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① 長野県伊那市 

⑴ 日時 令和元年 7月２２日（月） 午後３時から午後５時まで 

 ⑵ 対応者 

伊那市農林部参事       平山 和徳

同    農政課農政係長 中村 克俊

伊那市議会議長        黒河内 浩

同   事務局次長     伊藤 美代子

 ⑶ 調査項目

  ・実証実験の状況

  ・スマート農業導入コスト

  ・「新産業技術推進事業」の概要・取組み

  ・今後の課題

 ⑷ 調査の経過

   伊那市役所にて、研修に先立ち議場を見学。第１委員会室に移動し、黒河内伊那市

議長及び岩田委員長のあいさつの後、平山参事及び中村農政係長より伊那市のスマー

ト農業実証実験の取組みについて説明を受けた上で質疑応答を行った。その後、市内

のブドウ園に移動し、自走草刈機が稼働する状況を現地視察した。

 ⑸ 調査の結果

   高齢化に伴う担い手不足の解消や、遊休荒廃農地の縮減などの農業課題への対応策

としてスマート農業に取り組んでいる。具体的には、ＧＰＳを活用した農機具や、デ

ーター活用の営農管理システムの導入のほか、遠隔操作、監視により農作業の労力軽

減・作業の効率化を図っている。また、自動草刈機実証農地の実地見学を行った。

 担当者より説明を受ける             自走草刈機のデモを見学 
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② 長野県富士見町

⑴ 日時 令和元年 7月２３日（火） 午後１時から午後３時まで 

 ⑵ 対応者  

富士見町産業課専任課長   植松 聖久

  富士見町議会議長      矢島  尚  

 同    事務局次長   水野 瀬一  

⑶ 調査項目

  ・新規就農支援パッケージ制度の概要

・通常の就農支援施策との違い

  ・他の農業振興施策との関連

  ・新規就農者の事業継続状況

⑷ 調査の経過

   富士見町役場４階全員協議会室にて、矢島富士見町議会議長及び岩田委員長のあい

さつの後、植松産業課専任課長から富士見町の新規就農支援施策の取組みについて説

明を受けた上で質疑応答を行った。

⑸ 調査の結果

新規就農支援の営農推進係を設置して十年。農業で農業を守る取組みとして、農業

を産業化することにより税収を増やし、「福祉・教育」の充実、「人口問題」の解消

をめざしている。取組前と比べて新規就農者は約５倍の効果。平成２９年より定年帰

農者の支援開始。

新規就農支援パッケージ制度の説明を受ける 
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③ 東京都多摩市

⑴ 日時 令和元年７月２４日（木） 午後１０時から午後０時まで  

 ⑵ 対応者  

東京都多摩市平和・人権課長

（兼 多摩市立ＴＡＭＡ女性センター長） 山本 保代

同 平和・人権課主査     西  達也

東京都多摩市議会事務局庶務係長  佐藤 洋平 

⑶ 調査項目

  ・人権課題の中での性的少数者の位置づけ

  ・条例制定の意義と効果

  ・性的少数者の権利擁護に向けた具体的取組み

⑷ 調査の経過

   複合施設「ヴィータ・コミューネ」７階の多摩市立ＴＡＭＡ女性センター内会議室

にて、山本センター長及び岩田委員長のあいさつの後、西平和人権課主査から多摩市

の性的少数者の権利擁護への取組みについて説明を受けた上で質疑応答を行った。

   その後、ＴＡＭＡ女性センターを担当者の案内を受けながら見学した。

⑸ 調査の結果

性的少数者の人権課題を男女共同参画条例の中で位置づけている。条例を制定する

効果としては、①法的根拠があることでより強力に取り組める ②市長が変わっても

条例は残るため継続的に施策に取り組める ③条例を基に独自政策を進めることがで

きる 等の効果がある。また、条例制定以降の具体的取組みとして、①市職・教職員

などの研修の実施 ②市内中学三年生への出前授業 ③出版物毎月６０００部発行 

④リーフレットを学校向けに作成 ⑤LGBT電話相談を実施 等がある。
当面する課題２件、推進課題１件について緊急性が求められ、所管事務調査が活か

せるようにしたい。

担当者から説明を受ける センター内を見学 
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市民建設常任委員会 行政視察研修所感 

 委員名 岩田 秀樹 

１．長野県伊那市 スマート農業について 

・平成 28 年 5 月、伊那市新産業技術推進協議会設立 

①スマート農業、②スマート林業、③スマート工業、④ドローン物流、⑤インテリ

ジェント交通、⑥アメニティ定住、⑦ICT 教育が考えられている。 

・スマート農業デモンストレーション 

①直進キープ機能付き田植え機（ＧＰＳを活用して直進時に自立運行、畦畔が近づ

くとエンジンが止まる）②自動給水栓（既存のバルブ、ゲート等に設置、水位や温

度等でスマホに随時送信、指定水位到達時に自動止水）③自動運転トラクター（人

が乗らずにＧＰＳを活用して完全自動走行）④自動草刈り機（エンジン付きリモコ

ン草刈り機） 

・スマート農業実証事業 

①高齢化に伴う担い手不足の解消、②遊休荒廃農地の縮減、（ICT 機器の導入、デ

ータ活用の営農管理システムの導入） 

・農業振興の方向性 

①規模拡大、②低コスト化、付加価値の向上 

・農業の課題 

①農業者の減少、②高齢化、担い手不足、③遊休農地の解消、④ニーズに合う計画

生産、⑤品質、収量の向上など 

・スマート農業導入の目的 

①農地の情報をデータで収集・管理し活用する。②営農の履歴をデータで管理し共

有する。遠隔操作。監視により農作業の労力軽減・作業の効率化を図る。 

２．長野県富士見町 新規就農支援について 

・2010 年（平成 22 年）、新規就農支援として「営農推進係」を設置して 10 年 

・農業振興＝農業の産業化（売上工業 600 億円，商 50 億円，農 20 億円） 

・長野県は日本一就農しやすい県、富士見町は日本一就農しにくい町をめざしている

（就農する入り口を狭くし、町が就農者を厳選することで 58 組支援のうちリタイア

3組） 

・富士見町の農業の変化  農地 2万筆の遊休農地大幅減 500ha→270ha 

・年所得（1世帯）250 万円以上 重視は売上 1,000 万円、所得 500 万円をめざす。

・集落営農を中心に行い、町全体で 6次化―農商工連携（6次産業化は否定）により、

農業の産業化で「福祉・教育」の充実、「人口問題」の解消へ。農業で農業を守る



別紙２ 

（農業を産業化させ、税収を増加へ）。平成 9 年より新規就農者が増え、平成 29

年より定年帰農者の支援開始。 

３．東京都多摩市 性的少数者の権利擁護について 

・人権課題、男女共同参画条例の中で位置づけ（ＬＧＢＴ/男女共同参画も盛り込む）

・条例 H26 市長公約 議会の議決で制定 

①条例の根拠はより強力 ②市長が替わっても条例は残る ③条例があるので独

自の政策をすすめる事ができる。 

・条例を制定した平成 26 年以降の効果 

①条例を根拠に取り組むことができる ②市職・教職員など研修の実施ができる

③基礎知識庁内研修の実施 ④中学三年生への出前授業 ⑤出版物「たまの女性」

毎月 6,000 部を自治会などに発行 ⑥リーフレットを学校向けに作成 

・ＬＧＢＴ電話相談を実施している。 

・同性パートナーシップ制度 → 急いで決める必要はなく、条例を周知してゆく。

・トランスジェンダーなどで困ったなどの問題はない。 

どの自治体とも、目的・課題を定め、明確な目標に向かって取り組む内容は勉強に

なった。 
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市民建設常任委員会 行政視察研修所感 

 委員名 川北 善伴 

１．長野県伊那市 

研修テーマ 

   スマート農業について 

研修所感 

  伊那市における農業の目指すところは「儲かる農業の実現」であり若者が定住し

たくなる、子育てしたくなる、高齢者と協同できるまちを実現しようとしている。

課題としては、○農業者の減少○高齢化による担い手不足○遊休農地の解消○ニ

ーズに合う計画生産○品質、収量の向上等、多くの課題がある。 

これらを解消するために、 

・ＧＰＳを活用した無人で運行できる田植え機、トラクター、自動草刈り機を導

入している。 

・スマホを使っての水の管理(水位、温度等)を行っている。 

・農地の情報をデーターで収集管理し活用している。（営農の履歴をデーターで

管理して共有しているほか、遠隔操作により監視することで農作業の労力軽

減、作業の効率を図っている。）  

２．長野県富士見町  

研修テーマ 

   新規就農支援施策について 

研修所感 

  「新規就農支援パッケージ制度」とは、就農の壁を取り払い、Iターン等の移住

就農をしやすく、指導者、農地、住居をワンセットで就農者に提供すること。 

平成 9 年～平成 21 年までの 13 年間で 13 組であった新規就農者が制度開始から

9年間で 58 組を確保。多くの効果がでている。平成 23 年からは「農業法人」の誘

致に取り組み、7年間で「7法人」を誘致。平成 29 年からは「定年帰農者」の支援

を開始している。 

３．東京都多摩市 

研修テーマ 

性的少数者の権利擁護について

研修所感 

  「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」を平成 26 年度に市長の公約、議会
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の議決で制定。その中に「ＬＧＢＴ」と「男女共同参画」を盛り込んでいる。 

条例を制定することで 

・市長が変わっても条例は残る。 

・条例があるので独自の政策を進めることができる。 

また、中学生が男女平等参画を考えるためのリーフレットを発行したり、ＬＧＢ

Ｔ電話相談を実施している。 

「同性パートナーシップ制度」については急いで決める必要はなく、条例を周知

していく。トランスジェンダー等で困った等の問題は起こっていない。  
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市民建設常任委員会 行政視察研修所感 

 委員名 坂口 晃一 

１．長野県伊那市  人口６８，３８１人 

（１）日時 

   令和元年７月２２日（月） 午後３時 ～ 午後５時 

（２）研修テーマ 

   スマート農業について 

（３）研修所感 

 ・最高の自然環境  

農業すべてにとって広大な土地、気候は内陸的、平均気温約 12 度、年間日照時

間も長い、住みやすい環境等、すべて農業の未来につながる条件である。 

 ・市長の指導力が強い 

  思い切った人事、国県の予算の活用、国から職員の採用等、農業改革に取り組ん

でいる。農業と産業を共存させ、人口減少を防いでいる。 

２．長野県富士見町  人口１４，４８５人 

（１）日時 

   令和元年７月２３日（火）午後１時 ～ 午後３時 

（２）研修テーマ 

   新規就農支援施策について 

（３）研修所感 

  高原地帯に位置し、昼夜の温度差があり、農産物全般に最高の条件を有している。

  農業の効率化と企業誘致、特に農業用施設に企業法人が参加することで多くの町

民の雇用の場を生んでいる。 

  また、自然条件と農業によって観光客を誘致している。 

  行政と農協の関係強化を図るとともに、新規就農や定年帰農者の支援策等、良い

方向の施策である。 

３．東京都多摩市  人口１４９，０２３人 

（１）日時 

   令和元年７月２４日（水） 午前１０時 ～ 午後時０時 

（２）研修テーマ 
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性的少数者の権利擁護について

（３）研修所感 

  市制施行 50 周年を迎え、首都圏のベットタウンとして発展し、財政力が高く、

財政力指数 1.14 と交付税の不交付団体である。 

  平成 26 年 1 月に施行した「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」を制定し、

全国に先駆けて性的少数者の権利擁護等、差別と偏見の解消に向けた社会づくりを

目指す宣言をしている。 

  担当職員は 4名であるが対応力が高いと感じた。また、議会も改革系の議員が多

い。 
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市民建設常任委員会 行政視察研修所感 

 委員名 田中 達也 

１．長野県伊那市（スマート農業） 

【研修内容】 

議長あいさつ 

議員 21 名 

合併特例債大型事業 

過疎債が使える地域も 

全国有数のスマート農業 AI 活用 

 市長が大好き 

 国の事業費が使えている 

農林部農政課からの説明 

主にコメ、果樹、アスパラガス 

3 本柱 

 スマート農業 

 ドローン 

 教育 

東京間は高速バス 

長野県で 3番目に大きなまち 

ほぼ山林（80％） 

農地面積 5180 ヘクタール 

農業振興センター（農協と協働）課題解決を行う。 

伊那市版スマート農業の導入 

伊那市農家の課題を把握 アンケート調査 

実証計画の策定 

農家に一斉に通知し、12 経営体に絞り込んだ。 

設置機器 

 自動給水栓 

 農地センサー（水位等） 

・ 施設内環境監視制御システム （アルストロメリア生産者等、温度管理など、

スマートフォンで操作） 

 自走草刈機 

 農地・営農管理システム（継承した場合も、この農地はどう管理すれば良いか
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がわかる） 

国の交付金 30 年度 1950 万円 

 機器は市のもの。設置費用も市が負担し、ランニングコストを農家が負担 

自動給水栓 

 太陽光で電力供給 

 中継器アンテナが必要 

 水位設定や時間設定で給水を自動化 

 水路によって水門の幅が異なる。 

 最初は使い方がわからなかったが、慣れれば非常に楽 

 見回りルートの短縮効果検証を GPS で  

農地センサー 

 水深・気温・カメラなど。 

 中継器アンテナが必要 

施設内環境監視システム 

 アルストロメリア・イチゴ農家で検証  

自走草刈機 

 ルンバのようなもの。 

 1 日も休まず、働き続けている。充電は自動 

 電源を取る必要がある。 

 ガイドワイヤーでエリアを限定 

農地・営農管理システム 

 KSAS（クボタ） 

 スマートアシスト（ヤンマー） 

 あい作（NTT データ） 

作業記録をまめにつけるのが難しい様子 

2 月に 1回は訪問して確認する。 

レポートを出してもらっている。 

ランニングコストは農家なので、農家自身が勉強会に参加したメーカーから選んだ。

農業組合法人田原 スマート農業技術の開発・実証プロジェクト 採択 

 信州伊那谷スマート農業実証コンソーシアムを組織 

  伊那市、田原、県農業試験場、クボタなど 

 機器代 4000 万  

 信州大学 ドローンのセンシング担当 

一つ一つの土地を誰が面倒見るのか。 

地域で考えていかなければならない時代になった。 

【研修所感】 

  スマート農業を、自分たちの地域にあった方法にカスタマイズできるよう、実証
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実験を重ねている。 

国の交付金も活用しつつ、イニシャルコストをすべて行政が負担し、ランニング

コストは設備を使用する農家が負担するという座組で、実証実験は行いやすいと感

じた。本当はどれだけの投資がいるかを考えながら、農家の方が利用しているのか

を聞いてみたい。 

スマート農業と呼ばれる仕組みは、すでに多くのパッケージが開発されているの

で、三豊市のように集積されていない農地向けにどのような仕組みが最適であるの

かを、実証実験を通じて明らかにし、利益の出る持続可能な農業を実践していかな

ければならない。 

２．長野県富士見町（新規就農支援施策） 

【研修内容】 

営農推進係 植松聖久 氏からの説明 

農家出身ではないから、新しい取り組みがしやすかった。 

JA との関係がうまくいかないことも 

新規就農と人口問題 

人口減少の抑制に、新規就農支援を 

経営体の育成（3パターン） 

職員の考え方（覚悟）が大事 

大きな変化（成果）について 

人口 15000 人の農村地域（基幹産業） 

セイコーエプソンが進出。ほとんどの農家が企業に就職することになり、後継者不

足、高齢化、経営規模縮小、耕作放棄地の増加。30 年後に 1万人を切る予想。 

富士見町が目指す農業振興 

農業を産業化すること 

売り上げ、雇用、税効果を生まないという考えからシフト 

 1. 農業で「雇用」を創出する。 

 2. 農業で「経済効果」を創出する。 

 3. 農業で「税効果」を創出する。 

農業で農業を守る 

農業を産業に成長させると、税収が上がる。上がった税収を財源に、既存農家を

支援できるようになる。 

現状は、商工業で上がった税収で農業を支援していた。 

定年帰農者の支援を農業税収を財源にして行っている。 

農業の産業化で「福祉・教育」の充実につなげる 
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農業の税収で農業を守ることで、余剰財源が生まれる。 

令和元年から第 3段階 地産地消の取り組み 

食生活の改善、健康＝社会保障費・医療費の減 

地方財政の健全化 

農福連携事業 

農業で社会福祉の向上に起用 

障害者に優しい町に 

農業の産業化は「人口問題」の解消につながる。 

農業で富士見町に「住む魅力が向上する」 

3 タイプの育成方法 

 1. 新規型 

 新規就農者を確保・育成 

 2. 誘致型 

 新たに法人を誘致（オリックスなど） 

 3. 強化型 

 既存の農家・法人等を強化（トップリバー） 

JA との関係 

 新規は JA に加入するわけではない。 

 誘致する法人、強化する法人は JA に出荷していない。 

 JA に牙を剥くのか？ 

 JA の弱体化に肩入れするのか。 

JA 関係者を支援するのは困難 

 後継者は全て企業に就職 

5 年間は JA から批判 

5 年で税収が上がり始めた。税収を財源に JA が取り組みたかったハウスの整備につ

いて 5割負担。 

8 年前からは JA の理解を得ながら事業ができるようになった。 

JA と就農者は車の両輪という認識で、両方をしっかり回すことを心がける。 

小林町長が就任したのち、新規就農支援パッケージ制度を創設 

小林町長は元 NEC の役員 

就農の壁を取り払う 

効果 

 パッケージ制度創設後の 9年間で新規就農 58 組 

 （H9 H21 の 9 年間は 13 組） 

 H23 からは農業法人の誘致に着手（7年間で 7法人） 

 H29 からは定年帰農者の支援 
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「指導者」「農地」「住居」を 1セットで就農者に提供 

一旦はアパートに入ってもらい、地域に定着してきたところで戸建てを紹介。 

就農者のカテゴリ H22 H30 

 独立就農 35 組 48 人 

 農家後継 7 組 

 誘致法人 13 組 

 定年帰農 3 組  

制度を作って就農の壁を取り払えば必ず増えるが・・・ 

やる気があれば必ず成功するわけではない。 

挫折、リタイヤが多い。 

長野県は日本一就農しやすい県を目指している。 

富士見町は日本一就農しにくい町を目指している。 

トップ企業で就職しやすい会社など存在しない。 

就農の入り口を狭くし、「就農者が就農地を選ぶのではなく、受入側が就農者を選ぶ

という強い意志」 

優しく受け入れて税金を投入するのは間違い。 

基準は厳しいが、富士見町で農業を始められれば成功できるというブランド 

61 組支援農地 3組リタイヤ 

国では 7割リタイヤすると言われている。 

見極めのポイント 

 1. 人の話を聞かない者 

  地域の農業は地域の話を聞かなければできない。 

 2. 計算力のない者 

  反収から売り上げを計算できない人が 9割 

 3. 決断力がない者 

  迷っている人 

これらはきっぱり断る。 

このノウハウができるまでに 3年かかった。 

行政の責任 

 1. 地域を混乱させない責任 

 2. 若者の人生を背負うことの責任 

だから見極めを行う。覚悟がなければ失礼になる。適性がなければ移住もさせない。

自殺が 2名 

 農家後継者 地域とうまく関われず孤立 

 ハウスの中古物件が富士見町になく、周辺で就農した結果孤立 

受入側（行政）は就農者の生活を背負う覚悟を持つ。覚悟せず聞きかじって始める
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と 100％失敗する。 

効果 

・専業農家 25 戸増やした。 

農地 遊休農地 298→270ha に減少 

 中心経営体に集まる割合が増加 

 その他農家の耕作率は減少 

  中心経営体に任せる流れ 

・雇用 120 人程度増えている。 

売り上げ 29→53 億円 

 JA 売り上げも維持（新規就農者が加盟） 

 野菜が増えている。 

・税効果 2017 年基準 2018 年は 107.9% 

 2015 年基準だと 167％ 

 額でいうと 650 万円 

魅力ある雇用を創出する。 

誘致に対して補助金を出すことは一切しない。 

 商工業は支援していない。 

 産業というくくりの中でのバランスが崩れてしまう。 

 富士見町に来るといい農業ができる心の部分だけ。 

 オリックス 1.3ha で雇用 50 人 売上 4億円 

レタス産地化 

 2020 年までに 26ha から 100ha へ 

 雇用を 35 人増加 

 売り上げを 3.3 億円に増加する。 

農業競争力強化・際基盤整備 

 畑地化と大区画化をすすめる。 

野菜テーマパーク 

 カゴメ野菜生活ファーム 

地産地消「富士見マルシェ」 

農福連携「NZ カシス収穫」 

 通所者に収穫・選別を委託 

農業を核に地域問題を解消 

農業が基幹産業 なぜ？ 

 伝統的な産業であること。 

 就業人口が多い。 

 農村にかけてきた予算（農村地域の衰退を防止） 

一般的な農業収入 250 300 万円 少ない。 

売り上げ 1000 万以上を基準とする。 

農業所得は 50％なので、うまくやると所得 500 万円に 
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固定資産税・水利費は所有者負担 

ただで借りている。メリットは草刈りを含めてきちんと管理してくれる。 

営農指導員は減少。きめ細かな営農指導はできなくなっている。 

JA 弱体化の原因は、農家の世襲 

経営が経験則に基づいている。なんのマニュアルもない。 

新規就農者はマニュアルを自ら作っていく。後継者にマニュアルを渡す。 

農業がマニュアル化され、組織的に運営できる産業であるという認識 

再基盤整備の問題点 

権利関係：Aさんと Bさんの区画が一つになる。使う農業法人が、元に戻せる

という確約 

受益者負担をするか？ 

政策金融公庫から受益者負担金を借りる（無利子）。  

大きな商圏に近く、標高が高かったのが追い風 

【研修所感】 

日本一就農しにくいまちを目指すという視点が素晴らしい。 

誰でも簡単にできますよといって集めれば、成功率が低いのは当たり前だという

ことがよくわかった。 

なぜ農業を基幹産業としているのかを問うたところ、 

・伝統的な産業であること 

・就業人口が多い 

・農村にかけてきた予算（農村地域の衰退を防止） 

という回答で、これは三豊市にも共通するのではないかと思う。 

名実ともに基幹産業とするには、富士見町のように断固たる決意で、思いのある

人材を配置して望まなければならないと感じた。 

３．東京都多摩市（性的少数者の権利擁護） 

【研修内容】 

1.人権課題の中での位置付けについて 

多摩市男と女の平等参画を推進する条例 

性別による差別の禁止を盛り込む 

2.男女共同参画と LGBT の関係について 

条例の中に盛り込む 

3.男女共同参画と LGBT の課題に取り組む部署は同じところか 
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同じ。平和・人権課。TAMA 女性センターでは事業を行う。 

4.条例を制定したことの意義とその効果 

意義 

市長の公約に従って条例制定 

 条例を根拠に強く遂行できる。 

 市長が変わっても、条例があることで、政策の継続性が確保できる。 

 条例を根拠に多摩市独自の施策を遂行できる。 

 委員会内に苦情処理議員を兼務する 3 名。モニタリングを行うことで、豊

かにしに定着していく。 

効果 

 他の部署についても男女共同参画の視点を持って取り組むことができて

いる。 

 LGBT 電話相談を毎月実施（条例があるから自信を持って取り組みを進めら

れる） 

5.性的少数者の権利擁護に向けた具体的取り組みについて 

 窓口対応で、当事者に適切に対応できるよう職員研修を行う。（弁護士講

師など） 

 中学校 3年生に出前授業（生の多様性、デート DV など） 

 市民運営委員会（公募）と連携し、講座を開催。映画、DV など 

 LGBT 当事者座談会 

 男女共同参画情報誌 （年 2回各 6000 部発行）に座談会の記事を掲載  

 レインボーフラッグ（LGBT ALLY）を掲示し、市として支援していることを

PR 

 中学生が男女共同参画を考えるためのリーフレット（教育委員会と連携）

条例を中学生向けに噛み砕いて解説 

6.同性パートナーシップ制度について 

まだ制定していない。他の自治体の課題等を調査中。 

急いでパートナーシップ制度を導入するのではなく、条例を浸透させ、当事者の

具体的な困難の解決を優先させる。 

議会に対しての請願等はない。 

具体的なニーズがない状況である。 

一定の課題をクリアした人が対象になるのがパートナーシップ制度だと考える。 

渋谷区方式：条例に基づいて証明書を発行。公正証書・戸籍謄本が必要 

世田谷区：要項を作って、本人が区長に対して宣言することで証明書を発行（本人

確認書類のみ） 

パートナーシップ制度が法的な決定打にはならないというのが問題ではあるが、当
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事者にとっての後押しになることは事実である。 

東京都の人権課題 17 には、性的指向も含まれる。 

部署間の内部での調整が難しい。 

電話相談（毎月第 3火曜日）-NPO 法人共生ネット 原ミナ汰さん 

匿名で電話。若い方が多い。支援者や家族から電話があるケースも。 

答えたことは、多摩市が言ったということになってしまうので、他の自治体は相談

員の確保が難しい。 

回答にマニュアルはない 

条例は 2014 年 1 月施行 

2012 年の予算特別委員会に市長から意向を示す 

2013 年提案 

市民発案 

【研修所感】 

  三豊市が取り組もうとしているパートナーシップ制度については、住民からの需

要が表面化されていないことから、まだ議論のテーブルに乗っていないとのことで

あった。 

カミングアウト済みであることなど、既に課題をクリアした人が対象であるとい

うのも納得できる話であった。 

表面化していない需要（悩み）に対してどのようにアプローチすべきかを考えな

ければ、根本的な解決は望めないのではないかと感じた。 

条例を制定した意義と効果に、条例を根拠に強く遂行できるという回答があっ

た。ＬＧＢＴに対して取り組んでいくのであれば、根拠となる条例の制定も必要で

はないかと考える。 

電話相談について、担当者にかなりの経験とスキルが求められる。相談員が答え

たことは行政が言ったと相談者に解釈されるという話であったので、特に難しいと

感じた。 
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市民建設常任委員会 行政視察研修所感 

 委員名 近藤 武 

１．長野県伊那市 スマート農業について  

  長野県伊那市は人口 68,000 人ほどで三豊市とよく似ているが、面積は 667  と

約三倍の広大な面積であり森林面積が 82％、田面積 3,380 ヘクタールの緑多いま

ちである。 

伊那市は平成 18 年に高遠町、長谷村と合併し、新たな伊那市となった。気候は

内陸的で、標高も高く年間平均気温 12 度ほど。年間の日照時間も長く冷涼で住み

やすい気候である。農業については広大な農地を利用した稲作、野菜、花き、畜産

の総合産地である。 

ここ伊那市は全国に先駆けてＩｏＴやＡＩ等の新産業技術を活用地域課題の解

決や地域活性化に向けた取り組みをしているのでここを視察研修の場所とした。 

伊那市の農業について担当の農林部参事平山和徳氏と農政課農政係係長中村克

俊氏より伊那市の様々な施策についての説明があった。農業従事者はＪＡの組合員

であり、ＪＡとの連携が欠かせないものとなっている。平成 29 年からのスマート

農業の取組み、導入の目的・方向性は 1.規模拡大 2.低コスト化 3.付加価値の向上

であり、課題としては全国共通の課題でもある、1.業者の減少、2.高齢化、3.遊休

農地の解消等である。 

ニーズとしては 1.水の管理の効率化・自動化 2.収量・品質の均一の管理 3.分散

農地の管理 4.農業従事者の負担軽減等である。 

伊那市の農業が目指す姿 

1.伊那市で長く営農を続けるため、作業労力が軽減された農業、引き継がれる農業

の実現  

2.伊那版の成功モデルが横展開され、地域の課題が解決される農業 

◎目指す姿の実現方策の一つとして、スマート農業を導入するのである。 

スマート農業の導入目的は 

1.農地の情報をデータで収集・管理し活用、営農の履歴をデータで管理・共有する

こと 

2.遠隔操作・監視によって農作業の労力軽減、作業の効率化を図ること 

引き続き実証実験の説明が行われ、農水の自動給水栓、水位や水温を見る農地セ

ンサー、園芸のデータ管理、自走草刈り機、クボタのＫＳＡＳ、ヤンマーのスマー

トアシスト、ＮＴＴデータのあい作などの実験を市内 12 件の農家で行っていると

のこと。 

スマート農業導入に向けてのコストは4,000万から5,000万円からかかるとのこ

と。自動運転トラクターは 1,100 万円ほど、普通のトラクターより 300 万円ほど高
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くなるが、直進機能付き田植え機などは一割ほど高くなるだけなので導入しやすい

とのこと。 

営農感知システムのセンサー等は高いが、スマートフォンにかかる情報提供サー

ビスについてはあまり高くない料金設定になっている。市役所とＪＡ、農家との連

携については、今、全農長野との関係は良く、コメの買取価格 14,500 円ほどであ

まり高くはないが全量を買い取ってもらっているし、むしろ足らないくらいであ

る。 

給水栓の導入コストについて、水の見回りコストは従来田んぼ一枚につき一万円

で、年間十万円のコストになるが、給水栓設備の設置に開水路用では本体が 12 万

円で設置費用が 18 万円もかかってしまう。しかし、パイプラインを設置している

地区の導入にはあまりコストがかからずに設置できる。財田地区にパイプラインが

あるので今後していけばいいと思う。 

ラジコン草刈り機（ARC－500）は 80 万円ほどで購入可能で、等高線直進アシス

ト機能と法面最大 40 度傾斜に対応している動力はエンジン。 

鳥獣対策もシカの被害が酷く年間 5,000 頭ほどの捕獲実績あり（一頭につき

7,500 円）。またドローンを使った生息域の調査も行っている。シカ検知コンペテ

ィションではドローンに赤外線センサーを取り付け高確率で発見可能である。 

伊那市の水源はとても豊かですか？との質問に現在、諏訪湖の水をポンプアップ

している、木曽川や天竜川が流れているが水の獲得に以前は苦労したとのことであ

ったが、今ではインフラの整備が進んでいるので新規の方が就農されても安心との

こと。 

これからの農業は就農者が増えることは難しいため、スマート農業導入により一人

当たりの負担を少なくする必要がある。国道を広くして、田畑をつぶして工業団地を

作ることも必要とも考えるが、昔ながらの田園風景も守らねばならないとも考える。

地域農業を守るためには、若者に土地を集め一人一人この土地は誰が見るんだという

のを明確にしていく事が重要な事であるということを学ぶことができた。 

２．長野県富士見町 新規就農支援  

富士見町は人口 14,500 人ほど、面積 145  ののどかな山間のまち。諏訪地域の

東端標高 1,000ｍ前後の高原地帯、精密機械の工場も数多くある。農作物の生産は

稲作、花き、野菜の産地である。また、年間平均気温 10 度程度、夏は避暑地、冬

はウィンタースポーツが盛んな地域である。 

「新規就農支援」に富士見町は独自のスタンスに基づいて取り組んでいる。就農

者の質を重視し、農業適性を見定めたうえで決定し、栽培技術、住宅、農地、機械

といった課題に対してそれぞれに対応する施策支援をパッケージにして提供する、

「新規就農支援パッケージ支援制度」を導入し、高い結果を残している。また、新

たに定年帰農者の支援策を始めるなど、担い手不足の解消に向けた独自の就農支援



別紙２ 

の先進地であることから富士見町に視察研修に伺った、説明は産業課営農推進係

係長 植松聖久氏がされた。 

まず、新規就農支援の専任部署として平成 22 年に営農推進係を設置し、今年で

10 年目を迎えた。 

なぜ富士見町は新規就農支援に取り組んだか、人口減少の抑制の為に富士見町は

農業との関連づけをしてとり組むことにした。 

農業振興として農業を産業化することが必要と感じた。農業で雇用を産出し、農

業で経済効果を創出し、農業で税効果を創出するという三本柱を打ち立てた。 

なぜ農業の産業化なのかは、農業を農業で守るということ。すると税収が上がり、

上がった税収で既存農家を支援できるというシステムが大事であり、従来の他の産

業に支えられる農業システムを変えようと判断した。そして、次の段階の余剰財源

を確保し、福祉、教育を充実させるという大きな目標を掲げ、それを理解できる方

に農業支援を行うというものである。 

次のステップに富士見町独自の地産地消にも取り組み、富士見町の安心安全な食

糧を購入消費することによって、住民の健康が守られ社会保障費を削減するという

目標も掲げている。そして農福連携という考えで、障害者は農業に従事することに

適している考えの中で取り組んで、社会福祉の向上に農業が寄与し、障害者に優し

い町作りとなる。 

富士見町の大きな取り組みは、農業の盛んな町、住み続けたい、住みたいまち、

健全財政な安定のまちを実現し、住む魅力が向上する。農業の産業化は「人口問題」

の解決につながると信じてこの政策をしたことである。 

新規就農者の育成方法は三つの方法、新規型、誘致型、強化型である。この育成

方法にＪＡ信州とは関わりを持たずに町の政策としたために当初はＪＡとの軋轢

が生じた。植松氏は 5年間ＪＡ関係者と口もきいてくれなかった。しかしながら、

税収が 5年ほどで上がってくるとＪＡとの関係性も良くなってきた。 

引き続き、パッケージ制度の説明があった。内容は割愛するが 9 年間で 58 組の

新規就農が確保でき、長野県の里親パッケージ、国の支援も活用した。 

ただ、パッケージ制度をすれば新規就農数は増えるが、継続できない人が相当数

いることも忘れてはいけないことを教えてもらった。長野県は日本一就農しやすい

県をめざしているが、富士見町は日本一就農しづらい町をめざした。優秀な就農者

を受け入れ側が選ぶというのが富士見町である。 

新規就農の見極めポイントとして、計算力の無い人、人の話をきかないひと、決

断力のない人の 3つは特に重要。農業適性を見極める理由には、行政の責任はその

人の人生も背負うことになるので厳しく見極める必要がある。それには、行政もよ

ほどの覚悟が必要であり、生半可な気持ちで政策はしない方が良いとも言われた。

富士見町はこの十年間で遊休農地が減り、農家も増えた。しかし、富士見町はこ

れがゴールではない。雇用もふえ、経済効果も上がり（農業生産額が五年で 24 億

円増）、税収が上がり、ＪＡの出荷額も増額したことでＪＡとの関係性も良好にな

った。 



別紙２ 

法人の誘致について、ガイドラインは作成したが補助金を出してはいない。何故

か？商工業との関係性、「商工業には補助金がないですからね」とのこと。 

また、富士見町はレタスの産地化や再基盤整備を進めており、水田が畑に変わっ

てきている。そして農業の多様性について説明された。 

「野菜テーマパーク」を開設、農業と観光はマッチするとの考え。基幹産業とし

ての農業、新しい考えの農業、基幹産業としての農業は住民の理解が得られやすい。

富士見町のみらいを作っているのが農業だということ、農業の産業化は「農村」

は住む魅力が高い場所になる、農業が富士見町を守るんだということを強く言われ

た。 

三豊市としても、農地、環境、市民を守るために基幹産業として、新規就農、帰

農就農に当然力を入れていくべきであるが、就農者の人生にかかわる事なので、市

として、「最重要課題として取り組むべき課題」にすべき、と植松係長から教えて

もらった。 

３．東京都多摩市 ＬＧＢＴ性的少数者の権利擁護 

  多摩市は人口 149,000 人ほど、面積 21  、財政力指数 1.14 の交付税の不交付団

体。多摩ニュータウンに代表される東京都のベッドタウンとして発展してきたが、

近年高齢化が進み、これから大変になるのは田舎も都会も同じである。 

多摩市は平成 26 年に施行した「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」の中

で、全国に先駆けて「性的指向」や「性自認」といった性的少数者について定義す

るとともに、それらを理由とする差別や偏見の解消に向けた社会づくりを目指す事

を宣言している先進地であることからこちらに研修に伺った。 

説明はＴＡＭＡ女性センターの西達也さんから受けた。 

まず、多摩市の「条例制定の意義」を説明、議会の条例により強く位置づけ遂行

すること、市長が交代しても遂行することが出来るため条例制定に踏み切った事な

ど。その効果は市の職員が各セクションで取り組む姿勢が進んだことである。 

本年度からＬＧＢＴ電話相談を毎月する事になって多摩市民だけでなく相談を

受け付けるとのこと。また、中学校人権教育について出前講座を行ったり、ＬＧＢ

Ｔ当事者にも集まってもらい意見交換も行っている。また、条例のリーフレットを

教育委員会と連携し中学生にも分かるような内容にしたとのこと。 

多摩市ではまだパートナーシップ制度の導入には踏み切ってはいないが、当事者

の具体的な課題解決を目的にこなしている状況である、50 人いれば 4～5人はいる

であろう性的少数者の事は広く周知することが必要である。 

パートナーシップ制度は法的には強制力は持っておらず、そこが一番の課題であ

ろうが、パートナーシップ制度を導入すれば市が応援してくれていると感じてくれ

るはず。パートナーシップ制度については、渋谷区方式（正式な書類が必要）と世

田谷方式（宣誓を区長にする）があるなど、自治体によって様々である。 



別紙２ 

近隣自治体でも、男女共同参画とＬＧＢＴの人権問題とでは課が違うところもあ

り内部の調整も進んでいないところもある。 

多摩市のＬＧＢＴの取り組みは、「女と男の平等参画を推進する条例」で、「性的

指向・性自認」（ＳＯＧＩ）を定義し、性的指向・性自認にかかわらず個人の能力

を発揮できるよう取り組みを進めていることや、性的指向・性自認を理由とする差

別を禁止していることである。 

三豊市ではパートナーシップ制度の導入にむけて調整中である。人は平等であ

り、男女も平等であり、どの様に生きるか、誰に好意を持つかということも自由で

あると学んだ。「男女共同参画」「人権問題」「ＬＧＢＴ」のような用語が無くなる

ような、差別のない社会が早く来ることが出来るよう、これから取り組んでいかな

ければならない課題である。 


