで把握しているもの以

外にも例えばそういう可能性のあるものはないのかといったようなことを牧野植物園の専

門性をもとに研究をする、そこで一定目鼻が立ちそうなものについては農業振興部が引き

継いでそれぞれの農業技術センターとか、そういうようなところで実証をし、それを産地

におろしていって拡大をしていく流れ、役割分担になっています。その中で、確かにミシ

マサイコ以外にもいろいろあります。ただ、それも一長一短ございまして、その中でまず

生産の実績があって、ある程度実績を上げやすいということと、それからやはり薬用植物

の場合つくってなんぼうじゃなくて、受け入れがあって幾らの世界でございますので、例

えばミシマサイコであればつくれば一定の量というのは確実にツムラのほうが引き受けて

くれるという話がございますので、ですからターゲットをミシマサイコに絞っていく戦略

で今やっております。 

 今、予算のお話がございましたけれども、それを拡大していく中で、私どもは予算とい

うよりはやはり産地をいかに広げていくのか、その中で特にポイントになるのはやっぱり

技術支援だと思っています。例えばミシマサイコにしましても、生産者の中で採算ライン

があるとすれば、そこに到達しないところもたくさんありますし、一方でそれを大幅に超
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えてかなり収益を上げているところもあります。そのレベルをいかに引き上げていくかと

いうことでございますので、予算というよりはそれぞれの普及所なり中心になってその技

術を上げていく、そういうような実績を持って作付面積を広げていくということを着実に

やっていく、地道にやっていくということが私どもの仕事じゃないのかなと思っていま

す。 

 その中で、予算としては実証圃を例えば借り上げたりする経費は一定お出ししましょう

とやっておるわけなんですけれども、予算というよりはそういう振興センターなり普及所

なりの職員の取り組みをある程度評価をしていただければ、私どもとしてはありがたいな

と思っています。今全力でそれに取り組んでいるところでございます。 

◎橋本委員 確かに部長の言っていることはよくわかるんですが、実際、県の職員の

方々、指導者の方々がそこまで薬用植物に対して意識を持っているんだろうか、非常に私

は現場におって疑問に感じるところがあります。だから、ミシマサイコにしても、ホソバ

オケラやシャクヤクについてもそうです。今から多分生産組合のほうで国の支援事業を受

けてやろうとしているシコン、ムラサキについてもそうだと思うんですけれども、もう少

しきちっと向き合っていただける体制をしっかり組んでいただきたいと思いますし、やっ

てないということではないですよ。今以上にやっぱりやっていく、将来的には本当に契約

栽培、ツムラに言ったらそれは銭になるからということではなくて、薬用植物を一つの基

本に、その中のクラスターをしっかりと形成をしていくという方向性にやっぱり進めてい

くという一つの大きな植物でもあるんじゃないかなと。薬用植物そのものがですよ、そう

ちょっと思っていまして、この間、滋賀県の米原に研修にちょっと行っていたんですけれ

ども、薬草の里というのがあるんですね。伊吹山が後ろにあって、伊吹山というのは非常

に薬草が自生しているところらしいです。そこの担当者の方とちょっと会っていたら、高

知県も非常に縁が深いんですよと言うんですよ。牧野先生がずっと前から来ていただい

て、研究をしていた経過もあるので、土佐のほうも非常に薬用植物については豊富なとこ

ろなので、そういうことも含めてお互いが頑張って研究していきましょうという話を聞い

たんです。だから、今ちょっとお金のことも九十何万円かよ、それは少ないだろうと言い

ましたけれども、やっぱりそういうことも含めて考えていただけるように、もうこれ以上

は言いませんけれども、環境農業政策課のほうに対していろんな御相談があるようだった

ら、ぜひとも聞いてあげていただきたいと要請しておきます。 

◎金岡委員 環境保全型農業についてですが、中山間地へ来られる新規就農者あるいは移

住者の方々、ほとんど有機農業に関心を持っておられる、これは御承知と思いますが、そ

こで有機農業というのはかなり難しい農業ですので、有機無農薬とやりますとハードルが

極めて高いという中で、有機減農薬という形でやっていきたいとにやっていますが、ただ

非常に収益にはなかなかなりにくいということで、今やっておられるのはほとんど自家消
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費分でそれをやるという形で、実質有機無農薬あるいは減農薬でやられるのは市場に出す

ものについてはかなり難しい状況ですが、その中で今言われておるのは、どうも県は有機

農業に対してちょっと後ろ向きなんじゃないかという話をされています。そのところはど

うかということと、もう一点は県産米のブランド化推進事業というのがありますが、これ

については多分これ出されておるんじゃないかと思いますが、一番有効なのが日本穀物検

定協会の食味ランキングというのと思います。先日この発表がありましたが、残念ながら

特Ａというのは四国に一つもない状況でしたが、これに対する取り組みはどんなになって

いるのか、お聞きしたいと思います。 

◎小松環境農業推進課長 県としましては、有機農業については、特に中山間地域で収益

を上げていく有効な栽培方法じゃないかと考えております。委員御指摘のように、実際は

なかなか収益が上がっている農家ばかりじゃなくて、なかなか苦戦をされているという実

態も承知しております。その要因をいろいろアンケートをとってみますと、１つやっぱり

生産技術の部分でいいものがたくさんとれないということと、それともう一つ大きいの

は、やはりしっかりした柱となる販路を持たれてない方がなかなか苦戦されているという

実態があるようです。それで、28年度の予算の中ではその栽培技術の向上の部分と、それ

から新たな流通の開発の部分、そこの部分にグループ化を目指す方々への支援をしていき

たいと考えております。それにつきましては、有機農業の主産地といいますのは嶺北地域

とか四万十町とか、それから幡多地域のほうとか、県内中山間地域を中心に広がっており

ますので、そういったところの振興センターの職員を中心にしながら指導に当たっていき

たいと思っています。 

 生産を安定する上で一番大事なのは、やはり有機農業とはいってもやはり基本となる栽

培技術、適地で適品目を適宜に栽培するというところからスタートして、あとは土づく

り、それと県が進めています天敵とか、それから物理的な方法を使ったＩＰＭ技術、そう

いったものをうまく組み合わせていけば、かなり安定した生産ができるんじゃないかと思

っていますので、そういった部分の支援をしっかりしていきたいと考えています。 

 それから、米のブランド化ですけれども、食味コンテストでは残念な結果だったとは思

うんですけれども、静岡県で行っております、これも全国的に知名度が高い大きなコンク

ールでありますが、そこにおいて四万十町の生産者が最高、特別金賞、最高位に輝いた、

それからこれは本山町の土佐天空の郷の生産者の方なんですけれども、品種賞も受賞され

た事例も見られております。 

 ブランド化については、これまでも支援してきたところですけれども、さらにそういっ

た全国のコンテストへの出品できるレベルの生産者を育てるためにさらに支援策を強化し

ていきたい、具体的にはやはり受賞することがブランド化のイメージに直結しますので、

極端に言えばそれを狙った栽培管理なりをしっかり支援していく、実証圃をつくって、そ
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こでみんなで品位の高いお米を生産するための研修会なんかを重ねてやっていくというと

ころで支援をしていきたいと考えています。 

◎金岡委員 ぜひともやっていただきたいと思います。支援をしていただけるとなれば、

それに対して取り組む農家もかなり出てくると思います。特に私のところはいわゆる棚田

ですので、かなり高品位なお米がとれますので、にこまるを出したんでしょうか、けれ

ど、ヒノヒカリでも十分にいけるんじゃないかと思いますし、ヒノヒカリのほうがむしろ

実績はあるわけで、ことしも４県でヒノヒカリが入っていますよね。ですから、そこら辺

もまた考えていただいて、ぜひとも進めていただきたい、必ず取り組む農家が出てくると

思いますので、そして特Ａにでもなれば、これは一気にブランド化が進むと思いますの

で、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

◎土居委員 ちょっと重くなるんですが、高知米のブランド化推進事業で先ほど金岡委員

が言われたとおりなんです。こだわり米をブランド化して売り出すということも当然頑張

っていただきたいと思うんですが、そういう日本一に評価されるようなお米がある一方

で、お話もあったように一般的な高知産米の評価というのが非常に低くて、１等級米比率

の低さというのがデータ上はなかなか厳しい状況にあると、そういった全体的な米の品質

の底上げといったことをこれからも県としても農協なり生産者なりとの連携を深めてぜひ

ともやっていかないかんということが１つ。 

 あとほんなら米の品種が問題というたら、決してそういうわけではなくて、やはり地域

的なもの、気候的なもの、あとそれに合わせた生産方法的なものがかなり大きな影響があ

ると思いますので、その辺の指導体制的なものをどうしていくのか、その辺の県の方針と

いうか考えをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

◎小松環境農業推進課長 残念ながら、高知のお米というのは１等米比率がむしろ低いと

いうのがここずっと続いているところです。やはり高知県の場合、米の登熟期に降雨に遭

遇する機会が多いということで未熟粒を中心とした低品位なものができて、１等米比率を

下げているということで、１つにはやはり品種の力というのは大きいのかなということを

考えています。その部分につきましては農業技術センターで育成した高育76号であるとか

関高ＩＬ１号とか非常に有望なものも出ておりますので、それは圏域で実証圃を今重ねて

奨励品種に向けて取り組みを進めております。 

 それから、いわゆるコシヒカリとか、今現在主力品種になっているものも１等米比率は

高くありませんので、それについてはやはり非常に地道ではありますけれども、施肥と

か、そういった基本的な技術のところを現場での現地検討会なり指導の中で徹底すること

によって、少しでも底上げをしていくということになってくると考えます。 

◎土居委員 品種改良そのものは、全国全ての都道府県で実施をされて、その都度その都
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度いいものが出てきていると思いますけれど、その地域に合わせた、高知も高育76号とい

う前も聞いたことあるんですけれども、早く市場に出回って県の農家がそういったすぐれ

た品種を栽培、生産できるような環境づくりを進めていかないかんと思うんですけれど

も、今後高育76号に私も期待しているんですけれど、その普及戦略というかスケジュール

的なものですね、これをどう展望を描いておられるのか、お聞きいたします。 

◎小松環境農業推進課長 先ほど申しました２品種については、昨年度現地実証をスター

トさせております。28年度再度圏域的に実証しまして、確かにいいということが明らかに

なれば推奨品種として位置づけるための作業に来年度後半ぐらいから入っていくことにな

ります。その上で、やはり種もみの確保ができないと一気に広げることはできませんの

で、初期はそんなに急速に広げることもなかなか困難かとは思いますけれども、種もみの

確保も図りながらいいものはできるだけ早く普及させていきたいと考えています。 

◎土居委員 ありがとうございます。最後に１点、ちょっと意見だけ言わせていただくん

ですけれど、酒造好適米につきまして、議会でちょっとやらせてもらったんですが、ぜひ

高品質化といったことに取り組んでいただきたいんですが、ただ県内の酒造好適米という

のはほとんど県内の酒造メーカーによって消費をされて、活用されていると思うんで、た

だただ生産拡大というわけでは当然なくて、需給のバランスといったものが一番何より大

事であり、またいいものをやっぱり提供しなければ、酒造好適米のブランド化、ひいては

日本酒のブランド化につながっていかないと思いますので、この辺はまた県と生産者と酒

造メーカー等との連携といったことが非常に大事になってくると思いますので、その辺を

また踏まえてまた取り組みを進めていただきたいと思います。ここは意見として。 

◎弘田委員長 要望ということですね。 

 ほかに。 

◎米田委員 農産物検査法の権限移譲について、例えば27かね、何かあると言われていま

したけれど、登録検査機関と地域検査機関とは別個の機関として各地方にあるのか、もし

数がわかればということと、それと地域登録検査機関、年間どれぐらいの量的というか、

種類というか、検査をやっているのか、そういう数値的なあらわし方があれば。 

◎小松環境農業推進課長 登録検査機関でございますけれども、今現在ＪＡを中心に米穀

店含めて23機関ございます。検査回数とか、少々お待ちください。まず、届け出とか立入

調査の件数ですけれども、年度によってかなり変動があるんですけれども、例えば定期的

な巡回立入調査で言いますと、４カ年平均しますと大体28回ぐらいになっています。多い

年は30回を少し超えるときもありますし、少ないときは20回ちょっととなっております。 

◎米田委員 その登録検査機関23のうち地域登録検査機関というのが幾つなんですか。

23が地域登録ですか。 

◎小松環境農業推進課長 地域登録検査機関は23です。 
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◎米田委員 それで、このフロー図で説明してもろうたんやけれど、今までは権限移譲さ

れてなかったから、いわゆるここの都道府県知事がなくて、国が直接立ち入りだとか更新

だとかという全てやっていたと、そういう理解でいいですか。 

◎小松環境農業推進課長 国の地域センターのほうでこの役割を果たしていたということ

です。 

◎米田委員 そのきちんと安全・安心なという思いはそうなんで、ただわざわざ広域的な

ものは国がやりますと、でも地域登録のやつもちゃんと国にも報告しなさいとなっていま

すが、一斉にやるわけよね、全国都道府県ね、今回。そのメリットといいますか、そこは

どこにあるんですかね。 

◎小松環境農業推進課長 国の考え方は、やはり地域のお米の検査は地域の実情をよく熟

知している県が担うほうがよりいいんじゃないかという整理をされているように受け取っ

ております。 

◎米田委員 そしたら、この例えば地域登録というのは別にしても、広域という場合はど

ういう検査になるんですか。 

◎小松環境農業推進課長 広域は、ちょっとお待ちいただいてよろしいでしょうか。 

◎弘田委員長 わかりますか。 

◎小松環境農業推進課長 広域と申しますのは複数県にまたがって検査が必要な場合とい

うことです。 

◎味元農業振興部長 要するに、県単位で高知県だけをエリアにする場合には高知県知事

がやる、複数の県を検査するような、そういう体制をとった検査機関は国が検査をする、

許可をしたり変更したり受け付ける、そういう意味です。例えば建設業の許可なんかにし

ても、県内だけで支店を持って営業する場合は県知事の許可になっていますし、複数の県

にまたがって営業する場合は国交省の大臣が許可すると、それと同じような意味合いだと

考えていただければ。 

◎米田委員 そしたら、今高知県の検査機関の中で２つの県以上にまたがる検査機関もあ

るわけですね。そういう理解でいいですか。 

◎小松環境農業推進課長 今、この23機関の中で広域にまたがる部分はなく、県内だけで

ございます。県が検査するのは、対象となるのは先ほど申しました県内のＪＡ、それから

米穀店の23機関と。 

◎米田委員 それで、高知県には２つの県以上にまたがる検査機関はないということよ

ね。 

◎小松環境農業推進課長 そうです。 

◎米田委員 それで、財政の話もされたと思うんですけれど、今までなかった権限を高知

県でやるとなれば、そういうスタッフあるいは研修とか財政的な措置がないと、年に何回
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かやってなかなかこれ重要な役割を果たさんといけませんよね。改善命令とかも出せるわ

けですから。そこら辺の保証といいますか、国に対して言うて体制つくっていくんだろう

と思うんですけれど、そこら辺は十分な一応今措置をとられているという理解でいいです

か。 

◎小松環境農業推進課長 これの検査に当たりましては、やはり国が行っている部分が県

になりますので、そこには専門的な知識と、それからそれにかかるある程度人役、労力も

かかりますので、専門技術につきましては我々のほかに水稲の専門技術員がおりますの

で、そこで対応します。それから、人役の部分については配備いただいて、そういう体制

がとれるように体制をとっております。 

◎米田委員 わかりました。 

◎弘田委員長 ほかに。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈産地・流通支援課〉 

◎弘田委員長 次に、産地・流通支援課の説明を求めます。 

◎西本産地・流通支援課長 産地・流通支援課でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 まず、当初予算に関連しますので、第３期の産業振興計画の評価にかかわる柱について

先に御説明させていただきたいというふうに思います。 

 柱は、柱の１、生産力の向上と高付加価値化による産地の強化、柱３の流通・販売の支

援強化、そして柱５の地域に根差した農業クラスターの形成でございます。 

 それでは、委員会資料の報告事項の資料、農業政策課のインデックスのついているペー

ジ、資料の３ページをまずごらんいただきたいと思います。 

 柱１の取り組み方針の１、次世代型こうち新施設園芸システムの普及推進でございま

す。第３次に引き続きまして既存型ハウスへの環境制御技術の導入を生産振興の一丁目一

番地としまして、環境制御技術普及促進事業などにより県内全域への普及に取り組むとと

もに、規模拡大の意欲のある方などに対しまして次世代型ハウス・農業クラスター事業に

よる次世代型のハウスの導入を支援してまいります。また、新たな取り組みとしまして、

団地の形成による生産拡大とともに、関連産業を意図的に集積をしていく農業クラスター

の推進にも努めてまいります。これらの取り組みを着実に推進することで農家所得の向上

を図り、農業産出額の増加を目指すための28年度の支援を下段に列挙しているところでご

ざいます。 

 続きまして、同じ資料の10ページをお願いいたします。 

 柱３の流通・販売の支援強化でございます。３期は、中ほどにございます新需要開拓マ
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ーケティング協議会が卸売市場に業務委託をする園芸品販路開拓・拡大強化事業による販

売力の強化を拡充しまして、新たに加工ニーズと海外ニーズに取り組みたいと考えており

ます。また、下にありますこだわりニッチ野菜・果実販路開拓のための商談会につきまし

ては、より効果を高めるために地産外商公社が開催する商談会に一元化をすることで、農

家所得の向上を図っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、ページを14ページまでお進みください。柱５、地域に根差した農業クラス

ターの形成でございます。クラスターの関連につきましては、この14ページの業務フロー

と15ページの支援について御説明をいたします。 

 まず、14ページはクラスターを形成する一般的な業務フローを整理したものでございま

す。ステップがゼロから４まで書かれてございますが、ステップのゼロとして県庁内にワ

ンストップの窓口を設け、川上、川下のニーズを情報集約しまして、ステップの１で県庁

内のクラスター情報共有会議で実現性の高い案件を抽出し、事業者や市町村の皆様から積

極的な提案、参加を募ります。次に、ステップの２で地域の皆様の行うクラスターの形成

に向けた具体的なビジネスプランづくりを支援するとともに、関連産業が厚みを増します

よう、また付加価値がさらに向上するよう、１次から３次までの事業者を幅広く追加的に

募ってまいります。 

 そして、ビジネスプランの実行段階がステップの３、４でございます。クラスター事業

者と県で協定を結びまして、官民協働で取り組みを支援するクラスタープロジェクトチー

ムを設置しまして、産地の生産振興や付加価値の向上を図るなど、クラスターの形成に向

けてきめ細かなサポートを図ってまいりたいと考えています。 

 なお、クラスターの形成には、ケースによりその熟度や進行ぐあいが多様でありますの

で、個別ぐあいの取り組みケースに応じて対応してまいります。 

 続きまして、15ページをお願いいたします。 

 こうしたクラスターを形成するためには新たな支援が必要となってまいりますので、新

たな支援を含めた一連の支援メニューを整理したものがこの15ページでございます。今回

新たに予算提案をしている事業を中心に御説明をいたします。 

 まず、上段、実施計画の策定などソフト面の取り組み支援でございます。次世代施設園

芸等企業参入事業費は、県がクラスターを育成するために必要な川下の情報集約を行うも

のでございます。その上で、市町村が取り組むクラスターの実現に向けた園芸団地の用地

確保などを支援するものがその右にある農業クラスター計画策定事業でございます。ま

た、クラスター形成に必要なアドバイザーの活用につきましては、次世代型ハウス・農業

クラスター促進事業により支援し、クラスターのマネジメント強化を図ってまいります。 

 次に、中段でございますが、ハウスを中心にクラスター関連施設のハード支援を記載し

てございます。ハウスの整備やハウスの上段に書いてございます集出荷場・物流拠点、種
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苗供給施設、エネルギー供給施設、研究・開発施設といった生産関連施設の整備に対しま

して、次世代型ハウス・農業クラスター促進事業により支援をしてまいります。生産関連

以外、例えば直販所やレストラン、加工施設などにつきましては、その支援につきまして

は産業振興推進部とのすみ分けを行っているところでございます。 

 下段には、園芸団地用地の確保と基盤整備への取り組み支援でございます。市町村など

が農業クラスター計画策定事業によりまして適地調査や用地を確保し整備計画をつくりま

す。次に、候補農地を農地中間管理機構が借り受け、あるいは買い入れをします。県が次

世代施設園芸団地農地確保事業により整備に係る地権者の負担や賃料の一括前払いや農地

買収に備えた基金を農地中間管理機構に造成をした中で、これは先ほど農地・担い手対策

課から説明がございましたが、その中で次世代施設園芸団地基盤整備事業などにより基盤

整備を行います。その際の地権者に係る整備負担は農地中間管理機構が負担します。園芸

団地整備円滑化事業は、その農地中間管理機構が負担をした地権者の負担に対して県が補

助するものでございます。園芸団地に農地を賃借する地権者は一定の期間制限されます

が、負担なしで基盤整備が行えることとなります。こうした一連の支援によりましてクラ

スターを形成し、地域地域に新たな付加価値と雇用の増を生み出していくことを目標に取

り組んでまいります。 

 以上が第３期産業振興計画の主な内容でございますが、当課に係る新たな予算、クラス

ター計画策定事業、園芸団地整備円滑化事業、また農業クラスター推進事業、その他の柱

の事業につきましても予算説明の中で改めて御説明を申し上げます。 

 それでは、議案、平成28年度一般会計当初予算について御説明に入らせていただきま

す。 

 資料№２予算議案説明書の350ページをお開き願います。 

 産地・流通支援課所管の平成28年度の一般会計当初予算案の概要でございます。 

 歳入は、本年度４億5,787万8,000円でございます。国庫事業の活用に伴う国庫補助金と

産地パワーアップ事業の活用に伴う雑入等でございます。 

 国庫補助金、雑入の詳細につきましては後ほど御説明をいたします。 

 次の351ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 総額は19億9,257万2,000円で、前年度比較で１億6,457万5,000円、率にしまして９％の

増となっております。増額の主な理由は園芸用ハウス整備事業の増額、産地パワーアップ

事業の新設などによるものでございます。 

 ６目の産地・流通支援費のうち説明欄の２園芸戦略推進事業費は、園芸農業を振興して

いくため、県園芸戦略推進会議などに取り組むものでございます。 

 ３の施設園芸産地確立事業費の園芸用ハウス整備事業費補助金は、レンタル方式の園芸
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用ハウスの整備を補助し、園芸産地の維持・強化を図る事業でございます。28年度につき

ましては、担い手確保のための産地提案に基づく研修用ハウスを整備する場合に、県の補

助率や補助上限額をかさ上げしまして、事業実施主体の負担をゼロにするなど研修区分の

拡充を図ってまいりたいと考えております。また、拠点整備区分を新たに設けまして、中

山間農業複合経営拠点や集落活動センターが運営する園芸用ハウスの整備につきましても

補助してまいりたいと考えております。 

 次の園芸用ハウス災害復旧事業費補助金は、自然災害により園芸用ハウスなどが被災し

た農業者に対して補助し、早期の営農復旧を支援する事業でございます。 

 燃料タンク対策事業費補助金は、南海トラフ地震によるタンクからの重油流出による火

災などの二次災害の軽減を図るため、ヒートポンプなど重油代替暖房機の導入によるタン

クの削減や、流出防止装置を備えたタンクへの置きかえに補助を行うものでございます。 

 続きまして、352ページをお願いいたします。 

 ４のまとまりのある園芸産地総合対策事業費は、篤農家の方を中心に、生産者が互いに

生産技術などを共有する学び教えあう場の仕組みを活用しまして、課題解決を図る取り組

みでございます。28年度は特に環境制御機器を事業導入した全ての農家177戸の補助を学

び教えあう場と設置し、速やかな技術の実証、普及に努めてまいります。 

 ２つ下にございますゆず振興対策協議会負担金とその次の特産果樹販売促進事業費補助

金は、高知県ゆず振興対策協議会や土佐文旦振興対策協議会が行う販売促進活動などに対

する負担金等でございます。 

 中山間地域集出荷支援事業費補助金は、地域における庭先や拠点地への集荷や集荷量の

増加につながる作付拡大などにつきまして、四万十町など７件の取り組みに補助するもの

でございます。 

 また、次の事務費につきましては、新施設園芸技術実証普及事業として、環境制御装置

などの新施設園芸技術の実証、普及に要する経費などが含まれてございます。 

 ５の競争力強化生産総合対策事業費の競争力強化生産総合対策事業費補助金は、国の強

い農業づくり交付金を活用しまして、28年度はキュウリの選果ラインの高度化に対して補

助するものでございます。 

 次の産地パワーアップ事業費補助金は、国の基金を活用しまして資材型ハウスの整備や

ヒートポンプ、ニラのそぐり機といった農業機械のリース導入を補助するものでございま

す。 

 ６の野菜価格安定対策事業費は、野菜生産者の経営安定を図るため、対象野菜の市場価

格が著しく下落した場合に、国、県、生産者がそれぞれ資金造成した中から一定の基準に

沿って価格差補給金を交付する国の事業でございます。 

 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業費補助金は、ニラ、ショウガ、ブロッコリーな
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ど７品目の資金造成に要する県の補助金でございます。 

 ７の新需要開拓マーケティング事業費の見本市出展業務委託料は、県単独開催をしてい

た首都圏での花の商談会をより効果的に実施するため、28年度は首都圏で開催されます全

国規模の花卉展示商談会への出展を利用するものでございます。 

 次の353ページをお願いいたします。 

 青果物ブラッシュアップ委託料でございます。こだわり野菜などの販路開拓の強化を図

るため、地産外商公社に一元化をします商談会の出展者に対して、消費者の視点からアド

バイスやマッチング支援を野菜ソムリエに委託をするものでございます。 

 ２つ下の新需要開拓マーケティング協議会負担金は、卸売市場からさきの流通販売戦略

を農業団体と共有実践することを目的に、県と園芸連中央会が構成します新需要開拓マー

ケティング協議会に対する負担金でございます。本年度は、多様な流通販売に精通した卸

売市場に対しまして、先ほど御説明しましたが、３件の業務委託を行っております。新た

な販路開拓に成果を上げていますことから、28年度には業務需要開拓の委託件数を３件か

ら４件にふやすとともに、新たに加工ニーズに応える販路開拓と産地づくりを２件、さら

に海外での販路開拓を２件、合わせて８件の販路開拓に農業団体とともに取り組んでまい

ります。 

 ２つ下の青果物連絡協議会等負担金は、東京・大阪事務所園芸分室の職員が情報収集を

行うために必要な負担金や研修経費のほか、28年度には東京中央卸売市場の移転に伴いま

して東京事務所園芸分室の豊洲市場への移転費用を計上してございます。 

 次の農産物輸出促進事業費補助金は、輸出に関する国内外の情報収集を行いますととも

に、生産者組織などが行う海外での展示会、商談会への出展やテスト輸出などに対して補

助するものでございます。 

 ８の次世代施設園芸推進事業費の最初の次世代施設園芸地域展開促進事業費補助金は、

次世代施設園芸の各地域への展開を促進するため、国の次世代施設園芸地域展開促進事業

を活用しまして、四万十町の次世代施設園芸団地の成果や取り組みの情報発信、また研修

会の開催などを高知県次世代施設園芸団地推進協議会に補助する事業でございます。 

 次の次世代施設園芸団地整備事業費補助金は、四万十町の次世代施設園芸団地の東側及

び北側敷地の有効活用を図るため、次世代施設園芸団地が実施をする整備工事に対して補

助をするものでございます。 

 次世代施設園芸モデル事業費補助金は、昨年の９月議会におきまして債務負担として計

上したものでございます。施設園芸の技術革新を進めるため、環境制御装置などオランダ

型の先進技術を取り入れた次世代型ハウスの整備を推進するものでございます。 

 次の環境制御技術普及促進事業費補助金は、施設園芸農家の所得向上を図るため、収穫

量の向上に即効性のある環境制御技術の既存ハウスへの導入を補助する事業でございま
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す。今年度までは環境制御技術導入加速化事業としてございましたが、その継続、拡充の

要望に応えまして、回数の見直し、補助上限額の見直し、また補助対象機器の拡充を図り

まして、環境制御技術の普及へステップアップを図ってまいります。 

 次の次世代型ハウス・農業クラスター促進事業費補助金は、農業法人などが導入する次

世代型ハウスや生産関連施設の整備を補助するとともに、雇用確保など一定の要件を満た

す場合には農業クラスター加算も措置するとともに、農業クラスター形成に資するアドバ

イザーへの支援や商工労働部と同様に雇用奨励金の制度も組み込み、クラスターの促進を

図ってまいりたいと考えております。 

 次の農業クラスター計画策定事業費補助金は、市町村が実施をします農業クラスター形

成に向けた取り組み及び市町村や民間企業が実施をする園芸団地の用地確保に向けた取り

組みに対し補助するものです。 

 園芸団地整備円滑化事業費補助金は、園芸団地の用地を確保するために農地の基盤整備

の事業に対する農家貸し手への負担を軽減するものでございます。 

 それでは、債務負担行為でございます。 

 355ページ、園芸用ハウス整備事業費補助金は、平成29年度までの間、新規就農者や既

存農家の規模拡大など農業者が利用する園芸用ハウスの整備を補助するものでございま

す。28年度の当初予算とは別に3.2ヘクタールの整備を計画しております。 

 以上で28年度の一般会計当初予算案についての説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、２月補正予算について御説明をさせていただきます。 

 資料№４補正予算議案説明書194ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、事業の増減に伴い生じたものでございますので、詳細は歳出のほ

うで御説明いたします。 

 次の195ページをお願いいたします。 

 歳出の７目産地・流通支援費でございます。 

 ２の施設園芸産地確立事業費の園芸用ハウス整備事業費補助金の減額2,625万8,000円

は、入札減などによるものでございます。 

 園芸用ハウス災害復旧事業費補助金の減額808万9,000円は、本年度幸いなことに比較的

災害が少なかったことから減となるものでございます。 

 燃料タンク対策事業費補助金の減額１億2,393万8,000円は、昨年度まで県単独事業で取

り組んできた本取り組みが、本年度国の新たな制度が立ち上がりまして、県を経由しない

形で約6,000万円の予算が国の予算で活用ができたこと、また重油価格が下がりましたこ

とから、ヒートポンプの導入の希望が当初の123台から大幅に減少しまして20台になった

ことから、大幅な減額となってしまいました。 

 次世代施設園芸モデル事業費補助金の減額4,959万2,000円は、入札減が主な理由でござ
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います。 

 ３のまとまりのある園芸産地総合対策事業費のうち中山間地域集出荷支援事業費補助金

の減額277万2,000円は、国の事業での活用、取りかえや事業計画の見直しによって補助金

がふえたところでございます。 

 環境制御技術導入加速化事業費補助金の減額4,919万8,000円は、取り組みに意欲を持た

れる方も多い中で、導入事例が少なく、身近で効果を実感させる機会が少なかったこと、

また初期投資の負担感が導入のブレーキになったこと、さらに事業の活用に一定の制限が

あったことなどによりまして減額となったものでございます。 

 ４の競争力強化生産総合対策事業費の競争力強化生産総合対策事業費補助金の減額１億

7,690万1,000円は、国の内示の減による減額でございます。 

 ５の新需要開拓マーケティング事業費の農産物輸出促進事業費の減額100万円は、事業

計画の見直しによりまして補助金が不用となったことなどによるものでございます。今年

度は多くの減額補正となりましたことを反省しておりまして、28年度の予算執行におきま

して、改めて緊張感を持って十分な精査を行い、きめ細かく執行してまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

 196ページをお願いいたします。 

 続きまして、繰越明許の４目農業技術費でございます。次世代施設園芸団地整備事業費

は、四万十町に整備をしています次世代施設園芸団地の浸水対策として新たに設置をしま

す排水路などにつきまして、地元住民との調整や設計に日数を要したため、次世代施設園

芸団地整備事業費を28年度に繰り越すものでございます。 

 ７目産地・流通支援費でございます。 

 施設園芸産地確立事業費は、12月に香美市を中心に発生しました突風で倒壊をしたハウ

スを早期再建を行うため、園芸用ハウス災害復旧事業費補助金の一部を28年度に繰り越す

ものと、安田町で整備しております次世代型ハウスにつきまして、地元調整に時間を要し

たため、次世代施設園芸モデル事業費を28年度に繰り越すものでございます。 

 産地・流通支援課からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎浜田（豪）委員 一般質問もさせていただいたんですけれど、燃料タンク対策事業費補

助金ですが、倒れて漏れる防止つきの機械が今年度から事業が始まって、現場で入札等が

時間がかかって、タンクを実際につくっている会社が本来一番いい時期というのは夏、冬

場にやっぱり使いますので、重油を、その使わない時期までに入札等を行って、例えば夏

の時期に設置をさせていただければ、非常に農家にとっても負担も少ないということです

けれど、今年度入札等の流れというか、その改善はされる見通しかどうか、ちょっと教え

てもらいたいと思います。 
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◎西本産地・流通支援課長 お話のありましたように、限られた時間に、また限られた供

給能力を持つ製造会社が設置をする運びにつきましては、今まで台数の少ないこともあっ

て十分な準備が整っていないような事例がございました。次年度は、28年度につきまして

は現場からの要望も197台、約300基の要望もいただいているところですので、事前事前に

そういった手順、また業者のほうにも供給についての一定の計画を立てていただくことを

考えております。 

◎浜田（豪）委員 農家の方と、そしてまたつくっている方ができるだけスムーズにでき

るように何とぞよろしくお願いします。要望で。 

◎土居委員 園芸用ハウス整備と環境制御技術導入の事業に関してちょっとお聞きしま

す。 

 農業分野の目標として、産業振興計画の中で平成31年に1,000億円以上という一つの目

標がありまして、当然生産量も同様に目標を掲げて取り組んでおられるわけですけれど

も、担い手が減少していく中で、当然そうした成果を上げていくために県としては新園芸

システムを普及させて収量を上げていこうということですが、いきなり次世代型の高軒高

ハウスというのはやっぱり限られた生産法人であったり、力のある農家といったことにな

ると思いますので、ここに示されたピラミッド型の図にもありますように、それぞれのレ

ベルで環境制御的な技術的なものを導入していくといったことが大事になると思うんです

けれども、その環境制御技術の普及について、特に既存型ハウスへの導入といったことが

すごく大事になってくるんじゃないかと思うんですが、いただいた資料によりましたら、

普及面積は着実に伸びているということでありますけれども、県が掲げた目標から比べた

らちょっと物足りない点もあって、そこが大きな課題と認識しているんですが、それも平

成31年度には100％、670ヘクタールといったことを一つの目標にしておるんですけれど

も、現時点では70ヘクタール弱ぐらいですか、そこにとどまっているとお聞きしていま

す。今後４年間でこれを100％に上げていくということになりましたら、今回、昨年まで

の事業見直しをされた環境制御技術普及促進事業費補助金、こういったことに力を入れて

いかないかんのですけれども、実際全体の予算枠としてはこの部分もちょっとったように

思うんですけれども、この辺の県の考え方ですね、これからどんどんやっていかないかん

中で、全体予算としてはこの事業について少し歩どまりしていることについての県のお考

えをお聞きいたします。 

◎西本産地・流通支援課長 土居委員から御質問がありました。トータル予算としてちょ

っと減っているんじゃないか、県としてはさらにどんどん推進していく方向の中でという

ようなことだと思いますけれど、本年度補正予算の中でも少し御説明させていただいた、

関心は持ちながらも、事業をやりたいということで手を挙げていただいても、実際にはな

かなかちょっと動けてなかったという現状もございます。そういった中で次年度の予算を
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編成する際に、ことしまでの動きを踏まえて、かたい予算を組みながら取り組みを着実に

進めていくことが大事だと考えております。そういったことで、次年度は53ヘクタールの

事業要望もいただいているところです。 

 こういった取り組みの中で補助事業がつかなくても自分でもどんどん導入していくよと

いうような動きも、お話も聞いていますので、そういったことも大事にしながら事業をき

っかけに地域地域で所得向上につながる、そういう横展開、技術の横展開をしていきたい

と考えています。 

 また、こういった取り組みにつきましては、農業団体や中央会のほうとも話もしなが

ら、中央会の中でも農業団体としてもひとつそういう方向でやっていこうというお話をい

ただいているところですので、ハードルの高い取り組みかと思いますけれど、これに向か

って頑張っていきたいと考えています。 

◎土居委員 わかりました。今回新たに補助メニューを拡充したと、また要件も緩和した

ということで、農家からしたら使いやすくなっていると思いますので、ただそれを知らな

ければ使いようもないということで、農業関連団体との連携も深めてそれを広く農業者が

使えるように、また周知徹底を図っていただきたいということが１つと、もう一点、もろ

もろの環境制御技術、個人でやられる方も含めて、当然その技術を導入しただけで高収量

につながるというわけでもなくて、要はそれに合わせた生産技術、栽培なりそういったや

り方、知識、こういったものが必要になると思うんですけれど、それについての県は農業

関連団体等々も含めて指導体制といいますか、県としてはどういう役割を担っていくの

か、その考えをお聞きいたします。 

◎西本産地・流通支援課長 まず、この今お話のありました環境制御技術にかかわる事業

を含めまして、農家の末端の皆さんまで届くような情報提供についても農業団体ともお話

をしているところですので、また心してそういうことには取り組んでいきたいと思いま

す。 

 それと、技術指導についてのあり方の御質問だったと思いますけれど、県の中では本課

のほうに専門の技術員もおりますし、出先のほうには環境制御技術普及推進員というのも

新たに位置づけをしまして、また農協のほうにもお願いをしまして、そういった窓口的に

技術指導ができる職員あるいは横展開をしていく職員を配置しているところです。そうい

った中で県は一定農業技術センターで実証したデータも持ちながら、皆さんに紹介もしな

がら現場指導もしていきますけれど、農業団体とともにそういった面は一緒にやっていく

ことで、どちらかといえば合同で一緒にやっていくイメージで取り組みの体制はとってい

るところですので、ちょっとお話ししました学び教えの場というような場も現在まで

207カ所ございまして、来年度240カ所ぐらいになる予定ですけれど、177戸、約８割ぐら

い、率はちょっと忘れましたけれど、環境制御技術に特化をした取り組みをやっていく
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と、それに加えて自主的な研究会組織も11ぐらいできていますので、そこも据えていくこ

とも新たにやっていきますので、そういうことで横展開できる起点がこれからどんどんふ

えてきていますので、そういった中で取り組んでいきたいと思います。 

◎弘田委員長 ほかに。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈地域農業推進課〉 

◎弘田委員長 次に、地域農業推進課の説明を求めます。 

◎有馬地域農業推進課長 地域農業推進課の有馬でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、予算の説明に入ります前に、当課に関係します第３期の産業振興計画の概要につ

きまして御説明させていただきます。 

 お手元にお配りしております報告事項の資料をお願いいたします。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページをお開きください。 

 当課に主に関係する施策は右上にあります柱２の中山間地域の農業を支える仕組みの再

構築のうち、中山間農業複合経営拠点の整備推進と集落営農の推進、それから日本型直接

支払制度の推進でございます。 

 次に、７ページをお開きください。 

 まず、集落営農の推進につきまして御説明いたします。 

 集落営農の取り組みは、左側にありますように第２期の産業振興計画の目標をほぼ達成

するなど一定推進が図られております。しかしながら、その下にありますように中山間地

域の現状は高齢化や担い手不足など厳しい現状がありますので、集落営農の役割はますま

す重要であると考えております。 

 そこで、上の三角形の図をごらんください。集落営農の方向性といたしましては、集落

営農の裾野を広げるとともに、園芸品目等を導入し複合経営に取り組むこうち型集落営農

と法人化へのステップアップを一体的に推進してまいります。裾野の拡大では、本年度か

ら各農業振興センター、普及所で取り組んでいます集落営農の必要性から法人化までを体

系的に学ぶ集落営農塾の組織育成コースに地域のリーダーの方がより参加しやすいよう

に、開催地の拡大と開催回数をふやすなど、充実を図っていきたいと考えております。 

 こうち型集落営農、それから法人化の加速化では、集落営農塾の法人化コースを参加者

のレベルに応じたカリキュラムに充実させるとともに、税理士などのアドバイザー派遣な

ど個別にフォローアップを実施していきたいと考えております。 

 次のページをお開きください。 

 続きまして、中山間農業複合経営拠点の整備推進につきまして御説明します。 
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 まず、左上の複合経営拠点のイメージ図をごらんください。この複合経営拠点は、地域

の農業の核となるＪＡ出資型法人や市町村農業公社などの法人経営体がユズなどの中山間

地域に適した農産物の生産や施設園芸、６次産業化などの稼ぐ事業と農作業の受託や新規

就農者を育てる研修事業、庭先集荷などの支える事業を複合的に経営することで地域農業

を支えていく仕組みであります。こうした拠点づくりを地域地域に整備できるよう、県内

全域への拡大に取り組んでいきたいと考えております。 

 高知県の地図を見ていただきますと、本年度は大豊町など４カ所で進めております。ま

た、来年度は集落活動センターとの連携も図りながら、日高村など４カ所を予定しており

ます。推進の手順といたしましては、まずは拠点構想づくりを目的としたセミナーを県内

４カ所で開催したいと考えております。このセミナーを通じて市町村やＪＡなどの関係機

関が地域課題を共有し、拠点づくりの機運を高めていきたいと考えております。 

 そして、この構想に基づき、拠点に取り組むことになりますと、事業計画の策定など段

階ごとに関係機関で構成します協議会の支援とあわせて、その下にあります事業によるソ

フト、ハードの両面から支援してまいりたいと考えております。 

 続きまして、地域農業推進課の平成28年度一般会計当初予算案の概要につきまして御説

明いたします。 

 資料②の当初予算の議案説明書の356ページをお開きください。 

 歳入は中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金などの国庫補助金等でござ

います。詳細につきましては歳出の中で御説明させていただきます。 

 次のページをごらんください。 

 歳出でございます。 

 当課の平成28年度当初予算は総額16億9,008万7,000円で、前年度の当初予算に比べ

19.5％の減となっております。減額の主な理由といたしましては、国庫補助事業を活用し

ました中山間地域等直接支払事業と多面的機能支払交付金事業におきまして交付面積の減

少などによるものでございます。 

 それでは、右端の説明欄に沿って御説明させていただきます。 

 ２の中山間地域等直接支払事業費は、中山間地域において農業生産活動が継続して行わ

れるよう、集落協定等に交付金を交付し、耕作放棄地の発生防止や農業・農村が持つ国土

保全などの多面的機能の確保を図るものでございます。第４期対策がスタートしました本

年度は、高齢化やまとめ役の不在などの理由によりまして交付面積が減少しておりまし

て、27年度の当初予算に比べ２億5,600万円余りの減となっております。 

 このうち、その下の中山間地域等直接支払制度推進事業費補助金は、制度への加入を促

進するために制度のさらなる周知や集落協定の広域化などに取り組む市町村等に対して補

助するものでございます。 
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 下の多面的機能支払交付金事業は、過疎化や高齢化の進行により、農業用水路や農道等

の地域資源の適切な保全管理が困難になりつつある中で、農業・農村の有する多面的機能

の維持発展を図るために農業者等が行う保全活動を支援するものでございます。本年度は

新規で取り組む地区が多く、交付面積の精査による減少によりまして、27年度の当初予算

に比べ１億1,000万円余りの減となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４の集落営農・複合経営拠点支援事業費は、先ほどポンチ絵で御説明いたしました集落

営農の推進と中山間農業複合経営拠点の整備を推進するために、ソフト、ハードの両面か

ら支援するものでございます。 

 このうち、その下の複合経営拠点推進セミナー開催委託料は、市町村やＪＡ等の職員を

対象とした拠点構想づくりを目的としたセミナーの開催を委託するものでございます。 

 ２つ下の集落営農支援事業費補助金は、集落営農組織が実施する農業用機械や倉庫等の

整備に対して補助するものでございます。 

 その下の複合経営拠点支援事業費補助金は、複合経営拠点に取り組む市町村、農業公社

などの経営体が実施する農業用機械や加工施設などの整備、また市町村が実施いたします

事業計画作成などに対しまして補助するものでございます。 

 ５の６次産業化推進事業費は、農業者の所得確保や地域活性化を図るため６次産業化に

取り組む農業者等の人材を育成するとともに、商品開発や販路拡大などを支援するもので

ございます。 

 このうち、２つ下の６次産業化支援業務委託料は、６次産業化サポートセンターの運営

を委託するもので、６次産業化に関する個別相談やアドバイザーの派遣、六次産業化・地

産地消法に基づく総合化事業計画、認定事業者等へのサポートなど、国の交付金を活用い

たしまして行うものでございます。 

 次の商品力強化事業費補助金は、６次産業化セミナーの受講生がアドバイザーの指導に

よって取り組むパッケージデザインの改良等に対して補助するものでございます。 

 その下の事務費は、６次産業化に取り組む人材を育成する６次産業化セミナーに係る経

費などを計上しております。６の地産地消推進事業費は、直販所における農産物の安全・

安心の確保や直販所の発展に向けての取り組み、食育活動の推進に係る経費を計上してお

ります。 

 次のページをお願いいたします。 

 農畜産物食育推進事業委託料は、県内の小中学生を対象とした出前授業による食育活動

を通じて、県産農畜産物の消費拡大につなげる取り組みにつきまして、公益財団法人高知

県学校給食会に委託するものでございます。 

 次の体験学習推進事業費補助金は、農業者等が生産現場に消費者を招き、農業や食にか
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かわる人々のさまざまな活動への理解を深めるため、農作業や食を体験する機会を体系的

に提供する取り組みにつきまして、国の交付金を活用し市町村に対して補助するものでご

ざいます。 

 ７の土佐茶ブランド化推進事業費は、中山間地域の基幹的な農産物である土佐茶の生産

振興を図るとともに、生産者と関係団体が一体となって消費の拡大に取り組むことで、産

地の維持活性化に取り組むものでございます。 

 その下の土佐茶の魅力情報発信事業委託料は、高知市にあります土佐茶の普及拠点であ

ります土佐茶カフェを活用いたしまして、土佐茶の情報発信や商品開発などに取り組むも

のでございます。 

 次の土佐茶消費拡大事業委託料は、県内の消費拡大のために県内量販店等での手軽な飲

み方である水出し茶の提案や新ＰＲの取り組みを委託するものでございます。 

 その下の土佐茶販売対策協議会負担金は、土佐茶の振興を目的として生産者と関係団体

が一体となり消費拡大等に取り組むために設置されております協議会への負担金でござい

ます。 

 次の土佐茶産地育成事業費補助金は、産地の維持活性化を図るため産地計画の早期実現

に向けた活動や新たなお茶の生産振興、茶園の若返りによります品質、生産力の向上など

に取り組むＪＡや市町村等に対し補助するものでございます。 

 ８の品質表示適正化推進事業費は、食品表示法に基づき食品の品質表示の適正化を推進

するため、製造業者などを対象とした表示制度の説明会の開催やモニタリング調査などを

行うものでございます。また、米穀等の流通に関して米トレーサビリティー法及び食糧法

に基づき食品事故への対応、表示の適正化、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図るた

め、その監視業務及び普及啓発などを行う経費につきましても計上しております。 

 ９の食料品等流通対策事業費は、県民生活に不可欠な生鮮食料品などの安定供給を図る

ため、卸売市場の公正な取引と健全な経営を確保するための検査、指導などを行うもので

ございます。 

 以上が平成28年度一般会計当初予算案の概要でございます。 

 続きまして、平成27年度補正予算案につきまして御説明いたします。 

 資料④補正予算議案説明書198ページをお開きください。 

 歳入は中山間地域等直接支払事業などの国庫補助金の減額でございます。詳細は歳出の

中で御説明させていただきます。 

 次に、歳出につきまして御説明いたします。次のページをお願いいたします。 

 右端の説明欄に沿って御説明させていただきます。 

 １の人件費、市町村派遣職員費負担金は、平成27年度に受け入れました佐川町からの派

遣職員の人件費にかかわる負担金でございます。 
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 ２の中山間地域等直接支払事業費のうち２つ下の中山間地域等直接支払交付金は、高齢

化等によります交付面積の減少などによりまして、交付金が当初の見込み額を下回ったこ

とによるものでございます。 

 ３の集落営農拠点ビジネス支援事業費の集落営農拠点ビジネス支援事業費補助金は、事

業の精査によります機械、施設規模等の見直し、また事業導入時期の延期などによりまし

て事業費が当初の見込み額を下回ったことによるものでございます。 

 ４の６次産業化推進事業費のうち６次産業化推進事業費補助金は、６次産業化に取り組

む農業者等が行う商品開発や加工施設の整備に対しまして補助します国の６次産業化ネッ

トワーク交付金の補助率の見直しなどによりまして、事業費が当初の見込み額を下回った

ものでございます。 

 次のページをごらんください。 

 ６の土佐茶ブランド化推進事業費の競争力強化生産総合対策事業費補助金は、津野町に

あります２カ所の茶加工施設の再編整備に対して補助します国の強い農業づくり交付金の

割り当てが、当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 

 ページの中ほどにあります２土地改良指導費の１多面的機能支払交付金事業費のうち多

面的機能支払交付金は、新規実施地区の交付面積の精査によります減少などによりまし

て、交付金が当初の見込み額を下回ったことによるものでございます。これらを合わせま

して補正額の総額は５億9,800万円余りの減額となっております。 

 地域農業推進課の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎金岡委員 よくできていると思うんですが、一般質問でも若干質問させていただいたん

ですが、集落営農組織をつくっていらっしゃる方、あるいは集落協定を結んでいらっしゃ

る方、あるいは先ほど申し上げました集落活動センターをやっていらっしゃる方、それか

らひょっとしたらあったかふれあいセンターをやっていらっしゃる方、みんな同じなんで

すね。そこら辺がちょっとうまくまとまるようにならないものかどうか、お伺いしたいと

思います。 

◎有馬地域農業推進課長 中山間地域では先ほど委員がお話にもありましたように、いろ

んな取り組みの中で同じ人が代表をやっておられたりとか、そういったことでやられてい

ると思います。特に、中山間地域では県としてはまだまだ集落営農というのを推進してい

きたいと思いますし、それから集落営農がなかなか取り組めない地区につきましては、先

ほど御説明しました複合経営拠点といったところで支えていきたいとは思っております。 

◎金岡委員 各課の方々それぞれの事情もあってよくわかるんですけれども、それを受け

るところは１つなんで、要するにこっちから来られるあっちから来られるとやれてもなか

なか難しいところがあるわけですね。ですから、できれば調整をしていただいて、まとめ



- 53 - 

られるところはまとめてやらせていただいたらできるんじゃないかと思います。でもいっ

ぱい来られると多分恐らくもう取りかかれないんじゃないかなという気がいたします。そ

こら辺はもうぎりぎりのところまで来ていますので、例えば集落協定を結ぶということで

も、誰かが抜けてしまうということがあるからできないことがあるわけですね。恐らくお

聞きになったこともあると思います。そういう状況ですので、いろいろメニューをつくっ

ていただいてやるのは結構なんですが、受け手側とするとかなり難しい問題となりますの

で、そこら辺できたらこういうやり方もありますよと調整をしていただけるようになれ

ば、使えるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

◎有馬地域農業推進課長 委員の御指摘のとおり、やはり地域の中には人も少なくなっ

て、リーダーの方も高齢化になってなかなかいろんな取り組みができないといった現状は

承知しております。そのため、一つの手法として公社とかＪＡ出資型法人とか、そういっ

たところが地域の取り組みを支援して、複合経営拠点で支えていくところも一つの手段と

して考えていきたいと思っております。 

◎金岡委員 わかりました。なかなかそれは私の意見とちょっとかみ合わんと思いますの

で、また細かくお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎味元農業振興部長 ちょっと御質問ございませんでしたが、私のほうから御説明させて

いただきたいと思います。 

 大きく御指摘の中では、例えば集落活動センターというのと、例えば私どもがお話をし

ております複合経営拠点というもの、大きく比較いたしますと、実は始まった時期という

のが若干ずれておりまして、またそもそもの狙いというのが、集落営農はある意味福祉な

んかも含めて地域を支えていくと、その中にはもちろん産業の振興ということもあります

けれども、地域を支えていく、一方私どもは農業をいかに支えていくかという、的を絞っ

た形で取り組みを進めてきました。もちろん独立採算をしながら、特に私どもの農業を支

えていくという部分では、独立採算をきちっと確保しながら複合経営すること、あわせて

例えば庭先集荷だとか、それから後継者の育成とかというそういう地域の農業を支えてい

く取り組みをさらに進めていくことである程度広がりも持ちながら、そういう仕組みをつ

くっていこうじゃないかということで、運営主体としては例えばＪＡ出資型法人といった

ようなものをイメージして取り組んできました。 

 一方で、集落活動センターのほうは先ほど言いましたように地域を、ある意味地域のい

ろんな福祉なんかも含めてそういうものを地域社会で支えていくという視点で始まったん

ですけれども、そこの中でやっぱり課題が見えてきて、それは独立採算というところにな

かなか行き着かない、いわゆるもうけ口がなかなかないという、そんな課題が見えてき

た。そういう中で先ほど申しました、私は独立採算しながら地域のいろんなものを支えて

いく仕組みにアプローチをしていこうとしたんですが、一方で向こうは地域を支えていく
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中で何かもうけ口がないかという、こういくとお互いがつながり合いという形で考えるべ

きことができないかということで、この１ページの右の上にも書いてございますけれど

も、例えば私どもが考えている複合経営拠点でも農業を支えていくという組織から一歩踏

み出して、地域のやっぱり生活を支えていく、そういう役割も担うことができるんじゃな

いか、一つの人的な集団として農業を支えていく一環としてやっぱり地域社会を支えてい

くという、そういう仕組みにならないかということで、今話をしておりますのは集落活動

センターと例えば連携をしてやっていく、あるいは逆に複合経営拠点が集落活動センター

の役割を担っていただく、あるいは集落活動センターの一環としてこの複合経営拠点のよ

うな機能を担っていく、相互乗り入れじゃないですけれども、そういう形になっていかな

いかということで検討し始めております。ですから、これから新しく取り組んでいくもの

は当然そういう視点を持って農業が中心になるのか地域社会を支えるという部分で、一部

分を農業のこういう機能を持たすとか、いろいろ考え方はあると思いますけれども、そう

いう形でアプローチをしていこうとに思っています。 

 それと、既に例えば本山町なんかで集落活動センターが先行しております。そこに今回

複合経営拠点ができました。これをもちろん一つにするという考え方はあると思いますけ

れども、当面の話としては集落活動センターが例えば生産にかかわっている部分と、それ

から複合経営拠点が地域の農業を支えるという活動の一環で、そこの物のやりとりとか、

流通面でお互いに協力し合うとか、そういうような形で連携をしていこうとかという動き

も実際あります。そのような形で最初のスタートは少し目標が違いましたけれど、狙うと

ころは一緒だと思いますので、お互い連携し合うてやっていく、特にことしこれから新し

く始めようとする部分がお互い機能、役割分担をしながら、ある意味一つのものできちっ

と仕上げていくような形で仕組みを組み立てていこうということで今やっておりますの

で、考え方はまさに委員おっしゃるとおりその方向で進んでおりますので、ぜひともまた

そういう形でアドバイスをいただければありがたいと思います。 

◎金岡委員 ありがとうございます。そういう方向でやっていただきたいと思いますし、

そうしないと例えば集落営農組織とかがあったとしてもですよ、今高齢化していますの

で、若い人が入ってこないと、もうその方がいなくなったら崩壊するわけですね。ですか

らどうしてもそういうふうに組織を一つにして若い人を入れていくということをやらない

と、時期が来たら全部崩壊します。そういうことになりますので、よろしくお願いしま

す。要望です。 

◎味元農業振興部長 もう一点よろしいでしょうか。 

◎弘田委員長 簡潔に。 

◎味元農業振興部長 集落営農組織と例えば複合経営拠点も、集落営農組織はやっぱり小

そうございまして、収益性も低うございます。ですから、限界があると思います。それが
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なくなった場合に支えるという意味で、複合経営拠点という大きなものも構えていこうと

いう考え方でやっております。よろしくお願いします。 

◎黒岩副委員長 この６次産業化推進事業ですが、現在６次産業化に携わっている事業体

はどのぐらいありますか。 

◎有馬地域農業推進課長 ６次産業化に取り組んでいる農業者としては約200名ぐらいで

あります。 

◎黒岩副委員長 どのような品目が主な品目ですか。 

◎有馬地域農業推進課長 県内の加工品の中で多くを占めるのがやっぱりユズが大きなウ

エートを占めております。 

◎黒岩副委員長 この委員会で昨年９月に北陸のブルーベリーの６次産業に携わっている

農家へ訪問をしまして、いろいろお聞きしてきたんですが、なかなか生産、加工、販売と

いうこの取り組みは大変だということを実感してきたんですが、今回来年度予算の中でこ

の６次産業化支援業務委託料があって、サポートセンターを運営委託する予算が出ている

んですが、常設窓口を設置して、さまざまなサポートをするということですけれども、ど

ういうイメージで、何カ所つくるのか、どういう運営のノウハウを持った方々に委託をす

るのか、そのあたりはどうでしょうか。 

◎有馬地域農業推進課長 今現在、今年度は高知市内にありますＮＰＯ法人はちきんねっ

とに委託をしていまして、個別相談からアドバイザーの派遣、今６名おられますので、そ

ういったアドバイザーの派遣をしております。 

◎黒岩副委員長 それ何カ所ぐらい。 

◎有馬地域農業推進課長 サポートセンターとしては１カ所であります。 

◎黒岩副委員長 高知市ですか。 

◎有馬地域農業推進課長 高知市内にあります。 

◎黒岩副委員長 じゃあ、センターで携わっている方がわざわざ高知市に来て相談をした

りとか、そういう形ですか。 

◎有馬地域農業推進課長 電話等の個別相談をしますし、アドバイザーが実際その現場に

行かれていろいろアドバイスしたりしております。 

◎黒岩副委員長 あと恐らく各市町村、地域アクションプラン等で６次産業化の取り組み

をやろうとしているところがあると思うんですが、今回の人材育成事業費の中でセミナー

を開催して、６次産業化に携わる方々のフォローをしていくという予算があるわけです

が、これも現在一本でやるんですか。 

◎有馬地域農業推進課長 22年から農業創造セミナーということで開催しておりまして、

入門コースと実践コースといったものに取り組んでおりました。ちょっと来年から名称を

わかりやすい６次産業化セミナーと変えますが、県内で１カ所で実施しております。 
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 ただ、県内の農業振興センターと普及所で来年からは６次産業化の研修会を開催するよ

うにしておりますし、あと圏域の流通を目指す加工グループの方につきましては25の事業

者に対して支援チームを組んでおりまして、地域内流通から圏域を目指す方の支援を今実

施しております。これも来年引き続きやっていくこととしております。 

◎黒岩副委員長 実際、200人ぐらいが携わっている方々の年齢層はどんなですか。 

◎有馬地域農業推進課長 ちょっと年齢層までは確認はしておりませんが、やはり女性グ

ループの方が大半を占めておりまして、農業者の高齢化に伴いまして高齢化が進んでいる

んではないかと考えております。 

◎黒岩副委員長 実際、収益的にはどうなんですか、全体的に。 

◎有馬地域農業推進課長 加工品の販売額を調査しておりまして、昨年の実績で言います

と総額としては48億円ぐらいあります。その中でやはり馬路村農協が33億円といったこと

で、農業者、ＪＡとかといったところが販売額を占めております。ただ、100万円以下の

販売額を占めるのが約66％といったことで、ちょっと零細な加工に取り組んでいる方が大

半を占めているといった状況であります。 

◎黒岩副委員長 県の狙いとするのは、そういう大きいところは大きいところでやってお

られたらいいですけれど、要は６割を超す小規模なところに対するてこ入れをしていこう

と、そこに対してやっぱりレベルアップしていこうという趣旨だと思うんですが、そうな

るとやはりさまざま高齢化の問題とか人材の問題とか地域性の課題だとか、いろんな課題

が出てくる中できちっとサポートをしていこうということですが、一番今課題というのは

何かポイントとしてはあるんですか。 

◎有馬地域農業推進課長 やはり新たに６次産業化に取り組む方の発掘というところがま

ず一つの課題であります。興味があってもなかなか実際の取り組みにつながらない、そう

いったところのまずいろんな研修会を実施したいですし、あとそれから直販所等での地域

内流通から県内の量販店等に行くに当たっては、衛生管理とかそれなりの加工施設といっ

たものがないと、そういった研究までのところに行けないといったところのハード施設の

支援といったところが今後必要になってくると思っております。 

◎弘田委員長 ほかに。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

〈畜産振興課〉 

◎弘田委員長 次に、畜産振興課の説明を求めます。 

◎長﨑畜産振興課長 畜産振興課の長﨑でございます。よろしくお願いいたします。 

 畜産振興課の提出議案につきまして御説明をいたします。 

 当課にかかわります議案は、平成28年度当初予算及び平成27年度補正予算、そして条例
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その他議案の議案１件でございます。 

 まず、平成28年度当初予算案から御説明をいたします。 

 お手元の資料の資料№２の議案説明書（当初予算）の361ページをお開きください。こ

こから363ページまでが歳入予算でございます。 

 歳入予算につきましては、家畜保健衛生所で行っております家畜診療に係ります手数料

や家畜伝染病予防事業に係ります家畜防疫手数料、家畜衛生対策事業やＢＳＥ対策事業へ

の国庫負担金や補助金、それから畜産試験場の生産物等の売り払いによります収入などで

ございます。 

 詳細につきましては歳出予算で説明をさせていただきます。 

 続きまして、歳出を御説明いたします。 

 364ページをごらんください。 

 科目の欄の下の端、１畜産振興費につきまして御説明をいたします。右端の説明欄に沿

って主なものについて御説明をしてまいります。 

 次の365ページをごらんください。 

 上から２行目の２家畜保健衛生事業費は、２つ下にあります庁舎管理等委託料を初めと

する家畜保健衛生所の管理運営経費のほか、家畜保健衛生所が行う家畜疾病の予防、家畜

の診療、畜産農家の衛生技術や経営指導及び職員の研修に伴う経費でございます。 

 上から７行目の獣医師養成確保修学資金貸与事業負担金につきましては、今年度の９月

議会で御承認をいただきました新たな取り組みでございまして、高校生等を対象にしまし

た国の獣医師養成確保修学資金貸与事業制度を活用しまして、本県の畜産振興に携わる県

の獣医師職員の養成を図ろうとするものでございます。今年度は神奈川県にあります麻布

大学と北海道にあります酪農学園大学の２つの市立大学に御協力をいただきまして、それ

ぞれの大学に１名ずつ高知県のために地域枠を設定していただきました。平成28年度、来

年度につきましても新たな高校３年生と申しますのは、いわゆる浪人生も対象としている

大学があるからですけれども、この新たな高校３年生２名と今年度この制度を活用して大

学を受験され、来年度に入学が予定されております獣医学生２名の合わせて４名に修学資

金を貸与するための県の負担分を計上させていただいております。 

 次の獣医師修学資金貸付金につきましては、平成21年度から県の単独事業として取り組

んでいるものでございまして、獣医師職員確保のため、将来県の機関に獣医師として就業

する意思を有する大学生に修学資金を貸し付けるものでございます。28年度は新規貸し付

け２名に現在貸付中の10名を加えました合計12名への貸し付けを予定しておりまして、そ

れに係る経費でございます。 

 次に、３家畜伝染病予防事業費でございます。高病原性鳥インフルエンザなど家畜伝染

病予防法に定められた伝染病の発生を予防するため、家畜保健衛生所において検査等を実
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施しますとともに、ＢＳＥ対策特別措置法に基づきまして、死亡牛に係る検査を実施する

ものでございます。 

 検体採取補助業務委託料につきましては、死亡牛のＢＳＥ検査のため、家畜保健衛生所

の職員が死亡牛の脳から延髄の採取を行う際に人手を要しますことから、その採取のため

の補助を一般社団法人高知県肉用子牛価格安定基金協会に委託するものでございます。 

 次の立入検査委託料は、農場におけますＢＳＥの全頭検査や死亡牛確認等の一部を引き

続き農業共済組合及び民間の獣医師に委託するものでございます。 

 なお、死亡牛の全頭検査を開始しました平成15年４月から平成28年２月末までの累計検

査頭数は2,810頭でございますが、いずれも陰性でございます。 

 下から２行目の４家畜衛生対策事業費は、地域におけます家畜衛生の推進のための会議

の開催や、家畜疾病対策のために迅速かつ的確な衛生指導を実施しようとするものでござ

います。 

 ５畜産総合対策推進事業費は、県内の畜産関係団体が中央団体から補助を受けて実施し

ます各種事業の指導、畜産農家の経営指導を行いますとともに、土佐はちきん地鶏や土佐

ジロー、土佐和牛などの県内産畜産物の販路開拓や消費拡大などに取り組むものでござい

ます。 

 次の366ページをごらんください。 

 上から２つ目の畜産経営技術指導委託料は、畜産経営技術の向上のための研修会の開催

や経営の診断、また経営指導などを一般社団法人高知県畜産会に委託するものでございま

す。 

 畜産物地産地消拡大事業委託料は、28年度からの新たな取り組みで、ＴＰＰ協定発効に

備えまして外国から輸入される安い牛肉や豚肉、あるいはそれに押されて本県に流入して

くると思われる他県産の牛肉や豚肉に負けないように、地産地消を中心の豚肉等の消費拡

大を図るために、県内の量販店の店舗において行うＰＲ活動やアンケート調査などを委託

するものでございます。 

 次の畜産物販路拡大事業費補助金は、畜産関係団体が行う商談会や販売促進用資材の作

成、品質管理のための成分分析等への取り組みを支援するものでございます。 

 ６畜産生産基盤強化事業費は、流通飼料対策や自給飼料の増産対策のほか、畜産物の生

産基盤の強化を図るため、市町村が実施する畜産施設の整備等に対して助成するものでご

ざいます。 

 流通飼料実態調査委託料及び残留物質検査委託料につきましては、県内に流通しており

ます配合飼料の実態調査でございますとか、畜産物や飼料の残留医薬品等の検査をそれぞ

れ委託して実施するものでございます。 

 次の稲発酵粗飼料利用促進事業費補助金は、例えば干ばつの発生といった海外の事情に
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左右されない、国内で調達できる自給飼料の確保と畜産農家の経営安定を図るため、水田

を活用した稲発酵粗飼料の利用促進への取り組みに対しまして、収穫調整機械のレンタル

料を補助するものでございます。 

 次のレンタル畜産施設等整備事業費補助金は、生産基盤の維持、拡大を図るため、市町

村または農業協同組合が行うレンタル畜産施設等の整備に要する経費につきまして、市町

村が補助する事業に対しまして補助するものでございます。 

 次の畜産競争力強化整備事業費補助金は、通称畜産クラスター事業と呼んでおりまし

て、今年度から始まった国の事業を活用した取り組みでございます。この補助金は地域の

畜産クラスター計画に位置づけられた中心的な役割を担う経営体が実施する畜舎等の整備

への支援を行うもので、28年度は２つの市と町でこの事業を活用した施設整備に取り組む

計画となっておりまして、必要な経費を計上しております。 

 続きまして、７土佐あかうし増頭対策事業費でございます。土佐あかうしにつきまして

は県の内外で需要が高まっています一方で、飼育頭数は減少が続いておりまして、生産頭

数が需要に応えられないという状況になっておりますことから、平成26年度から酪農家が

所有しております乳用牛への受精卵移植や子牛の生産率の向上による増頭対策に取り組ん

でまいりました。これまでこの３月９日現在で延べ241頭の乳用牛に受精卵を移植しまし

て、85頭で受胎を確認し、そのうち48頭が誕生しております。しかし、肥育牛の供給不足

は依然として厳しい状況が続いておりまして、肥育経営の農家や牛肉の流通あるいは販売

に携わっている方々から、早く子牛や牛肉を供給できるように何とかしてもらいたいとい

う強い要望が寄せられております。そこで、来年度から土佐あかうしの増頭のスピードを

さらに加速化するために必要となる受精卵移植用の乳用牛を県が確保しまして、酪農家に

無償で貸し付け、その乳用牛から生まれた土佐あかうしの子牛を県に納付してもらうとい

う事業に取り組むこととしました。この取り組みの概要につきましては、別とじの議案補

足説明資料で説明させていただきたいと思います。 

 議案に関する補足説明資料の畜産振興課のインデックスがついておりますページをお願

いします。 

 下の図の矢印の順に説明をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、①では畜産試験場から、妊娠しておらず受精卵を安定的に採取することができる

と考えられる土佐あかうしの雌牛８頭を、北海道十勝にありますＪＡ全農のＥＴ研究所に

預けます。このＥＴと申しますのはエンブリオトランスファー、直訳すれば胎児の移動で

すけれども、日本語の受精卵移植の英語表記の頭文字をとっております。このＥＴ研究所

は受精卵の採取や移植に関して世界的にもトップレベルの技術を有しているということを

他の研究機関の技術者などからも聞いております。 

 ②で、預けた土佐あかうしから受精卵を生産します。年間160個の受精卵を生産する計
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画となっております。③で、ＥＴ研究所所有のまだ子牛を産んだことのない乳用牛に土佐

あかうしの受精卵を移植します。④では妊娠が確認できた乳用牛を県が購入をします。牛

の妊娠期間は９カ月ちょっと、およそ280日でございます。乳用牛は母子に負担がかかり

過ぎないように、分娩の約２カ月前に北海道から高知に輸送しまして酪農家に貸し付けを

します。その酪農家の牛舎で初めてのお産を迎えることになります。子牛を産んだ後、初

めてその乳用牛から牛乳を搾ることができるようになります。 

 毎日牛乳を絞りながら、⑤に記しましたように、酪農家の牛舎で２頭目の子牛となる土

佐あかうしの受精卵移植を行うこととなります。貸付期間の４年の間にできる限り土佐あ

かうしの受精卵を移植し、生まれた子牛は２頭目までは県に納付してもらい、３頭目以降

は県が購入することとします。この際、中には貸し付けた乳用牛がその期間の途中に病気

や事故などにより死亡したり、繁殖には使えなくなるといったことが予想されます。２頭

の子牛を納付せずにこのような事態になった場合には、酪農家から一定の金額を納付して

いただくこととなります。 

 また、２頭の子牛を納付できた場合には、⑦のように貸付期間満了後に酪農家に無償で

乳用牛を譲渡することとなります。県に納付されました土佐あかうしの子牛は⑧のように

キャトルステーションという別の施設に預けられます。キャトルステーションといいます

のは、小さい子牛を集めて哺乳や育成をする、いわば牛の保育園のような施設でございま

す。この施設で約８カ月齢まで育てます。８カ月齢になりますと県が肥育農家に販売し

て、それ以降は通常の肥育牛として飼育されることになります。 

 以上が今回取り組みます県有の乳用牛貸付事業に関します大まかなスキームでございま

す。 

 議案説明書の366ページにお戻りください。 

 ７土佐あかうし増頭対策事業費では、この土佐あかうし受精卵移植用乳用牛貸付事業に

取り組みますほか、子牛の生産率の改善や繁殖用の雌牛の増頭対策の強化、担い手の確

保・育成にも取り組むこととしております。また、優秀な雄の種牛の造成など改良の強化

を図るとともに、課題であった口蹄疫や南海トラフ地震の発生にも備えた、土佐あかうし

の凍結精液等の保管容器の細分化や分散化にも取り組みたいというふうに考えておりま

す。 

 次の土佐あかうし受精卵移植用乳用牛貸付事業委託料は、土佐あかうしの受精卵の生産

及び北海道の全農ＥＴ研究所が所有します乳用牛への受精卵移植などを全農ＥＴ研究所に

委託するものでございます。 

 土佐あかうし発育調査委託料は、受精卵移植により生まれた子牛の飼料摂取量や発育調

査を土佐町酪農業協同組合に委託しようとするものでございます。 

 次の367ページをごらんください。 
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 土佐あかうし受精卵生産委託料につきましては、北海道から導入した乳用牛への２回目

以降の受精卵移植等を実施するため、土佐あかうしの受精卵の生産を高知大学に委託する

ものでございます。 

 次の家畜販売委託料につきましては、畜産試験場の肥育牛の販売に要する経費でござい

ます。 

 土佐あかうし肥育研究委託料につきましては、雄の種牛候補の産肉能力についての調査

を高知大学に委託するものでございます。 

 牛選別精液生産委託料につきましては、土佐あかうしで雄、雌の産み分けを非常に高い

確率で可能にする性判別精液の生産を一般社団法人家畜改良事業団に委託するものでござ

います。 

 ３つ下の土佐あかうし増頭対策事業費補助金につきましては、全農高知県本部が行う県

内での受精卵移植に要する経費やキャトルステーションの整備等への補助を行うものでご

ざいます。 

 次の土佐和牛繁殖用雌牛保有促進事業費補助金でございます。平成24年度から繁殖雌牛

の導入への支援に取り組んでまいりましたが、新たに生産者みずから生産した雌牛を繁殖

用とする自家保有に対しましても支援を行うことで、増頭の加速化を図りたいというふう

に考えております。 

 次の土佐和牛担い手確保対策事業費補助金は、新規就農者を確保するため新規就農希望

者を受け入れて実施する農家での研修事業への支援を行うものでございます。 

 ８酪農振興事業費は、酪農の生産基盤の維持拡大を図るため、乳用牛の改良や飼育管理

の改善によりまして、生乳の生産量の増加に取り組む酪農家への支援などを行うものでご

ざいます。 

 第34回四国連合乳牛共進会負担金は、ことしの４月に本県の津野町で開催されます四国

４県での乳用牛の品評会の県の負担金でございます。この共進会は毎年開催されておりま

して、四国４県の持ち回りでの開催となっております。 

 乳用牛群検定推進事業費補助金は、酪農家で飼育されております乳用牛の牛群管理技術

及び経営の向上を図るため、検定員による調査や指導に要する経費の一部を全国農業協同

組合連合会高知県本部に補助するものでございます。 

 生乳増産促進事業費補助金は、酪農家の増産意欲を高めるため、乳用牛の分娩頭数の増

加を促進するための取り組みに対し補助するものでございます。 

 次の368ページをごらんください。 

 ９養豚・養鶏振興事業費は、県内の豚肉の安定供給と養豚経営の安定的発展を図るとと

もに、土佐ジローや土佐はちきん地鶏の生産基盤の強化に取り組むものでございます。 

 ２つ下のはちきん地鶏飼育試験委託料は、現在土佐はちきん地鶏の母親として活用して
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おります外国産の白色プリマスロックを国産の白色プリマスロックに置きかえた試験飼育

に２年計画で取り組むものでございます。 

 次の地域肉豚生産者積立金造成事業費補助金は、養豚経営の経営安定を図るために、肉

豚の価格が低落したときに粗収益と生産コストの差額の８割を補填するための生産者積立

金造成事業に対して助成するものでございます。 

 小規模鶏舎整備事業費補助金は、来年度からの新たな取り組みでございまして、土佐ジ

ロー及び土佐はちきん地鶏を飼育する農家がみずから施工する鶏舎の整備に要する経費に

つきまして補助するものでございます。 

 次に、科目２畜産業試験研究費について御説明をいたします。 

 １畜産試験場管理運営費は、畜産試験場の管理運営に要する経費でございます。 

 上から４つ目の設計等委託料でございます。これは畜産試験場の鶏舎の改修や建てかえ

工事に伴います設計監理及び地質調査に係る経費でございます。第３期産業振興計画にお

きまして、現在県内で２万6,000羽飼育されております土佐ジローの飼育羽数を、平成

31年には４万羽にふやすことを目標としております。土佐ジローは、畜産試験場が県の天

然記念物に指定されております土佐地鶏とロードアイランドレッド種を交配しまして種卵

を生産しまして、土佐ジロー協会がふ卵し生産しておりますが、現在の施設では規模が小

さく種卵の確保が困難であるため、２年計画で鶏舎の整備に取り組むこととしておりま

す。来年度は既存の鶏舎の改修を、平成29年度には老朽化が著しく生産効率が悪くなって

おります鶏舎の建てかえ工事を行う予定でございます。そうすることによりまして、30年

度には目標達成に必要な種卵の生産が可能となる見込みになっております。 

 耐震診断委託料は、第３期南海トラフ地震対策行動計画におきまして、作業中の職員の

安全の確保を図るため、畜産試験場内の施設の耐震化に取り組むこととしておりまして、

対象となる畜舎６施設のうち３施設の耐震診断に係る経費を計上しております。 

 次の369ページをお願いいたします。 

 ２畜産業試験研究費につきましては、生産農家の収益性向上を図るため、生産現場のニ

ーズに基づく技術開発を促進するとともに、消費者に対する安全で安心な高品質の畜産物

の安定供給に向けた技術支援を行うための経費でございます。 

 平成28年度事業におけます当課の予算は12億1,362万3,000円で、対前年度比、金額で

6,095万4,000円の減、率では95.2％となってございます。 

 次に、370ページをごらんください。 

 債務負担行為は、獣医師修学資金貸し付けに伴うものでございます。平成28年度の新規

貸付者は、冒頭でも申し上げましたが２名を予定しております。 

 続きまして、平成27年度補正予算案につきまして御説明をいたします。 

 資料№④の補正予算議案説明書の202ページをごらんください。 
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 科目１畜産振興費の説明欄、２家畜保健衛生事業費の獣医師修学資金貸付金につきまし

ては、今年度新規貸与者４名の募集に対しまして、２回募集を行いましたが、応募者が２

名だったことなどから不用となり、減額をするものでございます。 

 次の３畜産生産基盤強化事業費のレンタル畜産施設等整備事業費補助金につきまして

は、当初計画しておりました２つの町などで事業の実施を28年度以降に見送ったことなど

により減額するものでございます。 

 畜産競争力強化整備事業費補助金につきましては、当初四万十町でこの事業を活用した

施設整備に取り組む計画となっておりましたが、国に事業採択をされなかったことから減

額するものでございます。県としましては来年度の事業採択を目指し、当初予算に必要な

経費を計上しているところでございます。 

 203ページをごらんください。 

 繰越明許費でございます。畜産生産基盤強化事業費は、レンタル畜産施設等整備事業及

び畜産競争力強化整備事業に係るものでございます。これは大川村で建設予定の大川黒牛

及び土佐はちきん地鶏の畜舎につきまして、用地取得等に不測の日数を要したことなどに

よりまして、年度内の完成が困難となったため繰り越しをお願いするものでございます。 

 続きまして、条例その他議案について御説明をいたします。 

 別とじのドッチファイル、資料№５の条例その他議案、16ページをお願いいたします。 

 高知県褐毛和種高知系受精卵移植用乳用牛貸付け条例議案でございます。 

 冒頭で部長からも説明がありましたが、この条例は先ほど平成28年度当初予算のところ

で御説明をいたしました土佐あかうし受精卵移植用乳用牛貸付事業を実施するために、県

有財産となります乳用牛の貸し付け等の管理に係る条例を制定しようとするものでござい

ます。詳細は先ほど説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきます。 

 なお、褐毛和種高知系のことを土佐あかうしというふうに日常的には言っております

が、この土佐あかうしという表記は褐毛和種高知系の牛肉のことを呼ぶということで、平

成24年に地域団体商標に登録をされております。したがいまして、生きている牛の名称は

正式には褐毛和種高知系という表記が適正だと考えておりますので、このたびの条例はこ

の褐毛和種高知系という表記にさせていただいております。 

 以上で畜産振興課に係る説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎金岡委員 よくできておると思いますが、ただ１点だけ、肥育農家に対してはどのよう

にお考えなのか、肥育農家はかなり今困窮をしておるというのは御存じと思いますが、あ

っさり申し上げて肥育をするのが無理やということで肥育農家が撤退をしておるとまで言

いませんけれども、ふえる方向にはないという状況にあります。理由はおわかりと思いま

すが、委員の皆さんわからんと思いますので申し上げますと、先月の家畜市場での子牛の



- 64 - 

値段は大体55万円ぐらいでしたね。高いのは70万円ぐらい。24カ月育てるんですが、飼料

代で約50万円ぐらいかかるというと、もうそれで100万円超してしまうわけですね。そし

たらその牛が幾らで売れるかというと100万円そこそこでしか売れないとなると、全く収

益が上がらない状況になっておるわけですね。その原因はというと子牛が高くなり過ぎて

おるということで、子牛をふやそうということはよく理解できますし、やってほしいと思

うんですが、現状で肥育農家が経営が成り立たないという状況にあります。ですから、こ

の肥育農家に対する何かしらの助成はないのかなと思って見とったんですが、どうもない

ようですので、そこら辺どのようにお考えなのか。 

◎長﨑畜産振興課長 今現在、委員のお話にありましたように、子牛価格が上がって肥育

農家が大変苦労されておるという状況があります。実は、マルキン事業というのがありま

して、肥育経営安定対策基金というのがございまして、それが発動になるんじゃないかと

言われております。これは子牛価格が余りに上がり過ぎて肥育牛を出荷した際の収益が少

ない場合に、その収益に対して補填をする事業がございますけれども、そういった事業を

活用することによって、肥育経営の方々の経営安定対策に充てていただこうという事業を

今活用することになろうかと思います。 

◎米田委員 今、金岡委員の言われたことからすると、例えばレンタル畜産施設等の整備

事業が26、27、28年度とふえてきていますよね。今、どういう努力、取り組みをされてふ

えてきているのか、規模拡大の人、この中にもおると思いますけれど、新規の新しい参入

された数とかというのは。 

◎長﨑畜産振興課長 レンタル畜産施設等整備事業につきましては、平成25年度から取り

組んでございます。平成25年度には４件の方、乳牛の方が、酪農の方が１件と肉用牛の方

が３件とずっと来ております。平成26年度も４件の方、それから今年度につきましては６

件ほどの事業要望がございました。来年度の計画としましては、全部で８件ほど御要望が

ございます。肉用牛の繁殖経営が本山町と四万十町、それから養豚の方が宿毛市と大月

町、それからはちきん地鶏が室戸市と土佐清水といったようなぐあいにふえてきておりま

す。 

◎米田委員 その新規に就農されたという人数はわかりますか。大体規模拡大ですか。 

◎長﨑畜産振興課長 全部規模拡大でございます。 

◎米田委員 既にあるところはあれなんですけれど、規模拡大するに当たってエリアが変

わったりしたら地域との環境問題が出てきますよね。それは障害をなくしたと思うんです

けれど、そこら辺の苦労というのはあると思うんですよね。そこら辺どんなふうに解決さ

れてきよりますか。 

◎長﨑畜産振興課長 これレンタル畜産施設等整備事業につきましては、堆肥舎の建築も

入れております。できることになっておりますので、そういった堆肥舎の建設をすること
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によって、ただそれでもにおいが出るとかといったことはございますので、そのあたりの

ことにつきましては地元の市町村も交えて、生産農家の方々あるいは我々の家畜保健衛生

所が入りまして調整をするといったことを行っております。 

◎米田委員 わかりました。 

 それと、最後に修学資金との関係なんですけれど、マスコミでも獣医師さん、先生が足

りんということで大変なんですが、新たに４人受けられていますけれど、現状でも不足し

ゆうがではなかったんですかね。それと、卒業するまでといったら大分ですよね。この前

採用が１人途中で決まったか何か出ちょったと思いますけれど、そこら辺奨学金貸与した

人はしばらくかかりますし、その間に採用していかんと、なかなか大変な仕事になってい

るんで、そこら辺どんなふうに、採用を含めて養成をされますか。 

◎長﨑畜産振興課長 お話にもございましたように、非常に獣医師の確保に苦労しており

ます。本県出身の獣医学生が現在16大学で、うち１大学は個人情報に該当するので提示で

きませんと断られているんですけれども、その大学には獣医師修学資金で行っている子が

おりますので、１人だけですけれども、その１人を合わせてほかの15大学で33名の県内出

身の学生が在学しております。27年４月１日現在ですので、もうちょっとすると年度が改

まりますので、その数字は適切じゃないかもわかりませんけれども、昨年の４月１日現在

で33名が在学しております。 

 そういった33名の中で公務員を志望する者がどれだけいるのかということになるんです

けれども、なかなか地元に戻ってきてくれないということと、それから 16大学で毎年

930名から40名ぐらいの新たな学生が卒業するわけですけれども、その学生たちもローカ

ルな都市、地方には来てくれないというところがあります。決して本県の本俸が東京や神

奈川に比べて安いかというと、決してそういうことではないのですけれども、昨年の４月

からは初任給調整手当をそれまで３万円から５万円にアップしていただいて、３万円のと

きは10年間の、毎年減っていくわけですけれど、10年間支給していただくという制度を、

今年度の４月からは５万円を15年かけて低減していくというやり方に変えていただいて、

そのこともアピールポイントにはなったんですけれども、それでもなかなか来ていただけ

ないという状況がございます。 

 930人のうち、農水省の調べによりますと、21％が公務員志望であると、その21％の中

の14％が都道府県を希望するというようなことがあります。ただ、岩手県の調査によりま

すと、平成27年度に419名の募集が各県から出ておりまして、それを見たらとてもじゃな

いですけれど足りないという状況、とり合い状態でございます。 

◎米田委員 それは全国的にも大変なんよね。 

◎長﨑畜産振興課長 大変です。 

◎米田委員 それで、やっぱり志向は動物病院とか、そういう志向が強いんですかね。動
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物病院を開設するとか。 

◎長﨑畜産振興課長 開業の先生方も大変、県だけじゃありません、開業だって努力して

大学に学生を誘致に行っているんです、とりに行っているんですからというようなことは

言われていますが、やっぱり開業動物病院に行く学生というのが多いんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

◎米田委員 ようけはないですけれど、頑張ってこういう手がとかというのがあればまた

提言してもらって、それはもう大いに支援もしていかんと大変な状況になりますので。 

◎長﨑畜産振興課長 ありがとうございます。 

◎米田委員 よろしくお願いします。 

◎橋本委員 畜産総合対策推進事業費に絡まってお聞きをしたいんですが、産業振興計画

の第３期の中で土佐ジローです。４万羽にふやしていただけるということでありがたい話

なんです。実は、十数年間２万５、６千羽でずっと推移をしていた、やっと県も本腰を入

れてやるようになったのかなとちょっと今感じました。 

 それで、４万羽にする前提で種鶏の問題や、それから先ほど種卵の確保の問題、それか

ら育成上の問題、さまざまな問題が確かにあると思いますので、そこのクリアに向けてや

ってはいかなければならないんですが、ただ一番心配するのは種鶏です。天然記念物の土

佐地鶏とロードアイランドレッドの一代性雑種Ｆ１ということですから、このＦ１がある

程度安定してＦ２にでもなれば、ある一定の増羽が可能になるんでしょうけれども、その

辺のことを１つお聞きしたいのと、それから４万羽に広げて市場の問題です。つくるほう

と出るほうとのバランスの問題、非常にこれ鳥というのは産卵率の問題に大きくかかわっ

てきて、それとＦ１ですから安定しないんですよね、基本的には。その辺の問題をどう考

えちゅうのか、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。 

◎長﨑畜産振興課長 委員のお話にありましたように、４万羽にしたときに、春先には物

すごく産卵があって、冬場とか夏場には減少するということがあると思います。そういっ

たところにつきましては、産卵期に例えば液卵にして保存をしておくとか、余り産まない

ときにそれを市場に供給していくというようなこともできるのかなと思っておりまして、

そういったことに取り組もうという方もいらっしゃいます。そういったところに御支援も

できるのかなと思っておりますし、何より売っていかねばなりませんので、その販路の開

拓、殊に県外に対して地産外商公社等を通じまして県外に売っていかないかんというふう

に思っているところでございます。 

◎橋本委員 答弁抜けと思うんですが、その出口のほうは今話をしていただいてわかるん

ですが、つくるほうのことをちょっとお話をしていただきたいということと、それから液

卵化とか、確かに産卵率がこうやってすごく波打っていますので、一定しません。だか

ら、そのことに対してずうっと苦労もしてきました。大変な思いも、私も協会の会長をし
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たことありますので、いろんな思いも持っていますが、その辺もう一回お聞かせいただき

たいと、入り口ですね、要はつくるほうのことをよろしくお願いします。 

◎長﨑畜産振興課長 先ほど当初予算のほうで説明をいたしましたように、畜産試験場で

種鶏の増羽をするようにしております。今現在ですとまだ需要に十分に対応できる種鶏が

おりますので、今は必要ないんですけれども、これから４万羽になってくるとさらにもっ

とぐっとふやさないと対応できないということになりますので、29年度を目指して鶏舎の

増築をしたいと考えておりまして、それによって４万羽の飼育体制に供給ができるように

なるのかなと考えております。 

◎弘田委員長 ここで15分休憩いたします。再開は35分。 

 

（休憩 15時18分～15時35分） 

 

◎弘田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

〈農業基盤課〉 

◎弘田委員長 次に、農業基盤課の説明を求めます。 

◎松尾農業基盤課長 農業基盤課でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、平成28年度の一般会計当初予算のほうから説明させていただきます。 

 お手元の資料№２、平成28年度当初予算の議案説明書、これの324ページをお願いいた

します。 

 まず、総括表でちょっと説明させていただきたいと思います。 

 当課の平成28年度予算は、予算総括表の農業基盤課の欄にありますとおり、 43億

3,200万円余りで、対前年度比で89.8％となっております。当課が所管しております事業

のほとんどが国の補助金や交付金を活用していますが、農林水産省の公共事業関係予算は

政権交代の影響等により平成22年度以降大変厳しい状況が続いております。 

 一方、県予算としましては、これまで地域の要望を踏まえた国への予算要望額をもとに

編成してまいりましたが、平成27年度の国予算の割り当てが要望額を大きく下回る結果と

なりました。このため平成28年度におきましては国予算の伸び率を一定見通して、事業実

施地区の緊急性や優先度などを精査し、めり張りをつけた予算編成を行ったことによりま

して、公共事業関係予算が減となったものでございます。 

 それでは、その議案説明書371ページのほうをお願いいたします。ここから373ページま

でが歳入をお示ししております。 

 主な内容について御説明させていただきます。 

 まず、一番上の７分担金及び負担金は、県営土地改良事業の実施におきまして関係する

受益農家と市町村に負担を求めるものでございます。 
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 続きまして、372ページをお願いいたします。 

 上から２つ目の２国庫補助金は、事業に係る国からの補助金と交付金でございますが、

前年に比べ３億5,300万円余りの減額となっております。主な理由としましては、国予算

の伸び率を一定見通して予算を編成いたしましたため、国庫補助金の歳入も減となったも

のでございます。 

 一番下の14諸収入につきましては、次の373ページをお願いいたします。 

 上から２つ目の３目過年度収入でございますが、これは繰り越しした事業に対する関係

市町村からの負担金や受益農家からの分担金、そして土地改良事業を実施した後年度に後

進地域の負担特例法に基づき国の負担割合を引き上げて交付される補助金などでございま

す。 

 以上、一番下の計のとおり、歳入の総額は38億6,100万円余りを見込んでおります。 

 次に、歳出の概要について御説明差し上げます。 

 374ページをお願いいたします。 

 ９農業振興費の３項農地費の総額は35億7,500万円余りで、その下の２目土地改良指導

費から費目でございます。 

 375ページをお願いいたします。 

 右端の説明欄の中ほど、３土地改良調査費の２つ目、地下水調査委託料は、資本力のあ

る県内外の企業による農業参入などにより、大規模な施設園芸団地を県内に展開していく

ための適地の検討に必要な営農用水の確保について、地下水調査を実施するものでござい

ます。 

 続きまして、376ページをお願いいたします。 

 ３目県営土地改良事業費から公共事業関係の予算となります。 

 右の説明欄の１かんがい排水事業費は、これまでに県営土地改良事業で整備した排水ポ

ンプ場や取水堰などの基幹的な農業水利施設の老朽化が進行する中で、現状の施設をでき

るだけ長く使用できるように長寿命化対策を行うものでございます。 

 次の２経営体育成基盤整備事業費は、農業生産性の向上や農地集積による地域の担い手

を育成するために圃場整備事業を推進するものでございます。平成28年度は四万十市の利

岡地区と三里地区で圃場整備事業に新規着手いたしますとともに、四万十市の入田地区で

引き続き圃場整備工事を実施してまいります。 

 その下の３中山間地域総合整備事業費は、中山間地域の活性化を目的として圃場整備や

農業用排水路の整備などを総合的に実施するもので、安芸市の安芸地区で圃場整備工事な

どを引き続き実施することとしております。 

 377ページをお願いいたします。 

 ４目団体営土地改良事業費でございます。これは市町村などが事業主体となって実施す



- 69 - 

る農業生産基盤などを支援する補助金でございます。 

 説明欄の１地域農業水利施設ストックマネジメント事業費の１つ目、地域農業水利施設

ストックマネジメント事業費補助金は、団体営事業などでこれまでに整備してきた取水堰

や用水路など中規模の農業水利施設の長寿命化対策を行うものでございます。 

 また、その下の農業用水活用発電施設整備事業費補助金は、県内最大の受益面積を有す

る山田堰井筋土地改良区が実施いたします農業用水路を活用した小水力発電整備に対し支

援を行うものでございます。平成28年度で工事を完成し、29年度からの発電を予定してお

ります。 

 次の２農業基盤整備促進事業費の１つ目、農業基盤整備促進事業費補助金は、農業者が

経営規模の拡大や農作物の高付加価値などに取り組む上で支障となります農業生産基盤の

課題について、それぞれの地域の実情に応じてきめ細かく対応していくもので、27の市町

村において農業用水路や取水堰、農作業道などの整備を予定しております。 

 その下の農地耕作条件改善事業費補助金と次世代施設園芸団地基盤整備事業費補助金

は、いずれも園芸団地の整備や担い手等への集積による優良農地の確保を推進するもの

で、農地耕作条件改善事業費補助金は国の補助事業であり、次世代施設園芸団地基盤整備

事業費補助金は県の単独事業でございます。園芸団地整備の推進に当たりまして、基本的

には国の補助事業の活用を優先して取り組んでまいりますが、国の予算枠や事業申請に間

に合わない場合でも迅速に対応できるよう、県の単独事業を創設しております。 

 次に、５目耕地防災事業費でございます。 

 説明欄の１地すべり防止事業費は、地すべり地域における農地などを保全するため地す

べり対策を実施するものでございます。平成28年度は大豊町粟生地区ほか５地区で引き続

き対策工事などを実施する予定でございます。 

 次の２県営ため池等整備事業費は、農業用ため池の老朽化対策や耐震性を確保するため

に整備、補強工事などを行うもので、室戸市の西山地区ほか２地区で対策工事を実施する

予定でございます。 

 次の３農村災害対策整備事業費は、農村地域における地域住民の安全を確保するため

に、避難路や緊急避難塔などの集落防災施設の整備や、対策の優先度の高い農業施設の整

備を行うものでございます。平成28年度は安芸市伊尾木地区ほか６地区で引き続き対策工

事を進めていく予定でございます。 

 378ページをお願いいたします。 

 中ほどの７国直轄地すべり対策事業費負担金は、国の直轄事業として仁淀川町高瀬地区

で実施しております事業に対する国の負担金でございます。 

 次の８震災対策土地改良施設整備事業費の１つ目、県営事業費は、高知市東部にありま

す農業用排水ポンプ場の建屋の耐震化を実施するものでございます。 
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 その下の震災対策農道整備事業費補助金は、これまでに整備した農道橋の耐震対策を実

施するもので、安芸市赤野地区において地震に対する落橋防止工事を行うものでございま

す。 

 以上が３農地費の概要でございます。 

 次に、15災害復旧費でございます。当課が所管する災害復旧は２目耕地災害復旧費に計

上しておりますとおり、７億5,600万円余りとなっております。 

 380ページをお願いいたします。 

 以上が農業基盤課の当初予算の概要でございますが、本年度欄にありますとおり、総額

は43億3,200万円余りでございまして、対前年比89.8％になっております。 

 続きまして、平成27年度補正予算案について御説明をさせていただきます。 

 資料№の４、補正予算の議案説明書の206ページをお願いいたします。 

 歳入の説明は省略させていただきまして、歳出の主な補正内容について説明させていた

だきます。 

 一番下の３目県営土地改良事業費と次の207ページの４目団体営土地改良事業費、そし

て208ページの５目耕地防災事業費まで多くの減額となっております。減額の主な理由

は、一部の事業ではＴＰＰ関連対策を含む今回の国の補正予算を受け入れたものもござい

ますが、全体として国の割り当てが見込みを大きく下回ったことによるものでございま

す。先ほども少し御説明差し上げましたが、県予算につきましてはこれまで地域の要望を

踏まえた国への予算要望をもとに編成をしてまいりましたが、農林水産省の公共事業関係

予算は政権交代の影響等により、平成22年度以降大変厳しい状況が続いております。この

ため、平成28年度の当初予算におきましては、地域の要望だけではなく国予算の伸び率を

一定見通して予算編成することにいたしました。 

 平成28年度の農林水産省の公共事業関係予算は、対前年比107.6％増額にはなっており

ますが、依然として厳しい状況が続いておりますので、できる限り多くの予算が確保でき

ますよう引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 次に、209ページをお願いいたします。 

 農業基盤課の補正額の総額は17億1,700万円余りの減額となっております。 

 次に、210ページをお願いいたします。 

 ここから211ページにかけまして繰越明許をお示ししております。主な繰越理由は、３

目県営土地改良事業費の２つ目、経営体育成基盤整備事業費で、国の補正予算を受け入れ

ました２億6,700万円を全額繰り越しするもののほか、事業の実施において計画調整や地

元調整などに日時を要したことによるものでございます。 

 また、災害復旧におきましては、市町村が実施いたします農地や農業用施設の復旧工事

が遅延したことなどによるものでございます。繰越予定額は10億9,900万円余りとなって
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おります。 

 次に、212ページをお願いいたします。 

 これは債務負担をお願いするものでございます。本年度の国の補正予算におきまして、

来年度に歳出予算化する公共事業を、本年度の支出は伴わず前倒しして発注するために設

定するいわゆるゼロ国債が措置されました。県としましてもできるだけ多く国の予算を確

保し事業の早期完成を図るよう、このゼロ国債にも積極的に対応することといたしまし

て、今回地すべり防止工事とため池整備、そして農村災害対策整備事業について債務負担

行為をお願いするものでございます。 

 以上が補正予算案でございます。 

 次に、別とじの条例その他議案でございます。資料№の５、その他議案の172ページを

お願いします。 

 県営土地改良事業に係る市町村の負担の一部変更につきまして、地方財政法及び土地改

良法の規定に基づきまして議決をお願いするものでございます。 

 第86号議案は、平成27年度に実施しております県営土地改良事業地区の負担金額を一部

変更するものでございます。当初予定をしておりました事業実施地区の変更などを踏まえ

て、今年度の事業実績に応じて関係市町村に負担を求めることができるよう変更するもの

でございます。 

 次に、175ページをお願いいたします。 

 第87号議案は、平成28年度に実施を予定しております県営土地改良事業地区の負担金額

について、平成27年度の完了地区の削除や平成28年度の新規地区の追加などの変更を行う

ものでございます。 

 以上で農業基盤課の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

（な  し） 

◎弘田委員長 そしたら、私から１点だけ。私も昔耕地課におりましたので、私のおった

平成元年度ぐらいは事業費だけで100億円で、それから150億円とか200億円近く、確かに

政権交代の自民党から民主党にかわった、あの時点でコンクリートから人へというキャッ

チコピーのもと、特にこういった農業基盤、これは減らされたわけですけれど、私の持論

ですけれど、やっぱり我々の暮らす田舎、農業を大切にせんといかんところは基盤整備が

非常に大切やと思いますので、いろんな逆風にめげず、我々も頑張りますから、執行部の

皆さんも頑張ってください。これは要望にしておきますので、回答は要りませんので。 

 質疑を終わります。 

〈競馬対策課〉 

◎弘田委員長 次に、競馬対策課の説明を求めます。 
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◎伊藤競馬対策課長 競馬対策課でございます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは平成27年度の補正予算議案並びに平成28年度当初予算議案について御説

明させていただきます。 

 また、あわせまして関連いたします高知競馬の運営状況につきましても御報告をさせて

いただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず、平成27年度の補正予算でございます。資料№４の平成27年度補正予算の議案説明

書の213ページをお開きください。 

 この６目の農業振興費負担金の右のほう中ほど３節で競馬対策費負担金、補正額が

1,630万3,000円ということでございます。この負担金でございますけれども、競馬担当の

理事と競馬対策課の職員５名、この計６名につきましては高知競馬の運営支援というとこ

ろで高知県競馬組合の職員の身分も併任をしております。その者に係ります人件費の一定

割合を高知県競馬組合から競馬対策費負担金として受け入れておるというところでござい

ます。これまで競馬組合の人件費を２割としておりましたんですけれども、高知競馬の運

営が改善の方向に向かい始めましたことから、昨年度の末に負担割合を折半の５割という

形に見直しもしまして、それに伴います歳入の増でございます。 

 補正予算は以上でございます。 

 続きまして、平成28年度の当初予算でございます。 

 資料№２の当初予算の議案説明書の381ページをお願いいたします。 

 まず、歳入予算でございます。先ほどと同じ６目農業振興費負担金の５節競馬対策費負

担金2,685万3,000円でございます。これは、今し方御説明いたしました高知県競馬組合と

の併任職員に係ります人件費の５割相当額を負担金として受け入れるものでございます。 

 その下の１目財産貸付収入の８節普通財産貸付料19万5,000円につきましては、高知競

馬場の敷地内にございますＮＴＴ及び四国電力の電信柱設置に係る土地の貸付料というこ

とでございます。 

 次の382ページをお開きください。 

 歳出予算でございます。 

 当課の予算はこの３目の競馬対策費、この目だけでございます。総額で5,524万7,000円

となってございます。ちなみに、高知競馬開催に係ります経費は高知県競馬組合の予算で

執行しておるところでございます。 

 右の説明欄でございますが、人件費と旅費などの事務費のみになっております。人件費

につきましては６名分の人件費、その下の競馬対策事業費154万円でございますが、これ

は農林水産省の競馬監督課でありますとか他の競馬主催者との連絡調整に係る旅費などの

事務費でございます。 

 予算としては以上でございます。 
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 続きまして、高知競馬の運営状況について簡単に御報告をさせていただきます。 

 農業振興部の議案に関する補足説明資料、競馬対策課の赤のインデックスのついたペー

ジをお開きください。横のグラフの資料でございます。この資料でございますが、高知競

馬の売上状況などについての資料となっておりまして、この平成25年から６、７と３カ年

を月ごとに示した資料となってございます。 

 まず、左上のグラフでございますけれども、高知競馬の月ごとの売り上げの累計となっ

てございます。２月の末時点で今年度の売り上げ、この黒の実線の濃いところの一番上で

ございますが、169億円余りとなってございまして、この時点で前年度の総売り上げ152億

円を大きく上回っておりますとともに、その下にちょっと細い線がございますが、今年度

の当初計画の目標161億円を達成しておるというような状況となってございます。状況と

しましては、引き続きましてインターネットによる発売を中心に、非常に好調な売り上げ

を維持しておるというところでございます。 

 一方、右側のグラフでございますけれども、開催１日当たりの売上額を示しておりま

す。これも同じく濃い実線が本年度の状況でございます。本年度、いずれも大きく上回っ

ておりまして、特に年明けの１月、２月の売り上げがかなり昨年度より大幅に伸びておる

という状況でございます。 

 次に、２ページをお開きください。 

 現在、全国では14の競馬場で競馬事業を開催されておりまして、そこのことし４月から

１月までの開催の成績、売り上げの成績となっておるこの資料でございます。高知競馬、

下から３行目のところでございまして、真ん中ほどに総売得金という欄がございますけれ

ども、そこの１日当たり平均の額を見ていただければ、今年度１月末までの時点で平均１

億6,300万円売れておると、率にしまして前年度と比べますと120.4％ということで２割ぐ

らいの増となってございます。それの一番下の行でございますが、全国平均が対前年度で

見ますと全体で111.3％と、地方競馬全体として伸びてきておるわけなんですが、その中

でも高知競馬は全国平均を９ポイントほど上回って、高い伸びになってきておるというこ

とでございます。 

 それと、高知競馬の特徴的なところでございますが、その右側のところに場外発売とい

う欄がございまして、そこの中に電話投票というところがございます。これはインターネ

ットによる投票でございまして、ここの構成比を見ていただきますと、高知競馬の構成比

は82.72ということで、８割ちょっとがネットになっておると、この率は全国で見まして

も非常に飛び抜けて高い割合となってございます。この要因としましては、県外の競馬場

に比べまして地理的な面でありますとか大都市圏が近くにないというようなことがござい

まして、そうしたものが影響しているのかというふうに思っております。 

 こういうネットの発売が非常に好調ですけれども、やはりネットの発売については手数



- 74 - 

料がかかってまいりますので、競馬場自場で発売するよりも若干利益率が低いという面が

ございます。したがいまして、売り上げは非常に大幅に伸びておりますが、まだまだ楽観

できる状況にはございません。今後さらに収益率も意識しながら自場で、高知競馬場でし

っかり売っていけるような取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 以上で競馬対策課の説明を終わります。よろしくお願いします。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 以上で農業振興部の議案を終わります。 

《報告事項》 

◎弘田委員長 続いて、農業振興部から３件の報告を行いたい旨の申し出があっておりま

すので、これを受けることとします。 

 まず、第３期産業振興計画（案）の産業成長戦略（農業分野）について、農業政策課の

説明を求めます。 

◎杉村農業政策課長 私からは、来年度からスタートいたします第３期産業振興計画の成

長戦略（農業分野）の概要につきまして御説明させていただきます。 

 なお、今回御説明いたします内容につきましては、１月19日に開催いたしました産業振

興計画フォローアップ委員会の農業部会、また１月22日に開催いたしましたフォローアッ

プ委員会の本会議のほうで御審議していただいたところでございます。 

 なお、資料の説明につきましては、商工農林水産委員会の報告事項の資料の１ページ目

のＡ３資料の見開きになります。資料の説明に入ります前に、第２期計画のこれまでの取

り組みにつきまして少し簡単に御説明させていただきます。 

 農業分野では、生産性の向上や販路開拓、それと新規就農者の確保などに取り組みまし

て、高齢化による農家戸数の減少や産地の縮小が進む中におきましても農業産出額を一定

維持できている状況ではございます。また、第２期計画の取り組みを通じまして、今まで

よりもはっきり見えてきた課題といたしまして１つ、本県の大部分を占めます家族経営体

をさらに強化しないといけないということ、それと中山間地域では地域全体で農業を支え

る仕組みが必要であること、それと生産拡大をするための農地の確保が困難な場合がある

ことなどが上げられます。こうした課題を踏まえまして、第３期の計画の策定に取り組ん

だところでございます。 

 この１ページのほうの御説明に参りますけれども、この資料につきましては、下のほう

のカラーの絵のところにつきましては少し部長のほうで説明いたしましたので、割愛させ

ていただきまして、まず上のほうの数字のところなんですけれども、記載しております分

野を代表します目標につきまして御説明させていただきます。 
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 第２期計画では、農業産出額そのものを目標値としておりました。第３期計画からは現

在の米政策を実は勘案いたしまして、飼料用米等の転換を目的としました交付金なども含

めまして、農業産出額等としております。また、暫定値ではございますが、目標値を今後

さらに生産の強化を図っていくということで、４年後の平成31年に1,000億円、10年後の

平成37年には1,100億円以上としております。具体的な数値につきましては、農業団体の

皆様とも協議をしておりまして、最終的にはもう少し上積みした金額を設定する予定でご

ざいます。また、新たに生産の振興を図る量的な指標といたしまして、野菜、花卉、果

樹、畜産について生産量の増加目標も掲げているところでございます。 

 次、２ページのＡ３をお願いいたします。 

 体系図になっております。個々の事業につきましては先ほど来各課の課長が御説明しま

したので、主に柱ごとの戦略の方向性、戦略の目標につきまして御説明させていただきま

す。 

 まず、１つ目の柱でございます。生産の向上と高付加価値化による産地の強化でござい

ます。 

 柱の下のほうに書いています戦略の方向性としては３点記載しております。１つ目は新

たな技術の展開などにより生産性を高めること、２つ目は安全・安心で消費地に選ばれる

産地の形成をすること、３つ目は６次産業化などによる高付加価値化でございます。 

 戦略の目標としましては、次世代型こうち新施設園芸システムの普及推進による導入７

品目の出荷量と次世代型ハウスの整備面積を掲げております。また、従来の害虫対策のＩ

ＰＭ技術の導入面積に加えまして、新たに病害に対しますＩＰＭ技術の導入面積率を掲げ

ておるところでございます。 

 次に、２つ目の柱でございますが、中山間地域の農業を支える仕組みの再構築でござい

ます。 

 戦略の方向性としまして、集落営農等中山間農業複合経営拠点の取り組みを拡大し、中

山間地域の農業を地域全体で支え、競争力を高める仕組みの構築を行ってまいります。 

 戦略の目標としましては、集落営農組織によるカバー率、こうち型集落営農組織数、そ

れと集落営農法人組織数の増加目標を掲げております。また、昨年から取り組んでおりま

す中山間複合経営拠点では、10年後には35カ所と県内各地で整備を目指していきます。 

 ３つ目の柱、流通・販売の支援の強化でございます。 

 戦略の方向性としまして、ブランド化の推進や流通規模に応じた販路、販売体制の強

化、それと加工専用素材の流通拡大、それと海外マーケットへの売り込み、定番化を掲げ

ております。 

 戦略目標としまして、中食、外食など業務需要としての青果物の取引金額の拡大や加工

専用素材の供給品目の増加を掲げております。また、ユズに次ぐ青果物の輸出品目の掘り
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起こしにも取り組んでまいります。 

 ４つ目の柱、生産を支える担い手の確保・育成でございます。 

 戦略の方向性では、産地が求める担い手の確保・育成、家族経営体の底上げと法人化の

推進による力強い経営体の育成を掲げております。 

 戦略目標の新規就農者数でございますが、直近の調査によりますと年間、昨年ですけれ

ども269人となっておりました。今までの目標の年間280人のところは、先ほど担い手の課

長のほうも説明しましたけれども、各ＪＡ生産部会におきまして昨年さらに追加の調査も

いたしまして、今度の新しい計画では仮に300人超としておりますが、最終的にはもう少

しふえる形で整理したいと考えております。それ以外の目標としましては、農業経営を行

う法人数や認定農業者の改善目標達成率を上げております。 

 柱５としまして、地域に根差した農業クラスターの形成でございます。 

 今まで御説明しました４つの柱によります好循環を実現しながら、本県の農業をもう一

段力強く成長させて拡大再生産につなげていくため、戦略の方向性として、次世代型ハウ

スによる施設園芸団地を核として関連産業を集積した地域に根差した農業クラスターを形

成し、より多くの雇用を生み出していきます。 

 それと戦略目標につきましては、規模ごとに区分して書いておりますけれども、将来的

には県内各市町村で形成を目指してまいりたいと思っております。 

 また、３ページ以降につきましては、農業振興部の重点施策を取りまとめたものでござ

いますけれども、先ほどの各課長の説明と重複いたしますので、省略させていただきま

す。 

 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 次に、ＴＰＰ（農業分野）について、農業政策課の説明を求めます。 

◎杉村農業政策課長 報告事項になります。引き続きで、先ほどの資料の16ページのほう

をお願いいたします。 

 ＴＰＰの影響試算について御報告させていただきます。 

 昨年末に国は定量的なＴＰＰの影響試算を発表いたしました。年明けの１月初旬から全

国で説明会を行いまして、その試算の考え方などを各都道府県に説明いたしました。そう

したことから、県としましてもこの国の試算方法に基づく試算を行うことといたしまし

て、先月４日には高知県ＴＰＰ対策プロジェクトチーム会議を開催いたしまして、県の試

算結果を公表したところでございます。公表内容を１枚にまとめております16ページの資

料、これで御説明させていただきます。 
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 国の試算方法に基づき、機械的に試算した場合の農業生産額の減少額は約2.6億円から

5.2億円となってございます。また、現時点では見通せない米や畜産物などの安価な外国

産品の流入による価格の低下、県外で米から野菜への転作が進んだ場合に受ける価格への

影響などは、そのリスクを十分踏まえておく必要があることや、将来の経営への不安感が

生産意欲を減退させ、結果として生産量が低下する懸念があることなどもあわせて公表さ

せていただいたところでございます。 

 左側に農産物に対する国の影響試算と試算の前提条件等を記載しております。今回の試

算は試算の前提条件等のところ、２に書いていますように、総合的なＴＰＰ関連政策大綱

に基づく国内対策の効果を考慮して行っておりますことから、前回の関税は全て即時撤廃

し、関税撤廃に対して何ら対策を講じないことを前提としました平成25年の試算と比較し

ますと、大幅に少ない結果となっております。 

 なお、今回の公表に当たっては、今度は右側の下のほうに書いておりますけれども、今

後の対応といたしまして、この試算の前提となっております国内対策が実効性のある具体

的な施策として着実に、かつ地方の隅々まで行き届くものとなっているのかを注視すると

ともに、中山間地域が多いといった本県の実情を踏まえ、国に対して積極的に政策提言も

行っていくこと、またあわせて県としましては産業振興計画を推進することを通じて、Ｔ

ＰＰにより懸念される影響や期待される効果に適切に対応していくことを県の考え方とし

てお示しさせていただいたところでございます。 

 なお、公表資料そのものは10ページ以降、３枚添付させていただいております。 

 あと今後国のＴＰＰ承認に向けた協議につきましては、国会におきまして３月中に衆議

院特別委員会を設置した上で４月に審議されるというような報道がされているところでご

ざいます。 

 私の説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

◎米田委員 この前の試算したとき、委員会でやってくれちゅうんであれなんですけれ

ど、農協、ＪＡの組合長さんらも去年11月のアンケートで、500人を超える組合長さんは

ＴＰＰの影響があるという、95％の方がそういう見方、捉え方をされていますよね。しか

も９割を超える人が国会決議に違反しゆうと現場で頑張っている方々がそういう受けとめ

をされているわけです。マスコミを見ても多くの自治体はそれは本当かよと、非現実的じ

ゃないかという声もたくさんあるわけですね。 

 ちょっとお聞きしたいんですけれど、例えばＴＰＰの関連政策大綱に基づく国内対策の

効果を考慮とかというてしてますけれど、これ数字的には出てこんわけで、本来この対策

はどれぐらい生産減少額があるか、どれぐらい被害が出るかトータルを見た上で、対策と

いうものは考えないかんわけですね。でないと効果を考慮というても、この効果の中身が
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わからん。みんなやっぱり不安もあるし、不信があるんですよ。 

 端的なのは、これは実質上別枠輸入になるお米の問題もマスコミなどにも、高知県も国

に倣ってゼロになっていますけれど、青森とか福井とか熊本県とかが自力の計算をされて

いますよね。青森23億円とか福井15億円とか熊本13億円とか、それから影響試算額も機械

的にはもうしないという県もあると思うんですよ。公表されてない、そこら辺の現状どん

なふうになっちゅうかというのを見るのと、農業に携わる所管の県の担当部署としてどん

なふうにそういう状況を受けとめていますか。 

◎杉村農業政策課長 まず、いろんな農協の方々の不安があることは承知しております。

この話が出たときから各ＪＡも回らさせていただいて、さらにうちが影響試算を出した後

も各ＪＡにお話を伺いに行きました。そしたら、やはり正直なところを言うと、かなり今

回のＴＰＰの結果というものが関税も何年もかけて下がっていったりとか、あとはセーフ

ガードがあったりとか、どれだけ影響があるのかがわからないという方が多かったです。

ただ、やはり言われるようにいろんな方が不安に思われている、そういうところについて

はしっかり対応していかなきゃいけない、そこについては先ほども説明しましたけれど

も、県としてはまず、今までずっと練り込んできました産業振興計画そのものが農業の基

盤を強くしていくということですので、そこをしっかりまずやっていきたいというお話は

各農協のほうにもさせていただいたところです。 

 それと、あと国内対策がどれだけ必要なのか、それがわからないうちに先に行くのはと

いうお話もございました。ただ、現実の話として、どれだけのものが影響してくるかとい

うのははっきりわからないのも正直なところでございまして、ただ国としてはいろんな施

策をやっていく、またそれに足らないところがあったら十分また補填もしていってくれる

みたいなお話もありますので、やはり先ほど言いましたように、中山間が多いという高知

県の少し厳しい状況も踏まえて、しっかり国内対策に取り組んでいきたいと思っていま

す。 

 それと、お米の試算の話も出ましたけれども、出されているケースはほとんどが東大の

鈴木先生がいろいろアドバイスをして試算したケースが多かったと思います。鈴木先生の

考え方ももちろん試算の考え方ですので、それも一つの考え方だと思います。でも今その

中身を拝見させていただくと、当時例えば過剰米が多かったときの1万トン当たりに米価

が下がったときの率をそのまま７万8,400トンに掛けています。そのやり方が本当にいい

のかどうかは僕らもわかりません。ただ、今回政府のほうで正式に完全に同量の輸入量を

隔離するということでやると言うている。本当にそのやり方が正しいかどうかは正直わか

りません。ただ、今回は国がお示ししてくれた考え方も一つの考え方だということで県と

して、説明責任の一つとして出ささせていただきました。 

 それと、あともう一つ、試算をしてない県も確かにございます。把握しているところで
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半分を超える県が出していますが、出してない県もございます。ただ、系統的に見てみま

すと、都会のほうが出してないです。やはり農業県と言われているところはほとんど出し

ていると認識しております。ですから、トータルで言うと、国会決議がどうというのは正

直私どもではなかなか言いづらい面がございます。でも今の状況を踏まえたら、国のほう

で国内対策の補正予算も通っていますので、そこを高知県のためにしっかりやっていきた

いと考えております。 

◎米田委員 都会だけでなくて、山形県でも出してないと思います。 

◎杉村農業政策課長 はい、出してないところもございます。 

◎米田委員 だから、都会とかというだけでは説明できんので。 

 それで、最後にちょっと聞きたいんですけれど、この前部長とやりとりで国会決議どう

かということで、確かにあしたから100％という関税撤廃じゃないですけれど、協定分、

私たちも飛び飛びで見た場合に、順次100％撤廃の方向に行きゆうわけです。５年、10年

とかというたとしてもね。ですから、知事も、もともとＴＰＰ、農産物輸入について安い

農産物が入ってきた影響はありますよと説明されているわけですから、だからそういうこ

とを前提にした対応が必要ですし、どれぐらい被害が来るかもわからんものを確かに対策

とらんといけませんけれど、それなら被害を防ぐことが私たちは大事だということで、日

本の農業、高知の農業を守るためには批准すべきでない、もっと慎重に審議しなさいとい

う立場をとっていますので、それは言うちょきたいのと、部長にも最後、この前もいろい

ろやりとりしたけれど、衆参の国会決議で重要５品目については除外をしなさい、するこ

とと決議していますよね。それは知っていますよね、除外すること。今回の協定文の一定

明らかになっちゅうことについては、除外が守られたと認識されていますか、今でも。 

◎味元農業振興部長 前回もたしかそういうお話をいただきましたけれども、今の国会で

例えば総理とそれぞれの野党の方々といろいろやりとりをされておられるお話も伺ってお

ります。政府としては国会決議の趣旨も踏まえてきちっとそれは一定説明ができる、こう

いう対処をされたという説明を政府はされております。一方では野党の皆様方の話を聞く

と、今委員言われましたようなことも含めて、これはやっぱり明らかにおかしいんじゃな

いかというようなお話もあります。ただ、先ほど課長も申しましたけれども、これから本

格的に国会決議がどういう趣旨でどういう内容で、それに適合しているのかしていないの

かとかといったことも含めて、これから議論をしていただけるということでございますの

で、私どもとしてはその議論を注視をさせていただいて、それで最終的にどういう御判断

をいただくかということになろうと思いますが、そういう結果も踏まえて検討して、農業

を守っていくために必要なことはきっちりやっていくと、臨んでいきたいと考えておりま

す。 

◎米田委員 今やっちゅうき、国会決議をよく読んで理解もされちゅうんで、ただ国や国
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会がどうあろうと、国会議員、また国民の期待に応えて附帯決議を上げたわけで、その文

言から見て部長として、農業振興部長として率直なところどうかということについてはま

だきょうは答えは出ませんので、出しませんと言うので、ぜひしっかりと捉えていただき

たい、一人の部長として、一人の人間として国会決議がどれほど重たいかと、この文書か

ら見たときに今回の大筋合意が本当にそれに沿っているのかどうかということ自体、また

考えていただきたいということを強く要請をしておきたいと思います。 

◎武石委員 私もこの影響試算にあるように、畜産に大きな影響があるというような今推

測も出ているんですけれど、私は余り推測に基づく数字に振り回されると、かえって重要

なことを見失うんじゃないかと思っていますので、これは一つの考え方であるぐらいにと

どめておいて、今しっかりやっておかないといけないことをやるということがベストだろ

うと思います。そういった考え方は、私の地元の畜産農家とも話をして、彼らも異口同音

にそういう考え方で一定いきますということを言っております。しっかり前を見据えてや

っていくんだと。そういう観点で今回提案された予算議案を見たときに、先ほど畜産振興

課のところで質問はあえてしませんでしたが、例えば畜産生産基盤強化事業費だとか、こ

れで生産コストを下げるとか、強い生産基盤をつくっていこうという農業振興部の思いが

ここに読み取れますし、それから畜産の地産地消の拡大とか販路拡大の事業とか、こうい

ったところに取り組む、つまり売り先をしっかりと販路拡大をしていくという意思も見て

とれますので、もう既に私はＴＰＰを視野に入れて予算も組んでくれているなと評価をし

ています。これからさらにこれが有効に機能するように、足腰強く生産者とともに歩んで

いただきたい、これも要請です。よろしくお願いします。 

◎弘田委員長 要請ということです。 

◎金岡委員 また要望ですが、私のところもお米をつくっている方、あるいは牛を飼って

いる方、それぞれＴＰＰの影響がないと思っている人はおりません。かなりあると思って

います。だから、何をするのかということで先ほど申し上げました、例えばお米のブラン

ド化、どうしてもよそに勝てる米をつくりたいということで食味コンテストも出たらどう

かという話もあります。そういうことをぜひとも進めてもらいたいということと、畜産に

関しては牛肉、あかうしに関しては先ほど肥育農家のことも申し上げましたが、要するに

そこに力を入れないと肉にばらつきがあるわけです。ここのお肉はおいしい、ここのはち

ょっとだめだというばらつきがあるわけですから、そこら辺もきちんと肥育農家の手当て

をしていかないと、ブランド化はできないと、ここに一定維持ができると書いていますけ

れども、そこができなければ維持ができないわけですから、やっぱりしっかりとそこら辺

もこのＴＰＰのことを含めて、踏まえてブランド化、本当のブランド化、本物のブランド

化に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎弘田委員長 要請ということです、ありがとうございます。 
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 質疑を終わります。 

 次に、次世代施設園芸団地の進捗状況について、産地・流通支援課の説明を求めます。 

◎西本産地・流通支援課長 産地・流通支援課でございます。同じく報告事項の産地・流

通支援課のインデックスのついたページをお願いいたします。 

 部長説明にもございましたが、竣工式が５月20日にとり行われる予定となりました。次

世代施設園芸団地の進捗状況について御説明させていただきます。 

 まず、２ページをおあけいただきまして、次世代施設園芸団地の整備状況の写真をお願

いいたします。ハウス３棟分、4.3ヘクタールの被覆作業はほぼ終わりまして、現在内部

のシート張りと暖房配管を兼ねた作業車のレールを設置しているところでございます。集

出荷施設、エネルギー供給施設がともに完成し、内部設備の設置につきましても完了し、

試運転などを行っているところでございます。少しおくれておりましたが、予定どおり３

月下旬に完成予定でございます。 

 次の３ページをお開きください。 

 関連施設の整備状況の写真でございます。右下の種苗供給施設、左上のおが粉製造施

設、いずれも予定どおり工事が完了しております。その他は９月補正等で実施しておりま

す工事につきまして整備状況を示したものでございます。右上の杉等伐採処分、右の中に

ある転落防止柵につきましても工事は完了しております。 

 それでは、１ページのほうにお戻りを願いたいと思います。 

 １の基盤整備等についてでございます。各工事の状況を表にまとめてございます。現

在、工事等６件のうち５件は３月に工事が完了する予定となっております。杉等の伐採処

分につきましては、伐採木材等の有効活用を図るとの観点で工事請負業者と検討しました

結果、処分する木材の質が悪いことや、量が多く予想以上に運送費がかかることから、宿

毛市のバイオマス発電所への売却ではなく、地元の高幡共販所への売却を行い、表にござ

いますとおり11万718円の売却収入を得ることができております。 

 排水路設置工事におきましては、地元調整に時間を要したことから、また排水路安全対

策の歩廊につきましては、ハウス本体の完成後の工事となることから、繰り越しの申請を

行っているところでございます。 

 次に、２の集出荷施設やハウス等の施設整備でございます。さきに説明しましたとお

り、３月下旬に完成予定となりまして、トマト栽培につきましては予定どおり本年８月に

開始となります。３の種苗供給施設の整備でございます。四万十あおぞらファーム株式会

社の種苗供給施設の整備は完成をしまして、この２月21日から一部営農を開始したところ

でございます。また、12月の委員会で御報告をしましたとおり、排水に関する工事要望が

地元からございましたので手続を行い、３月中旬に事業完了の予定でございます。 

 次に、４の雇用の確保でございます。12月の委員会では次世代施設園芸団地では募集
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75名と報告をしておりましたが、２月時点で８名ふえまして83名の募集となり、そのうち

45名、四万十あおぞらファームでは募集15名のうち10名の雇用が決まりました。２月21日

の４社合同の説明会、面接会には90名の参加がございまして、雇用の一定の確保につなが

ったところでございます。今後、不足する雇用の確保につきましては、農作業が繁忙とな

る10月からの収穫時期までの間に各事業者の意向も把握し、連携しながら継続した支援を

行ってまいります。 

 なお、今回の雇用確保におきまして、懸念しておりました地元農業者等との直接的なト

ラブルは一定避けられたものですが、今後も円満な雇用の確保が図られますよう、注意深

く支援をしてまいります。 

 最後に、おが粉製造施設の整備でございます。四万十町森林組合が事業主体であるおが

粉製造施設の整備は、写真でごらんいただいたとおり、建屋工事が完了しております。生

おが粉製造機設置及び外構工事は３月下旬に完了する予定で、おが粉燃料の製造は４月下

旬以降となる見込みでございます。おが粉の供給方法等につきましては、四万十町森林組

合の28年度製造計画が決定次第、スムーズな供給が図られますよう、次世代団地の事業者

と協議を進めてまいります。 

 報告は以上でございます。 

◎弘田委員長 質疑を行います。 

（な  し） 

◎弘田委員長 質疑を終わります。 

 以上で農業振興部を終わります。 

◎金岡委員 １つだけ済みません。部長に言っておきたいんですが、詳しく御説明いただ

きました。ただ、全体的にこの農業振興部だけじゃのうて、県全体に言えることだろうと

思うんですが、減額補正が今回もパーセントでいうてみたら20％近くあるのがあると思い

ます。それで、説明の中で制度変更であったり、それからいろいろあると思います。厳し

い本県の農業の実態を見れば、なかなか専門の職員さんがかかわっても見えない部分があ

ると思うんですが、とはいえ、基本的に前年度あるいは前々年度、それぞれ予算の執行を

見ながら、それから高知県の抱える農業を見ながら計画を立てるわけなんで、基本的には

予算立てに合った計算方法でなけりゃいけないと思うんです。それには幾つかの問題もあ

ると思うんですが、職員さんのモチベーションであったり計画立案能力であったり、いろ

んな部分があると思うんですが、我々県民から負託を受けていますので、このことについ

てどういったところに問題が、幾つかあると思うんですが、職員の計画立案能力、そうい

ったところには問題がないのか、こういったところもやはりしっかり見ていく必要がある

と思うんですが、部長の見解をひとつお聞きをしておきたいと思います。 

◎味元農業振興部長 特に、今回御指摘いただきましたように、当農業振興部、非常に減
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額が多くなりました。また、昨年の当初予算とことしの当初予算との比較でも実は大幅

に、うちの部だけが少なく、減額になっておったと思いますけれども、それも実は減額補

正の要因とも重なった部分がございます。 

 少し言いわけじみたことになるかもわかりませんけれども、その大きな要因といたしま

しては、まず１つは基盤整備の関係の予算が当初想定したものより少なかったということ

がございます。これにつきましては、特に津波避難タワーなど安芸市、それから四万十町

で計画どおり進めていくためには、これだけの事業量が要るということで積極的にそれを

受け込めるような予算措置を行ってまいりましたけれども、さまざまな事情でその事業自

体がおくれ込んで、結果として予算が全然つかなかったことが実はありました。そんなこ

とで少し、一番お金が重なる部分の基盤整備の部分で大きく落ちたということはございま

す。 

 それからもう一つが、けさほど私の総括説明でも御説明いたしましたけれども、中山間

の直接支払いの部分が大きく減額になりました。それはなぜかといいますと、第３期の対

策から第４期の対策に切りかわる際に、結局これまでは５年間単位で動いているんですけ

れども、５年間が終わってまた新たな５年間が始まるに当たって、やっぱり高齢化の進行

などによって５年間どうにもようやらんということで、実は協定を結ぶ方が激減をしてし

まったということで、昨年度並みに、前計画並みに予算要求していたものが、結果として

そろわなかったことで減額になったと、そんな要因がございます。 

 ちょっと確かにできるだけ受け込みたいという思いと、とは言いながら現実の対応とし

て予算確保を行ったらきっちりできるという、その見きわめが甘いと言われれば確かにそ

のとおりだと思うんです。このあたりは私も担当のほうにも強く言ったところでございま

すけれども、やはり理想と現実というか、私どもの思いと、それから現実というものは十

分踏まえた形で、これからきっちり予算措置をさせていただくようにしたいと思います。 

 それともう一つ、例えば畜産の関係なんかで、市町村ときちっとお話をした上でやった

つもりが、実はその後じゃあいざとなったときに市町村のさまざまな事情で実は実施でき

なかったとかというようなことがあって、何億円かの事業が飛んでしまったとかという事

例もございます。ここのあたりもまさにもう少しきちっと予算措置をする段階で現場の市

町村と話し合いをしてやっていくということは徹底してやっていかないかん、そういう意

味では私どもが甘かったということだと思って反省をいたしております。そこらあたり詰

めを十分しながら、ある意味また理想と、本来欲しいという予算と実際に措置をされる予

算というものはきっちり十分踏まえながらやっていくことによって、その乖離は縮小して

いくと思いますので、そういう形で努力をしていきたいと思います。ぜひ御理解いただき

たいと思います。 

◎金岡委員 大体わかりました。今年度の予算立てをしていますので、そのことについて
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今の反省も踏まえて、決意のほどをひとつお聞かせいただいて、私の質問を終わりたいと

思います。 

◎味元農業振興部長 一番実は心配な部分というのが先ほど申しました基盤の関係です。

ことし予算要求しておりますけれど、国の動向から比べますとまだまだ少し思いを強く出

したような予算になっております。ですから、とにかく予算を確保できるように、例えば

補正があればそれをきちっととっていくと、そういうことも含めてきちっと対応したいと

思います。 

 また、あと大幅に重点的に予算を組みました特にクラスター関係、それから次世代施設

園芸システムの関係、このあたりはやはりきちっと事業を使っていただかなければなりま

せんので、使っていただくと事業効果が非常に高く出てくるということですので、とにか

く予算を使っていただけるような取り組みをとにかく全力を尽くしてやっていくことで期

待にも応えたいですし、その予算に対する責任も果たしていきたいと思います。 

◎弘田委員長 以上で農業振興部を終わります。 

 お諮りをいたします。 

 以上をもって、本日の委員会は終了とし、この後の審査についてはあす行いたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎弘田委員長 それでは、以後の日程についてはあすの午前10時から行いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 本日の委員会はこれで終了します。               （16時39分閉会） 

 


