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平成 18 年度第 1回農地・農業用水等の資源保全施策検討会 議事録 

日 時：平成18年7月4日（火） 10：00～12：00 

場 所：飯野ビル8階農林水産省第4～第6会議室 

 

 

 

○角田事業計画課長    本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましてはご出席いただき

まして、ありがとうございます。ただいまから平成18年度第１回農地・農業用水等の資源

保全施策検討会を開催します。 

 開会に当たりまして、山田農村振興局長からごあいさつを申し上げます。 

○山田農村振興局長  農村振興局長の山田でございます。皆様方には、大変お忙しい中

を、またお暑い中をご出席いただきましてありがとうございます。 

 本検討会では、農地・水・環境保全向上対策につきまして検討をいただいておりますが、

昨年度は415 地区の実態調査、保全管理の手法の検討や、基本スキーム等についてご議論

いただいたところです。今年度は、全国約600 地区でモデル的な支援を実施しております

が、平成19年度からの本格実施に向けまして施策の有効性、実効性等の検証などについて

ご議論いただければと思っております。 

 皆様ご案内のとおり、本年度モデル事業を実施するということでやってきたのですが、

品目横断的経営安定対策の関係の法案がさきの通常国会で議論され、可決・成立をしたわ

けでございます。地域におきましては品目横断的経営安定対策の推進が行われるわけでご

ざいますが、それとあわせて農地・水・環境保全向上対策につきましても、先の通常国会

でいわば車の両輪ということで随分議論がなされたところでございます。 

 政府としましては、担い手に施策を集中して農業構造を変えていくという産業政策を一

方で推進するということとあわせまして、農業集落あるいは農村のいろいろな機能、また

景観や環境をどうやって守っていくのかということで、地域政策としてこの農地・水・環

境保全向上対策を実施していくということでご説明をしましたし、産業政策を進めていく、

担い手に集中するということについてはさまざまなご意見もございましたけれども、集落

を守っていくための対策、農地・水あるいは農村の環境を守っていく対策は非常に重要で

あるということは共通したご意見でございました。特にできるだけ広い地域で取り組まれ

るようにしてほしいというようなご要望もございました。そういう状況のもとで、我々と
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しては平成19年度に向けましてこの対策を実施していくために、具体的に中身を詰めてい

くということとしたいと思っております。 

 本日の議論でございますが、昨年度ご議論いただきました内容につきまして論点の整理

を行い、広く国民の理解を得るという観点から皆様方の意見をぜひともいろいろ出してい

ただきたいと考えております。ぜひとも忌憚のないご意見をいただきますようお願いをい

たしましてごあいさつといたします。本日はどうもありがとうございました。 

○角田事業計画課長    本日、三野徹委員、藤原治委員におかれましては、所用によりご

欠席とのご連絡をいただいております。 

  続きまして、４月１日付で事務局側に人事異動がございましたので、ご紹介します。 

 まず、雑賀農地整備課長です。 

○雑賀農地整備課長  雑賀です。よろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長   それから、この資源保全施策を担当している室長で坂井集落排水

・地域資源循環室長です。 

○坂井集落排水・地域資源循環室長  坂井です。よろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長   それでは、以降の進行につきましては、生源寺座長にお願いしま

す。 

○生源寺座長  それでは、議事の次第に従って進めたいと思います。 

  最初に事務局から資料のご説明をお願いします。 

○角田事業計画課長    それでは、資料を説明します。 

 本日、資料１、２、３とありますが、まず私の方から資料１に従いまして平成18年度に

おけるこの検討会の進め方についてご説明し、その後、資料２―１、２―２に基づいて、

平成17年度の検討会における議論の論点整理、実態調査の結果について総括的にとりまと

めたので、それについて説明をしていきます。 

 それでは、まず資料１をお願いします。Ａ４横のスケジュール表です。平成17年度にお

きましては５回の検討会と現地調査を行いまして、全国415 地区の実態調査を行いながら

施策の基本的なスキームを検討して、その基本スキームに基づく試行的な活動計画づくり

について着手したということで、そういった経緯をご説明し、またご議論いただきました。 

 昨年の10月には「経営所得安定対策等大綱」が省議決定されまして、この中でこの農地

・水・環境保全向上対策が品目横断的経営安定対策、米政策改革対策と並んで決定されて

おります。 
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 平成18年度におきましては、全国約600 地区でモデル的な支援を行い、基本スキームの

実効性を検証していく、そして平成19年度からの本格導入を目指していくこととしており

ます。 

 本日の第１回の検討会においては、まずは平成17年度検討会の総括を行いまして、検討

会における論点整理と実態調査結果のとりまとめを行いまして、本政策についての国民全

体のご意見を伺うという観点から、パブリックコメントにかけていきたいと考えておりま

す。また、今年度着手するモデル支援の現在の状況についてもあわせてご説明していきま

す。 

 そして、次回の第２回検討会においては、このパブリックコメント、約１カ月から１カ

月半ぐらいかけるわけですが、その結果報告を行っていきたいと思っております。国民の

理解と納得を得て施策を導入していく、そういう観点からぜひいろいろご提言、アドバイ

スをお願いしたいと思っています。 

 なお、この施策につきましては、他の一般の施策に先行して対策の規模等を決定してい

く必要があると考えております。したがいまして、通常は８月末に来年度の予算要求を行

うということですけれども、他の施策に先行して７月の末ぐらいには対策の大枠を決めて

いくということになっており、その状況につきましては、この検討会とは別途に、決まっ

た段階で委員の皆様方にご説明あるいは情報提供をさせていただきます。 

 その上で第３回から第４回の委員会、これは10月から12月にかけてという予定ですが、

この段階において、今実施しているモデル支援の実施状況が現地の方から報告が上がって

くることになっておりますので、その状況について検証をお願いしていきたいと思ってお

ります。具体的には、このモデル地区、全国で約600 地区やっているわけですが、そのう

ちの幾つかのモデル地区の代表者の方々にこの検討会に来ていただき、取り組みの状況や

現地で抱えている問題点、課題等について意見表明していただくというような場を設けて

いきたいと思っています。 

 そして、モデル支援における活動計画の内容や交付金を実際どういう形で使っているの

か、使途の分析、報告を行って、この施策の趣旨なりスキームに照らして、それが妥当で

あるかどうかというようなことについて検証していただいて、本格導入に向けたさまざま

な留意点等についてご議論いただければと考えています。 

 年明けからは、２カ年にわたるこの検討会の全体のとりまとめを行っていくということ

を考えておりますが、もちろん残された課題があれば、その時点においてもご議論いただ
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ければと考えています。 

 以上が今年度の進め方です。 

 次に、資料の２―１、２―２ですが、資料２―１の方は論点整理です。昨年度１年間ご

議論いただいたことをとりまとめたものです。基本的にはこの形式のものに、きょういろ

いろご議論いただいてご意見をつけ加えたものでパブリックコメントにかけていきたいと

考えています。 

 １ページですが、これは検討会の目的なり委員構成ということでございまして、この有

識者の委員会によって多角的な議論を行って、透明性の確保と国民的な理解と納得を得な

がら、適切な調査の実施や施策の具体化に資するということでこの委員会が設置されてい

るという目的を書いております。 

 ２ページに、昨年度における検討の経緯ということで、５回にわたる検討会と現地調査

を含めて実績をまとめたものです。 

 ３ページから４ページにかけまして、農地・農業用水等の資源保全施策の概要について

まとめております。これは昨年省議決定しました大綱に記されているものをまとめたもの

で、施策の趣旨としては、農地・水・環境の保全と質的向上を図るということで、農業が

本来有する資源循環機能を維持増進するということが必要である一方、現在高齢化なり混

住化の中でそういった保全管理が困難となってきているという状況と、環境に対する国民

の価値観の変化があって、そういったことを踏まえて地域における農地・水・環境の良好

な保全と質的向上を図るために、地域ぐるみで効果の高い共同活動を支援する、こういう

事業を平成19年度から導入します。 

 これによって力強い農業構造の確立、効率的な農業生産を目指す経営安定対策と車の両

輪をなすという形で、社会共通資本としての農地・農業用水の資源の質を高めながら将来

にわたって保全していくというような施策の趣旨です。 

 仕組みとしては、まず、農業者だけではなくて地域住民等の多様な主体が参画する活動

組織を設置して、次の４ページにありますとおり、活動組織の構成員が取り組む行為を協

定により明確化して一定以上の効果の高い保全活動を実施する場合に一定の支援を行うと

いう仕組みです。 

 支援の要件等は活動指針を基礎に設定して、また支援水準につきましては415地区の実

態調査から算定された面積当たりの単価を、水田、畑といった営農類型、北海道、都府県

といった地帯の区分ごとに設定するというようなあらましを記しております。 
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 その上で、論点整理ですが、５ページにありますとおり、施策の背景と必要性、実態調

査、その実態調査を踏まえた施策のしくみ、そして施策の確立に向けての情報発信等の観

点といったような昨年度ご議論いただいたことをこういう体系で整理しました。 

 ６ページですが、まず「施策の背景と必要性」です。今回の整理の仕方としては、左側

のページに施策の概要、施策のポイントを書き、それを図解した資料を右のページに示し

ています。昨年度の検討会においてこういった図解資料で説明しましたが、基本的にはそ

の資料を使用しております。 

 そして、検討会でいろいろなご意見をいただきましたが、その主な意見を要約する形で

真ん中の欄に書いており、また今後の対応方向ということでコメントすべきものについて

は右側の欄に示している。こういう体裁をとっています。 

 最初に「農地・農業用水等の資源」ですが、これは食料供給なり多面的機能の発揮、共

同活動により守られているという社会共通資本という性格を有しているということを示し

ており、こういった考え方については基本的に賛同いただいたと考えております。公共財

としてのアピールをもっとすべきというようなご意見もありました。他方、保全管理も重

要だけれども、省力化とか効率化といったイノベーション、基盤整備も大事であるという

ようなご指摘もいただいています。 

 ８ページに移り、今回の施策の導入の背景ですが、高齢化や混住化がどんどん進んで、

共同活動で行われてきた保全管理活動が非常に困難化してきている、弱くなってきている

というような実態、それと環境意識の高まりの中で環境保全ということについて、農家の

みならず地域住民も含めて負担の公平化を図っていく必要がある。そのような背景につい

て説明しましたが、施策導入の背景なり必要性についてはおおむねご理解していただいた

ご意見が多いと思います。一方、なぜ農業についてこういった支援が必要なのかという問

題提起もありましたが、それについては農地や水は社会共通資本であり、このまま放置す

れば国民全体に不利益が生ずるおそれがあるからということを対応方向にまとめています。 

 10ページですが、「施策の位置付け」です。ご説明いたしますように、経営安定対策と

車の両輪としてこの施策が位置づけられているということや、産業政策とは別の地域振興

施策としてこの施策は位置づけられているということについて説明しています。 

 ご意見としては、農業の構造改革と矛盾しない、あるいは農地が分散しているような状

況を温存しないというような施策であるべきというようなご意見をいただきました。それ

から、地域振興政策ということでは、団塊世代をターゲットに置いた施策というような意
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味合いがあるのではないかというご指摘もいただいていますが、このあたりについては、

この施策だけではなくてさまざまな地域振興施策の中の１つとして対応していきたいとい

う説明をいたしました。 

 12ページから15ページにかけては「実態調査」です。この実態調査については、資料２

―２で調査全体のとりまとめをしたものも用意していますが、基本的には415 地区の実態

調査を行い、検討会でもその地域の実態はどうなっているのかというご質問につきまして

さまざまな視点でお答えしてきたところでして、そういった資料を２―２にまとめていま

す。 

 13ページですが、国民意識調査を実施しており、これは施策に対する国民の意識につい

ても聞くべきではないかというご意見をいただいたので、そういったことも踏まえて、こ

れは約3,000 名の調査機関の登録モニターに対して実施したところです。施策の必要性な

り共同活動に対して参加していきたいという予想以上に高い意向が把握できたと思ってお

ります。 

 14ページには、海外の施策の概要とか他省庁における施策はどうなっているのかという

ご質問もありました。海外については、フランスなりイギリス、ＥＵのさまざまな施策に

ついてとりまとめをし、報告したところです。 

 16ページから19ページにかけて「施策のしくみ」、実態調査に基づいた施策のスキーム

についてまとめています。 

 まず「施策のあらまし」として、17ページにありますように活動組織を立ち上げ、計画

づくりを行い、効果の高い共同活動に対する支援を行っていく。こういう施策の流れを示

しているが、こういうスキームのイメージは大体理解できる、また方向性についても期待

しているというご意見をいただいています。一方、新しい施策をこうやって立ち上げるた

め、既存施策のスクラップ・アンド・ビルドも必要ではないかというご意見をいただいて

います。 

 18ページ、「多様な主体の参画」ということですが、これは地域の実情に応じたさまざ

まな組み合わせが想定されるということで、19ページに地域住民参加型、交流型、あるい

は都市・農村交流型といういろいろな形がありますというご説明をしています。この中で

地域住民なりそれ以外の団体がどれだけ参加できるのかというご質問もいただいたところ

ですが、実態調査の結果からは地域住民参加型が26％、地域内交流型が60％、ＮＰＯ等も

参加する都市・農村交流型が約６％というような結果になっています。 
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 20ページにまいりまして「対象地域」です。基本的には農業振興地域の農用地区域を基

本とするというご説明をしていますが、この中で農業振興地域以外の都市地域に近い農地

についても対象とできないのかというようなご意見がありました。また、中山間直接支払

いの地域と仕分けについて検討をするべきであるというご意見をいただいており、これは

平成18年度のモデル支援の中で検証していきたいと思います。 

 22ページから24ページにかけて「効果の高い共同活動」ということですが、これは農地

・農業用水をきちんと守っていくという基礎的な部分をベースとして、その上に施設の長

寿命化を図っていく、あるいは農村地域の環境を保全するという一定以上の誘導部分をセ

ットにして活動していくという仕組みを考えております。 

 また、25ページにあるとおり、具体的にどういう活動を行うのかということにつきまし

ては、活動指針をお示しして、具体的な活動内容を列挙して、その中から一定以上の取り

組みをやっていただくというような仕組みをご提案しました。 

  これについては、22ページにあるとおり、「農業者が中心となる基礎活動に対する支援

が一番重要。そこが核になるべきではないか」というご意見がある一方、「国民に理解を

得て施策を導入していくためには基礎部分だけでは理解が得られないのであって、環境保

全というような取り組みをセットでやらないとなかなか理解を得られないのではないか」

というようなご意見もありました。 

 24ページの「活動指針」については、今回、国が標準的な活動内容をお示ししています

が、これについては地域によっていろいろ事情もあるので、地方裁量といいますか、そう

いった仕組みを導入すべきではないかというご意見をいただいており、これも平成18年度

のモデル支援で検討していきます。 

 26ページの「活動計画」です。この活動計画というのは、活動組織が先ほどの活動指針

に基づいて具体的に行う活動を計画にまとめまして、それを市町村との協定で位置づける

ものです。これについては活動組織の事務局はだれが担うのかというご意見やご質問があ

り、かえって担い手の負担が増加するのではないかという懸念も示されています。 

 それから、単に今までの活動をなぞるということではなくて、この仕組みをきっかけに

地域をどうしていきたいかという夢のある計画づくりといいますか、そういったことを行

っていくべきではないかというご意見がありました。 

 28ページですが、施策の「実施体制」です。今回新しい仕組みとして、国、県、市町村

が役割分担をしながら活動組織を支援していく、そのための仕組みとして地域協議会を提
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案しております。この地域協議会に県、市町村、農業団体といった関係機関が一堂に会し

て、これまでの国、県、市町村という縦系列の流れで、交付金の交付を行うというもので

はないフラットな形の仕組みを導入していきたいと思います。これについては、特に市町

村の参画と責任が重要であるということとか、従来型の上意下達方式ではない実施体制が

望ましいというご意見、新しい施策でもあり専門家のいろいろな助言が必要だというご意

見をいただいています。 

 30ページは支援の水準です。415 地区の実態調査を踏まえて支援水準を決めていったわ

けですが、特に基礎部分の適切な保全活動を行うのに必要な基準活動量を基礎として支援

額を算定しました。また、支援の要件としている、基礎部分の活動だけではなくて、その

上に一定以上の誘導部分をあわせて行うというスキームになっております。 

 この点に関しましては、支援の対象など、その使途についてさまざまご意見をいただい

ています。いずれにしてもモデル支援で実証していく必要があると思っていますが、基本

的には資源や環境を守る活動を活動計画に位置づけて、市町村との協定でオーソライズす

るという仕組みです。この活動計画に位置づけられたものについて使途を限定するという

仕組みですが、具体的な使途の中身については平成18年度のモデル支援の中で検証してい

く必要があると思っています。 

 32ページは、こういった施策のスキームができてこれから導入する場合、普及啓発、そ

のための情報発信が非常に重要ではないかということです。市町村の意識を高めていくこ

とが必要で、さらにＮＰＯ、地域住民も含めて啓発を行う。それから、一般国民に対する

広報活動をきめ細かく展開していってほしいというご意見をいただいています。それを踏

まえて、昨年度もいろいろパンフレットなり活動の手引きといったようなものもつくって

いますが、今年度においても引き続き施策の普及や地域の人材育成の体制づくり等もあわ

せて進めていく必要があると考えています。 

 あと、34ページに施策の評価も若干ご議論いただいていますが、このあたりは平成18年

度にさらに内容を深めていきたいと思っています。 

 それから、別添に「本施策における社会的評価」というのをまとめています。特に施策

全体について、例えば「一定の作業に参加すれば国の支援を受けられることになって、そ

れが農業者の自立を阻害してパートタイマー化するものではないか」というようなかなり

厳しい懸念も表明されているところですので、このような点につきまして少しスポットを

当てていろいろご議論もいただく必要があると思いますし、こういうことを乗り越えて国
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民に理解を得て施策を導入する必要があると思っております。 

 この点に関する検討会等における意見ということで、検討会以外の識者の意見も踏まえ

て整理していますが、上側の施策を積極的に評価する意見に対しまして、下側に施策に対

する厳しい意見を整理しています。 

 あわせて２ページに「マスコミ等の論調」という形で、この施策に対してポジティブに

評価している意見と、３ページ目に、留意点という形でいろいろご意見もありますので、

それを整理しています。特に新たなばらまき政策とならないように支援対象の絞り込みや

効果の検証が必要だというようなご意見ですとか、支払った相手先を定期的にチェックし

なければならない、大事なのは農業者の自立なのだというようなご意見。それから、水質

の改善、生態系の保全といった新たな成果を生み出さなければならないのだというような

ご意見。使い方、出し方にも工夫が必要というようなご意見でして、いずれにしても使途

に関する部分を十分チェックしていかなければいけないというような論評が多く寄せられ

ています。 

 以上が論点整理でございまして、あと資料２―２の方で実態調査の結果について整理し

ています。これは昨年もずっとご説明していますので改めてご説明しませんが、415 地区

の実態調査の内容についてまとめたものです。 

 私の方からは以上です。 

○生源寺座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、議事では２番目に実験事業の状況についてご報告いただくことも予定されて

いますが、論点整理あるいは今後のスケジュール、さらにこの施策に対する社会的な評価

のご説明があったので、一旦ここでご意見、ご質問をいただいて、議事の２については後

ほどまた少し時間をとってご議論いただいてはどうかと思います。 

 きょうは非常に広範にわたってこれまでの論点の整理をしていただいています。どんな

点でも結構ですので、ご意見、ご質問をいただければと思います。もちろんこの整理から

漏れているようなところがあればご指摘いただくと非常にありがたいと思います。――澤

井委員どうぞ。 

○澤井委員  ちょっと確認的な質問です。19ページの活動組織ですが、この３つのタイ

プの住民参加型なり交流型ということで、これ自体はもちろんよくわかるのです。現実に

ある地区で活動組織を立ち上げる場合のイメージなのですが、例えば地域内交流型でいき

ますと自治会や学校・ＰＴＡというのは組織ですから、組織のものはわかりやすいのです。
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地域住民とか農業者、つまり個々の農家や個々の非農家というイメージだと思うのですが、

非農家である住民の方をどうやって活動組織に組み込むのか、その辺の手順なりプロセス

なりイメージがわからないところがあります。従来の議論はみんな住民組織レベルで話を

してきたものですから、私なんかも当初は活動組織自体も住民組織の１つの集合体的なイ

メージで考えていたのですが、この絵をみれば個人の参加もあり得るというイメージで読

めるので、もし個人レベルでの組織に属さない形の農家なり非農家である住民の参加をイ

メージされているならば、それをどうやって取り込むかというのはなかなかイメージがわ

かないので、その辺がもしあれば教えていただければと思います。 

○生源寺座長  ありがとうございます。何か関連してご質問等ございますでしょうか。

もしなければ、今の点いかがでしょうか。 

○角田事業計画課長    この実態調査、昨年度後半に活動計画の試行的な策定をやってい

まして、その中で組織づくりにある程度着手しています。資料２―２の９ページをみます

と、施策導入前の現況に対して計画でどうなったかということですが、要は地域住民参加

型なり地域内交流型というのがかなりの程度増えていまして、組織づくりはこういう形で

進んでいます。 

 その中の中心となって呼びかけている人は何なのかということですが、いろいろ調査の

結果、集落の自治会の会長さんとか実際の用水管理等を行っている土地改良区の地域の代

表者の方、そういった方々が主に中心になってこの組織づくりの呼びかけを行っています。

その場合、その地域で既に共同活動を行っているベースとなる組織がありますので、そこ

が母体となって、それに非農家の方とか、声をかけられた方が参加しているというような

イメージではないかなと考えているところです。 

○生源寺座長  澤井委員どうぞ。 

○澤井委員  今の資料の９ページで、例えば地域住民参加型のところをみると、農業者

・農業者団体、自治会、地域住民団体で構成ということで、このメンバーはみんな団体な

のですか。つまり個人というのはあるのですか。これだけはっきりしておいていただきた

いのですが。 

○生源寺座長  いかがでしょうか。 

○高嶺地域整備課長  今の資料の９ページは平成17年度の調査結果ですが、平成17年度

の調査結果はこの数字の中では細かく分析していくとわかるかもしれませんが、資料３の

平成18年度の速報版というところでお答えしたいと思います。その４ページをごらんくだ
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さい。まだ全体の活動組織が出そろう前の報告を集計したものですので、すべて網羅して

いるわけではありませんが、その４ページの下の図の右側「主な活動組織の事務局」とい

うのをみていただくと、全体の地区数539 の活動組織の中でその事務局をみていくと、自

治会がおおむね３割、土地改良区が３割ということになっています。ただ、これは事務局

をどこに置いているかということですので、澤井委員ご指摘のようにだれが声をかけたか

ということにストレートにお答えをしているわけではありませんが、今お答え申し上げた

ように、自治会、土地改良区が担っている割合が多い。ということは、自治会なり土地改

良区が中心的に活動組織をつくってきたという裏打ちになるのではないかとみているのが

１点。 

 それから、これは我々自身も今後もう少し話を聞いていかなければ正確にはお答えでき

ないのですが、やはり市町村の力が活動組織をつくっていく上では非常に大きいと私自身

は考えております。 

 もう１つ、農業者の活動の状況ですが、一番左側の下「１活動組織当たり平均構成」、

ですが、農業者数が66人、非農業者数が56人、あと農業関係団体が2.3団体、農業関係以

外の団体が4.4団体入っています。現状からいきますとこのような数字になっております。 

 以上です。 

○生源寺座長  これは制度上は個人参加というか、例えば自治会なりの枠の外の方も制

度として入ることができるように仕組むというふうにお考えなのでしょうか。特に都市と

の交流というようなことになりますとほとんどそういう形になるかと思うのですけれども。 

○高嶺地域整備課長  まさしくおっしゃるとおりでございまして、この非農業者数は協

定でくくった中にお住まいの方以外の方も入っている可能性はあります。ただ、実際にど

れぐらいこの中に入っているのかという分析までは進んでいないという実態です。 

○生源寺座長  よろしいでしょうか。 

 そのほかいかがでございましょうか。――合瀬委員どうぞ。 

○合瀬委員  こうやって改めて論点を全部整理していただけると全体が非常にみやすく

なったといいますか、ありがとうございます。その上での質問といいますか、これは本当

に基本的なことなのですが、「施策の概要」の「趣旨」の(4) の最後に「社会共通資本と

しての農地・農業用水等の資源の質を高めながら将来にわたり保全するものであり」と、

その上で「地域振興施策として位置付けられる」と書いてあります。そこの前半の「社会

共通資本として」云々、「保全するものであり」というところまではこの施策で多分お金
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を出すことで十分達成できると思うのですが、問題は多分その後からの「地域振興施策と

して位置付けられる」、ここの部分だと思うのです。 

 「本施策における社会的評価」のところで「農業者の自立を阻害し、パートタイマー化

するもの」、こういう見方が出てくるのも、多分お金を出すことである程度の資源維持と

かそういうことはできるでしょう。だけれども、重要なのはそれをもとにどう地域の振興

につなげていくかということだと思うのです。そこのところが若干ギャップがあるという

か、この道のりをどのようにしてやっていくかというところがこの中にはないのですね。 

 論点整理の11ページをみても「施策の位置付け」で右と左がすっぱりと分かれていて、

「地域振興施策における位置付け」というところが独立して書いてある。ここが突然感が

あるというか、局長がおっしゃったように産業政策と地域政策を分けると、まさにここは

地域政策のところだろうと思うのです。そこのところがどこを読んでも、きれいな自然と

か環境保全ということまではわかるのですが、それをどうやって地域の活性化につなげて

いくかというところが抜け落ちているような気がするのです。本当は水資源とか環境をき

れいにすることによって、例えばコウノトリを放鳥することによってコウノトリ米とか、

それを新たなビジネスにつなげていくとか、そこの階段のところが若干抜け落ちているの

で、どうしてもお金をあげるだけで終わってしまうのではないか、その次への展開みたい

なところをもうちょっとみえるような形で書いた方がいいのではないかというのが私の意

見です。 

 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 立花委員どうぞ。 

○立花委員  私も今の合瀬さんのご意見に非常に共感する面があります。ただ、今の合

瀬さんのお話を伺っていて――私もそうですが、解がなかなかみつからないなという感じ

がしてならないのです。 

 実は地方格差ということがよくいわれますが、地方中小都市の駅前商店街が非常に寂れ

てしまった、シャッター街になってしまった、どうしようということで、まちづくり３法

というようなことで出店の規制を強化するという方向を出された。地域によってはそれが

有効に働く面があるでしょうけれども、なかなか働かないケースも多い。それは何かとい

うと、結局は地域の人たちが自分たちの地域をどういう地域にしたいのかというビジョン

を共有できるかできないか、あるいはそういうのをみんなが話し合えるようなリーダー、
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あるいはそれを支えていく人たち、そういった人たちの存在があるかないかという点が大

きいのかなと思います。今の合瀬さんの問題提起は非常に大事ですけれども、それは単に

集落だけの問題ではなくて、寂れつつある地方都市にも恐らく根っこは共通する面がある

のだろうと私は思って、そこのところは非常に大きな課題だろうという感じがしておりま

す。 

 私、途中で失礼させていただくものですから、ちょっとよろしいでしょうか。 

○生源寺座長  どうぞ。 

○立花委員  さっきご担当課長のご説明で「本施策における社会的評価」ということで、

農業者の自立を阻害したりパートタイマー化したりするのではないのだろうか、そういっ

たことについてもいろいろ国民の理解を得ていく上で、こちらサイドとしてもきちっとそ

の辺意見を表明していく必要があるということをおっしゃって、私もそうだろうなという

感じがしました。 

 ただ、そのとき基本的に踏まえておくべき点は、日本を取り巻く経済社会の大きな構造

変革の中で農業を活性化させる最後のチャンスで、それだけの必死の意気込みといいまし

ょうか、まなじりを決してというのもいいことかどうかわかりませんが、構造政策の一環

として担い手政策の裏腹の問題だという位置づけも大事でしょうし、こういう社会的地域

政策は単に日本独自の政策ということではなくて、ご説明でもありましたが、ヨーロッパ

でもアメリカでもされているということだとすれば、こういった地域政策についても日本

独自のものではなくて、欧米のそういった政策との整合性といいましょうか、そういった

点の評価も入れた上での判断だというようなこと。 

 それから、ばらまき云々という話も当然予想されるわけですけれども、これについては

今合瀬さんがおっしゃったように、何とかして地域地域、あるいは集落集落で自分たちの

集落をどうもっていって、どう次の世代に引き渡すことができるのか、そういったいろい

ろな話し合いといいましょうか、ビジョンといいましょうか、そういったのがあるところ

にこういった呼び水的なものが出てくれば効果が出てくるということで、その辺は集落の

中での話し合い、それがベースになるということをぜひこういった制度の導入に当たって

の１つの視点といいましょうか、そういった話し合いもないまま、ただこのような事業を

やれば当然ばらまきという批判は避けがたいわけですから、そういった批判を避ける意味

でも地域において将来の自分たちがどのようにやっていこうか、その辺の話し合いをこう

いった制度を採択する場合の１つの視点として入れるべきかなという感じがしました。 



 
14

 それから、今さらこんなことをいうのはちょっとやめてくれとおっしゃるかなと思った

のですが、水は確かに社会共同資本というのですが、農地については、一方では転用への

批判の問題がありますね。産業界も偉そうなことはいえませんけれども、農地の転用とい

うことで、私有財産だということで一定の条件のもとで認めてきたわけです。そういう意

味からいうと、社会共通資本というのは、そういう考えの人からいわせれば私もちょっと

違和感があるなという感じで、どういう表現がいいのか、社会的共通資本なのか、あるい

は何か別の言葉がいいのか、ちょっと私も……。水は確かに用水路、あるいは水そのもの

はパブリックな面がありますけれども、農地については一方では私有財産という面がある

わけで、ここはセットで社会共通資本とみているのですが、そこのところが若干違和感を

もつ人もいるかなという感じがしました。 

 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。――鷲谷委員どうぞ。 

○鷲谷委員  国民から支持を得るためにはといいますか、環境リテラシーをもっていて

環境のことを真剣に考えている人からも支持を得るためには、水環境の保全という視点を

もっと強める必要があるのではないかと思います。現在の日本、さらに将来人口も減って

いくというようなことも考えると、水では量よりもむしろ質の問題が資源として価値にと

ても大きくかかわってくると思います。 

 水というのは、先ほども共通の資本とおっしゃいましたが、何度も繰り返し使うもので

すから、汚さずに次の利用者に渡すということが利用ルールの基本の基本なのではないか

と思うのです。かつては恐らくいろいろなお作法的なことがあって、そういうことが成り

立っていた。汚染自体がレベルが低かったということもあるかもしれませんが。ですけれ

ども、今はどうもエゴイスティックなり、そこの利用の面だけに目が向きがちで、もちろ

ん基準とかがクリアできないような問題が起きてくれば別だと思うのですが、次の利用者

のことは考えないような利用になっていて、農業は水をたくさん使っているわけですけれ

ども、国連のミレニアム生態系評価のようなグローバルなアセスメントでは農業が水を汚

している面について、人類のサステーナビリティーということからみて大きな懸念がある

んだと思うのです。 

 特に強調されるのは栄養塩類による汚染なわけですが、先進国、欧米などをみますと、

それを正していくための大がかりなプロジェクトとか新しい制度などもできていると思い
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ます。できれば水資源にかかわるところではそういうことを重視した方がいいと思うので

すが、農業用水の水源を良好に保つことというのは農業にとっても重要なことですから、

これまでもきっと意識されていたのだろうと思うのですけれども、何かこの活動の中には

水源を良好に保つというようなことはそれほど強調されていないような気がします。それ

は上流側です。 

 今度は使った後なのですけれども、排水の水質に目を向けるということは、冒頭に申し

上げたように、今後広く国民から支持を受けていく上で欠かせないのではないかという気

がします。誘導部分には生き物調査のようなことが提案されていますが、排出の水質に配

慮するとか、水質については簡易なモニタリングができるので、それをやることというの

は基本部分に必要なのではないかと感じます。 

 誘導部分では、排水が流れていく先の河川などの環境に目を向けて、そこに他の主体が

あれば水環境保全上の連携、今は流域での水環境を守るためのＮＧＯのネットワークなど

もとても活発に活動を始めているところですし、水利用という面からみた水資源の質を維

持する。質を維持というのは、農業の場だけではなくて、もっと広い社会的な意味で維持

するという観点をできればもう少し強めていただきたい。何度かご説明を聞いているので

すが、何かちょっと足りないといつも感じていて、今回そろそろ最後のチャンスに近いよ

うな気がしましたので、そういう意見を述べさせていただきたいと思います。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。――それでは江頭委員、その後で役所の方から少しコメン

トがあればと思います。 

○江頭委員  ちょっと手を挙げるのが遅かったので話がまたもとに戻ってしまうかもし

れないのですが、活動組織について澤井委員もおっしゃっていましたように、個人の参加

は非常に大事なのです。 

  

 今の老人は、私も含めてみんな何かやりたいのです。ずっと家の中にはいたくない。自

治会から回覧板が回ってきて「旅行に行きたい人は名前を書いてください」といわれても

絶対行きません。でも個人的に日頃から人間関係ができている人から「行きませんか」と

言われると、それじゃ行こうかなとなるのです。何も知らない人から幾ら声をかけられて

も行きたくない。ではどうするかというと、日ごろから人間関係をつくって、個人が喜ん

で参加できるという組織をつくってほしいなと思います。そのためには、自治会なり町内
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会なり、いろいろな団体が中心になって日常的にリーダー養成に心がけて、気の弱い老人

を引き出すということをしていけるような施策が必要かなと思います。地域協議会の中で

そういう指導も必要かなと思っております。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 幾つかご意見なりコメントがあったかと思いますので、いかがでしょうか。 

○高嶺地域整備課長  まず、合瀬委員のご指摘がありました地域振興施策ですが、確か

に農地・水・農村環境保全向上対策については、農地・農業用水等の資源を守る、それに

伴って良好な農村景観等を形成するという施策ですので、ダイレクトに振興ということに

結びつきにくいという側面があるのは事実かと思います。 

 しかしながら、農村についていろいろな活用を図っていく、振興を図っていく上で、農

地・農業用水等を保全していくというのは、その基礎となる農業を振興していく上でも必

要なものでしょうし、また農村に人を呼び寄せる、また快適な農村を保っていくという上

からでもその基礎となるこの施策が必要だということで、地域振興施策という位置づけに

はしているわけです。 

 立花委員にも少し指摘をいただきましたが、この施策がもとになっていろいろな話し合

いなり、またこの施策をこれから発展的にいろいろな地域で取り組みをされていくことを

期待している側面もありますが、まずは当面基礎となる部分についてこの施策での展開を

図っていくことに取り組んでいきたいと感じているところです。 

 立花委員のご指摘の農地の部分について、社会共通資本という言葉を使うということに

ついて違和感があるというご指摘がございました。我々としましては、ご指摘のように農

地は個人の財産ではあるわけなのですが、農地・水を含めて社会共通資本と位置づけるこ

とによって社会みんなのものだという認識で、その効果、機能を次世代に引き継いでいく

という姿勢で臨んでいくということが重要である、それをこの社会共通資本という言葉で

位置づけられたということは極めて大きな一歩だと思っております。違和感があるという

ご指摘もあろうかと思いますけれども、我々としてはそういう意識をこの言葉に凝縮して

浸透を図っていく、またそこで議論を行っていくということが必要なのかなと考えていま

す。 

 鷲谷委員から、水環境の保全を強めることが国民の理解、また環境に意識の高い方々の

共感を得る１つの方策ではないかというご指摘がありました。確かに水質を高めていく行

為というのは極めて重要だと認識をしておりまして、誘導部分の中にも位置づけているわ
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けですが、それを基礎部分として今一気に位置づけていくということは、基礎的な部分が

どうしても必須の要件ということになります。逆にいいますと、鷲谷委員はそれを必須と

して位置づけてしっかりやっていけということですが、現状の取り組み等勘案していきま

すと、その部分を取り組んでいるところもそんなに多くない現状の中で、それを一気に基

礎的なところの要件として位置づけていくということは施策の展開を図っていく上でも少

し時間が必要かなというところもありますので、今回の施策としては誘導部分としての位

置づけで取り組んでいくということ。あわせて、共同活動とともに環境保全型農業等に取

り組む先進的な営農活動に対する支援もありまして、そのような取り組みがもちろん農地

・水・農村環境保全向上対策の中に内包されておりますので、一緒になってそういう取り

組みをまず進めていきたいと考えています。 

 それから、江頭委員から活動組織のお話がありました。まさしくリーダー養成等も含め

まして、まずは活動組織づくり、またいろいろな議論を巻き起こしていくということが平

成19年度からの展開に向けて必要になってくると思いますので、リーダー養成等も含めま

してその準備を進めていきたいと思っています。 

○山田農村振興局長  ただいま課長からお答えしたとおりなのですけれども、特に合瀬

委員、立花委員のお話で、地域振興施策としての道のりというか、ゴールというのか、最

後どうなったらいいのかというのがよくみえないというお話は、実は我々もちょっと悩ん

でいるところでして、農地・水・環境保全向上対策をやって、その基盤ができて、お話が

ありましたビジネスにつながっていくということで自立をしていくようなこともあるし、

あるいは都市の方との交流が進んでボランティアみたいな活動で自立をしていくというよ

うなこともあるし、いろいろな形はあると思うのです。 

 最終的に今はなかなかできないけれども、こういう活動が支援がなくても回転していく

ような格好にしていく、いろいろなツールを通じてやっていくということがゴールだと思

うのですが、そこが多様な形があって、こうなんだというのはなかなか一概に言い切れな

いところがあって、それを何か指標にできるのか、あるいはイメージでも打ち出せるのか、

立花委員からありましたばらまきの批判ということとも関連すると思うのですが、このよ

うにしていきたいのだということがもう少し明確にできるかどうか、また検討していきた

いと思います。 

○生源寺座長  ありがとうございました。私も一、二コメントさせていただきますと、

産業政策と地域振興政策をきちんと区別するというのは、今回のもとになっている基本計
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画の中にそういう形で書き込まれているわけです。これは経営政策なり地域政策が未整理

のまま行われてきた弊害があるのではないかという反省から来ているわけなのですが、同

時に地域振興政策の農業・農村の観点からの体系が実は余りないんだろうと思うのです。

したがって、これが体系の中でどうつながっていくかということがみえにくいというご指

摘だと思います。 

 私の記憶で、基本計画をつくるときの企画部会のおととしの秋ごろだったと思いますけ

れども、農村振興局と経営局に経営政策と地域政策の関係を整理していただきたいという

ことをお願いして、そのときに整理したものが出てきたように記憶しております。ただ、

それがどのようなものであったかということについてここで論評することはいたしません

が、やはりそれは宿題として依然として残っていると思っております。恐らくこの検討会

だけではカバーし切れないことは当然あるわけですけれども、少し企画部会での議論も思

い起こしながら役所の方から必要であればさらに情報提供していただければと思います。 

 それから、社会共通資本の問題は、確かに私的な資産であるという面があるので、そう

いう側面をもっていて、それに注目した施策、こういう整理だろうと思っています。農地

そのものは、近隣の農地の利用の状態がみずからの農地の利用の状態に非常に影響を与え

る、お互いがお互いに支え合う、そういう生産基盤でありますし、確かに多面的機能とい

う形で耕作者以外の方にもいろいろな形での利益をもたらしているという社会的共通資本

の側面はあるわけで、それに着目した政策、多分そういう整理になるのかなと思います。 

 ちょっと私の方から申し上げましたけれども、どうぞ、そのほかいろいろご意見いただ

ければと思います。――それでは杉江委員、その後、北村委員お願いいたします。 

○杉江委員  今何人かの方からばらまきというような言葉が出ましたが、これは裏返し

ていえば私の税金を何でそこに回すのだという議論になると思うのです。ところが、一方

で社会共通資本としてこれはそういうことにお金を使うことがみんなの利益になるんだと

いうことをどう国民全体で理解するか。これはもしかすると原子力発電の話にも共通する

のかなと。 

 農業の話でいいますと、何で私たちの税金がという部分に答えていくためには、私も前

にいったかと思いますし、どなたかの委員からも出たと思うのですが、これは農水省の施

策として進める、農水省が中心になっているのは当たり前なのです。しかし、ほかの部分、

例えば江頭さんが先ほどいわれたようなことでいえば厚労省の方からのアプローチ、とり

わけ私が大事だと思うのは、子供たちへの教育で環境も含めた農村を守っていくというこ
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とがどれだけ大事かというようなことを子供のころからしっかり教え込んでいくというこ

とや、前にも確か言いましたが、国土交通省との関係や環境省など、ここで話し合ってい

ることを農水省の中で消化して財務省と交渉するだけというのではなくて省庁横への広が

りをつくって、余り好きな言葉ではないのですが、大げさにいうと国民運動的なものにど

れだけもっていけるかということ。まだ検討しているとか調査しているという段階だと反

対論は余り出ないと思いますが、来年度から実施していく場合に、横の広がりをどれだけ

つくっていくかということ。これは戦術・戦略的なことだけでなくて、本当にそれが大事

だと思うのです。そこら辺のところを今後の論議なんかでも十分意識してやらなければい

けないなということを痛感しております。 

 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは北村委員どうぞ。 

○北村委員  「本施策における社会的評価」の中で農業者の自立を阻害してパートタイ

マー化を助長する懸念についてということで先ほど意見が出ましたが、これはモラルハザ

ードを生む危険性もあるというような視点もあると思うのですが、この問題については大

変重要だと思うものですから発言いたします。私も今の杉江委員のおっしゃるとおりだと

思うのですが、この施策の意味すること、この明確なメッセージがいまだ隅々まで届いて

いないというような結果ではないかと思うわけです。この懸念が当たらないということで、

静岡県の例を二つほど紹介させていただきたいと思います。 

 実は静岡に三島というところがありますが、「水の都三島」といわれる富士山の恩恵を

こうむっている市です。その中に農業用水として使っている源兵衛川という川があるわけ

です。ここの源兵衛川に昔の美しい水辺の自然環境を取り戻そうということで三島グラウ

ンドワークという活動があるわけでございます。これについては源兵衛川の整備をやった

わけです。これを通じて、農業者は当然なのですが、地域住民との共同によります管理体

制を構築されているというような例がありまして、受益農地への良質で安定的な用水の供

給が図られるという農業者のメリットもあるわけですが、地域住民側にとっても農業用水

を保全する機運、このようなものが醸成されてきたという例が１つございます。 

 もう１つは、静岡県は今７地区モデル地区として事業をやっているわけですが、その中

に大井川用水というものがあります。末端部分に至るまで混住化が進んだ農業地帯でござ

います。この農業用水が生活環境の一部として認識されておりまして、今までも基幹的な
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水路については皆さんが一緒に出て清掃活動をしておりましたけれども、最近特に末端地

域においても自治会等が清掃活動に取り組んでいるということがあります。さらに、この

地区は農業用水の起源を探る視察とか、また水田がはぐくむ多様な生物の観察、このよう

なものを通じて子供たちに農業の多面的機能を理解してもらうということで、総合学習の

一貫として学校授業の中に組み入れられたり課外活動で実施されている例もあり、既に地

域における住民の意識、このような素地が十分形成されているというような地区でござい

ます。 

 このようなものは全国を見渡せばもっとたくさんあるのではないかなと思いますが、こ

のようなことについては地域の住民の方に農業を理解してもらう、そのような効果もあり

ますし、また農業者側においても、これから農業の持続的発展の後押しになるというよう

なことだと思うのです。そのようなことから地域の人たちの連帯感が生み出されて、ひい

ては地域の振興につながるのではないかと考えるわけです。 

 そのようなことで、私といたしましてはこのような意識の高まりを醸成していくきっか

けをつくる、またそれを育てていくのが本施策の使命ではないかと考えているわけです。

ですから、これはこれから私たちがやっていかなければならないのですけれども、今後農

水省さんにおきましても、県、特に市町村が一緒になって取り組んでみたくなるようなモ

デル地区の理想的な取り組み、このようなものの普及、あるいは紹介、もう１つ、先ほど

も出てきましたが、何といっても人材の育成、こういうことにより、より明確なメッセー

ジを発信していただくことがこれから重要ではないかと思います。そんなことで、このこ

とについては大変重要なことだと思うものですから、説明をしていく必要があるのではな

いかなと思います。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょうか。――それでは浜本委員、その後、宮城委員お願い

いたします。 

○浜本委員  少し現場の話をさせていただきたいと思います。 

 平成18年度のモデル地区事業が始まって、次の議論のところで現時点での現状報告があ

ると思いますが、別紙の資料の中にも入っておりますが、この施策に向けて地域ごとにサ

ミットや説明会が行われています。私、九州地区のサミットに全部かかわりまして、あと

県単位で行うものにも全部出させていただきました。モデル地区だけではない、これから

やろうとしている方々のところや地域内で行けるところはほとんど行きまして、独自にい
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ろいろ聞き取りもしました。今までここで一回も語られなかったことが担当者の中では一

番話に出てきます。 

 それは何かといいますと、この施策に対する予算づけみたいなところ。平成19年度から

正式に始まりますね。これは中山間地域のような基金積み立てのようなやり方ではない施

策なものですから、年度ごとに予算がつけられますね。ということは、平成19年度のとき

に手を挙げなかったら、そこの場所の成果によっては平成20年度以降、要するにこれをき

ちんと積み立てていかなければいけない段階のときに削られるのではないかということを

はっきりと地域の担当者の方は不安に思っているのです。この政策がどう成功していくか、

そういうソフト面というか、目にみえる到達点ではなくて、やがてはこの施策自体も税金

投入はなくなっていくだろう。それがいつ来るのか。 

 こういうことはとても問題だと思ったのですけれども、場所によってはあらかじめ平成

19年度に手を挙げてくれそうなところに対して予防線を張っている地域がもうあります。

それは環境保全型農業とセットになっているのだからということも含めて、地域内にエコ

ファーマーがどれだけいるか、どれぐらいの面積をもっているか、担い手さんがどれぐら

いいるか、要するに明らかに回していきやすいところに手を挙げてくれといっている地域

も実はあるのです。 

 この地域協議会というのは県やいろいろなところが関わりますが、末端の現場の方たち

に直接これを説明して指導して、その地域の組織づくりをして実施していくのは市町村の

担当者であったり、直接の土改連の中でも地区の中の担当者であったりするところがとて

も多い。 

 彼らの中には、自分たちのエリアの中にほかに直接支払いの制度の地域の担当をもって

いる者たちもおりまして、やりやすいところに手を挙げてくれとどうしてもいいやすくな

ってくる。そうすると、本当は一番やらなければいけない集落機能がこれからもっと低下

する。集落機能の低下と耕作地の荒廃はセットですから、本当は今からリーダーをつくっ

てたくさんの賛同を得たりしていって網にかかっていくところがこの施策の一番のねらい

であるはずなのに、早急に組織をつくれ、何をやれというふうなことが出てきて、今年度

中にここまでの成果が出ないと、多分またどちらにしろこういう社会的評価のところでば

らまきで成果が出てないじゃないかとか、やっているところはやっているけど、やってな

いところはふえてないじゃないかということを受けることがとても不安だということをつ

ぶさに感じるのです。 



 
22

 そういうことは実は前年度の話し合いの中には全然出てこなかったことで、私自身も現

場を回ってみて、まさかそういうことが担当の人たちにストップがかかっているものであ

るなんていうことは予想もしなかったのですが、そういうことがとても多いのではないか。

できれば平成18年度のモデル地区の実施されてできたできなかったというところのヒアリ

ングなどの中に、今後どういうところに広めたいか、そのためにはどれぐらいの期間が必

要で、リーダー養成にしても何にしても大切なことなのですけれども、それに対して少し

幅をもたせるような予算組みだとか資金運営の仕方、そういうものを話し合いの中にもっ

てくる余地がこの施策の中にあるのかどうかというところをきちんと示してあげないと、

施策として直接税金投入ですから、これは本当に末端のところは腰が引けてしまいます。 

 都市・農村交流でということがすごくいわれていますし、そういうことが今回の意見で

もたくさん出ましたが、地方に行けば行くほど都市と交流する都市からも遠いのです。本

当に地域で自立しないと、この施策自体、経営安定施策との両方の車輪といいますが、そ

ういうこと自体もやっていけない地域が日本の中には本当にたくさんたくさんあって、そ

ういうところをすくい上げていくことがこの施策の一番大切なところだったのではないか

と思うのです。 

 それに対してもっと地元の地域の担当者が積極的に自信をもって取り組んでいけたり地

域の方たちを巻き込んでいくために時間をかけて揺るぎないものにするための組織づくり

や実施ができていくための具体的なやり方、もしくはそれに含みをもたせるような働きか

けの仕方を考えていかないと、平成19年度以降、到達点に達するまでのところがどうして

もぐらぐらしてしまうのではないかなと感じています。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、宮城委員お願いいたします。宮城委員のご発言の後、役所の方からまたコメ

ントいただければと思います。 

○宮城委員  今浜本委員のお話でもっといいたくなってしまったのですが、その前まで

のお話で、私はこの施策はもちろん農地・水を守るのですけれども、それを守る活動組織

を育てることというのが主眼だと思うのです。ですから、その活動組織をどう育てるかと

いうところがなかなかみえないというのが、先ほどの例えば組織に個人参加があり得るの

かとか、活動内容に水質、つまり国民の了解が得られるような活動を盛り込めるのかとい

うようなことがあるような気がするのです。 

 そういうことを背景に考えると、今のこのスキームの中で私は意外と大事だと思うのは
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規約と活動計画なのです。これは形式を示して、ガイドラインを示して、それぞれ活動組

織はつくることになっていますけれども、実際は多分こちらが想定した以上のもの――以

上といいますか、こちらが今想定しているのは基礎的な部分の本当に共通、どうしても必

須の部分だけを明確に示しているわけですが、それを超えて何が出てくるかというところ

が非常に大事なのではないかという気がするのです。 

 ですから、議題としては次の平成18年度モデル事業の結果のところで申し上げようかな

と思っていたのですが、規約と活動計画を少し丹念にみることによって、平成19年度実施

に向けて活動組織を新たにつくって育てていくのには何がより役に立つかということを洗

い出していただければいいなと１つ思います。 

 それから、今の浜本委員のご意見で、私も、あっ、不安に思っていたのはここだったん

だというのが少しみえたような気がしたのですけれども、施策の評価はこれから非常に厳

しく求められると思うのです。そういうことになれば、これは税金が投入されるわけです

から、ミクロな評価としては協定内容をきちんと実施しているかというところ、多分これ

は市町村が確実に点検していくことになるだろうと思うのです。マクロな評価としては、

もちろん農林水産省として政策としての効果という評価をすることになると思うのですが、

中間的な評価といいましょうか、この施策を打ったことによって地域がどう変わっていっ

たか、活動組織が新たにどのように組み立てられていったかというようなことを評価でき

るのは地域協議会なのではないかなという気がしているのです。地域協議会の役割がその

意味で意外と大きいのではないか。もちろん市町村が直接活動組織とかかわるわけですか

ら、大事なのはそのとおりなのですが、その成果をさらに広げていくためには地域協議会

の役割をもう少し明確にしていく、あるいは担わなければいけないことを明らかにしてい

く必要性がありそうな気がしているのですけれども、このあたりもできれば今年度のモデ

ル事業の成果として洗い出していただけるといいなと思います。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 幾つかこれまでなかった切り口からのご指摘もあったかと思いますので、役所の方から

今の時点でお答えいただければと思います。 

○高嶺地域整備課長  まず、杉江委員のご意見ですが、横の広がりをつくっていって国

民的運動を巻き起こしていったらどうかというご指摘でした。今のところ、まだ農林水産

省の中の議論にとどまっているというのが実態ですけれども、実際この事業だけではなく

て、ほかの事業を含めまして、例えば文科省との間の協力だとか、連携をとりながら進め
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ていっている事業もございますので、この事業、少しいろいろなところにも紹介をしなが

ら、また農村振興というスキームの中で他省庁を横断した組織もございますので、そのよ

うな組織も活用しながら、この施策の理解を求めて広がりをもたせていくような工夫をこ

れから考えていきたいと思います。 

 北村委員のご指摘は非常にありがたいご指摘でした。いろいろなモデル事業の優良な紹

介を行っていくとか人材育成という重要性は我々も感じております。今後もまたそういう

取り組みをさらに強化をしていくようにしていきたいと思います。 

 それから、浜本委員のご指摘でございます。１つ、地方の財政が厳しい――国の財政も

厳しいのですけれども、そういう中で地方の財政の制約があるというような指摘は国会の

質問でもございますし、また都道府県等からの政策提案の中にも含まれております。そう

いう中でいろいろな地方財政措置等も含めまして、でき得る限りの措置をとっていくとい

うことがまず基本であろうかと思います。モデル事業につきましても、交付税の中の単位

費用に算入が認められるというようなこともありまして、モデル事業については一歩前進

をしているわけですが、平成19年度に向けてさらなる努力をしていくというのが大前提に

なろうかと思います。 

 それから、今のモデル事業につきましては、都道府県に対しましてどういうところでこ

の施策を行っていくのかというようなことも含めました基本方針案の策定もモデルの検証

の中に盛り込んでおります。ですから、平成18年度の末にはそういう方針案ができてくる

わけですが、途中途中で、今も意見交換をしていますが、具体的にどういうところを重点

的に県としてはこの施策を取り組んでいくのか。ということは定期的にといいましょうか、

これからも議論を重ねながら都道府県の基本方針の中で考えを固めていっていただくよう

に、我々としても努力をしていきたいと思っております。 

 平成18年度のモデル事業という意味ではそのスキームはみえているわけですけれども、

平成19年度の施策については、少なくとも政府原案が固まるまではなかなかはっきりしな

いところがあるわけですが、概査要求の段階である程度の姿をお示ししながら、８月末、

９月以降、年末に向けまして、施策の概要等をまたしっかりと説明を行っていき、どんな

ところでの活用を図っていただけるのかということをまた検討いただくようなことも精力

的に行っていきたいと考えています。 

 なお、我々としましては平成19年度からの展開を図っていきたいと思っていますので、

県、市町村の方にできるだけ多くの地域に平成19年度から取り組んでいただきたいという
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ことを今申し上げていますが、そのような言い方が組織をまずつくってしまえというよう

なところに結びついているとしたら、我々の方の説明に不備な点があったのかもしれませ

ん。そういう点はこれからも重々注意しながら進めていきたいと思っております。 

 それから、宮城委員のご指摘でございます。規約と活動計画が非常に重要だということ

です。後ほどまたモデル事業の概要を説明しますが、一応予定はこれぐらいかなという目

星はあるのですが、実はまだ全部活動組織が出そろっている段階ではございません。その

中での報告を出していただいたところだけを今回とりあえずまとめたという形になるので、

中身までまだ詳しく精査をするという状況にはなっていませんが、これから規約、活動計

画、特に活動計画の中身の分析を急いで、基礎的なもの以外の取り組みがどんなことがあ

るのかという点も含めて至急分析をしていきたいと思います。 

 それから、施策の評価につきましては、これもまだ検討中ですが、中間的な評価をどこ

かに盛り込んでいくことが必要かなという部分も考えていますし、その意味で地域協議会

もしくはまた別の組織がそういう評価を当たっていくということも必要になるのかもしれ

ません。どんな組織がそういう評価を行っていくのかということも検討をこれからしてい

きたいと思っています。 

 以上です。 

○生源寺座長  それでは、山田局長から補足をお願いします。 

○山田農村振興局長  今課長から答えたとおりなのですけれども、特に浜本さん、宮城

さんのお話もあるのですが、その地域の中で一体どうやっていくのかよくわからないとい

うのが今はあると思うのです。モデル事業はあるけれども、平成19年度以降の本格実施が

一体何年間実施されるのかもよくわからない。何年間となったときに、ではどのように何

年分をやったらいいのか、最初から何年分の計画を立てるのか、１年ごとに立てなくては

いけないのか、そうした場合に助成はどういう形になるのかということ自体が、モデル事

業は単年度ごとの話ですのに今度はある程度長くと考えているので、そうすると先ほどご

質問があったようにその辺がどうなるのかよくわからない、あるいは将来削られてしまう

のではないかとか１年ごとになるのではないかとか、いろいろな懸念があるのは事実だと

思います。 

 先ほど課長からもお話ししましたように、７月にある程度さらに詳細を決めて８月に概

算要求をしますので、政府全体としては12月の政府原案にならないと本当ははっきりしま

せんけれども、農水省としてはこのようにやろうと思っています、ということがはっきり



 
26

しますので、８月、９月になりましたら、先ほど課長もいいましたが、徹底的にこういう

方向であるというのをお示しして、できるだけ不安がないように、何を本当はやらなくて

はいけないか、あるいは地域協議会の役割というのはこういうことなのだとか、そういう

こともある程度明らかにして進めていきたいと思いますので、またご協力をお願いしたい

と思います。 

○生源寺座長  それでは曽根原委員、その後、三上委員お願いいたします。 

○曽根原委員  今皆さんのご意見も聞きながらちょっと考えたのですが、その中で２つ

の提案をさせていただきたいと思います。 

 そもそも農村の資源がこのままだと保全されなくなるだろう、こういう危機感のもとに

この検討会は生まれているのだと思います。現実的に昨年度の調査の中で2015年になると

農村資源の保全が高齢化によってかなり厳しくなるだろうというデータも出てまいりまし

た。それがベースにあってこの検討会が行われているのだと思います。その上において農

村資源を今後守っていくにはどうしていくかという中でポイントになるのが多様な主体の

参画がやれるということなのだと思います。 

 多様というのは、今いろいろ出てきましたように、学校とか農業者以外の住民、都市住

民、また環境のグループとかまちづくりとか福祉とか文化、いろいろなファクターが入っ

てくることによって多様な参画が得られてということが要件になるでしょうし、またさら

に先へ行けば行くほど、多分高齢化とか農村に人材がいなくなるということを考えれば、

その要件がより切実性を増してくるのではないかと思っています。 

 その意味において、それが今農村においてできるかというと、これが大変厳しい状況に

あると思います。そのようにみると、課題として考えられるのが、多様な人材、多様な参

画とどうやってパートナーシップを組んでいくか、また組んでいける人材を育てていくか、

開発していくかということなのだと思います。そういう意味において、人的・組織的資源

をいかにこの事業をする中で育成して開発していくかということがものすごく重要だと思

います。その意味において、その流れにおいて恐らくこの地域協議会というのが位置づけ

られる、こういう流れだと思います。 

 そういうことを考えてきた場合に、宮城委員もおっしゃいましたけれども、地域協議会

の位置づけというのは実はものすごく大きくて、これが機能しないことには恐らく絵にか

いた餅になってしまうというところも出てきてしまうのではないかなと思います。 

 また、一方で海外の事例のことも先ほどお話が出ましたけれども、イギリスなんかだと



 
27

最近、農村地域開発という意味で理事会なんかを結成して、農村の地域開発全体をどうし

ていこうかという多様な専門家が集まってきて、それをマネジメントするような動きが出

ている。これがある意味では１つのモデルになるのではないか。いきなりそれができるか

どうかは別として、そういうのがモデルになると思います。 

 そういうモデルみたいなものをこの検討会の中でも検討しながら、今局長もおっしゃい

ましたけれども、協議会の役割だとか、また地域性とか地域資源によって地域協議会のタ

イプもいろいろあると思います。そういったものもいろいろな地域特性だとか地域資源の

特性をみながらこの検討会の中で検討して、それをやりなさいというわけではなくてモデ

ルを示すという意味でタイプをつくったらいいのではないかなと思います。 

 もう１つ重要なのは、この地域協議会を実質的に動かすことができる専門コーディネー

ターみたいなものがいないと動かない。単なる寄せ集めの人の集まりだと恐らくマネジメ

ントがきかないと思いますから、専門マネジメント人材みたいなものが必須要件で必要な

のではないかと思います。 

 これが１つ目の提案です。長くてすみません。しっかりとこの協議会を機能させるので

あれば、地域協議会の位置づけということの役割を明確にするということとタイプのモデ

ルをつくるということと専門コーディネーター人材のようなものも必要であるだろうと思

うことが１つ。 

 多様な主体の参画を得られるということにおいてもう１つ考えられるのは、地域ベース

でこういう協議会、横組織、パートナーシップ組織をつくるということも必要ですけれど

も、できればバックに省庁連携協議会みたいなものがあればいいのかなと。例えばもちろ

ん農水省さんがこちらで事務局というか、なられるのでしょうけれども、学校との連携と

なれば文科省、また社会教育ということもあるでしょう。ＰＴＡのマターもそうでしょう。

それは文科省でしょうし、また消防団みたいなところも入ってくるのだったら総務省もあ

るでしょうし、企業など、最近地域振興にＣＳＲ（企業の社会的責任）という絡みで参入

していこうという動きもちらほら出ていますから、そういった意味では経済産業省でしょ

うし、またＮＰＯということであれば内閣府でしょうし、また環境団体だとか環境保全団

体、そういったことになれば環境省でしょうし、そのようなところの省庁連携協議会みた

いなものをつくって、あるいは既存の組織との連携もできるのかもしれませんけれども、

それはマネジメント機関ではなくて調整機関として置く。というようなことをもう一方で

行うということは、多様な主体の参画を得られるということにおいてはやはり有効なので
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はないかと思います。 

 ２つ今提案させていただきましたけれども、地域協議会のあり方ということと、もう１

つはもう少し大きな概念で省庁連携協議会みたいなものもつくられたらどうかという提案

です。 

 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは三上委員どうぞ。 

○三上委員  私は土地改良区に入らない水源をもっていますので、そこの活動組織をこ

の前やっと立ち上げました。まず範囲を決めて人を決めて、うちの方の場合、地域にはＰ

ＴＡとか老人クラブ、子供会が入った連合会があり、それにはちゃんと自治体も入ってい

まして、そういう機能もありますので、そこも入れて活動組織までは立ち上げたのです。

これから規約とか諸々決めてやるのですけれども。それとまた同時並行して、この前農水

省の担い手確保緊急支援対策というのに乗りまして、それの認定を受けまして、青森県の

自分の地域の担い手、リーダーとしてこれから協議会をつくるということで両方の組織を

みているのです。 

 基本的に私が今両方の組織を立ち上げ、かかわっていて非常に思うのが、農地・水・環

境保全向上対策もそうなのですけれども、経営安定対策のビジョン、担い手が描くのか、

だれが描くのかはあれですが、これからどういう形で地域の農業を描くのかで農地・水・

環境保全向上対策のビジョンもかなり変わってくると思います。 

 土地があって水があっても耕作する人がいないと結局は意味をなさないことで、この農

地・水・環境保全向上対策、ここにも書いてありますが、車の両輪だということです。車

の両輪なのだけれども、軸になるのは担い手の方の経営安定対策の方だと思うのです。そ

ちらの方の金目のもの、施策的な部分が全然出てきていないというのが現状で、何をどう

したらいいのか、地域で話し合いをしようにも、実際のところ話し合う材料がないのです、

概算要求とかもろもろ、金目の部分がずっとずれ込みますので。それで平成19年度からや

りなさいと。その現状で農地・水・環境保全向上対策も平成19年度から。 

 こちらの方は７月に出すという話ですけれども、基本となる農村をどうするのか、やろ

うとしている担い手の基本方針が決まらないと、私としては全体像のプランは描けないと

いうのが今非常に困っている現状であります。多分、多かれ少なかれそう思っている地域

が多いのではないのか。両輪だというのだったら、先ほど省庁の連携といいましたけれど



 
29

も、最低でも課の連携もきっちりやっていただいて、もうちょっと……。 

 農政局の方にもいったのです。担い手確保支援対策のときも、お金を出しますから地域

でこの金をもとにいろいろな活動をしてくださいということなのですけれども、組織をつ

くるためのお金であって、そこに何か情報提供するとか、そういうバックアップが余りな

い。組織を立ち上げるのがメインなのかと聞いたら、だれも何も答えられないのです。答

えられないということはまだ何も決まっていないということが現状なのです。そこで３月、

４月に向けて何を議論して何を立ち上げろというのが今非常に悩みの種で、その辺をもう

ちょっとはっきりすると、逆にもっと進むのではないか。なくても、徐々に徐々にですけ

れども、やっていますし進んでいますから、もっとはっきりするともっと明確なものがバ

ーンと出てきて、それこそ農地・水・環境保全向上対策の方も、じゃうちの地域はこれを

もとに担い手さんを中心に何をしようとか、担い手さんがいないところは地域で何をしよ

うとかというのがもっと明確に出てくると思うのです。両輪というのだったら、もう片方

の方ももう少しはっきりした形での施策がみえてくればいいなと。 

 組織の立ち上げをしていてもう一点思うことがあるのですけれども、この中で11ページ、

土地持ち非農家と耕作者、耕作者と地権者の関係です。この前、地元で協議会を立ち上げ

るときにリーダーの方々に集まっていただいて話をしたときに、ではだれが水管理をする

のか、出役するのかという話になったときに、やはりそれは耕作者だろうということにな

ったのです。今のところ、まだ残念なことに施策の目標とする地権者が出てきてみんなで

水管理しようという意識ではなくて、国がお金をくれるから、その金を出役して幾らでも

もらおう、そういう考えが多分大多数の農家にあるのではないかという気がしました。 

 モデル事業のところでどのようなやり方をしているのか非常に興味のあるところですけ

れども、若干の説明不足のところでは、私が説明しても多分そう思っている人たちがいる

ということは、基本的なスタンスは国が金をくれるから何とかしようというスタンスの方

が大きいのではないか。その辺の誘導的な部分がもうちょっと必要なのかなというのが、

自分が協議会を立ち上げていて非常に感じた部分です。 

 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、まだご発言があるかと思いますが、少し時間も押しておりますので、もう１

つの議題の資料もご説明していただいた後、この第１の議題、第２の議題通していろいろ

ご意見をいただきたいと思います。 
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 それでは、平成18年度の農地・水・農村環境保全向上活動支援実験事業の状況について、

事務局からご説明をお願いいたします。 

○高嶺地域整備課長  それでは、資料３について平成18年度農地・水・農村環境保全向

上活動の速報を説明したいと思います。 

 その前に今の状況を簡単に説明させていただきます。今お話がございました地域協議会

ですが、東京を除きまして46道府県でモデル事業を実施するだろうと予定をしていますが、

そのうち43の都道府県で設立総会が既に終わっています。これから承認申請とか承認通知

という手続がありますが、相当程度がすべて終わって既に相当部分のところが地域協議会

を設立されている段階です。 

 それから、活動組織につきましては、今の段階で協定締結まで至っているのが520 前後

です。600 地区までいくかどうかというところはありますが、最終的にはもう少しふえる

予定です。現状そういうところでして、地域協議会につきましては７月中にはすべて立ち

上がる予定になっています。活動組織につきましても早く協定を全部立ち上げて、実質的

な活動に入っていきたいと思っています。 

 そのような状況ですので、まだオン・ザ・ゴーイングですが、この速報版につきまして

は５月末で547 地区から報告がありましたので、その547 地区をもとに整理をしたという

数字を説明したいと思います。 

 ２ページをお開きください。報告のあった地区の概況ですが、営農類型別でいきますと

水田型が431 ということで最も多く、また地域類型別では平地地区が234 地区ということ

で最も多くなっています。面積規模は、農地面積が20から50ヘクタールが最も多く、平均

面積が57ヘクタールということになっています。営農類型別の地区数なり地域類型別の地

区数、平成17年度の調査結果も、先ほど詳しく中身は説明申し上げませんでしたが、比較

をしてみていきますとほぼ同じ傾向です。 

 それから、右下に地区の全体が載っていますが、これは活動に参加しているというより、

協定でくくった面積の中にお住まいの方の戸数とか農家戸数とか非農家数でございます。 

 それから、地区設定の考え方です。３ページにまいります。どんな範囲で地区を設定し

たかということですが、集落をベースとするものが315 、基盤整備事業や水系をベースと

するものが180 ということです。これも平成17年度の割合とそんなに変わりがない結果に

なっています。 

 ４ページをお開きください。活動組織等の整備状況でございます。これは539 の活動組
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織ですが、活動組織のタイプでみていきますと、図表の左、真ん中のところですが、地域

内交流型が53.6％、地域内住民参加型が36％という数字になっています。 

  農業者・農業団体以外の主体の参加状況ですが、平成17年の現況、2.8団体でしたけれ

ども、平成18年度の計画では4.4 という伸び率を示しています。 

 それから、先ほどみていただきましたが、１活動組織当たりの平均構成、これは地区外

の方ももちろん含まれている可能性がありますが、このような状況になっています。 

 それから、農業者・農業者団体以外の主体の参加割合というのが右の上の方に書いてあ

りますが、青いのが平成17年度の現況、18年度が計画です。自治会・町内会の参加が現況

が７割、それが計画では９割を超え、地域住民団体４割が６割強、学校・ＰＴＡが14％が

28％、消防団が11％が22.4％、ＮＰＯが５％が７％、このようなことで、２倍とはいいま

せんが、一様に伸び率を示しております。 

 それから、主な活動組織の事務局なり地域協議会の構成割合等はここに書いてあるとお

りです。 

 それから、「活動実施の見込」、５ページです。基礎部分と、農地・水向上活動、農村

環境向上活動の３つに分けています。 

 基礎部分につきましては、これはほとんどやっていただかなければならない項目ですけ

れども、それをすべて足し合わせ、項目数掛ける地区数でみたものです。平成17年度の実

施率が７割ですが、計画では当然のことながらそれが要件になっているので、100 ％にな

っています。 

 農地・水向上活動の黄色の部分だけをみると、現況は36％が79％ということで倍近い項

目数に取り組もうということです。 

 農村環境につきましては17％が39％ということで、これも倍近い活動に取り組もうとい

うことが示されています。 

 いずれにしても、今回お示ししたのは本当にデータがまとまった一部でございまして、

これはお許しをいただかなければならないわけなのですが、できるだけ早く計画の中身等

の分析を急ぎたいと思っています。 

 以上でございます。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、この実験事業の状況についてのご報告も含めてご意見をいただければと思い

ます。――佐藤委員、お待たせいたしました。次に硲委員。 
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○佐藤委員  このモデル事業などに実際に取り組んでいる立場から少しお話をさせてい

ただきます。 

 先ほどいろいろな方がおっしゃいましたように、こういう活動組織をつくっていくとい

うのはなかなか大変ですけれども、苦労の結果、立ち上がってきたところは結構いろいろ

な活動を始めていける可能性があるというようなことで、この施策は非常に評価している

といいますか、楽しみにしているところです。 

 先ほどから地域政策というところを強調されながらお話しになっておりますが、そうい

う意味では、要は積算単価で4,400 円というのはありますが、これの積算の中身と実際の

使用する使い道とは全くリンクしなくていいのだろうと思っているのです。そういう意味

で、例えば使途の弾力化が大切だと思います。それぞれの地域で話合いをするといろいろ

なアイデアが出てくるもので、これはとても全部書き切れるものではないと思っておりま

す。そういう意味では使っていけないものをしっかり規定をしておいていただいて、それ

以外であれば地域協議会のチェックも一応ございますので、そのようなチェックを受けれ

ば自由に使えるようにするというような形になれば実際の予算執行は割とスムーズになる

のではないかと思っております。 

 それから、一方でばらまきという話もありますが、少なくともそれぞれの農家個人の懐

に入るわけではないし地域の個人の方に入るわけでもなく、地域そのものに落ちる金です

から、今まで農政批判としていろいろいわれているようなばらまきとは若干違うと考えて

います。それから実際これから平成19年度に向けて立ち上げていこうとするときに組織の

規模、これは調査の段階では50ヘクタールとか、去年の調査ですと100 ヘクタールが平均

というような形になっていますが、これはいろいろなケースを選ばれているのでそうなっ

ているのだろうと思いますので、19年度に向けては若干大きくくくってしまうというよう

なことも視野に入れていただけるとありがたいなと思っています。 

 最後になりますが、前もお願いしましたけれども、こういう施策は必ず市町村さんが前

向きにやっていただけるかというようなことが一番大切ですので、市町村さんの地方財政

措置みたいなものにつきましてはぜひ手当てがなるようにご努力いただきたいと思ってい

ます。 

 以上でございます。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは硲委員どうぞ。 
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○硲委員  前段それぞれの委員からご意見がありましたが、それぞれごもっともなお話

ですが、この段階で行ったり戻ったりのようなきらいが私は若干いたしました。それはそ

れとして、何で今まで発言しなかったかといいますのは、このモデルの速報といいますか、

これを速やかに各協議会に流さないと、結果的にモデルの話と平成19年度の話が同時進行

でいくものですから、現場ではかなりの戸惑いがあると思うのです。 

 私はたまたま市長という立場でお話をすると、この委員に参画をさせていただいており

ますから若干部下に話ができますけれども、恐らく首長自体はさっぱり何のことかわから

ないのが現状のような気がいたします、市長会等々で若干話をしても「それは何の話」と

いうようなことで。当然現場の職員はしっかり頭に入れておると思うのですけれども。そ

の戸惑いがありますから、このモデルの話を速やかに各協議会に流し、末端まで流して、

それを上司に報告させるようにしないと、時間的な制約がかなり無理があると思うのです。

例えば１年間の余裕があって平成20年度からという話だと十分検証できるのでしょうけれ

ども、そこら辺がどうも自分が現場におりますとそんなことを感じます。 

 それと、結果的にいろいろなご意見がありまして、片一方は経営安定の担い手、省庁間

の縦割りの話も出ましたが、確かに今後の農業を担い手育成をしてという発想はいいので

しょうけれども、そのデメリット分をこういう施策でカバーするんですよというところが

必要だと思うのです。ですから地域集団営農をしていくというところになりますと当然今

のスキームと重なってきますけれども、担い手だけになりますと当然保全まで手が回りま

せん。ですから、それはこれで十分カバーしていけるんですよというような、片や生産性

の話と保全の話との整合性を力説いただけば決してむだな金遣いじゃないよ、当然環境保

全をするんですよという国民の合意が十分いただけるなと私は思います。 

 今度は組織の問題ですけれども、省庁の連絡調整ということも当然必要でしょう。現場

でみていますと、農業者が当然主体にはなりますが、自治会、公民館、こういうのが頭に

ないと、非農家、ほかの団体というのはなかなか参画しにくい。農家だけの、例えば改良

組合組織とか農業委員会組織でいえば、ＰＴＡが入るとか消防が入るというのは論外の話

ですよということに当然なります。それを自治会あるいは公民館活動の中でやれば極めて

スムーズに参画がしていただける。そこら辺の流し方を、都道府県ということもあるので

しょうけれども、末端の市町村がどういう指導をするか、号令をかけるかによってこの成

否がものすごく変わってくる。実務面でそのような感じがいたします。そこら辺をうまく

お流しいただいて、とにかくトップまで話を上げなさいといっていただかないと、どこか
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でショートするような気がします。 

 今もおっしゃったように最後には金の話になりますから、地方負担が大変よという話に

なっても当然困ります。その辺の財政の裏負担がどこまでいけるかということも、我々の

ような自治体としては１つの感覚をもっております。究極は、全国一律のスキームは当然

必要なのでしょうけれども、やはり地域地域によって、平場は平場、中間は中間、山間は

山間でいろいろと問題があります。 

 前に中山間との整合性の話も私は申し上げたのですが、そういうことがありますけれど

も、最低限農業と非農業、例えばお子さんたち、消防、老人会、こういう組織は今いった

ような自治会等々、あるいは公民館活動で流しますと必ず参加してくれますから、これは

あまり問題はなしにうまくいくと思うのです。 

 委員さんにはＮＰＯの皆さんも大勢おみえですけれども、まるっきり第三者あるいは個

人という話になったときにどういうつながりをもつかということになると、これはいささ

か不安があります。ですけれども、最低限の非農家と農家という話は、農水省のお考えを

しっかり自治体のトップまで話をしていただければ、十分これは実践可能と思っておりま

す。 

 諸々いいたいこともありますが、時間が迫っていますからもうやめます。 

○生源寺座長  ありがとうございました。――それでは神田委員どうぞ。 

○神田委員  時間が迫っていますので、私は別の質問で、スケジュールについて資料１

でご説明したこととの関係でいきますと、今後この検討会はパブリックコメントを受けて、

モデル地区の方から意見を聞いたり、そういうことを経て２月、３月にとりまとめに入っ

ていくと受けとめておりますが、きょう説明された平成17年度の論点整理（案）をきょう

確認して、それに基づいてパブリックコメントをとると受けとめていいのでしょうか。き

ょうはたくさん意見が出ましたので、そういうこともここに加味した上でパブリックコメ

ントをとるのか、それを１つお聞きしたいのとパブリックコメントをどのようにとるのか。

この論点整理のようなものを公表して「さあ意見をください」というふうに出すのか。 

 先ほどどなたかから何のことかわからないじゃないかというご発言もありましたように、

パブリックコメントをとるねらいとか目的があると思います。それに沿ったコメントが来

ればいいのですけれども、せっかくとっても参考にならない部分があってもつまりません

ので、どういう意見を求められているのか、どういう点について求められているのかとい

うことがわかるような、実際に使えるようなコメントがとれるようなとり方をしていただ
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きたいと思いますが、その辺はきょう何か説明があるのでしょうか。 

○生源寺座長  そのほかにご発言ございますでしょうか。――よろしいでしょうか。 

 それでは、今のご質問も含めていろいろご指摘があったかと思いますので、役所の方で

きょうの時点でお答えできるところについてお願いしたいと思います。 

○高嶺地域整備課長  曽根原委員のご指摘がございました地域協議会の位置づけなり役

割の明確化なりタイプについては、すべてにお答えできるかどうかというところはありま

すけれども、早急にそのような方向を検討していき、またお示ししていくようなことを考

えていきたいと思います。 

 それから、専門コーディネーターをしっかりつくるという２番目のご意見でございます

けれども、ある意味では専門コーディネーターというのか、事務局機能をしっかりもてと

いうことにつながるのかもしれません。そういう点についてもう少し検討を深めたいと思

います。 

 省庁連絡協議会については、まだ施策自体がこういう状況でございますので、相談をし

ていくにはまだ早いところもあるかなと思いますけれども、そういうものを視野に入れて

検討を加えていきたいと思います。 

 担い手のビジョンとの関係でございますけれども、決して縦割りで進めているわけでは

なくて、横の連携も十分にとりながら進めている点をまず弁明をさせていただきながら、

少なくとも概算要求の時点には、ほかの施策も含めて多分我々と同じようにある程度の概

略がわかるような形をお示しすることになると思っております。時期的には、先ほど７月

とかといろいろな意見もありましたが、遅くとも概算要求の時期にはそういう姿がある程

度みえてくると思うので、少し時間がかかるかもしれませんが、その後の活動、先ほど局

長が申し上げましたように周知を図っていくということで努めていきたいと思います。 

 それと、三上委員のお話にありました耕作者だけに全部ゆだねてしまうような取り組み

というのは我々としては余り好ましくないと思います。地域の中で話し合って合意の上で

そうなれば仕方がない面もあるのですが、もう少し周知の徹底をするということが大事だ

と思います。もう少し概略が固まった時点、９月以降になるのかもしれませんけれども、

精力的にその周知に努めたいと思います。 

 それから佐藤委員から、確かに積算と使途はリンクしないというのがこの施策の特徴で

はあるのですけれども、さすがに使っていけないものを規定をするということは、逆にい

いますと我々からすると難しい側面があるというのはご理解いただきたいと思います。あ
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る意味ではこういう使途に使っていくというものが計画上に規定されるわけですから、そ

の計画に沿った形で使っていくということが要件になります。その計画の中にどれぐらい

広げて柔軟に使えるかというのが裁量になるわけですので、そこのところの兼ね合い、で

きるだけ弾力性をもたせたような形をとっていくというのを我々の考え方の基本に据えて

いきたいなと思っております。 

 硲委員からのご指摘も、やはりこれから施策のＰＲに努めていきたいと思いますし、他

の組織、例えば地域住民なり学校・ＰＴＡ、消防団等の参加の巻き込みぐあいについては

地域地域で工夫をいただくというのが出発点だと思っておりますが、きょうの速報でもみ

ていただきましたように、学校・ＰＴＡが約３割、消防団が２割だとかという数字、これ

が高いか低いかということはございますけれども、この数字自身をもっと高めていくとい

うようなことと、こういう結果をみていただきながら自分のところもこういう取り組みを

しようという気になっていただくことが大事だと思いますので、そのような使い方もこれ

からしていきたいと思います。 

 地方負担につきましては、先ほどお答えしたとおりでございますけれども、県、市町村

の方からもぜひこの施策をこれだけやっていくんだという意思表明をいろいろなところに

していただきながら、一緒にいろいろなところにお考えを表明していただくということが

我々としては一番助かりますし、我々もそれに乗った形で頑張っていく必要があろうかな

と思います。 

 簡単でございますけれども、私の方からは以上でございます。 

○角田事業計画課長    本日は、パブリックコメントにかけたいということで論点整理と

昨年実施した実態調査の資料を一括してということで諮らせていただきました。きょうは

また非常に有意義なご意見をいただいておりますし、施策の社会的評価についてのご議論

なり今後のモデル支援を行って施策を検証していく上でのいろいろなご示唆もいただいた

ので、そういったことも整理をきちっとした上で全体的にパブコメに諮っていきたい。 

 その際、国民の皆様に意見を伺う論点を少し明確にして出していきたいと思っています

ので、その辺の論点を明確にしたペーパーを明らかにした上で、きょうお示しした論点整

理のメモは附属の資料という形でお示しするというような整理を考えていきたいと思って

います。いずれにしても、その辺、整理できた段階でもう一度委員の皆様にはお諮りし、

ご了解いただいた上でパブコメにかけるという手続を踏んでいきたいと思っています。 

○生源寺座長  山田局長、お願いいたします。 
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○山田農村振興局長  １点だけ、硲委員からお話がありました点でございます。特にト

ップに話をできるだけ通じるようにしてほしいというのはおっしゃるとおりだと私どもも

考えていまして、今県段階の知事さんなりにお会いして協力を要請する活動をやっていま

すが、先ほどいいました概要がさらにはっきりした段階では、市町村長さんに直接こちら

から――我々自身が行けないかもしれません。農政局なり関係の者が行って施策の内容と

ご協力を依頼しようかなと今考えております。市町村にとってもかなり重要な施策と思い

ますし、予算の配分等もありますので、トップのご理解を得るということが非常に大事だ

と思いますので、そういうことも考えていきたいと考えております。 

○生源寺座長  硲委員。 

○硲委員  局長からお話があったのですが、前にも申し上げたように合併しまして、編

入合併したところの首長さんというのは都市政策は十分ご理解いただくけれども、農村政

策は皆目わかりませんから、特にそれが必要だと思うのです。その辺をお願いしたいなと

思っております。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほか何か特にご発言をお求めの方おられますでしょうか。 

 なければ、時間もやや超過しておりますので、以上できょうの議論については終了いた

したいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局からご連絡をお願いします。 

○角田事業計画課長    きょうはご議論ありがとうございました。 

 次回は９月を予定しておりますが、冒頭申し上げましたとおり、いろいろな対策の規模

等決定した段階で別途ご説明にまいらせていただきます。 

 以上でございます。きょうはありがとうございました。 

○生源寺座長  どうもありがとうございました。 

 

                                                                  ――了―― 

 


