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                         平成３０年３月２８日 

 

豊川市議会議長 山本 和美 様 

 

                  産業建設委員長 松下 広和 

 

         産業建設委員会所管事務調査報告書 

 

本委員会の所管事務についての調査結果を報告いたします。 

 

１ 調査項目 

 （１）イオンモールの出店について 

    本市においては、主要な事業所であるスズキ自動車が、平成30年7月を

もって豊川工場を撤退することになり、その跡地の利用については、イオ

ンモールが優先交渉権者に決定したことが明らかになりました。 

しかし、当該場所の用途区域は工場専用地域であることから商業地域

への変更が必要になります。一方、大型商業施設の立地にあたり、豊川商

工会議所は、既存の商業施設や商店街への影響を危惧して、平成29年8月

12日に市と市議会に対し、イオンモールの進出については慎重な対応を

求める要望書が提出されました。 

    このような状況下、今後のまちづくりに大きな影響が予想されるので、

本委員会として、先例である岡山市のイオンモールの進出と対応につい

て調査を行いました。 

 

 （２）農業の担い手育成の取り組みについて 

     本市は、気候や水等の農業環境に恵まれ、平成27年度の農業産出額は

162億1,000万円で愛知県内4位です。農業人口は、市の全人口の2.2％の

4,115人でありますが、農家数は年々減少傾向にあり、将来の農業の担い

手育成は本市の課題であることから、農業の盛んな久留米市について調

査を行いました。 

 

  （３）復興まちづくりビジョン等について 

    本市の位置する東海地方は、向こう30年以内に南海トラフ巨大地震が

発生する可能性が高いと言われています。また、近年はゲリラ豪雨が全国

の各地で発生しており、本市もいつ被害を被るかもしれません。本市は、

土砂災害の危険箇所も多くあり、防災体制と併せて発災後の迅速な復旧
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対策も大切であります。そこで、過去に大きな土砂災害を経験した広島市

において調査を行いました。 

 

２ 調査内容 

別紙＜調査経過＞のとおり、先進都市の視察内容を踏まえて委員間での意

見交換を行いました。 

 

３ 調査結果 

 （１）イオンモールの出店について 

   ①本市の現状 

    イオンモールの出店予定地は、スズキ自動車の工場跡地であり工業専

用地域です。 

本市は、以前に同用地の一部をスズキ自動車から買い取り、新市民病院

の建設をしてきました。隣接して、名鉄線八幡駅があり、また、国道１号、

都市計画道路東三河環状線が近くを通り、市道篠束野口線に面したアク

セスに恵まれた区域です。道路の向かい隣は日立が工場を撤退し、本市が

文化会館用地として買い取るため、工場地域が一変して、商業、文化、医

療の集積地に変貌していくことになります。 

 

②先進都市の状況（岡山県岡山市） 

   イ．住民説明会 

岡山市は商業者、一般住民への説明会は実施していませんが、周辺住

民を対象とした説明会を実施しました。そこでは、渋滞の発生により生

活道路が抜け道になることによる交通安全への危惧等の声が出ました。 

ロ．イオンモール進出によるまちの活性化対策 

岡山イオンモールは、岡山駅近隣の中心市街地に空きスペースが売

りに出たため、イオンモールが買収し進出しました。岡山市はイオンモ

ール進出による外部からの人の流れを近隣の既存商店街、街道へ誘導

すべく中心市街地の活性化施策を実施しました。 

     回遊性の向上を図るため、中心市街地全体への人の流れ、自動車優先

から人優先の施策実施。県庁通りまち歩き社会実験等を行いました。 

   ハ．岡山市とイオンモールとの包括連携協定 

    ・市政及び観光に関する情報発信に関すること 

    ・文化・芸術の振興に関すること 

    ・地産地消の推進に関すること 

    ・子育て支援に関すること 
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    ・高齢者・障害者支援に関すること 

    ・災害対策・環境活動の支援に関すること 

    ・その他 

 

   ③総評 

    岡山イオンモールと豊川イオンモールのケースの場合、一番違うのは、

立地が中心市街地か、郊外化の違いであります。岡山は、正にイオンモー

ルが中心市街地の空き地に進出したことにより岡山駅から各商店街へ、

観光地である岡山城や後楽園へ人の流れを作る絶好の環境であります。

そのため岡山市としても、大きなプロジェクトである「笑顔あふれる中心

市街地の創出」として８つの具体策を打ち出しました。コンセプトは「回

遊の向上：①中心市街地全体へ人の流れを②自動車優先から人優先の町

へ」と行政も前向きな施策に取り組みました。岡山市は約72万人の政令

指定都市であるため、社会実験という形で予算を取り、試行しながら実現

に向け、関係者や市民の声を取り入れ着実に推進していることを感じま

した。 

 

（２）農業の担い手育成の取り組みについて 

  ①本市の現状 

   平成27年度の本市の人口18万2,436人の内、農業就業人口は2.2％の

4,115人、総農家数3,597戸、農業産出額は162億1,000万円で愛知県内4位、

全国市町村で110位です。これは、東三河の気候と豊川用水の恵、さらに

は交通アクセスの利便性によるものであります。しかし、農家数は年々減

少する傾向にあります。そこで、本市では新規就農者拡大の支援策を講じ

ています。「とよかわ農業塾」には昨年35名の受講者が、「とよかわ就農

塾」には26名の受講者があり、8割が就農に至っています。 

   その他には、「農業次世代人材投資事業」として、45歳未満の青年新規

就農者に対して最長5年間、一人当たり年間150万円の給付金を支給して

います。また、農協や生産者との協力連携で様々な地産地消の取り組みを

行っています。 

 

  ②先進都市の状況（福岡県久留米市） 

   久留米市は、平成27年度人口30万4,552人を有する福岡県南部最大の都

市です。農業就農人口は6,438人、総農家数4,856戸、農業産出額は324億

1,000万円で福岡県内1位、全国市町村で32位となっています。 

久留米市は、筑後川の水に恵まれた昔から農業の盛んな県内最大の農
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業生産地でもあります。久留米市の農業産出額で最も多いのは野菜で、リ

ーフレタス、ほうれん草、サラダ菜、キュウリ、トマト、いちご、タマネ

ギ等、様々な品目が生産され、JA等を通じ関西地区等の大消費地に向け

出荷されています。平野部では、米、麦、大豆等を生産する穀倉地帯が広

がり、また、酪農も盛んであり、果樹苗木類の市町村別生産では日本一の

出荷額を誇っています。 

   近年、久留米市でも農家数の減少や農業者の高齢化が進んでいますが、

その中で大規模経営をする農家の比率は増加しており、効率的で高収入

の優れた経営をしている農業者も多くいます。 

（久留米市の新規就農支援策） 

市・県・JAとの共同による「久留米市担い手育成総合支援協議会」が

あり、 

・「青年就農給付金（準備型）」＝給付金年間150万円、最長2年間。 

・「青年就農給付金（経営開始型）」＝就農後、収入が安定するまでの給付

金年間150万円、最長5年間。 

久留米市単独事業として 

・「農業実践研修事業」＝就農を目指す若者（就農時４５歳未満）を募集

し研修先となる農業法人や認定農業者とマッチングし営農の実践研修

を行う。期間は１～2年間で月額５万円を支援する。 

・「就農支援金制度」＝研修終了生が市内で就農し早期の経営基盤の確立

を図るため就農する際の機械・生産資材等の購入に対する支援をする。

補助率３/4(上限100万円)支援期間研修修了から就農1年以内、1回限り。 

    また、女性の担い手を増やすため、女性農業者リーダー養成事業・就

農女性ネットワーク研修を実施しています。 

   その他、地産地消の推進を図るため、学校給食の米飯は久留米産を週4

日、野菜84％、果樹50.8％を使用、又、学童農園、ブランド化事業や2

か所の道の駅での販売、地産地消推進店制度の導入支援策等を行って

います。 

 

  ③総評 

    久留米市は、筑後川と耳納連山に育まれた筑後平野中央に位置する中

核都市であり、世界的に有名なブリジストンタイヤの発祥地であります。

市庁舎に着いて先ず驚いたのは、２０階建ての立派な庁舎でありました。

１９階に案内され、そこから見える筑後川の大きな流れと筑後平野を眺

め、この市が県内最大の農業都市である訳が感じられました。 

新規就農者への対策は、豊川市と似たような政策でありますが、平成28
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年度よりの久留米市単独の新規事業である「農業実践研修事業」は、より

就農への一歩を踏み出しやすく、また「就農支援金制度」は、早く就農し、

経営基盤を確立できるのに役立つものと感じられました。まだ、具体的な

数字が出ていませんが新規就農者にとって、大いに期待できると思われ

ます。昔から、今回合併した田主丸町、城島町は果物の生産で有名な地域

であります。久留米つつじも全国的に有名で、ツバキ、果樹苗木等、多種

多様な植木苗木の生産がされ、特に柑橘果樹苗木の生産は全国の約７

０％～８０％のシェアを誇るとのことであります。因みにシーボルトが

持ち出したツバキの原木があるとのこと。地産地消への取り組みの中で、

学校給食の米飯は久留米産を週４日、野菜８４％、果物５０．８％との利

用率は豊川市でも学びたいものです。道の駅が近隣市と合わせて２か所

あるのは久留米産の販売と宣伝には大きな力となっていると感じました。

豊川市にも欲しいものであります。驚くべきは、ブランド農産物のリーフ

レタス、小松菜生産者の年収が１億円～５億円あるということです。後継

者もしっかり育っているとのことです。JAとの関わりは１市４町の合併

後もそれぞれのJAが窓口になり、地域をまとめているとのことですが、

問題もあるように感じました。しかし、野菜の多くは、JAを通じ、東京、

大阪、福岡などの大消費地に出荷されています。飽食の時代と言われて久

しい今、誰もが安心で安全な食を求めている現代、それを解決する一つの

方法は、地産地消にあるのではないでしょうか。特に成長期にある子供達

には、何より大切な事であります。地産地消が上がることが、新規就農者

に繋がるのではないかと思います。 

 

（３）復興まちづくりビジョン等について 

  ①本市の現状 

本市にもゲリラ豪雨による土砂災害危険個所が多くあります。 

（土砂災害危険渓流の個所） 

 危険渓流Ⅰ（人家５戸以上等）     67箇所 

 危険渓流Ⅱ（人家１～４戸）      29箇所 

 準ずる渓流（人家０戸）        99箇所 

   計                195箇所 

（急傾斜地崩壊危険個所） 

 危険渓流Ⅰ（人家５戸以上等）     96箇所 

 危険渓流Ⅱ（人家１～４戸）      129箇所 

 準ずる渓流（人家０戸）        227箇所 

   計                 452箇所 
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（地すべり危険個所・地すべり防止個所）    1箇所 

うち、土砂災害対策済み数        1箇所 

（土砂災害警戒区域） 

  土石流                  78箇所 

 急傾斜地の崩壊                     150箇所 

   計                          228箇所 

（土砂災害特別警戒区域） 

 土石流                          62箇所 

 急傾斜地の崩壊                     143箇所 

   計                          205箇所 

 なお、応急復旧計画、復興まちづくりビジョンは策定していません。 

 

   ②先進都市の状況（広島県広島市） 

イ．平成26年8月20日広島市豪雨災害の概況 

気象状況・・最大24時間雨量287ｍｍ 

      最大時間雨量121mｍ 

人的被害・・死者77人（内、災害関連死の認定3人） 

      負傷者68人 

      避難者数2,354人 

物的被害・・全壊179件、半壊217件、一部損壊189件、 

床上浸水1,084件、床下浸水3,080件 

ロ．応急復旧計画について 

実施主体・・広島市道路交通局道路計画課、安佐南区役所維持管理課、

安佐北区役所、広島県土木局技術企画課 

対象事業・・土砂がれき撤去、道路復旧、上下水道復旧、砂防・治山ダ

ムの除石土砂災害警戒区域の指定、砂防事業、河川の応急

復旧、がれきの保管及び処理 

対象事業における技術的及び構造的問題 

・八木八丁目地区の復旧工事では現場に家屋も残っており、重機による

がれき撤去ができず、一部手作業など家屋にキズがつかない配慮が必

要となりました。そのため、応急復旧に時間がかかりました。 

・道路復旧やがれき撤去などにおいて、国、県、市それぞれの担当個所

の違いから時間的調整をしなければならい問題がありました。 

ハ．復興まちづくりビジョンについて 

実施主体・・広島市都市整備調整課、砂防堰堤等の整備については国及

び県 
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対象事業・・避難路としての指導整備、拡幅、延伸 

      雨水排水施設の整備（287ｍｍの降雨に耐える） 

      河川改良工事、住宅再建の支援 

      砂防堰堤整備（国、県）、急傾斜地崩壊対策（県） 

計画期間・・災害発生から概ね10年間（平成36年度まで） 

      前半5年間を「集中復興期間」＝被災家屋の再建の支援、

防災・減災のための骨格的な基盤整備の緊急整備に取り

組む 

      後半5年間を「継続復興期間」＝施設整備等を進める 

住民説明会・・復興まちづくり案（第１版）の説明会を13個所で開催970

人の参加。第２版の説明会を4個所で開催、319人の参加。 

      第2版の説明会は、市職員が公民館等に常駐し面談方式で

行った。その結果、通常の説明会方式では、一部の声の大

きい人の意見ばかりが目立ち、言いたいことが伝えられ

ない住民もいるが、少数の面談方式により、細やかな相談

などに対応することができた。 

 

   ③総評 

    平成26年8月20日広島市豪雨は、昭和58年7月豪雨で87人が死亡・行方

不明となった島根県の土砂災害以来の大きな人的災害となりました。 

   この時の最大1日雨量は、島根県浜田市の３３１．５ｍｍであり、30年に

一度の災害とも言えます。ただし近年、雨の降り方が局地化・集中化が言

われているので、本市においても、対策の検討が必要と思われます。 

    応急復旧計画については、国・県との調整もあり、当初はスムーズな復

旧作業に手間取ったところもあったそうですが（市道の先に県事業の施

工個所があると先に市道の開通を待つなど）、国・県・市による応急復旧

連絡会議発足後は解消されたようであります。このことは、国・県も十分

に検討されていることと思いますが、本市において、その腹つもりはして

おくべきであります。 

    復興まちづくりビジョンについては、職員を公民館に常駐させるなど

丁寧な住民説明（面談方式）を行い、地元住民の意見もよく取り入れられ

ている印象です。災害の危険個所など地元住民だからこそ知りえること

もあり、また被災した住民の細かな意見を救い上げる可能性のある広島

市の丁寧な対応は、非常に感心させられました。職員の人的資源の問題も

ありますが、本市でも検討の余地があります。 

    全体として、道路復旧や復興事業に想定外の課題はなさそうですが、新
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たな避難路の整備や市道拡張、砂防ダムの整備などは発災前にできなか

ったのかと後出しジャンケンの様でもありますが悔やまれるところでも

ありましょう。本市においても、土砂災害（土石流、がけ崩れ）箇所の対

策済数は３割程度と低く、できる限り早急に対策をされたいと思います。 

    また、用地収用や豪雨被害後に砂防地区に指定された住宅地について

は、現在の行政全体の問題を内包している様に感じます。すなわち、土地

所有者の不明化の阻止や適正な住宅用地と個人資産の権利問題の調整で

あります。いずれにしても、発災前からの対応や検討が重要と考えます。 

 

４ 産業建設委員会からの提言 

（１）イオンモールの出店について 

イオンモール進出に関して、本市と岡山市に立地条件に違いがみられ

ます。それは、岡山市の場合は、駅前の中心市街地への進出であるが、本

市の場合は、郊外であることです。しかし、郊外とはいえ、国道１号、東

三河環状線、姫街道が近くを走っており、また、国道151号バイパスと連

結した篠束野口線に隣接した場所であります。地の利は良く、市外からの

客が多く訪れることが予想されます。この条件を利点として、来訪者に豊

川市内を知ってもらう方策を講じることが肝要かと思います。又、イオン

モールとの包括連携協定は岡山市の例を参考として、本市も取り組むべ

き課題であります。 

 

（２）農業の担い手育成の取り組みについて 

    久留米市は、筑後川と筑後平野に恵まれた古代より農業の栄えた地域

で、地域の伝統的な産業としての意識が引き継がれていることを感じま

した。新規就農への対策は本市と似たような政策でありますが、平成28

年度よりの久留米市単独の新規事業である「農業実践研修事業」は、より

就農へ一歩を踏み出しやすく、また、「就農支援金制度」は、早く就農し、

経営基盤を確立できるのに役に立つものであります。 

新規就農者や農業後継者の育成は本市においても極めて重要な施策で

あり、久留米市の姿勢を見習う点が多くあります。魅力ある農業は、「儲

かる農業」です。久留米市では、農家数の減少や高齢化が進んでいる中、

大規模経営をする比率が高くなり、年収１億円の農家もあるとのことで

す。本市においても、中間管理機構の活用により農地集約型大規模農業を

将来目指すべき農業形態と考えるべきではないでしょうか。若い世代が

夢の持てる農業環境を整えることは、行政の重要な課題であります。本市

も農業の盛んなまちであり、大葉、花き、トマトをはじめとした農産物の
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生産が行われており、これらの伝統的な農業が引き継がれていくように、

今般、視察をした久留米市の施策を参考にされたい。 

 

 （３）復興まちづくりビジョン等について 

近年、雨の降り方が局地化・集中化（ゲリラ豪雨）するようになってい

ます。本市の地域においても、ゲリラ豪雨に襲われる可能性は否定できず、

「豊川市地域防災計画」においても「水害予防対策の基本方針」として、

「集中豪雨等に伴う土石流・土砂流出、急傾斜地の崩壊、地すべり等によ

る災害から人命・財産を守るため、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業及び

地すべり対策事業を推進する。また、土砂災害危険箇所の周知、土砂災害

警戒区域等の指定、防災意識の普及等の総合的な土砂災害対策を推進す

る」としています。さらに「砂防対策」として集中豪雨に伴う土石流対策

としての砂防堰堤などの事業を推進する旨の方針を打ち出しています。

しかし、これらハード分野の事業は進んではおらず、先ずは実施計画を策

定し地道な取り組みをしていくべきであります。本計画にもあるように

県への要望も継続し、国、県、市の連携による予防事業の執行及び被災時

の復旧を図ることが肝要です。 
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別紙 

 

＜調査経過＞ 

 

平成２９年６月２日（金） 

打ち合わせ 「調査事項、視察項目の決定」 

 

平成２９年８月１日（火）～３日（木） 

視察の実施 

１日 岡山県岡山市  「イオンモールの出店について」 

２日 福岡県久留米市 「農業の担い手育成の取り組みについて」 

３日 広島県広島市  「復興まちづくりビジョンについて」 

 

平成３０年３月９日（金） 

 打ち合わせ 「産業建設委員会所管事務調査報告書について意見交換」 

 


