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平成 18 年度第 2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9月12日（火） 13：00～15：00 

場 所：虎ノ門パストラル 新館４階 プリムローズ 

     

 

○角田事業計画課長    本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、まことにありがとう

ございます。 

 ただいまから平成18年度第２回農地・農業用水等の資源保全施策検討会を開催させてい

ただきます。 

 まず、委員の交代についてご紹介します。 

 ７月に札幌へ異動されました全国地方新聞社連合会の会長で北海道新聞社東京支社長の

杉江良之委員に代わりまして、全国地方新聞社連合会副会長で、同じく北海道新聞社東京

支社長の高橋雅博委員に今回からご就任いただいております。きょうはご欠席ですが、ご

紹介申し上げます。 

 また、本日、立花宏委員、藤原治委員、鷲谷いづみ委員におかれましては、所用により

ご欠席との連絡をいただいています。 

 続きまして、事務局側に人事異動がありましたので、ご紹介します。 

 まず齋藤企画部長です。 

○齋藤企画部長  よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長    山下整備部長です。 

○山下整備部長    山下です。よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長  大角土地改良企画課長です。きょうは、所用により浦山調査官が

代理出席しております。 

 それから三浦地域計画官です。 

○三浦地域計画官  よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長  仲家地域整備課長です。 

○仲家地域整備課長  仲家です。 

○角田事業計画課長  地域資源政策の担当課長です。よろしくお願いいたします。 

 永嶋防災課長です。 

○永嶋防災課長  永嶋です。よろしくお願いいたします。 
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○角田事業計画課長  大塚事業総合調整室長です。 

○大塚事業総合調整室長  大塚です。よろしくお願いします。 

○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いたし

ます。 

○生源寺座長  それでは、議事次第によって議事を進めてまいりたいと思います。 

  最初に事務局から資料のご説明、これは一括してお願いいたします。 

○角田事業計画課長    それでは、本日の資料ですが、前回お諮りしました検討会におけ

る論点整理をベースとしまして、施策についてのパブリックコメントを実施し、このパブ

リックコメントの結果についてのご報告を資料１としてまとめております。 

 それから、19年度の施策の本格導入に向けて、経営所得安定対策等実施要綱が去る７月

21日に省議決定され、また19年度の概算要求が８月末で出そろったところです。こうした

ことから、19年度からの施策の本格導入に向けた仕組みの具体化についての検討状況につ

いて資料２で、そしてまた概算要求の状況につきまして資料３でご説明します。私の方か

らパブコメの結果についてまずご説明し、その後の施策の推進状況等については仲家地域

整備課長から説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、まず資料１をお開きください。資料１の１ページですが、パブリックコメントで

す。パブリックコメントにつきましては、資料の参考配付としまして公示資料一式お配り

しております。ホームページにこの資料を掲載して、インターネット、ファクス、郵便等

で意見をいただきました。 

 意見の募集期間につきましては、１ページにありますとおり、８月３日から８月25日に

かけて３週間掲載して、全体で105 人の方から236 件の意見及び情報提供をいただきまし

た。意見をお寄せいただいた方々は、内訳をみますと農業者、農業団体の方が全体の６割

を占めており、施策の内容からこういう結果になったのだろうと思っております。それ以

外には教育関係、自治会の関係者、ＮＰＯ団体、一般の会社員などの方々からも意見をい

ただいたところです。 

 それでは、中身の説明ですけれども、まず２ページから３ページにかけて全体をちょっ

と俯瞰する形でまとめてみました。いただいた意見を施策の考え方なり仕組みに関する項

目ごとに分類した結果が、この２ページから３ページの整理表です。ごらんいただいたと

おり、意見が多かったのは施策の仕組みに関する事項で、多様な主体の参画、実施体制、

支援のあり方といったところに多くの意見をいただいております。また、今後の施策の確
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立に向けて情報発信が重要であるというような観点からの意見も多くいただいております。 

 それでは、具体的な意見の内容について、４ページからご説明していきたいと思います。

非常に長い意見をいただいたものもありますし、また重複する意見もいろいろありました

ので、幾つか要約してご紹介し、それに対する当方の考え方もあわせて整理して、今後こ

れをホームページ等に掲載してまいりたいと思っています。 

 まず、「施策の背景と必要性」です。農地・農業用水等の資源は社会共通資本であると

いうようなことや、農村地域の過疎化、高齢化、混住化の状況の中で地域の共同活動が非

常に困難な状況になっているというような背景があって、こうした地域を、共同活動を通

じて守っていくことが必要であるというような点についてはおおむね賛同する意見をいた

だいたと考えています。 

 次に、６ページの「施策の位置付け」です。これは、この資源保全施策とほかの品目横

断的施策との関係や、環境保全型農業の推進との関係など、そういった点でご意見をいた

だいておりまして、６ページのとおり、品目横断的施策と一体的に進めるべきではないか、

今の状況だとあまり一体性が感じられず非効率だというようなご意見をいただいています。

また、この施策は１階部分の共同活動がないと２階部分の営農活動支援が受けられないと

いう仕組みになっているわけですが、その点については２階部分だけでも受けられるよう

にならないだろうかというようなご意見がありました。 

 こうしたご意見に対する考え方として、そもそも品目横断的施策と農地・水・環境保全

対策、車の両輪ということで一体的に進めているという位置づけですし、実際、今後施策

の浸透を図る上でもそのように進めていきます。 

 また、環境保全型農業との関係については、先進的な営農活動への支援にあたりまして、

農地周辺の環境についても適切に保全管理されて病害虫や雑草の発生しにくい環境を維持

することが必要だという観点から、今回こういう構造になっているという説明をしていま

す。 

 次、７ページは「多様な主体の参画」についてです。地域住民の多様な主体の参画が前

提となっていますが、これは非常に当を得た仕組みではないかというようなご意見。特に

検討会で委員からいただきました、地域の話し合いと組織づくりを通じて、資源保全だけ

ではなくて、環境保全から町おこし、さらにはビジネス化というように活動の向こうに明

るいものがみえるようにというようなご意見、これを強く支持したいというようなご意見

も寄せられています。 
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 その一方、非農家まで含めて話し合いを進めることは非常に困難性を感じるというよう

なご意見ですとか、次の８ページにありますように活動組織を組織していく上での具体的

な手法をもう少し示してほしいというようなご意見もありました。これらのご意見につき

ましては、モデル事業地区の活動組織づくりがまさに今進んでいるところですが、その事

例をこれからよく分析して全国に情報提供していくことが急がれると考えております。 

 次に、８ページの下の方の「対象地域」では、農振地域外、都市部の農地においても重

要なので対象にしてほしいというようなご意見や、中山間地域直払い制度とも一体的にや

ってほしいというようなご意見をいただいています。これにつきましては本施策は農業の

持続的振興を図る農業施策の一環でありますから、「農振農用地」を対象とすることにつ

いてはご理解いただきたいと思っております。 

 それから、中山間地域との関係につきましては、本日も後ほどご説明しますけれども、

農地・水・環境保全施策に追加の活動を行うということで、両方が並び立つような形で調

整を進めていきたいと考えております。 

 ９ページは「効果の高い共同活動」についてです。基礎部分は基本的にすべてやってい

ただくわけですが、その上に誘導的な取り組みを行うというのがこの施策の要件になって

います。それに際してもう少しハードルを下げて現状を維持する程度でも支援が得られる

ようにしてほしいというようなご意見がある一方、全体としてこの程度の取り組みで助成

金をもらうことについては心苦しく感じるというようなご意見もいただいています。これ

らにつきましては、今回のモデル支援事業を通じて来年度の本格実施に向けてどのような

要件設定をしていくか検証して決めていきたい、またこの委員会でも諮ってご意見をいた

だきたいと考えております。 

 それから、具体的な取り組みを進めるに当たって活動マニュアルが必要であるというよ

うなことや、質的向上を図るというふうに説明しているが、具体的にどういうことをやれ

ば質的向上が図れるのか、その辺の具体策を示してほしいというご意見がありました。こ

こは既にマニュアルをつくっているところですが、まだ浸透が足りないということもあり

ますので、今後の普及啓発をこれで図っていきたいと思っています。 

 10ページは「活動計画」についてです。地域が多様であるから、地域の自主性を尊重し

て施策を進めることが重要だと。これは当然のことです。それから、今モデル事業を実施

中ですが、事務が非常に煩雑でなかなか大変だというご指摘がありました。事務手続の合

理化には努めていかなければならないと考えております。 
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 それから、「実施体制」です。これにつきましては、専門家の助言指導、それから事務

局をリードする人材が不足している、都道府県、市町村、ＪＡ、土地改良区の関与と支援

が必要というご意見をいただいています。 

 地域協議会はまさに県、市町村、土地改良事業団体連合会、ＪＡが構成員になるので、

地域協議会がそのように機能するように目指していく必要があるというようなことと、人

材育成等につきましては全国的な人材育成研修を今実施しておりますし、それを地方にさ

らに広めていくというようなことや、農政局単位等で指導・助言できるような人材を登録

してプールしていくというようなことも考えていきたいと思っています。 

 11ページにまいりまして「支援のあり方」ですが、地方財政が非常に厳しいという状況

の中で地財措置が必要であるというご意見があります。地方財政措置については、関係機

関と十分協議を行ってまいりたいと考えています。 

 それから、助成金の使途についてはできるだけ幅を広げてほしいというようなことと、

具体的にお祭り等で使えるようにしてほしいというご意見がありました。この辺について

は、できるだけ地域の創意工夫が引き出せるような仕組み、基本は使途は農地・水・環境

保全向上活動に限定しますが、地域で創意工夫をもってやれるような仕組みにしたいとい

うのが原則です。しかし、この祭礼につきましては、農地・水・環境という目的から少し

ずれるということもあって、これは使途の対象外にさせていただいています。 

 12ページにまいりまして、お金の使い方で幾つかご意見があり、日当にお金を出すとい

うことは考えた方がいいんじゃないかというご意見をいただいています。特にボランティ

アで参加してきたというような仕組みが壊れるのではないかとか、共同作業に限定すべき

ではないか、このようなご意見です。 

 これにつきましても、日当の支払いは排除はしておりませんが、地域の慣行なりに即し

て合意形成を図っていただくということで、ここは地域で考えて対応していただきたいと

考えています。 

 それから、支援金の使途そのものについてもう少し事例を出してほしいと。先ほど似た

ようなご意見がありましたが、このモデル事業を通じて検証を進めて、お示ししていきた

いと考えています。 

 13ページは「施策の確立に向けて  1)国民理解」についてです。今回の施策が農業者の

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懸念が示されているというこ

とを前回もお話しいたしまして、それを今回このパブコメの中に掲載したわけですが、こ
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れにつきましては、この施策は農家をパートタイマー化するというような懸念については

否定されるご意見が多かったと考えています。実際、地域で活動を行って地域でつくられ

た構想を立案、実践して成果を上げていくことによって国民理解を得ていくことが大事だ

というご意見が多かったです。 

 これにつきましては、前回のこの検討委員会でも委員の方からご意見をいただいたとお

り、モデル事業地区の活動の状況なり活動組織の規約、活動計画、交付金の使い道といっ

たところをよく分析、検証して、その結果をこの委員会にご報告し、また情報発信すると

いうことで、国民理解の促進に努めてまいりたいと考えています。 

 14ページから15ページにかけては情報発信全体についてのご意見です。総じてまだ国民

理解が進んでいるとは感じられないといったようなご意見、それから全国的な発信もそう

だけれども、地域から地方独自で情報発信をして積極的に展開すべきだというようなご意

見、学校教育の場で農地・水等の重要性をもっと指導していくべきだというようなご意見

等々、情報発信の必要性を強調されるご意見が多かったと思っております。 

 こういったご意見全体を踏まえて、これからの施策の普及啓発、あるいは国民理解の促

進のために５点ばかり取り組みを推進していきたいと考えています。 

 まずは、きめ細かな施策説明会を地域別で実施して、施策の理解促進を図っていくとい

うことが１点です。 

 ２点目はモデル事業地区の分析・検証を行って全国的に情報の提供を行っていく。 

 ３点目は、モデル地区を素材としたシンポジウムなり意見交換会、あるいはマスコミの

方による見学会といったものを企画いたしまして情報発信に努めるという観点です。 

 ４点目は、人材育成研修、活動のための技術マニュアルの作成、技術支援アドバイザー

の登録といった取り組みを進めまして、地域のそれぞれの取り組みを支援するということ

を進めていく必要があると思っています。 

 最後に、いろいろな情報の提供を求める意見もたくさんいただいておりますので、この

資源保全施策に関する統一的なウェブサイトを立ち上げまして、情報の入手なり質問、意

見を随時受け付けられるような仕組みを構築していきたいと思っています。既にホームペ

ージはいろいろあるわけですが、いろいろなところに分散してわかりにくいというような

こともあるので、こういう統一的な対応をとっていきたいと考えています。 

 16ページですが、「施策の評価」に関しまして、この施策が今後どのくらい継続される

のか不安があるというようなご意見ですとか、施策の評価そのものが非常に重要だという
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ようなご意見をいただいています。 

 この資源保全施策の対策期間は５年間ということで固まりましたので、最初の５年間は

これで動かして、その間に十分な施策評価を行って次期対策につなげていくということに

なろうかと思っています。 

 以上がパブコメの大まかな内容ですが、こういったご意見のほかに地域で現在取り組ん

でいる状況について、幾つか事例紹介の情報提供もいただいており、それを17ページから

19ページに紹介しています。 

 事例１は水田地帯でして、今回のこのモデル事業をきっかけに、農家だけではなく、自

治会、老人クラブ、婦人会等々、地域のさまざまな団体が入って地域資源保全隊を結成し

たと。構成員の理解も高くて、活動の状況は今非常に良好な状況だというようなご報告で

した。 

 事例の２は、ため池の普請なり農道の普請がかなり今希薄になって廃れてきていた状況

だったけれども、このモデル事業に取り組んだことをきっかけに地域の相当の人が参加し

てため池の保全活動などが復活してきたというような事例です。 

 事例の３は、市町村合併を契機にして住民自治組織の確立に重点を置いているというこ

とで、これも環境保全推進協議会というものを地域全体で立ち上げたと。そして、従来か

ら集落実行組合、農家中心の組合で、ここで農地・水の保全活動をやっていたわけですが、

それに加えてこの環境保全協議会が一体となってさまざまな環境保全の活動も取り組んで

いると。具体的な取り組み事例をたくさんご報告いただいています。 

 最後に事例４ですが、ここは相当以前からレンゲの里づくりやコスモスロード事業とい

った取り組みを展開してきてかなり地域で自立しているというような意識の高いところの

ようですけれども、今回の施策をきっかけにさらに知恵と力をつけていきたい、そういう

ことをこの施策に期待したいというようなご意見をいただいています。 

 パブコメの状況については以上です。 

○仲家地域整備課長  それでは、続きまして資料２をごらんください。「施策具体化の

状況」という資料です。 

 めくっていただきまして左側１ページですが、これは今回のこの施策の本日までに至る

経過を書いています。新基本計画見直しの主要３課題に位置づけられ、そして基本計画に

おいて19年度から導入の記載がなされ、予算的には17年度の400 地区での実態調査、18年

度の600 地区でのモデル支援事業の実施というステップを踏んできています。そういう中
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で施策の骨格につきましても、平成17年10月27日の経営所得安定対策大綱という昨年の秋

の大綱でこの施策の大まかなフレーム、単価が決まりました。そして平成18年７月21日、

先ほどお話がありましたが、実施要綱が省議決定されまして、さらに対策のもう少し細か

い部分の骨組み、それと対策の規模が今回決定されております。そして、この実施要綱を

踏まえて、この８月にいよいよ平成19年度の概算要求に反映させて要求をしているという

状況です。 

 ２ページですが、この７月に決まりました経営所得安定対策等実施要綱等の中の農地・

水・環境の部分の抜粋です。この経営所得安定等対策については、農地・水以外に品目横

断的施策、ポスト米対策等がパッケージになった実施要綱です。 

 １番の趣旨、ここはこれまでの議論で、この資源保全、農地・水・環境の施策の背景と

なる農村の状況なり、その必要性、そして(5) にありますが、この施策につきましては、

社会共通資本であるこれらの資源を質を高めながら国民みんなで守っていくということで、

地域振興対策として政策的には位置づけられて実施するということがここに書かれていま

す。 

 下の２番の「施策の仕組み」ですが、これもこれまでご説明してまいりましたこれら資

源を地域ぐるみで効果の高い共同活動を行うということ、それとあわせてこの共同活動と

環境保全型農業、化学肥料だとか農薬を減らして環境に配慮した営農を進めるという営農

活動の関係の対策もこの対策の中では一体的に実施するということで、この施策のフレー

ムができ上がっております。 

 ２ページの一番下ですけれども、本対策の実施期間を今回19年度から23年度までの５カ

年間という形で対策をスタートさせることにしております。 

 次の３ページですが、上の(1) の「共同活動への支援」。これが地域ぐるみで資源をみ

んなで守る活動に対する支援です。アのところです。ここもこれまでご議論いただいたと

おりですが、１つ目のポツには、「集落などの一定のまとまりをもった地域で、農業者だ

けなく地域住民等の多様な主体が参加する活動組織を設置し、それらの行為を協定により

明確化した一定以上の効果の高い保全活動（現状の維持にとどまらず、改善や質的向上を

図る活動）を実施する場合に一定の支援を行う」としてあります。 

 イですけれども、その支援の内容については、農地の面積に応じて活動組織に交付。２

つ目のポツ、その場合の要件ですけれども、具体的な活動を列挙した「地域活動指針」を

基礎に要件を設定して、その支援の要件を外からみてはっきりわかるような基準を設定す
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るということです。 

 ウですけれども、支援の水準。この水準については、「国の支援額は」と書いてありま

すが、この施策自体、国と地方と農業者等の役割分担を踏まえて実施することが適当であ

るということで、ここに書いてありますのはそのうちの国の支援分であります。以下、水

田、畑、草地、そして都府県と北海道に分けまして10アール当たりの国の交付単価が示し

てあります。都府県の水田の場合、国の2,200 円と地方と合わせますと合せて4,400円の

交付金が地域の活動組織に支払われることになります。 

 それから、下のエですが、今回このエとオが実施要綱の中で少し細かい制度設計上の項

目として記されています。 

 エについては、「地域の実情を踏まえ、地方裁量を認めることとし、地域活動指針にお

ける活動項目の一部実施を活動面積の拡大に振り替えることができるものとし、支援総額

を変更することなく活動対象面積を２倍までの範囲内で拡大することができることとす

る」ということで、一定の要件を設定して活動していただきますが、地域によっては一部

の要件を若干緩和するかわりに、その分、取り組む面積を広げるということが効果的な場

合は、こういう仕組みも地方裁量の関係で入れるということが書いてあります。これはま

た後ほど説明させていただきます。 

 オですが、これもこれまでよくいろいろなご質問等もありましたが、中山間直払いとの

重なりの関係です。両対策が重複する農用地については、資源保全対策の方に追加の要件

を付して「基礎支援」の対象とすることができるというものです。これまでもご説明して

きたとおり、施策の目的、趣旨等が異なっていることから両施策は並立するわけですが、

制度設計上、重複のところをこのように整理をしています。これも後ほど説明させていた

だきます。 

 ４ページは、今回この資源の共同活動とあわせて、先ほどお話ししました農薬の減とか

化学肥料の減という先進的営農活動に対する支援も、この「基礎支援」の上で実施地域に

おいて実施する場合に支援措置をするということです。 

 イのところにありますが、こちらについても共同の取り組み、地域での相当程度のまと

まりということで、こういう取り組みをする場合に支援を行う。その具体的な支援の要件

の考え方がこの中段の括弧書きのところに書いてあります。 

 ウですけれども、その支援の内容については、先進的営農支援ということで、基本的に

はこういう取り組みをする場合は掛増し経費が生ずるということで、それを基礎とした単
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価をこの取り組み面積に応じて活動組織に交付する。こちらの方については、農業者への

配分も可というような形での整理になっています。 

 具体的な単価につきましては、次の５ページ、７月21日の実施要綱の中で今回初めてこ

の額につきましても決定されています。水稲10アール当たり3,000 円というような形にな

っています。これも国の支援分ということになります。 

 ５ページの(3) ですが、「地域の取組の更なるステップアップへの支援」ということで、

基礎的な支援とあわせて、アに「活動を促進・補強し、更にステップアップさせるため」

云々と書いています。 

 イは「『促進費』の交付」です。イの２つ目のポツ、「『促進費』は、一定水準以上の高

度な資源の保全活動、質の高い農村環境保全活動などの取組が行われる場合に、その水準

に応じて交付」するということで、先ほどの通常の基礎的な支援の部分とあわせて、さら

にその上でこのような質の高い取り組みを行う場合に地区当たり10万円とか20万円という

促進費を交付するという仕組みを今回入れています。 

 そして、これら施策全体として、一番最後、(4) ですが、「事業規模」ということで300

 億円程度。これは国費ベースです。今回19年度の国の予算として300 億円程度の規模を

想定して対策を実施することにしております。内訳としましては、資源の関係の共同活動

の部分が270 億円程度、先ほどの化学肥料とか農薬を減ずる営農活動の部分が約30億円と

いうことで、合わせて国費ベースで300 億円がこの実施要綱で決まったところです。 

 次に、先ほどの２点、つまり面積の拡大の関係と中山間との重なりのところについて追

加的に説明します。まず、６ページの「地方裁量による活動対象面積の拡大」についてで

す。先ほどの要綱にも書いていましたが、「支援総額を変更することなく、活動面積を２

倍を限度に拡大できる仕組みを国の特認として導入」する。括弧書きで「活動項目の一部

実施を活動面積の拡大に振り替えることを認めるもの」ということです。「拡大した面積

は交付金の算定面積から除外」ということです。 

 この下の図ですけれども、横軸が面積、縦軸が活動の水準というふうにみていただきた

いと思います。基本的な考え方は、協定の対象面積は、通常は下の横軸に、白い範囲です

けれども、「交付金の算定対象面積」とあります。この範囲で協定を結びまして、ここの

エリアについては、先ほどいいました支援の要件を、縦軸でいいますと一番上の「支援要

件（基準）」というレベル以上の活動をやっていただくということで先ほどの単価の支払

いをするというのが基本の仕組みです。ただ、地域によっては整備の水準、資源の状況が
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様々であるということもあって、この支援の要件を基準のレベルまでしなくても、少し緩

和しても、さらにより広い対象地域で活動を一体的に取り組んだ方がより効果的な活動に

なるという場合は、この縦の支援要件の基準を少し下げるかわりに取り組む面積を右の緑

の方に広げるということを今回地方裁量の特認として認める。一言でいうと質から量に転

換する仕組みを今回地方裁量として導入することにしたものです。 

 ここは概念的な整理ですので、具体的な制度設計については、今年のモデル事業の実施

状況を踏まえて、検討していくことにしております。 

 次のページが中山間直払いとの重なりの関係です。７ページは、これまでもご説明させ

ていただいた資源保全と中山間直払いというのは、制度の目的、趣旨、対象、基本的考え、

積算の根拠等も異なっていますので、基本的には両施策は並立しますし、それぞれをやる

ことによって相乗効果が期待できるということで、概念とすると７ページのような形で重

なり合います。ただ、この施策の実際の活動の中身をみたときに、同一の活動に対して両

施策から二重補助になっているのではないか、テクニカルな話としてそういうことがない

ようにだけは制度設計上の整理が必要ということで、今回８ページのような整理をしたい

と考えています。 

 ８ページの絵の左側の濃い青が農地・水・環境対策で基礎と誘導でいろいろな活動をし

ていただく。一定の要件以上やっていただく。下の方が、中山間直払いで生産活動を維持

することでいろいろな活動、共同活動もやっていただくということが協定に書かれている

といった場合に、ちょうど上と下の集合の交わりのところで、例えば水路とか農道の草刈

りが中山間の方でも資源の方でもある、両方にあって重なってきてしまう、ここの制度上

の整理をどうするか。 

 この場合、右側の方にいきまして、中山間の方で水路とか農道の草刈りという活動をや

っていただいて支援をするということであれば、そこの活動はそちらにゆだねて、資源保

全の方についてはそれにかわって、右側にちょっと書いてありますが、「重複相当の追加

要件」、追加の活動をしていただくということで中山間との重複活動の整理をしつつ、資

源保全の施策の支援単価相当の一定の活動量をここでも確保していただくことにより、今

回、資源保全、中山間についてそれぞれの交付金を支払うという考えです。もう少し具体

的な考え方についても、現在整理をしているところです。 

 続きまして９ページですけれども、今回の対策の中に基礎支援とは別に上乗せといいま

すか、さらにステップアップ支援というものを今回入れてございます。項目としますと、
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下の表にありますように、「高度な農地・農業用水等の資源の保全」「質の高い農村環境の

保全」「安定的な共同活動の枠組み」、大きくこういう３つの項目に分類し、農地・水の資

源のところでは、例えば水路の補修でも専門的な指導者のもとでの自主的な施工という高

度なものをみんなでやっていく場合や、環境の面であれば、例えばビオトープをつくった

り水田に上がる魚道を設置、これを地域の自主施工、共同施工でやってみるというような

少し質の高い取り組みを行う場合、一番下の組織の問題であれば、活動組織をよりしっか

りとした永続的なものにしていくということで、それを法人化するというようなより質の

高い組織体に移行させていく場合があります。このような取り組みに対して、促進費を支

払うという仕組みを考えています。 

 このような形で実施要綱が決まりまして、この詳細設計を現在しているところです。 

 これらを踏まえて19年度概算要求をこの９月に出したところですが、10ページは、今後

の予定です。まず18年度は実験事業を600 地区でやっていますから、ここの分析、検証が

非常に重要でして、これを19年度の先ほどのいろいろな細かい制度設計に反映させていく

ような整理が第１番目です。あとは予算要求を12月に向けて財政当局とやっていく。あわ

せてこの制度の中身の詰め、国民的理解の促進、透明性、客観性からの検証などについて

このような有識者検討会での議論も同時並行的に進めさせていただくということ。 

 それと、さらにこういう施策については国民の理解が非常に重要だということで、施策

の地域への浸透に向けて、それぞれの対象者、施策ツール、広報ツールなど、あらゆる手

法を使ってこの施策の本格実施に向けての取り組みをしていきたいと考えています。 

 続きまして、資料３をごらんください。「平成19年度概算要求内容」です。 

 １ページですが、これは資料２でご説明しました実施要綱で対策規模300 億円や制度の

骨格が決まったということ。それをこの19年度の予算において、１ページにあるような金

額で今回予算要求しているものです。１ページの下の２番のところに「事業の概要」とい

うことで(1) が「効果の高い共同活動への支援」。これは資源の保全の関係で、これが約2

56 億円。それから(2) の「営農活動への支援」、これは化学肥料とか農薬を減らすという

営農面の活動ですが、これが約30億円。それと(3) ですが、この対策の推進や定着に向け

た支援の予算ということで、地域協議会とか地方公共団体に対する推進事務等の予算とし

て17億円。合わせて303 億円を19年度予算として要求しています。 

 ２ページはこれまでのご説明ですので、省略します。 

 最後、３ページですが、これも先ほど来ご説明しました19年度の本格要求に向けてこれ
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までのステップということで、17年度、18年度というステップを経ていよいよ19年度最終

の予算要求300 億ということで現在要求をしているところです。 

 説明は以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、今一括してご説明があったわけですが、説明のありました内容等につきまし

て、自由にご意見あるいはご質問をちょうだいできればと思います。どなたからでも結構

ですので、よろしくお願いいたします。――三上委員どうぞ。 

○三上委員  パブリックコメントのところもそうですが、きのうまで私は北海道の方に

行っていまして、そこでこの水・環境資源の取り組みについていろいろ話し合いをしまし

た。その中でちょっと気になった意見が出てきたのでお伝えしようと思います。 

 農地・水・環境資源というのは農地と水路等々の整備ということが、今各地で熊の被害

とか猿の被害が非常に多くなっています。うちの村でもつい先月、熊がすぐそばで出たと

か、さまざまそういう状況があるのですけれども、結局、それは里山とか今までの環境の

変化がベースになっているのではないかという話がちらっと出ました。この環境資源、来

年度から実施する形はこれでいいのですが、これからの方向性として、今度は里山とか下

流の方の湖とか海とか、できればそっちの方にも広げられるような形になればもっと理想

的なのかなというのがきのうちらっと話していた内容で気になったところですので、ぜひ

とも検討し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。 

 では、今のご指摘といいますか、要望につきまして、今の段階で何かコメントがあれば

と思いますけれども。 

○仲家地域整備課長  鳥獣害の問題も、やはり農地を保全するために地域でどのような

取り組みをやったらいいかということについても地域のいろいろな工夫によりこの施策の

中でどう対応できるかについては、少し検討させていただきたいと思っております。 

 それと、先ほどの里山、上川から川下まで幅広い施策の展開を期待というお話ですが、

そこについてもいろいろなお話があります。この施策はもっと幅広くいろいろなことをや

ったらいいのではないかと。ただ、今回こういう新しい施策をスタートするということで

すので、我々とすると、これまで議論をずっと積み重ねてきた中でまずスタートして、ス

タートした後にさらにそれをもっと発展的にどうしたらいいかという検討をしていくとい
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うことになるのではないかと思っています。 

○生源寺座長  三上委員どうぞ。 

○三上委員  後での検討で構わないのですけれども、この省は農林水産省ですので、ト

ータル的な観点ももう１つあってもいいのかなとちらっと感じましたので、一言つけ加え

させていただきます。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、そのほかいかがでしょうか。――佐藤委員どうぞ。 

○佐藤委員  それでは、今の三上さんのお話にも関連するのですが、今回の地域資源保

全対策、一応予算の算定根拠としては農振農用地面積というような形にはなっていますが、

それはその地域にどれだけの活動費を出すかという算定根拠だろうと思っています。今、

私達は各地域での活動組織を一生懸命掘り起こしているのですが、具体的に地域の中でど

んなことをやろうかというのを皆さんで話し合ったときにいろいろなアイディアが出てき

ます。そしてこの施策は、少なくとも例えば集落内をきれいにしようというのに使ったら

いかんということではないと思うのです。 

 例えば掃除をして花を植えようというような活動、もう少し広がっていくとすぐそばに

ある森みたいなものとか林をこの地域としては管理をみんなでしようというようなこと、

これが里山という山までいくかどうかわかりませんが、そのような活動をしたらその地域

として一番みんなが喜ぶというか、合意がとれるというような活動だとか、例えば地域に

ある道路はたまたま県道なんだけれども、土手は道路管理者がやるにしてもその周りをき

れいにしようとか、必ずしも農林水産省の農振農用地に全然縛られない地域の活動が地元

からは望まれる場合が非常に多いのだろうと思います。 

 それぞれの方が農振農用地がここまでと余り気にしていることもないですし、農振の線

の引き方そのものも、専門用語になりますけれども、軒先農振といってすぐ家の近くまで

農振農用地になっているところと、自分の家の周りは農振白地で残してあるところとか、

地域によって農振の引き方などもいろいろある訳です。そういう意味で今ちょっと気にな

ったのですが、予算の使い道の範囲をこれから徐々に広げるというよりも、ある程度その

ようなものはこの地域資源保全対策という活動からすると織り込み済みで当然のものであ

って、ただ余り極端に外れるようなものはまずいよというようなご説明の仕方でよろしい

のではないかと思っているのですが、いかがでしょうか。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 
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 そのほかいかがでしょうか。――それでは硲委員どうぞ。 

○硲委員  話に追い打ちをかけるような格好で……。この制度は制度として大変煮詰ま

ってきましたし、私は大変いい制度だなと理解しています。今それぞれお二人からお話の

あったように、山間部に住んでおりますので痛切に感じているのですが、鳥獣害ではほと

んどの山間部が疲弊してしまっています。逆に集落を囲って自分のおりの中におるという

のが現状でして、特に猿等とは知恵比べで、相当の手当てをしても順々に能力が発達して

くるものですから、お年寄りの皆さんに家庭菜園をつくらせてもほとんど何ともならんわ

というような状況です。 

 それに関連すると、今お話のあったように、農ということでは逸脱しますが、里山が家

の近く、農地の近くまで植林をして、木材価格が安いものですから全然手入れはやってい

けないというような悪循環が生まれています。林政の方でいいますと、これもずっと前か

ら運動していますが、森林交付税という名前で出発しまして、水源税にするか環境税にす

るか、ついこの間も会合があったのですが、森林環境税が今一番なじむのではないかとい

うことでこの間議論があって、今その運動も展開していますけれども、その辺を農水省の

中でうまくリンクをしていただく中で一工夫、絶対これは避けて通れない問題だなと思い

ます。それはそれで農の話だけではなしに林政の方としっかりとご相談をいただけるよう

なこと、今の話にまるっきり結びつけると無理があるのでしょうけれども、お願いしたい

ということがあります。 

 本題に戻しますと、今日いろいろとご説明いただいて、よくよくここまで煮詰めていた

だいたなと感謝をしております。前にも申し上げたかと思いますが、この後ろにはそれぞ

れ各県の職員も来ていてくださるけれども、首長の感覚で温度差がものすごくあると思い

ます。国費のことはともかく、地方の財源の問題もあります。あるいは前にも申し上げま

したけれども、合併をして編入をしたようなところの首長というのは、都市政策には精通

しているけれども、農業政策には本音で余り関心がありません。しようがないので合併さ

せてやったよというようなニュアンスがなきにしもあらず。私も山の中ですから、各市長

の皆さんと市長会等で話をしてみても温度差がかなりあります。それぞれ都道府県の担当

職員の皆さんは一生懸命広報し、下の方へおろしていただいておるのでしょうけれども、

ここにまだ一工夫要るぞということが恐らくあります。これは推測ですけれども。 

 それと、文科省からというとこれもきついのでしょうけれども、学校教育の一環として

子供も参画させなければいけませんし、片や消防、水利等でいきますと、あるいは道路に
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ついてもそうなのですが、中山間地域に行きますと常設消防はほとんどおりませんので、

自治消防がやってくれる。その皆さんも仲間に引き込む。このことも当然消防庁等にもア

ピールをしてもらう必要があります。 

 究極は、これも申し上げたと思いますが、今まではどちらかというと農業組織だけでい

ろいろとやってきたのを、一つの自治体組織の中へおろし込んで町の方にもご参加いただ

くということですから、地域の自治会長等々の皆さんに認識をもってもらわんと絵にかい

た餅になるきらいがあるなということがあります。その辺は我々首長の責任なのですけれ

ども、広く全国アピールするときはそういう視点からアピールいただかないと、農業団体

を集めて「どうですか、どうですか」といってもどうしても輪が広がっていかない。行政

の立場からみるとそんなことを思いますので、あえて申し上げました。 

○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。――それでは浜本委員、その後、神田委員お願いいたしま

す。 

○浜本委員  パブリックコメント全体をみましても、大体過去ここでお話ししたことな

どが評価されたり懸念されたりしていると思います。私も現場のいろいろな声を聞きまし

て、目的は全然違うのですが、一足先にスタートした中山間直接支払い制度がもう５年た

ちまして、今後どうするかという段階に来たときに、隣の郡上市長の方からございました

けれども、首長さんの温度差や合併問題がある。それ以外にソフト面の中で出てきたもの

で事務手続がすごく難しくて、それをする人がいなくてやめてしまうとか、予算が年度末

に出るものだから、年度の活動のときに立てかえをしなければいけない。それすらもでき

ないようになっている。そういう問題を解決しようと思ったらすぐにでも解決できるよう

な問題が既に出てきている。前のご意見にもありましたけれども、議会への説明が全くな

されていなくて、他人事のような議員がたくさんいる。そのため、予算を決定する段階で

議会の承認が得にくい。そのようなことは今まで事前に解決してきた実績もあるわけです

から、そういったことは速やかに事例の中に入れて、それらの問題はこうやったら解決し

ますよというようなものを載せた上で内容の本格的な質的な向上をはかる。特に基礎部分

に関してはどこもそれほど差はないと思われますけれども、誘導部分に関して地域での簡

単な整理さえしておけばいいんじゃないかと思います。景観植物の花を植えておけばそれ

で済むというようなぐらいでずっと５年間過ごされては次が出てきませんから、その質を

上げるためにも解決できるところはもっと早目早目にマニュアル化するなり地元に伝える
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なりということをぜひともやっていただきたいなと感じます。 

○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  パブコメの感想みたいなものだと思いますが、積極的に支持する意見もご

ざいますし、いい事例もあると思います。ただ、気になりますのは、農業関係者の意見が

多かったわけですけれども、そういった中で例えば担い手の負担が増加するのではないか

とか地域の理解が得られないのではないかといったような少し消極的な意見、それは現実

なのかもしれませんが、そういったことがあります。そういったことに対して、例えば技

術マニュアルをつくるとか、技術支援アドバイザーを登録するといったようなお答えにな

っているかと思うのですけれども、ある意味、やらされ感とか押しつけ感というのでしょ

うか、そういったところがまだぬぐい切れていないような気がする中で、技術マニュアル

だとか支援アドバイザーを登録するというだけでは根本的なところの理解がなかなか進ま

ないのではないかなという感想をもちました。 

 地域の方たちとともにやるという内容ですので、その前の農業関係者のところの理解、

この施策の本当のねらいというのでしょうか、そこがもう少し深められる必要があるので

はないかというのをこのパブコメの結果から感じました。 

 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、幾つかいろいろご示唆もあったかと思いますけれども、役所の方から何かご

ざいますか。 

○仲家地域整備課長  最初に里山とか幅広い意識もしっかりもってなるべく工夫できな

いかというご意見、まさにおっしゃるとおりだと思います。先ほど私がいったのは、支払

い対象の農地が農振農用地ということもありますので、その農用地をベースにした上でそ

の周辺に係る資源との関係をどのようにうまく理屈つけられるか、そこはまさに各地方の

裁量なり地域の実態を踏まえてどこまでこの施策で対象となり得るかを整理したいと思っ

ております。杓子定規にポンと切ったつもりではありませんので、そこはそういうことで

検討していきたいと思っています。 

 それと鳥獣害の話も当然同じようにそういう関係で地域の工夫によりどのように対応で

きるかを検討していきたいと思います。また、この施策を広める上で首長さんの意識とい

うのは非常に大事だというご指摘は、まさにおっしゃるとおりだと思います。ここにつき
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ましては、先ほど啓発普及なり、まさに国民運動としてこの施策を展開していかなければ

いけないという中で、首長さんもそうですし、浜本委員からもありましたが、そもそも農

業者自体の理解ということも、それぞれの人によってこの施策の意味合いが違ってくる場

合もありますので、画一的なやり方だとどうしてもなかなか理解が進まない場合がありま

すから、そこは相手といいますか、対象の方々によってどういう説明をするのが一番いい

のかという工夫もしながら、この啓発普及に努めていきたいと思います。教育とか消防と

か自治会とか、まさにそこが今回の施策の一番重要なポイントだと思いますので、そうい

う方々との連携もどのようにやっていくのがいいのか、さらに検討していきたいと思いま

す。 

 それと事務が大変だと。これはおっしゃるとおりですし、いろいろ今までそれを解決し

てきた実績もありますので、解決マニュアルのようなそれぞれ一つ一つの課題に対して具

体的にそれを解きほぐしていくような説明資料なり、そういうツールを用意していきたい

と思っています。 

○角田事業計画課長    神田委員から、特に農業者の意識をもうちょっと高めるべきでは

ないかというご意見をいただきました。今回のパブコメ、実際モデル事業に取り組んでお

られる農家の方からのご意見が６割ぐらいを占めていたということもあるわけです。その

中には、こういう活動自身を立ち上げていくところが農家中心でやった場合に負担になっ

ているというようなこととか、非農家の方の理解を得るのがなかなか難しい、そういう心

情を吐露されたというような率直なご意見が寄せられた結果かなと思っています。 

 要は施策の普及啓発、それから広報をどう進めていくかということになるわけですが、

マニュアルなりアドバイザーということももちろんありますが、そういう個々のといいま

すか、断片的な対策ではなくて総合的に普及啓発を進めていく必要があるだろうと思って

います。そういう意味で、今回の説明の中でもまずはきめ細かな施策のねらいなりという

ことをよく地域に浸透させていくことが必要だろうと思っていまして、予算等も固まりま

したので、まさに市町村から集落ベースに入った説明をいよいよ19年度に向けて進めてい

くというような話と、実際にモデル事業も今まさにオン・ゴーイングでありますので、活

動組織を立ち上げたり計画を練るのにどういう苦労をしているのか、その苦労が実際パブ

コメにも反映されているのだろうと思うので、そこをもう一つ踏み込んで分析をしていき

たいと思っています。 

 今日はまだそこまでいっておりませんが、ぜひ次回はそういったこともお話しし、それ
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を分析したものを、その知識なり苦労したところを皆さんが共有できるような仕掛けをぜ

ひつくっていって、ほかの地区の事例を参考にしていただければいいかなと。そういう情

報に対してどんどんアクセスできるような仕組みもあわせて整備するというような形で普

及・広報活動にさらに力を入れて進めていきたいと思っていますので、またいろいろアド

バイスをお願いします。 

○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。――それでは江頭委員、その後、硲委員お願いい

たします。 

○江頭委員  ３つほど話させてください。 

 １つは、先ほどからいろいろ話が出ていますが、何をやるにも、いいことをやっても必

ずそこには問題も出てくるということです。ですから、現在出ている問題、わかっている

問題、または予想されるような問題がもし出てきているならば、今これについてはどう対

応をするかということを国として考えていく。 

 それから、実際に実践していく中で必ずいろいろ出てくると思うのです。そのときにど

う対応するか。先ほどもおっしゃっていたようですが、個別に対応してあげる。そういう

地域性がありますので、一律にこの問題はこうあるべきだというのはなかなか難しいと思

うので、地域に対応できる解決を図っていっていただけたらいいなと思います。 

 ２つ目、教育関係者のコメントが非常に少ないように思いますが、教育関係者をもっと

もっと巻き込みたいのです。特に子供を巻き込みたい。子供を巻き込むということはその

親も巻き込めるし、おじいちゃん、おばあちゃんも巻き込めるということで、地域を挙げ

てやるということはそういうことも大事かと思います。 

 特に次代を担う子供たちにいろいろな資源を残してあげたいとか、いろいろな宝物を残

してあげたい、そういう言葉はたくさん出てくるのですが、ではどうやれば子供にそれを

譲れるか。「これがあるからおまえにあげるよ」といったって、「もらいたくないよ」とい

うかもしれないですね。そのときに、これはすばらしいものだから自分のものにしたいよ

と思えるもの。それは何かというと活動なのです。注入式の授業ばかりするので学校教育

関係者は非常に批判されていますが、子供がみずから獲得していく宝物、それを与えたい。

そして、それは何かというと、活動の中で人間的な宝物、地域の宝物、そのほかの知識、

知識は注入ではなくて自分から獲得する。そういうものが子供と一緒に大人が活動するそ

の体験の中で獲得できる。それこそが大事だと思います。 
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 ではどうするかというと、学校へ働きかける。親にももちろん働きかけなければならな

い。去年どおり、去年どおりといつまでも去年どおりで、10年前を今もやっているなんて

いう事例がいっぱいあるのですが、そうではなくて去年プラスアルファの学校でありたい

といつも思ってきたのです。ですから、その閉鎖的な門を押しあけて入っていってあげな

いと、自分からは出てこないです。ましてや最近忙しくて、先生たちは振り回されていま

す。ですから、こっちから押しあけて「あなたたちはそんなに忙しい忙しいと言わなくて

いいんですよ。私たちがお手伝いしますよ」という体制をつくっていく。それが大事かと

思います。それが地域協議会の役割なのか、地域のトップの役割なのか、または活動して

いる人の役割なのか、それも地域によって違ってくると思うのですが、よく実態を見なが

ら活動が広がっていくことを望みます。 

 そのためには、３番目ですけれども、楽しくなければつまらないのです。楽しい活動で

ありたいと思います。これをみていると楽しい活動がいっぱい出てきていますよね。ぜひ

楽しい地域、ここに住んでよかったという地域、そういうものをつくってもらいたいなと

思います。 

 私の３つの願いはこの活動をするからこそ実現するのではないかと期待しております。

よろしくお願いいたします。 

○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。 

○硲委員  釈迦に説法みたいな話ですが、先ほどの運用についてですけれども、私は現

場を全部みているわけではありません。自分の市の職員には今どうなのかという情報を入

れさせておるわけですけれども、端的にいいますと、ようやく５年間という話と予算規模

が決まってまいりました。これは鶏と卵の話なのですが、片一方では情報発信いただくも

のですから、地域、組織をまとめなければいかんと思って職員は一生懸命やるわけ。けれ

ども、やり過ぎると予算づけはそれだけないかもわからん。かといって手を挙げないとと

れないかもわからん、その辺のジレンマで職員はかなり苦労しておりました。 

 ようやくこの５年間ということと総枠が決まると、例えば岐阜県でいうとこんなものか

なと、役人というのはそういうのを計算するでしょうけれども、その辺のにらみ合わせと

いうのもちょっと現場は苦労しているなということが１点あります。当然新しい政策をす

るときはこれはしようがないことなのですけれども、初めに手を挙げないと一生予算枠は

ないぞというおどしもかけてみたり、こういうのをやっているのが現状であるなというこ
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とを私は実感しました。 

 それから、今お話もあったけれども、私も行政をやっておりますと教育委員会というの

は独立機関なものですから、当然首長のいうことは聞きます。聞きますが、うちの職員と

かほかの団体からものを言っても、なかなか「うん」というような代物ではありません。

ここを間違えないようにしてもらわないと、そこのトップがこうですよといえば何とかな

るけれども、農業団体が教育委員会へいったり学校長にいってもなかなか返事をしません。

その辺をうまく一工夫していただかないと難しいなということを現実に思うものですから、

あえて老婆心で申し上げておきたいと思います。 

○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。――合瀬委員どうぞ。 

○合瀬委員  済みません。私は後で中座するものですから。ほとんどもう仕組みもでき

て、あらかたかなり整備されてきたので、あとは現場のやる気だけだと思うのです。私は

どこへ行ってもこの施策は評判がよくて、それはもちろんお金が新たに出るわけですから

どこも歓迎しているのですが……。ただ、これまでの議論にあったように、お金をもらう

からいろいろな活動をするんだというところからもう一歩進んで地域の話し合いをまとめ

て地域振興策につなげていく、より高い活動にもっていくというところを目指すためには、

あとは地方のやる気だと思うのです。そういう意味でも、モデル地区の今のやっている問

題点とか成功例を早目にいろいろな形で出してもらいたいというのが私の希望です。 

 １つ質問なのですが、資料２の８ページに中山間地の直接支払いとダブる部分は重複相

当の追加要件をもって単価は同じにというようなことでしたが、これは重複部分はお金を

減らしてやるという考え方ももう１つではできたと思います。重複部分はお金を減らすで

はなくて重複相当の追加要件を出すことで単価を同じにする、こっちの方を選ばれた考え

方を聞かせ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した。 

 それでは、幾つかご発言がございました。それから今ご質問もございましたので、役所

の方からお願いいたします。 

○仲家地域整備課長  江頭委員からの早目早目に個別に対応すると。まさにおっしゃる

とおりだと思いますので、そういうことを含めて進めていきたいと思います。 

 楽しさとか教育関係者の関係はご指摘のとおりですので、先ほど難しさもある中でどの

ようにそういう方々を巻き込みつつ、理解を得て一緒にやる仕組みをつくっていくかとい
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うことについては、またさらにいろいろご意見をお伺いしながら進めていきたいと思って

います。 

 それと、硲委員からも、やり過ぎたら予算がどうか、やらないとまた手おくれになって

できなくなってしまう、そういう現場での話はいろいろあるかもしれませんが、私どもと

しては今回この対策規模、一定の想定として300 億円必要だということで今回要求をして

います。そこで、今、現場の実態についてご意見をいろいろお聞きしたり、説明会をやっ

ているところであり、施策の中身もやっと明らかになってきたという時期でもあり、まさ

に今から我々としても現場の方々に説明をして理解と普及啓発を進めていきたいと思いま

す。 

 それと合瀬委員からのより質の高い活動へ向けた取り組みを誘導する、要はお金をもら

うから何かをやるということではなくて、地域としてどのようにそれを使っていい地域づ

くり、環境づくりに誘導するかということで、モデル地区のいい事例についても早くとり

まとめをしてご紹介をしていきたいと思います。 

 それと、中山間との重複のところの考え方の１つとして、今おっしゃったような単価を

調整する考え方もあるかと思います。草刈りとか泥上げという中山間での資源保全のまさ

にベースの部分のところで重複していることがありますので、そこのところの調整につい

て制度設計上どのように整理すべきかについてはこれまで内部でいろいろ検討した議論の

中では、中山間は平場との条件不利を補正するということですから、そこで支援をいただ

く、さらにこの資源保全の方で資源保全の質の向上なりそういうものを進めていくという

ことからすると、この両方がかぶさる地域については、重複していない地域における資源

保全の支援金に見合う活動と同等レベルの活動を実施することにより、より質の高い保全

に誘導するということが１つの方法ではないかなということで、今回このような考え方で

今整理をしているところです。 

○生源寺座長  それでは企画部長。 

○齋藤企画部長  今、仲家課長から説明いたしましたが、この資料の７ページをごらん

いただいて、中山間の直接支払いは平場と中山間地域の生産条件の不利を補正するという

ことで、厳然として不利があってそれを補正するわけです。８割補てんしているのですが、

それは不利を補正するために反当たり幾らというのを交付するのですけれども、それを全

額個人に配るということについてモラルハザードとかいろいろなことがあります。もっと

効果的に使えないかということで、約２分の１を地域共同活動に使ってくださいと農家な
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り集落の方々にお願いしているわけです。結果的に２分の１の共同活動の分と農地・水・

環境活動をやるところとダブる場合がある。そういったときに同じ活動をしていながらダ

ブるのはおかしいのではないかということで、８ページのように外側につけ足したという

ことです。 

 ですから、基本的にどうかというと、平場と中山間地域の生産条件の不利を補正すると

いうのは必ずありますから、そこはちゃんと補正しなくてはいけないだろう。そういう考

え方に基づいていますから、金額とか条件は固定しておいて、農地・水・環境の方で新た

な項目をやっていただく、そういう整理にしたということです。 

○生源寺座長  合瀬委員どうぞ。 

○合瀬委員  つまり６ページで面積を拡大して若干要件を落としてもより広い面積をや

るんだということがある一方で、次のページではお金のダブったところは高い取り組みを

やるんだと。ここのところが、基本的に最低条件をまず決めて、さらにその上の部分は環

境のところとかと出す仕組みにしていますよね。だから、一方では薄めるのもオーケーで

す、一方ではお金はそのままにしてその分は積み増してください、そこのところの説明が

なかなか難しいのではないかという気がするのです。ここのところは、特にこの政策に関

してはばらまきではないかというふうな国民の目があることを考えると、このあたりのと

ころは慎重に説明はしておいた方がいいのかなという気がします。 

○生源寺座長  役所の方はさらに何かございますか。よろしいですか。――それでは、

今の合瀬委員のご指摘を受けとめて検討していただければと思います。 

 そのほかいかがでしょうか。――三野委員どうぞ。 

○三野委員  来年度からいよいよ本格的実施に向けてこれだけ着々と準備をされてきた

ことに敬意を表したいと思います。 

 本来、農地・農業用水の資源保全施策というのは、農業の持続的発展と多面的機能の発

揮という基本法の理念を受け取った形なのですが、どちらかというと経営所得安定対策と

セットにしながら、それを柱にするという視点が特に強く特徴として出てきていると感じ

ます。そのためかどうかわかりませんが、パブコメの反応が農家サイドからだけなので、

私は大変寂しい気がしています。 

 本来の農地・農業用水の資源保全というのは、施策上、経営所得安定対策で農業の持続

的発展というのを表に出さざるを得なかったので、これは５年間という短期的な視点では

大事だと思うのですが、長期的に考えるときにはもっと非農家、国民全般から支持を受け
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るような方策を考えなければならないのではないか。そうすると都市近郊地域を抜きにし

てこの農地・農業用水の資源保全というのはありえない。一番問題なのはその辺にももう

１つ別の課題が存在するのではないか。その辺を少し掘り起こしていただいて次につなげ

ていくような準備もこの５年間の中でいろいろ試行錯誤いただくと、この資源保全という

本来の目的が大きく広がるような気もしてきます。 

 考えてみますと、市街化調整区域の中で90年ごろ集落地域整備が制定されましたね。あ

れは都市側と農村側の共管の中でいろいろ仕分けしながら都市近郊の集落地域を整備して

いくという考え方であったと思います。その辺の発想のようなものがもう少し出てくると、

国民的な支持、反応が出てくるのではないかと思います。中山間、純粋の農村地域を中心

にするというのは基本だと思うのですが、少しその辺も意識しながら制度設計の方も考え

ていただきたいというような気がしております。 

 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょうか。――曽根原委員どうぞ。 

○曽根原委員  毎回私は同じようなことを申し上げていますが、私自身、今いろいろな

方のご意見をお聞きしておりまして、頭の中をもう一度整理させていただきました。そも

そもこの施策というのは、農村が高齢化したり過疎化して農村資源が保全されなくなって

しまっているという現状がある、やはりこれが出発点だと思うのです。ということはどう

いうことかというと、農村の人の問題、人が高齢化して、結局は農村の資源を保全できる

マネジメント主体が弱体化しているということだと思います。今出てきた鳥獣害の問題も

その結果として出てきている部分もあると思いますし、里山が活用されないというのもそ

ういった影響があって起きているのだと思います。このマネジメント主体がどんどん弱体

化するということはこれからもますます加速するだろう、こういう状況があるのだと思い

ます。だからこそ、今回も出てきています多様な主体の参画が必要である、こういう位置

づけがあると思うのです。 

 だから、その意味でいうと、こういった施策をする上での視点として重要なのは、こう

いった活動をする中で新しい農村のマネジメント体制をいかに組めるかということだと思

います。でないと、保全されましただけで終わったら次のシステムの循環が生まれてこな

いので、こういう活動を通じることによって新しい農村のマネジメント体制をいかに組む

かということだと思います。それはまた一方で品目横断政策の担い手育成もあると思うの
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ですけれども、資源保全との両輪でマネジメント体制をいかに構築していくかということ

なのだと思います。ということになると、多様な主体に参画してもらうコーディネーター

とかマネジャーといった人材育成をしていくことが必須要件だと私は思っています。 

 今回のパブコメでも、資料１でみていただいても、意見数45、一番多いのは多様な主体

の参画、ここが一番関心が高い。これがないことには、多分これは絵にかいたもちになる

だろうと思うのです。そういったことが書かれていると思います。 

 ではどうしたらいいかということを私自身今考えていたのですが、江頭委員の意見がこ

ういうことかなと。やはり楽しい。保全というと掃除すればいいんだろうみたいな消極的

なイメージがあって、掃除ではおもしろくない。楽しい活動をいかにアピールして巻き込

んで、消極的でなくポジティブな活動につなげていくかということが重要だ。そういった

ところに恐らく新しいマネジメント体制が築かれていくのではないかと思います。 

 その活動が、恐らく江頭委員が話された教育という活動だと思います。あと環境とか。

パブコメにも７ページの中段ぐらいに出ていますが、「“地域の話し合いと組織づくりを

通じて資源保全だけでなく、環境保全から町おこし、さらにはビジネス化というように活

動のむこうに明るいものが見えるように”とのポジティブな意見がある」、こういうこと

なのではないかなと思います。 

 このようなことを仕掛けていくということが重要だろうし、恐らくそういうのをもっと

アピールするとパブコメの反応がよくなったのではないか。そうすると環境活動とか教育

活動とかビジネス化だとか町おこし、そういったことに関心のある人が参画できるキャパ

を広げることになると思いますから、そういった視点でどんどん仕掛けていくということ

が重要なのではないかなと思います。 

 そういうことをやって数年なり５年なりかけて、現状の農村マネジメントがどんどん弱

体するのにかわってというか、それにプラスアルファして新しいマネジメントの体制をつ

くっていく、こういうことが重要なのではないかと思います。ここは意見です。 

 先週かな、新聞でこういうニュースをみたのですけれども、若干質問と提案です。来年

度から農水省で農業用水の小水力発電を支援する施策を始めるということが出ました。農

村振興局なのかどうかわかりませんが、このような施策がもし出るということであれば、

うまく連携させるような仕組みもつくられたらどうかなと思います。この施策がどこの守

備範囲でされるのか私はわからないものですから、守備範囲がどこであるか、またこのよ

うなものとの関連性は今後考えられるのかということもお聞きしたいと思います。 
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 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょうか。――それでは北村委員どうぞ。 

○北村委員  行政側としての感覚なのですけれども、市や町については来年度の予算要

求が既に始まっていまして、もう相当の詰めをやっている段階だと思います。そういう中

で、この施策に対して各市町村とか団体を回った担当者の課題といいますか、非常に難渋

しているというようなことが中心なのですけれども、それが３つほど挙げられております。 

 １つは、本施策の必要性や仕組み、それに活動内容等の理解が不足しているというよう

なこと。それから、施策推進のかなめとなる市や町の協力が不十分だというようなことが

１つ。最後に施策の推進役となる地域リーダーの不在・不明。要するにだれに話をしてよ

いかわからないというようなものがあるということをいっております。 

 この中で本施策についての説明というようなことも含めて、このパブコメにもあります

ように本対策は農政史上かつてない施策であるということでありますので、これからこう

いう農政を進めていく上で、この施策は地域施策でありながら国家施策であると思うので

す。だものですから硬軟自在の、いってみると強引な進め方、このようなものも必要なの

ではないか。つまり国、県も立場のある方が立場のある人にもっと入り込んでいく必要が

あるのではないか。要するに具体的にいえば各首長さんに立場のある方がトップ会談をす

る、そのような形で理解を得る必要があるのではないかなと思います。本県においても、

実情に合った施策の浸透を図っていきたいと思っております。それが１点。 

 もう１つ、評価が大変大事だなと思うのです。大変いい施策であるがゆえに、同時に施

策の評価が厳しく求められるのではないかなと思います。しかし、究極の農業の持続的発

展と農村地域の活性化、この目標を達成されれば手段はおおらかでもいいじゃないかとい

う見方もあるものですから、活動する内容と国民の理解といいますか、そのようなのを含

めて地域の対応できるマクロ的な評価といいますか、そのようなことを念頭に置きながら

施策評価の項目等について検討されたらどうかなと思います。 

 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。――それでは三上委員どうぞ。 

○三上委員  合瀬さんの話を聞いていてちょっと疑問に思ったのが１点あったのでお聞

きしたいのですけれども、今回の決定の中で予算はそのままで対象面積が２倍にできると
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いうのがあって、例えば水系というのは各市町村をまたいでいる場合も多々あるわけです。

その場合、Ａ市が満額、Ｂ市が半額のときにはどのようにするのか。事務管理が一本でや

っているときに、事務の簡素化をうたっているのに事務の煩雑化が往々にしてある。その

地域にいろいろなところにもっている農家の方々もいますし、賦役の割合が違うとか、そ

ういう不公平感が出てくるのではないのか。例えば自分の土地改良区をみていて、今２つ

の町にまたがっているのですけれども、片方は絶対やらないと明言しているところなので

す。うちの方はやるという予算をつけたところなのです。そこの場合どうなるのかなとい

うのを若干疑問に思いましてお聞きしたいというのが１点。 

 もう一点なのですが、先ほど曽根原さんのところでこれからの地域でマネジメントをし

てもらうための施策だという話だったのですけれども、前にもいったと思うのですが、こ

れから担い手が中心となる集落営農なり担い手が中心となる農村を構築するために、担い

手だけではできないからみんなでやろうという施策だったと思うのです。そうなると、前

にもいったと思うのですけれども、担い手がこれからの自分たちの地域、農業をどのよう

にするかというビジョンを描いて、その上で水・環境資源、周辺の環境をどのように維持

していくかというのがくると思うのです。今の曽根原さんの話だと逆に２本立てでやるの

かなというイメージでみえたので、その辺の整理がつかない。２本立てだとそれぞれのプ

ランの立て方、計画の立て方が違うと思いますし目的も違うと思います。そうなると担い

手は担い手で関連せずにまた独自のプランを立てなければならないのではないか。関連さ

せるならさせるでいいのですが、そこの整合性がちょっとみえづらくなるのではないか。

その２点お聞きしたいと思います。 

○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。――それでは宮城委員どうぞ。 

○宮城委員  今の三上委員のご意見と重なるところがあるかと思うのですが、ちょっと

違う言葉で説明することになるのではないかと思うのです。 

 多分、今までの農林水産省の施策だと、農業者及び農業関係者の合意をもとに施策を進

めるというのが大前提だったと思うのです。その意味では、必ず地域の合意を得て施策を

実行するということは、その後の維持管理とか効果を発現させるためには重要なことだっ

たと思うのですけれども、多様な主体の参画を前提としているということは、これからは

この施策の実施や計画やその効果を評価していくときというのは、農業者だけではなくて

地域で農地や水に関心のある人たちにみんな関わってもらう、そのためには、結局その中
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心になっていく人たちは説明責任を果たさなければならないということになるのだろうと

思うのです。もしそれを担い手だけに負担させるとすると、まさに担い手の地域運営にか

かわる負担、集中ということになって、最初の回だったかと思うのですけれども、かえっ

て担い手に負担を集中させるのではないかという議論と重なるところだと思うのです。 

 ある意味では地域のマネジメントをする人たちを分散していくことになるのではないか

なというような気もしています。まさにそれは地域がそれぞれこの施策を使って何をやる

かというところが地域ごとに違ってくるのかもしれないという気が私はずっとしていて、

まさに基礎部分を充実させるための施策という意味では、ある意味では一律で共通したや

り方をしなければならないのですけれども、それを使って結果的にその地域で何を実現し

ていくかという部分については地域によって非常に違いが出てきそうな気がします。 

 先ほどまでの議論の中でも出てきましたが、まさに中山間の直接支払いと組み合わせな

ければならないような地域と混住化が進んで非農家住民がたくさんいる中で農業経営をや

っていくような地域では、同じ農地の保全といっても多分全く違うやり方をすることにな

るのではないかというような気がするのです。 

 何を言いたいかといいますと、最終的にはまさにこれまでの農業集落――基礎自治体と

いってもいいのかもしれませんが、コミュニティーの地域をみずから運営していく力が試

されていくのだろうと思うのです。その中でこれを国の施策としてやっていくという立場

に立てば、効果をもつ地域と、まさにマネジメントを担う人すら既にいない地域において

はこの施策だけでは効果がもしかしたら出ないかもしれないという部分すらあるのではな

いかという気がしています。 

 ですから、５年間の実施の中では、本当に基本を充実させる、支援する、ボトムアップ

をする施策だといいながら、そのボトムアップの仕方がどのようにその地域に効果を出し

ていくかというのは、まさに個別対応が必要だという委員のお話も多分そこにつながるの

だと思うので、これはまた政策の評価の話にもつながりますけれども、一律性と個別性と

いうところを両方押さえなければならない、そういう難しさをもっている施策だなと思い

ます。 

 特に従来の農業関係者だけの中での合意形成ではないということが非常に重要な差にな

るのではないか。まさに農政史上特殊だというのは、私はそこではないかという気がして

いるのですが、そういう新しい施策を展開するということを地域の皆さんに理解していた

だくことが非常に重要かなと思いました。 
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○生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。――三野委員どうぞ。 

○三野委員  まさに今私も宮城先生のお話そのもので、この施策は、対象は非常に古い

のですけれども、地域の町おこしないしいろいろなことの最先端をいっているものだと思

うのです。そういう意味ではキーワードとして地域のガバナンスをどう形成していくかと

いうこととソーシャル・キャピタルをどう改めて形成していくか、片仮名用語で大変恐縮

ですが、その２つに尽きるのではないかと思います。宮城先生の今のお話、非常に感銘深

く聞いておりました。まさにそういう意味では最先端をいっている施策ではないかと思い

ますので、いろいろ問題もあると思いますが、どれだけこの制度をうまく活用するかとい

うことに地域のこれからの発展がかかってきているのではないか、そのように思います。 

○生源寺座長  そのほかございますでしょうか。――それでは澤井委員どうぞ。 

○澤井委員  今の先生のお話と関連するのですが、私もこれは農地とか農業用水、つま

り農業関係の社会資本、ソーシャル・オーバーヘッド・キャピタルを維持管理するための

人的なソーシャル・キャピタルという要素が確かに活動組織にあるという見方でずっとみ

ているのです。 

 ただ問題は、一般のまちづくりや我々の議論しているソーシャル・キャピタル論と違う

のは、これは厳然として最終目的は農業生産の経営資源となるべき農業資源――農道であ

るとか水の施設、それの維持管理というのが本質的な部分なので、その部分というのは極

めて任意的ではなくて一定の水準と安定的に活動が保たれなければならないのです。ご承

知のとおり、ソーシャル・キャピタルというのは非常に任意的だし自主的・主体的ですか

ら、社会資本を維持管理させるなんていう大きな目的をそれに担わせること自体は私は不

可能だと思うし、それはまた明らかに行政的な、むしろ政策的な部分だろうと思うのです。

非常に政策的な部分とかなり任意的、ボランティア的な部分が合体しているところがこの

施策のいい意味でもあるし特徴的でもあるし今日的であるという今のご指摘のとおりなの

だと思うのです。 

 ですから、そこであまりまちづくり論を強調していきますと、その部分がどんどん境界

がわかりにくくなるという問題があって、私も前に評価のときに申し上げたのですけれど

も、この施策によって何をまず達成しないといけないかという実現目的の優先順位みたい

なものは、表にするしないは別としてきちんともっておかないと、ソーシャル・キャピタ

ル論をあまり発展させていきますとイベントだとかまちづくりだとか、そういう方向へど
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んどん流れていく可能性がございますし、非常に不安定な部分もあります。だから、そこ

をうまくコントロールされる。それはある意味ではガバナンスの問題なのかなという感じ

もいたしますけれども。いっていることは多分同じだと思うのですが、その辺を気をつけ

ていただきたいと思っています。 

○生源寺座長  どうもありがとうございました。 

 大分時間も押しているようでございますので、ここで発言のおありの方はぜひしていた

だいて、幾つか質問もあったかと思いますので、その後で役所の方からお答えいただきた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。――どうぞ浜本さん。その後、佐藤委員お願

いします。 

○浜本委員  今までの意見とレベルが全く違います。済みません。でも、多分これから

先必ず出てくるし、私も現場でいつも今からお話しすることが出てきているので……。パ

ブリックコメントの中にも、地区の中の伝統的な祭礼に関することは「本施策の目的から

外れているので、使途を認められません」とはっきりと書いてあるのですが、畑地は別で

すけれども、田んぼに関することの地区の祭礼というのは単なるイベントだとか村祭りと

根本的に違っていまして、例えば田起こしであるとか、ため池さらいの後の神事であると

か虫払いとか豊穣祭というのは、名称だとか形を変えて脈々と田んぼとか用水を守ってい

くための知恵として、地域の中で皆さんがかかわるための本当の意味での集落機能を維持

していくために必要な要素なのです。 

 それが全く地域の方がかかわらなくなったり施設が古くなっていったりしながら失われ

ていったりしているところもあって、農村地域をつくったり、農地や用水、農業を維持し

ていくためには決して欠くことのできないものを私は現場でたくさんみていて、それが復

活できない、いうなれば太鼓や三味線が買えないとか、古くなって施設が使えないんだと

いうことをよく聞くのです。この中の例えば誘導部分の景観の形成だとか生活環境の保全

のところが本当にハード面だけではなくてソフト面、それが確実に田んぼや用水に直結し

ているようなお祭りである場合に関しても全くこれから先も認められない姿勢なのか。出

てくる意見によっては、状態によって、地域によって、ただみんなで飲み食いに使うので

はなくて、お祭りを維持、継続していくための担い手をつくるための話し合いの場にこれ

が使われるとか、そのようなお考えもこれから先はないのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

○生源寺座長  ありがとうございました。――佐藤委員どうぞ。 
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○佐藤委員  今までの議論と若干違うのですけれども、うちの組織がさわれるところに

ついては活動組織を一生懸命立ち上げようとして、今盛んに皆さんにお願いしております。

そういう中で二、三お願いでございます。 

 前にもいったかもしれませんが、まず１つは活動組織の規模なのですけれども、この議

論が始まったときに集落単位のようなイメージがありまして、20とか50とか、比較的小さ

い感じの規模でモデル事業なども数多く始まっていると思います。そういう中で活動組織

は、そのモデル調査に合わせていろいろでき上がってきています。しかし、いよいよ今度

19年に向かって本格実施のために、全部に張りつけようと思うと、１つは指導者の問題、

もう１つは、先ほどどなたかから出ましたけれども、お金をいじるときの事務の問題が課

題になります。農村部も割と広いのです。多様な担い手といったときに、どうも一番おさ

まりがいいのが小学校区単位ぐらいの集まりです。そうするとＰＴＡが１つで全地域一緒

に活動ができる。農村の小学校区だと１キロ四方か２キロ四方ぐらいのエリアになるので

すが、その中に農地がどれだけあるかは別にして、エリアとしては割と広いような感じの

ところが多くなっております。そういう意味では必ずしも50とかというのではなくて、大

きな活動組織のくくりも地域のまとまりをみながらお認めいただきたいというのが１つで

す。 

 もう１つは、先ほどからのこの予算の使い道に関してですが、基本的に個人支払いでな

いというようなことで、何らかの物を買うとか領収書が要る世界の支出になってくると思

います。それぞれの地域でいろいろな使い道があると思っておりまして、そういう意味で

は先ほど祭礼の話がありましたが、要はこれはだめよというのだけしっかり決めていただ

きたい。地域協議会という計画を審査する機関も今回設置されるわけなので、そこに計画

を出して、そこでその地域それぞれのアイディアがオーケーであればとりあえず認めてい

ただいて、その年はアウトにしないという扱いをしていただきたい。後からチェックして、

どうしてもまずいものについては、来年からはだめにしようということでもいいのですけ

れども、始めは少なくともこれはだめというようなものをまずしっかりとお示しいただけ

るとありがたいと思っています。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。 

 もしなければ、少し時間も迫ってきておりますので、幾つか質問あるいはご指摘もあっ

たかと思いますので、今の段階で役所の方からのコメントをいただければと思います。 
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○角田事業計画課長    それでは、多岐にわたりますので、私の方から総論的に、委員の

方々からマネジメント体制の問題でありますとかソーシャル・キャピタルの問題、施策の

評価をどうするか、共通するお話であったと思います。まさに今回の施策、農家中心にや

ってきた農地・水といった資源保全の管理体制が弱くなってきているというところで新し

い多様な主体の参画を得た組織を立ち上げていくということで、その組織の立ち上げ方が

どうあるべきかということだと思います。 

 いろいろいただいたご意見、それぞれもっともだと思いますが、今まさにモデル事業で

どういう活動組織が立ち上がるのかというところはもう少ししたら出てくるわけですので、

ぜひそういう事例を次回はきちんとご説明して――多分多様な形があると思うのです。農

業者中心で担い手が引っ張ってやっているような地域もあるでしょうし、自治会が中心に

なったような地域もあるでしょうし、例えば農業団体、土地改良区が引っ張っているよう

なところもあるでしょう。そのようなさまざまな実態をみていただいて、また活動内容も

どういう具体的な活動計画が出てきているのかというところを具体的なところでみて、ま

たご議論を深めていただければと思います。 

 また、実際活動組織なり活動計画をつくっていく過程においても、市町村が活動計画を

認定するという仕組みになっていますので、その話し合いの中にも、きょう重要な視点を

いただいていますので、そういったところは地域においても、判断する視点がこういうと

ころがあるのだということもお伝えして、ぜひいいものをつくり上げられるように地域で

も取り組んでいただきたいと思います。 

 あと、地方裁量の質問と小水力についてのご質問があったので、まず仲家の方から地域

裁量について説明します。 

○仲家地域整備課長  三上委員から、地方裁量について隣の町と自分の町がさっきのよ

うに考え方が違ったり不公平感が出た場合どうやってまとまるのかなという問題。そこは

今回、地方からの要望も踏まえ、仕組みとしてはこういうことも特認として認めるという

ことは制度に入れたのですが、それを使うかどうかはまさに地域で決めていただくことに

なります。幅広い関係者で構成する活動組織、その上に地域協議会をつくることになって

いますので、その地域協議会の中で、さっきのような地方裁量による面積の拡大を使うか

どうかというものを議論していただいて、その地域で使うか使わないかを決めていただく。

そこは真に国が画一的に決めるのでなく、地域のお考えでいい形にしていただくという仕

組みが適当と考えています。 
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 その中で、担い手のプラン、農政上のプランと今回の資源保全上の考え方が、いろいろ

な人が入ってくる場合、整合がとれるのかという話についても、当然今回のスキームでは、

地域協議会に県や市町村、農業団体も入りますし、協定自体市町村と結ぶことにしている

ので、その計画づくりの過程で地域農政とのリンケージといいますか、整合については、

当然そこで議論なり整理がされて、協定内容が決まってくるのではなかろうかと思います。

ですから担い手政策と逆行するようなことはないと思いますし、計画づくりの過程で逆に

相乗効果がでるような方向に整理されていくのではないかと思います。 

 それと、三野委員から市街化調整区域とか都市近郊農地の取り扱いがありましたが、本

対策の究極の目的は、繰り返しになりますが農地などの資源をしっかりと将来にわたって

守り、農業の持続的発展や農村振興につなげるということから、優良農用地である農振農

用地を対象にしています。仮に都市近郊だとか市街化調整区域と隣接しているところで一

体的に活動することが効果的である、そういう必要がある場合は農振農用地以外の農地も

協定の範囲には入れていただくということはあり得るのではないかと考えています。ただ、

交付金支払いの対象農地はあくまで、農振農用地とした上で、使途についてはそれ以外の

農地に関する活動にも使っていいようにしたいなとは思っています。 

 それと北村委員からもまさにトップセールスといいますか、知事さんとか首長さんに直

接しっかりこの考え方をお伝えするべきではないかということについては、まさにそのと

おりだと思っております。現在、農水省としても知事さんや市町村長さんのところに直接

お伺いするということで今やっています。 

 それと、お祭りのところにつきましては、これは先ほどの資料ですと目的とずれている

から対象外としています。ただ、今浜本委員から、農地とか農業の維持に直結するような

場合は前向きに考えるべきではないかという話がありました。これについては単純にお祭

りとか祭礼も対象ですよというと非常に広がってしまうおそれがあるため、そうならない

ようそういうところについては直接使途から外すということにしています。しかし、委員

のご指摘のように誘導部分で農地の保全と非常に密接不可分な行為、それは具体的に何か

わからないのであれですが、まさにそういう活動についてどういうものがあり得るのか、

それは今の実験事業での検証も含め、この施策としての必要性を今後検討はしていきたい

と思います。一般的にいいですよといった途端に際限なく広がってしまうのでそこはある

程度一定のルール、歯止めも必要ですから、こういう形で整理をさせていただきたいと思

います。 
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 それと、佐藤委員から使途についてはネガティブリストのような形で示してもらいたい

とのご意見がありましたが、今後そのようにして整理していきたいと思っています。具体

的な手法についてはまた検討させていただきたいと思います。 

○岩村水利整備課長  小水力の話ですが、曽根原委員に触れていただきました。農業水

利施設を利用した小水力発電、従来から土地改良施設に必要な電力の自家発電という意味

では事業制度はもっていたのですが、最近、一般の方々から身近なクリーンエネルギーと

いうことで関心を随分寄せていただいていまして、問い合わせもしばしばございます。と

ころが、一方で具体的にどこでどういうことができるのかとか、実際に取り組もうとする

とどういう手続があり、どういう技術があるのかということもなかなかよくわからないと

いうことで戸惑っておられる感じが見受けられます。そういったことで実は来年度の概算

要求に盛り込んでいるのですが、そういった全国の農業用水利施設の発電の適地マップの

ようなものをつくって一般に公開していこうかなと思っています。 

 それから、水利権の手続なども河川局と随分やってきていましてかなり省力化されたの

ですが、まだいまひとつ広がらないところがあって、そういった手続上のこと、改良区と

の関係とかもとりまとめて情報発信をしていければと思っています。 

 実際に施設を整備するときは、我々の事業は土地改良事業ですけれども、経産省のＮＥ

ＤＯという組織がありまして、そこで幅広の新エネルギー発電用の助成制度もあり、ＲＰ

Ｓ制度などで優遇されたりしていますので、そういったものとも連携していこうと思って

います。農業内ということではなくて、せっかくの施設ですので、オープンに活用してい

ただけるようにと思っています。そういう意味では地域活動との組み合わせなどもやって

いける世界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。――それでは局長から一言。 

○山田農村振興局長  いろいろご意見いただきまして、少しコメントしたい点がありま

す。 

 特に硲委員あるいは北村委員などから行政の対応についていろいろお話があったのです

けれども、今、各都道府県、市町村でどのように対応されているのかというのをとりあえ

ず中間的な集計を進めたりしているのですが、都道府県あるいは市町村によって本当に取

り組みが違っております。これについては、できればこの９月中にもすべての知事のとこ

ろに直接お伺いできないかと考えています。 

 それから、市町村長につきましても、これは数が多くなりますので、各農政局のしかる
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べき者が10月中ごろまでに半分ぐらいの市町村長を回れないかと考えております。 

 それから、ほかの組織との協力という話がありましたので、これも現場でなかなか進ま

ないとすれば、中央省庁の中で、まだ予算要求をしたばかりなのでなかなかそこまでいき

ませんけれども、協力を要請するようなことも今後考えていく必要があるのではないかと

思っています。 

 それから非農家の方の参加、これは非常に重要ですが、行政組織からおりていくという

ものではないので、現場のところでそういう方々の参加を促していくということが非常に

重要だと思います。これも今後の課題とさせていただきたいと思います。 

○生源寺座長  どうもありがとうございました。予定の時間を過ぎておりますので、こ

のあたりで議論については終了いたしたいと思います。 

 本日も委員の皆様方からかなり貴重な意見をちょうだいしたと私は考えております。時

間があれば私も申し上げたいことはいろいろあるわけでございますけれども、今のタイミ

ングで今日いろいろいただいたご意見は非常に重要な意味をもつものが多いと思っていま

す。したがって、これまで同様にきちんと論点の整理という形で受けとめていただくと同

時に、それぞれのご発言についてきちんと整理をした上でしかるべく対処すべきことは対

処していただきたいと思います。パブリックコメントに対する考え方についても、きょう

の議論の中でも既に多少修正した方がいいというようなところもあるように思います。繰

り返しますけれども、実行段階に入る今の時期ですので、この点は特にお願いしておきた

いと思います。 

 それでは、事務局から今後のことについてあればお願いいたします。 

○角田事業計画課長    ご議論ありがとうございました。 

 次回の第３回の検討会につきましては10月下旬を想定していますけれども、日程調整さ

して決めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。場合によっては11月に

ずれ込むかもしれません。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○生源寺座長  それでは、どうもありがとうございました。本日の会議はこれで終了い

たします。 

 

                                                                  ――了―― 


