
平成 18 年度第３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11月17日（金） 9：30～11：30 

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  皆様、おはようございます。本日は朝早くから、お忙しい中ご出

席いただき、誠にありがとうございます。 

 ただいまから、平成18年度第３回農地・農業用水等の資源保全施策検討会を開催します。 

 前回、委員の交代についてご案内しました。杉江良之委員が北海道の方に戻られ、その

杉江委員の後任として、全国地方新聞社連合会の副会長で、同じく北海道新聞社東京支社

長に就任されました高橋雅博氏に委員をお願いすることになりました。よろしくお願いい

たします。ご紹介申し上げます。 

 本日は、三野徹委員、立花宏委員、藤原治委員、合瀬宏毅委員、浜本奈鼓委員、硲孝司

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。 

 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  おはようございます。 

 それでは、早速ですが、議事次第に従いまして議事を進めたいと思います。本日はまず、

モデル地区の実施状況について、事務局から資料のご説明をお願いします。 

○仲家地域整備課長  おはようございます。地域整備課長の仲家でございます。 

 それでは早速ですが、お手元の資料１をごらんください。開いていただきまして、右下

にページがあります。 

 １ページからです。今年度は、全国約600地区でこの対策の実験事業をモデル事業とし

て進め、今、この施策の検証等を行っているところです。この600地区、正確には568地区

の全体像についてご説明します。ここにありますように、568地区でカバーしている今回

の対象面積は３万2,600ヘクタール、そしてその地区の営農類型別による水田、畑等の区

分につきましては左側の円グラフにあるように水田が約８割を占めています。それと地域

類型別による都市地域、平地、中間、山間の区分については、右側の円グラフで、赤が都

市、青が平地ということになり、平地、中・山間がかなりの割合を占めています。それか

ら、地域ぐるみの活動面積ですが、左下にあるように、20～50ヘクタール規模がかなり高

い割合を占めています。そして右下の表ですが、全体の平均像という形にしますと、地域
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当たりの協定面積が57ヘクタール、そして関係全戸数220戸のうち農家が68戸、非農家が1

52戸となっています。 

 続きまして２ページをお願いします。具体的な活動組織の構成です。まず地域のくくり

ですが、これは、前回からお話ししていますとおり、集落単位でこうした活動を行ってい

るのが約６割、次に水系単位、事業単位という形になっています。そして実際にこうした

活動をだれが代表者になって、そしてどういう人が事務局、いわゆる実務的な作業をして

いるかということを表したものが左の表になります。 

 この活動の代表については、自治会の代表が48％、全体の約半分は自治体の関係者が担

っています。その次に土地改良区関係やＪＡ、生産組合という営農組合関係という形にな

っています。それから実務的な部分を担う事務局ですが、これも自治会が44％、約４割、

そして土地改良区が47％になっています。 

 そして、今回の施策のポイントでもありますが、このような活動に農業者以外の方々が

参加して、地域全体で資源を守ったり質の向上を図っていくということで、非農業団体の

参加が重要となっています。右上のグラフでは、青がこのモデル事業をやる前、黄色がモ

デル事業をやった後というふうに前後を比較していますが、例えば自治会の参加率が63％

から94％に上昇ということで、ほぼ全地区において自治会が参加しています。そのほか老

人会、女性会といった地域コミュニティの多様な担い手の方々の参加率が非常に高いとい

う結果が出ています。 

 ではこのような活動組織が実際にどのような活動をやっているかということが右の３ペ

ージからです。まず基礎部分とは、資源を適切に保全管理する一番ベーシックな水・土の

管理部分を担う活動ですが、活動の中身につきましては、このグラフにあるように、点検

をしてどうやって維持していくかという計画をつくり、そして実際に実践する、というこ

の３つの分類で比較しています。基礎部分への取り組みは、左のグラフにありますように

すべてやっていただく必須部分ですから、当然100％になっています。それからこうした

基礎部分について、非農業者の方が参加し、活動を実際やっていただけるのかどうかとい

う心配もありましたが、右側のグラフにありますように、点検や計画の策定、そして実践、

すべての項目について、大幅に非農業者の方々も参加していただく形になっていることが

みてとれると思います。 

 次の４ページをお願いします。基礎部分とあわせて、より質の高い行動、より効果の高

い活動に取り組んでいただくというのが今回の施策の一つのポイントでもあります。その

 

2



効果の高い取り組みの誘導部分の活動のうち、農地・水という資源に関する部分、つまり

施設を長寿命化させるといった取り組みをやっていただく部分、ここについての活動状況

についてご説明します。左のグラフにありますように、ここでは機能診断をやって、そし

てその診断結果に基づいてその施設をどう保全管理し、更新するのか、改修するのか、そ

れとも部分的な補修でいいのか、まだそのままでいいのか、そのようなことを計画します。

そして、その計画に応じて実践するという流れになっていますが、これにつきましても非

常に重要であるため、そこは100％やっていただくことにしています。現況では、こうし

た取り組みについては非常に低いのですが、20％台だったものが、必須ですから100％す

べての地区でやっていただいているということです。 

 具体的な実践活動が左下にありますが、一番取り組み割合が多いのが開水路の目地の詰

めなどです。また、法面補強についても早めに、崩れが大きくならないようかなりの地区

で取り組んでいます。一方で、機能診断技術の研修や、空気弁などへの腐食防止剤の塗布

など、もう少し高度な維持保全や管理といったものについては取り組み割合は低くなって

います。 

 また、前回、地域では鳥獣害が起きて大変だというお話がありました。そうしたものに

ついて、この対策の中でどう取り組んでいるのだろうかという話もありました。左の表の

真ん中の一番下ですが、鳥獣害の柵についても６割程度で取り組むようになっていること

が見てとれます。 

 それから農地・水の誘導部分、効果の高い取り組みにつきましても、非農業者の活動の

参加状況は、右にありますように、現況では非常に低かったのですが、この対策によりか

なり参加するようになっていることがわかるかと思います。 

 それから右側の５ページですが、もう一つの効果の高い取り組みの指標である農村環境

を向上させる活動についての内容です。この農村環境向上については、左のグラフにあり

ますが、生態系保全や水質保全、景観など、５つのテーマに分けて活動に取り組んでいた

だくことにしています。これも左の横のグラフについては、青が現況、赤がこのモデル事

業でやった後の取り組み状況ということです。この５つのテーマそれぞれについても、こ

のようにすべて実施後に環境への取り組み状況は上がってきています。特に取り組みが多

いのが景観形成の部分ということがみてとれるかと思います。 

 具体的な内容が左下の表になります。生態系であれば、生物の生息状況の把握、これは

地域にどういう生き物がいるかといった生き物調査です。そもそも現況をしっかり皆さん
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で知っていただくということが大事ということで、取り組む例が多いという状況になって

います。 

 それから右側のグラフは、活動内容と非農業団体の参加にどのような関係があるかをみ

たものです。右の上のグラフについては、活動組織に非農業団体がたくさん入ってくれば

くるほど環境活動に対する活動の項目数が増えてきます。非農業団体の関心事項なり活動

の内容については、環境に少し重点的な取り組みがされているということがみてとれるか

と思います。 

 それから次の６ページをお願いします。これまでの検討委員会の議論の中でも、地域の

財産をみんなで守っていく仕組みについては、子供のときからこうした意識を持つことが

重要であり、子供が関心を持てば、おのずと親や家族みんなも関心を持っていただけるだ

ろうということで、教育部門との連携が非常に重要ではないかという話がありました。そ

こについて整理しています。 

 活動組織への学校関係の参加についてですけれども、現況では、560地区の中で14％程

度の参加率でしたが、モデル事業によって声をかけた結果、34％、約2.4倍まで学校や教

育部門の参加が増加しており、連携がさらに深まってきていることが左のグラフでおわか

りになるかと思います。 

 そして、学校やＰＴＡといった教育団体が参加してきたときに、どのような活動に主に

直接的に携わるか、というのが右側の上のグラフになります。基礎部分と、効果の高い農

地・水の部分と、環境と分けていますが、学校なり教育関係団体が実際に取り組むものは、

環境部分の取り組みに対して参加率が非常に高くなっています。 

 その中でも右下にあるように、生態系や景観、生き物調査など、子供と一緒に学習して

いくことについて多くが取り組んでいます。 

 次に７ページです。ＮＰＯなど多様な主体との連携が今後非常に重要であろうというこ

とで、ＮＰＯ団体がモデル地区においてどのように今回関わってきているかということを

整理しています。現況は５％程度だったのが、この事業によって９％、地区数でいくと27

地区から50地区という倍程度の割合でＮＰＯ等の参加が増えています。 

 また、ＮＰＯは、基礎部分と農地・水、農村環境、この３つの部分について、総じて高

い割合で参加しています。特に農村環境のところは９割と高くなっています。一方、ＮＰ

Ｏはどのようなテーマに参画が多いかを示したものが左下のグラフです。ＮＰＯが生態系

に関心が高いという状況がみてとれるかと思います。 
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 ８ページをお願いします。いろいろな活動の中で、特に先進的なものや、レベルの高い

取り組みを行っている例がありますので、それを紹介させていただきます。 

 下の表で３つに分けていますが、1つ目が高度な農地・農業用水等の資源の保全活動と

して、これまでは業者に外注するようなものでも、自分たちで材料を手配して、直営施工

により補修するものです。このやり方によりコスト的でも安くできたり、みんなで施設を

守る意識ができたり、そうした意味においてもこれは大事だろうという例です。 

 ２つ目が環境部門ですが、これも自分たち手づくりで、生態系保全のための生き物が棲

みやすいようなビオトープをつくったり、水田と水路の間で魚が行き来できるような魚道

を自分たちでつくって生態系保護の活動をしたり、といった事例もあります。 

 それから３つ目が、活動組織が安定的に、長期にわたってしっかりとした組織として構

築されていくことも大事な観点であることから、ＮＰＯ法人が活動の主体となっている地

区の例です。この３つについては後ほど事例で簡単に紹介させていただきます。 

 このように活動内容はさまざまですが、地域によっては非常に質の高い活動にこの事業

の中で取り組んでいる例があるということです。 

 次に９ページです。ここでは実際に地域に交付されたお金が、先ほどのような活動のど

の部分に使われているかなど、支援交付金の使途、使い道の分析を行っています。 

 この円グラフの青の部分が先ほどご説明した基礎の部分、ベーシックな資源を守る部分。

それから赤の部分がより効果の高い誘導部分である長寿命化や、少し質の高い活動を行う

農地・水の活動部分。そして黄色の部分が農村環境に対する取り組みにお金を使っている

部分です。 

 この円グラフでわかるように、基礎の部分が36％、そして誘導部分、効果の高い農地・

水の関係で28％、約３割、そして環境、黄色の部分が22％、そして、こうした活動をやっ

ていくためには活動組織を運営したりする部分がありますが、これに約14％の経費が使わ

れています。 

 この対策は、活動経費の使途につきましては特に指定していませんが、更に、具体的に

それらのお金の使い方を分析してみますと、右側にあるように、労務費とか、必要な機械

を買ったりとか借りたりする機械経費。それから道路の砂利が流れて穴があいたところに

砂利を買ってきて埋めたりする砂利代とか、先ほどの水路のすき間を詰めるためのモルタ

ルなど、自分たちでやるためにそうした材料を購入する物材費。それから外注費。大きな

水路とか、排水路のように泥がたまっていて、なかなか人的ではできない場合など、外注
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して機械を入れて行う方が効率的になるという場合は一部外注でやっている部分もありま

す。 

 次の10ページをお願いします。交付金の使い道について、地域類型、これは都市や平場、

中・山間、そうした地域によって使われ方に差があるかどうか、また、右側の営農類型、

これは水田や畑でそれらのお金の使い方に差があるかどうかをみたものです。 

 これをみますと、傾向がはっきりわかるのは、農村環境向上については右下がり、つま

り、取り組む割合は都市部の方が高い。中・山間の方はどちらかというと基礎部分に対し

て苦労が多いため、そこにお金を使っている割合が高い傾向がみえるのではないかと思い

ます。 

 それから右側の営農類型別については、それほど大きな差はないという結果が出ていま

す。 

 次に11ページ、環境保全型農業との関係です。環境保全型農業というのは、営農分野で、

農薬を減らしたり、化学肥料を減らしたり、そうした取り組みをやっているものをいいま

すが、その環境保全型農業に取り組んでいる農業者がいる地域と、そうでない地域でこう

した資源の保全や環境の活動内容に差があるかどうかを調べています。 

 環境保全型農業に取り組んでいる農業者がいる地域は、204地区、全体の約36％でした。

そして、取り組んでいる地域を取組「有」地区、いないところは「無」地区という形で分

けていますが、左の表で、取組「有」地区については、環境の活動についての取り組みテ

ーマ数が1.6、「無」地区が1.4、と若干高めになっています。 

 それから左側の下ですが、生態系や水質など、そうしたテーマ別に取り組む地区の割合

について、環境保全型農業に取り組んでいる人がいる地区とそうでない地区とでは、どの

テーマについても、「有」地区の方が高いという傾向になっています。こうしてみますと、

営農面でも環境保全に取り組んでいる人がいる地域は、地域ぐるみの活動についても、環

境に対する意識が高く、積極的な取り組みをされている傾向がみえます。 

 次に12ページをお願いします。条件不利地対策として、中山間地域に直接支払い制度を

実施していますが、そうした地域と今回の農地・水・環境保全向上対策との関連でござい

ます。特に重複関係について調べたものが左の棒グラフになります。 

 この重複関係は非常に様々で、中山間直払いのエリアと今回の対策地区のくくりとは、

多くダブっている地区もあるし、少ししかダブっていない地区もあると、そういう形にな

ります。平均すれば、下の表にありますように、重複割合は58％、約６割ということです。
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ただ、その６割のところに集中しているかといったらそうではなく、ばらつきがある中で

の平均ということになります。 

 そうした中で、両対策は趣旨も目的も違いますので、この両施策は併存するわけですが、

中山間直接支払いをもらうための活動要件が、こちらの農地・水の活動要件と重複しない

よう制度設計上の整理が必要と考えています。具体的には重複地区では本対策において追

加活動を実施することを想定していますが、どの程度の追加的な活動をやっていただくこ

とが可能かどうかということを今回この実験事業の中で検証しています。 

 64地区でやっていただいていますが、こうした状況をみて、今回、中山間地域と、農地

・水環境対策の重複部分での制度設計について最終的な整理をしていきたいと思っていま

す。 

 次に13ページです。現場で活動をやっていただくのは活動組織ですが、地域における実

施方針などを、地域協議会というものをつくって、そこで決めることにしています。この

地域協議会をどういう単位でつくっているかということですが、18年度のモデル事業の場

合については、県で１つの協議会をつくっている県が40県、県の出先単位でつくっている

ところが４県。さらに２県については市町村単位で協議会をつくっているという結果にな

っています。そして、その地域協議会の事務局についてみますと、左下の表ですが、都道

府県が事務局をやっているのが全体の17％、市町村がやっているのが29％、都道府県の土

地改良連合会がやっているのが54％という状況です。 

 また、地域協議会の構成メンバーとしては、まず、都道府県と市町村と都道府県土地改

良事業団体連合会については、必ず入っていただくことにしているので、100％になって

います。その他のメンバーとしては、約９割の協議会にＪＡも入ってきています。次に農

業委員会など、以下、このような団体が地域協議会の構成メンバーになっています。 

 14ページは、地域からの要望を整理していますが、地元からは特に技術的なサポートが

求められています。特に農地・水の向上活動では機能診断という技術的分野について、地

域でどうやったらいいかわからないということで、そこのサポートが求められています。

そこについては、人材育成とか研修、更には活動計画の作成事例、その他いろんな情報を

提供して、これをサポートすることを今考えています。 

 15ページは、今回のモデル事業地区におけるこの施策の啓発普及状況ですが、568地区

全ての地区で情報発信をしています。ホームページをつくったり、広報誌をつくったり、

情報誌をつくったりしています。 
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 それから16ページですが、全国レベルでもこのような啓発普及活動をやっています。特

に今回、総合的なウェブサイトをつくって、各種情報をリンクさせて、全国にも情報発信

しようとしています。モデル地区でのサミットや全国的なシンポジウムも、右下にあるよ

うに実施しています。 

 最後になりますが、17ページ、「今後のみちゆき」です。この施策についてはパブリッ

クコメントで一般国民の意見も聞きながら進めています。そして、このような検討会で、

有識者の方々にいろんな議論をしていただき、そして、モデル事業で現場の検証をすると

いう３方面からの取組みを行いながら施策全体のスキームの詳細を最終的に決定していき

たいと考えています。 

 資料１につきましては以上です。 

 次に参考資料ですが、資料２に、特徴的な事例を５つ掲載しています。１ページは秋田

県の中猪岡地区。中央にいろんな顔の方がいらっしゃいますが、まさに多様な主体の参画、

こうした形でそれぞれの役割分担を地域で話し合って、地域の活動にみんなで取り組んで

いただいていると。こうしたことによって、地域の結びつきや、子供と親との関係など、

そうしたものが非常によくなってきているという結果がございます。 

 ２ページ以降には、先ほどご説明した先進的かつ高度な取り組みについて、事例等を紹

介していますので、ご参考にしていただければと思います。 

 あわせて参考資料、「モデル地区の基礎資料（抜粋）」というのがありますが、これが先

ほどの資料２の地区の詳細版、「地区のカルテ」といっていますが、活動組織の実際の中

身を整理したものを紹介しています。 

 それから下の方に「事例発表地区」、これは、本日来ていただいていますが、３地区の

カルテをつけています。こうした形で地区ごとに分析して、なおかつ、このような地区の

資料についても、先ほど紹介しましたウェブサイトで、モデル地区の実施状況などを載せ

て全国に発信をしていくことにしております。 

 私の説明は以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 本年度のこの資源保全施策の検討会におきましては、今後の施策の導入に向けた検証の

参考にするために、モデル地区の代表者の皆さんからご意見を伺う、こういうことにして

いるわけでございます。そこで、続きまして、モデル地区の代表者の方からご意見を伺い

たいと思います。本日、先ほどもご紹介ございましたけれども、３地区の代表者の方々に
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お集まりいただいています。 

 それでは最初に、宮城県宮崎東部地区の渡辺哲様、高橋哲雄様からご意見を頂戴いたし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○渡辺氏（宮城県宮崎東部地区）  紹介をいただきました、宮城県の加美郡西部土地改

良区、ほ場整備課長をしております渡辺です。初めての発表ですので緊張していることも

ありますが、その辺は多大なご理解をいただいてカバーしていただきたいと思います。 

（パワーポイント） 

 宮崎東部地区は平成８年からほ場整備が始まりまして、このモデル地区になった地区に

ついては13年からほ場整備に入りました。平成15年からはＮＰＯが入り、集落の環境整備

事業に取り組んだこともあり、その下準備ができ上がっておりました。この地区の目標と

すれば、ほ場整備によって魚がいなくなったということもあって、カワセミやいろんな魚

が遡上するような水路をつくってしかも環境にやさしい農業をめざしていこうというふう

にして進めてきたわけです。 

（パワーポイント） 

 ３年間のＮＰＯを含めたワークショップなどで大分住民の理解をいただいたので、環境

に配慮した水路づくりというものの下準備ができたということです。このモデルの実施は

どちらかというと理解を得やすく、実施しやすかったといったような背景があるかと思い

ます。活動の構成については、農家30戸、非農家が８戸で、そのほか各種団体として４団

体がこの活動に参加していただいたという状況になっています。 

（パワーポイント） 

 取り組みに当たっての地域での課題ですが、まず１つは、他地区も同様であろうかと思

いますが、農業者の高齢化や減少などによって、共同管理する体制が非常に弱くなってき

たということが挙げられます。２つ目は、全く管理されない路線も生じてきたということ

です。そして３つ目は、ほ場整備事業によって地区内にいた生き物が一瞬にしていなくな

ったということです。ですから、今のようなことを解消していこうということで、活動の

目標とすれば、農業者、また非農業者の壁を超えた、私どもでいう「結い」とか「講」、

そういったものの復活をまず目指していこうという、協働体制ですね。昔あった、決まり

事をきっちり守っていく。そして、同じ「きょうどう」でも「協働」と書いて、汗をかく

といったような結いの体制を復活させていこうということが挙げられます。 

 それから、先ほどもお話ししたように、絶滅種といわれますギバチ、そして魚をえさに
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するカワセミという非常にきれいな鳥がいるのですが、そのギバチ、カワセミがいなくな

ったという環境をもう一回復活させていこうと。その活動を通して、子々孫々、未来の子

供たちに残せるむらづくりをやっていこうということを活動の目標にしてきたわけです。 

（パワーポイント） 

 取り組みに当たっては、次のような点で工夫をいたしました。非農家の参加を募るとい

うこともあったので、この活動の部分を決めていったという部分です。農家個人が管理す

る部分、それから私どもの事務所が管理する部分等を確認した上で、組織としての協働活

動に参加する、そういう体制をきっちりつくり上げていきました。非農家といっても、草

刈りに草刈り機をもって出てくれといったってなかなか難しい部分があるのですね。です

から、そういう方々には、カマとか、あるいはレーキなんかをもっていただいて、農家の

方々が草刈り機」で刈り取った草などを集めたりするような、そういう活動をお願いした

ということで、活動の内容を工夫しました。 

 非農家の方々に毎日曜日出てくれというわけにいきませんし、全作業に出てほしいとい

うこともできなかったので、この活動に参加してくれということで、この活動の内容を区

分して、出やすい日を設定して活動の計画を進めました。 

 役員の体制については、国の指針では５名ということがあったのですが、５名では厳し

い部分がありましたので、細則などをつくり、いろんな連絡をする方、それから施設の巡

回パトロール隊ということで巡回員をつけて、10人体制でこの活動を進めました。 

 それから、こういう活動をするに当たっては、会計処理なんかもひっくるめた事務処理

や活動をやっている写真管理が大分大変なんですね。普通は、土地改良区が進めたのだか

ら改良区の職員が全部やれといわれるのですが、この地区については地元の人材をフルに

使わせていただきまして、写真管理等については建設会社で働いている現場代理人といわ

れる方にお願いして、きっちりした写真管理をしてもらってますし、会計の処理について

は、通帳は農協に置いてありますので、高田・沼ケ袋土地改良区から農協の職員さんにこ

の辺をお願いしました。 

 重機関係については、機械の支払い関係、全部業者さんにお願いするとコストが高くな

りますので、機械はリースをして、オペは地元の人ということで、地元の人は何でもこな

せるという部分がありましたので、この辺は非常に助かったのかなあと思ってます。やは

り農地・水・環境は単なる資源保全だけでなくて、人の資源を掘り起こす活動にもつなが

っていくのかなということを改めて教えられた次第であります。ですから、こういったよ
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うな人たちに手伝ってもらい進めてきたという地区でございます。 

（パワーポイント） 

 実際の活動として、基礎部分ですね。ベーシックな部分と申されていますが、この部分

については、先ほどお話ししたように、農業者自らが管理する、自分の農地に付随した道

路・水路関係の部分については自分たちでやってほしいという部分をきっちり決めました。

今までどおりの部分なんですが、そういうふうに決めて地域を歩いてみますと、どうして

も管理から手薄になる部分があったんですね。その手薄になった部分の法面、排水路関係

等の草刈りについては、路線を決めまして、協働管理体制でやらせていただきました。 

 非農家の方々にも、先ほどいったように、簡単な作業ですね。刈り残した部分をカマで

刈ったり、刈り払った草を水路に落っこちないように、レーキで上まで上げていただいて、

きっちりした管理をお願いし、分担で作業に参加していただきました。 

（パワーポイント） 

 農地・水向上活動の部分については、ほ場整備が終わってから、宮城県で２回、地震に

遭っているんですね。そのことによってフレームが少し浮き上がったりしている部分があ

りましたので、その部分を点検して、このような補修活動を行いました。この辺の補修活

動については、６月25日に実務研修ということで行って、一人の建設会社で働いている方

に講師になっていただいて、簡易なコーキング作業ということで勉強会をして実施したと

いう内容になってます。 

 あと、下の方の写真のとおり、シバザクラを7,000本植栽しました。きめ細かな雑草対

策という形の中で進めたわけです。この活動にも、写真でみるように、お母さん方にも大

分参加していただきました。あと非農家の方、そして、写真でもありますが、子供さんに

も参加していただいた内容になってます。 

（パワーポイント） 

 次に農村環境向上対策につきましては、宮城県は県庁の職員である三塚さんという方が

いまして、この方が入っておりますＮＰＯ法人「ナマズのがっこう」という団体があるの

ですが、小規模水田魚道といって、このナマズのがっこうのご指導を受けました。ここに

映っているのが県庁の三塚さんなんですが、朝６時ごろおいでいただきましてご指導をい

ただいて、いろんな自分たちが実践した内容をもって、私たちに、じゃこういうふうにや

ったらいいんじゃないかという指導を受けたわけです。ただ、現場に合う部分と合わない

部分がありましたので、その辺は、関係者とご相談をして、地元に合った施工ということ
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で工夫しました。何せ、こういった水田魚道に取り組むのも初めてでしたので、三塚さん

には大分お世話になりました。 

 その後、写真にはありませんが、この辺に、横木を通しまして、カエルが水路に落っこ

ちたとき、カエルがここでとまって、ここから上がれるようにつくった部分なんですね。

止まり木がありませんが、活動で、「カエルの止まり木」と称してつくりました。そして、

こういうところにも簡単な瀬をつくったので、草なんかもひっかかってくるんですね。夏

になってくるとコンクリートというのは大分熱くなるので、カエルのあのかわいい手がや

けどしないようにということで、その辺の草をここに置きました。草だと自然に土に返る

ということであります。魚道は千鳥Ｘ型で、このようにしてもっていって田んぼの方に産

卵できるといったような形をつくらせてもらいました。 

 ギバチを中心にして、そういう生き物がいち早く復活できるようにということで、この

コンクリートのマスの部分に戦前の暗渠で使った素焼きの管があるんですね。その管を、

使わないで放置されていた農家がありましたので、いただいて、ここに置いたこと。それ

から、ここにも並べて置いたのですね。水路から魚が上ってきて、ここで休めるように。

産卵する魚は田んぼの方にと。さらに上っていって、このマスのところでも休めるように

と。この施設にはさらに今度、青杉葉ということで、杉の枝を刈り払ったものをたらして

いるのですね。ですから、そういう簡単な、魚が休める場所、魚巣、そういったものを置

いたということであります。私たちの地方ではそれを田舎の言葉で「ガマ」と呼んでいま

す。そういうガマをつくりましたし、やさしい瀬をつくったこと。玉石とかブロックなん

かを置きながら、緩やかな流れ、蛇行する川というイメージでつくりました。 

 ６月22日から遡上する魚の調査もやりました。ここに「うけ」、定置網の小さなものを

買いまして、週２回、朝早くから調査をやったわけです。９月13日には、近くの賀美石小

学校の４年生の子供たちに参加いただいて生き物調査をやりましたし、そして、ここにも

ありますように、地域の人たちのおいしいドジョウ汁を振る舞ったわけです。 

 このときの話をちょっと聞かせますと、学校の校長先生からはすごく反対を受けたんで

すね。生きているものをその場で殺して食べさせるというのはおかしいんじゃないかとい

うお話を受けたわけです。私からは、牛肉を食べているのに、何でドジョウ汁はだめなん

ですかという問いかけをしたんですね。そしていろいろ考えていただいて、最終的には子

供たちに振る舞ったという経緯で。学校側からは、ドジョウ汁は、今の子供たち、食べな

いから無理でしょうといわれましたが、おかわり２杯で食べていきました。大変おいしか
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ったということです。 

 こういうところから、食育と食文化とか、食と農の関係をやっぱり学校側でも教える必

要があるのかなということを学ばされたわけです。それからカーボンファイバーなんかを

使って水をきれいにしていこうということで取り組みました。それは単なる宅地からの雑

排水の浄化だけじゃなくて、魚がすめるようなきれいな川にしようという含みもあったわ

けです。 

（パワーポイント） 

 この事業を取り組みまして、地域に新たな結いの芽生えというんですかね、非農家と一

体となった、そういうのが芽生えてきましたし、すべてお金で解決するということになる

と、お金の切れ目は人の縁との切れ目になるということでありますので、やはりある程度

はボランティアの参加も促していかないと、補助事業終わって何もなくなるのでは大変で

す。ですから、この活動はボランティア活動としてもお願いするということで呼びかけを

してきましたので、非農家の方々にもそういう意識が芽生えてきました。その点がよかっ

たかなと思ってます。 

 ２つ目は、魚のモニタリング調査を週２回、６月22日から８月30日までやって、９月か

らは月１回ということでやっていますが、こういったような調査をしたことによって、私

もびっくりさせられたのですが、水田魚道では、６月、７月、８月は産卵時期になってく

る魚が魚道を上っていくんですね。こういうこともわかりましたし、水路につくった魚巣

ですね。私ら、ガマと呼んでいるんですが、素焼きの管、杉葉、やさしい瀬づくりをした

ことによって魚が上ってきたということであります。そして、合計して９種類の魚、約2,

900匹ほどが上ったということであります。 

 この中にも絶滅種といわれるギバチも入っています。最高に大きかったのが25センチの

ギバチが遡上したということで、発泡スチロールに入れながら写真管理をして、この日は

こういう生き物がいたよ、いくらのものでしたよという管理もきちんとしたわけでありま

す。 

 下の方にありますけれども、ほ場整備後、姿がみえなくなったカワセミという非常にき

れいな鳥。魚がみえると、枝にとまって、上から水面にぴゅーんと入っていく鳥なんです

が、この鳥が戻ってきたということは非常にうれしかったです。写真に撮ろうかなと思っ

たけれども、非常に逃げ足の早い鳥で、写真におさめることができなかったのが残念だっ

たなあと思っています。 
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 また、海の方から飛んでくる真っ黒いサギがいるんですね。ガマの管を置いたところに

サギがちゃんと待機して、えさをねらっているんですね。私なんか、みつけると、追い出

してやるんですが。そうすると吹っ飛んで逃げていくわけなんですが、そういったサギな

んかが戻ってきて、下の方にありますが、生態系、水質の改善とか、それに、地域の方々

の環境保全活動への取り組み意欲が一層高くなったということもあります。 

 そして、何といっても地域の営農スタイルが徐々に変わってきているということは、今

後、環境にやさしい農業を進めていく上においての一つの礎が、布石ができ上がってきた

のかなと、そんなふうに思っています。 

 それから、他地区への波及ということで、このモデル地区になった高田・沼ケ袋地区の

事例を紹介しながら、私どもの管内2,700町歩あるんですが、その2,700町歩、平成19年度

採択をお願いしたいということで、今、町の方に申請書を上げているところです。 

（パワーポイント） 

 「今後の展開方向」ということで、まとめになりますけれども、先ほどお話ししたよう

に、農業者、非農業者がともに地域を管理していく、地域資源を管理していくような新し

い結いに向けた体制ができ上がりつつあるのかなと思います。そして、ギバチやカワセミ

が戻ったということで地域の人たちの安心感がありますし、そういうものを通して今後の

地域づくりをやっていこうということが芽生えています。 

 食育と食文化についても、先ほど、学校の校長先生のお話をしたんですが、ドジョウと

いうものは、料理の仕方、非常に健康的な食べ物なんですよということを紹介していくよ

うな活動を今後展開していきたいとも考えています。 

 それに、都市と農村との交流ということで、なかなか触れ合うことのできないギバチと

かナマズが本当にああいう小さな水路でもみられるので、そういう触れ合い活動を通しな

がら、草刈り体験ツアーなどを組んで、地元にある温泉とか農家民宿、そういうところと

地域通貨などを取り入れて交流を深めていきたい。 

 販売構想として、生態系に配慮しました農業の実践と環境保全活動を行って、私の住む

農協さんは清流米ということで出しているのですが、その清流米にさらにシールなどを張

って、ギバチ米、カワセミ米ということで今後販売戦略の糧にしていきたい。ドジョウの

加工品関係も工夫しながら、今度、農協さんを通して販売へと向けていきたいということ

で、地元の気運が高まっているという状況です。 

○高橋氏（宮城県宮崎東部地区）  活動に際しまして、やはり地元の方々から参加をし
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ていただかなければどうにもなりませんので、私は皆さんと顔合わせるたびに、次はこう

いうことをやりますからお願いします、都合のいい方でいいですから、無理をしない程度

でいいですからといって参加を呼びかけたわけです。そうすると、無理をしないでいいと

いわれますと、やはり都合をつけてくれまして、何とか出ていただきまして、うまくいっ

た感じです。 

○渡辺氏  どうも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。 

 それでは引き続きまして、群馬県清水地区の磯田政夫様よりご意見をちょうだいいたし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○磯田氏（群馬県清水地区）  ただいま紹介にあずかりました大間々用水土地改良区の

磯田です。私の方から、鹿田山環境保全ネットワークの活動の状況の事例をお話しさせて

いただきます。詳しくは、レジュメもつくってございますので、そちらをごらんいただけ

ればと思います。 

（パワーポイント） 

 地区名は、群馬県みどり市にあります清水地区です。対象地域は43ヘクタールの田畑で

す。主要な施設としましてはため池があります。地域の人がみんなで元気に話しながら歩

けるというため池周辺や畦道をつくることを目指しています。 

 取り組みの経緯と背景、現状の状況というのは次の写真で説明させていただきます。 

（パワーポイント） 

 この写真はイコノスの衛星写真のデータなんですが、緑色の線で囲まれた中が清水地区

の受益となっております。この木の部分が鹿田山となっております。先ほどのため池です

が、この部分ですね。清水新沼というため池です。あと、この部分が県立の渡良瀬養護学

校。清水地区の集落の中心がこの部分になります。見てのとおり、混住化が進んでいるの

が写真を見ただけでもわかると思いますが、そういった状況の地区です。 

（パワーポイント） 

 これがため池の全景の写真なのですが、ちょっと見づらいですが、奥にベルトのように

みえるのがブロッコリーを作付している状態です。この奥にみえますのが、先ほどいいま

した渡良瀬養護学校。この奥が鹿田山の一部になっています。一番奥に、写真を撮ったと

きちょっとぼーっとしているんですが、赤城山ということで、非常に景色のよいところで

す。また、ここは地域では珍しく電線等の人工物がないということで、非常にすがすがし
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い雰囲気を出している地域であります。 

 このため池は大間々用水土地改良区の畑地かんがいのファームポンドとして実は造成さ

れまして、工事完了後、ごみの不法投棄の問題が発生したり、この部分、荒廃しているよ

うにはみえないのですが、結構、耕地、山林の荒廃が進みまして、雨が降ると、この沼の

中に土砂が流入するというような問題も出たことから、地元の人と協議しながら管理しな

ければいけないというような状況でした。 

 また、先ほど話しました養護学校ですが、実は生徒が安全に散歩できる道がないという

問題も学校の方で抱えていたということで、こんなことから協議が始まりまして、平成16

年から地域内外の方をボランティアで募りまして、ため池周辺の草刈り、ごみ拾い、遊歩

道への木材チップまきというような活動をしています。今年度は農地・水・環境保全対策

のモデル支援対策ということで活動を行っています。この結果、多くの方が遊歩道を利用

するようになりまして、散歩の人の中には自発的に草を刈っていただけるというような状

況もございます。 

（パワーポイント） 

 新たなコミュニティづくりということで、先ほど、目指すものについて申し上げました

が、この目指すものがちょうど、イギリスにフットパスというのがあるそうなんですが、

その精神と一致していまして、非常に地元では評判よく進んでいます。かつては農村では、

耕地で農作業の合間には隣の農家の人と一緒にお茶を飲んだり話したりというような非常

にゆとりがあったんですが、最近、畑の区画が大きくなった、機械化が導入された等々い

ろいろなことがあって、資本も投下しているということで、担い手農家も生き残りをかけ

て農業に取り組んでいるというところもあり、農家は大変忙しくなっています。そんなこ

とから、最近、話をする機会がだんだんなくなっています。 

 ちなみに、私もその土地改良事業の一翼を担っている者なんですが、大区画化と機械化、

いろんなことが農業には大変必要なことです。ですが、最近、耕地に行っても農家の人を

みかけなくなっています。農家同士も耕地で会うことがないというふうな状況が耕地の方

では起こっています。 

 こういうことも一面でありました中で、ちょっと余談でありますが、実は農家のつき合

いの最後の砦といいますか、お葬式も、最近、農村でも会館で行うようになりまして、近

所の人に最後に世話になるという感情が薄らいでいるというのも、その辺、寂しいことな

んですが、現状としてあります。 
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 また、混住化から農村に多くの非農家の方が住むようになりまして、昔からのしきたり

で夜通し酒を飲んだり、そういう飲み会も非常に評判が悪いということでとりやめになり、

非常に寂しい限りなんですが、地域はばらばらになっています。 

 そんなことから、新しい人とのつき合いみたいなことが必要だということで、地域の方

も望んでいたりしたんですが、なかなかいい機会がないということで、今回この取り組み

には地域の人が無理をしないで参加いただけるように仕組んだことがよかったのではない

かなと。また、昔は農家に世話役のような方がおられたんですが、先ほどと連動するんで

すが、自分の仕事をやはり優先するということで、市場の原理で仕方がないんですが、そ

んなことから、地域に貢献しようという人が少なくなっているということも背景の一因と

してあるかと思います。 

 今回、地域外の人を取り込んだということで、その方々が他人の効果をねらいまして、

地域を引っ張っていくということで成功したのかなあと感じています。 

（パワーポイント） 

 最近は農村でも交通量が大分増えています。車による人身事故、ペットを巻き込んだ事

故等がありまして、養護学校だけでなくて、地域でも安全に歩く道がないと感じていたと

いうことが潜在的にあったと思います。 

 もう一点、先ほど出ました鹿田山なんですが、昔から遊び場ということでよく遊ばれた

地域なんですが、この人たちが、やはり鹿田山が好きだということと、荒れほうだいの山

をみるのが非常に寂しいという気持ちが重なりまして、いい機会だからみんなで整備しま

しょうかという気運が高まったということが背景にあり、健康志向ブームも手伝いまして、

いろんな多くの人たち、団体に参画いただけました。参加いただいた団体は、郷土史会、

老人会、自治会等も当然含めていますが、23団体に及んでいます。その中でも、先ほど申

し上げました養護学校は地域との交流ということで学校としても望んでいたので、非常に

双方にプラスであったと思います。 

 ちなみに、養護学校も、学習発表会などで地域の方を招いているんですが、例年になく

参加者が増えていると伺っています。ため池周辺とか、鹿田山の方の遊歩道をつくってま

いったんですが、これからは畦道を手がけていきたいと考えています。 

（パワーポイント） 

 最後に交付金の有効利用ということで、先ほど申し上げました遊歩道の整備と同時に、

地元食材を使いました昼食会を開催しています。ことしは200人が参加いただいています。
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この開催のイベントの費用を交付金で賄うことができました。 

（パワーポイント） 

 これがその風景なんですが、左上の方が完成しました遊歩道、その下が地元昼食会の模

様です。右は木材チップを敷きならすという作業をしている様子です。 

（パワーポイント） 

 ため池駐車場があるんですが、その花壇の作成と花苗の植栽の風景です。交付金で花壇

の資材を購入して、養護学校に提供してつくっていただき、花の苗については生徒が育て

た苗を交付金で購入して、それで花壇をつくっていただきました。この養護学校も、先ほ

ど申し上げましたとおり、地域に貢献するということと、今度の事業の意義というもの双

方にプラスであったなと感じています。 

 今後も、いろんなご意見が地元では出ていますが、そういうのも踏まえて活動してまい

りたいと考えています。 

 以上で発表を終わります。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。 

 それでは、最後になりますが、京都府、京都大原地区の宮崎良三様より、ご意見をちょ

うだいいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○宮崎氏（京都府京都大原地区）  京都は大原地区からまいりました宮崎と申しますが、

私は大原里づくりトライアングルの代表も務めさせてもらっております。10分しか時間が

ないとのことですので、ちょっと駆け足で説明させていただきます。 

（パワーポイント） 

 我が大原の概況です。わりと知名度の高いところであることは確かですが、京都駅から

16キロほどあるのですが、道路事情等がよくなりまして、今、乗用車でしたら40分ぐらい

で来られるようになりました。こういう京都盆地の奥のもう一つ盆地で、昔からかくれ里

といわれている、そういうところがあります。 

（パワーポイント） 

 大原の概況ですが、人口はこのようでして、農地は約80ヘクタールほどあるんですが、

今回、国の農振農用地の指定を受けまして、約半分強、そういう形で進んでいるところで

あります。 

（パワーポイント） 

 資源の特性とかそういうことに関しましては、有名な観光寺院がありまして、三千院や
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寂光院、ここにちょっと今までおんぶにだっこされたような観光スタイルの一過性の観光

というのがありましたが、大体２時間ほどで観光客は帰ってしまわれるという地域であり

ました。 

 ただ、その観光客がおっしゃるには、三千院や寂光院よりも大原の田園風景が非常に美

しい、きれいやという評価を得ているところがあります。その辺をちょっと整理させてい

ただきました。 

（パワーポイント） 

 今もこの映像で映っていますように、夏の風景あたりで、我々の地場の特産品でありま

す、柴漬けの原材料でありますチリメン赤ジソというのが非常にいい色を初夏にかもし出

しまして、特に水稲のグリーンとのコントラストが、観光客にとっては、たまらん美しい

という表現をされます。秋も、ヒガンバナあたりが、自然生えですが、咲き乱れまして、

収穫前のそういう風景とのコントラストがいいというような形で、シャッターチャンス、

カメラマンがたくさんお越しになるような、そういう時期でもあります。 

（パワーポイント） 

 現状は大変憂うべき状態なんですが、基盤整備は今ようやくにしてちょっと話が進んで、

間もなく基盤整備事業が取り組まれるところがあるんですが、農地が荒廃したり、遊休農

地が増加したり、当然のごとく、農村景観としては悪化の一途であると。観光客も、そう

いう一過性の観光というよりも、このごろはあちこちでイベント等やられておりますから、

ちょっとお寺をみて回る観光あたりはこのごろ減少傾向がずっと出ているということで、

大原の総合力というんですか、力がだんだん弱まってきているというのは実感していると

ころです。 

（パワーポイント） 

 課題の解決ということで、こういう取り組みに関しまして、実は私、大原農業クラブを

立ち上げました一人でもあるのですが、個人ではいかんともしがたい問題がありますから、

仲間をつくって、いろんな意味で、チームワークというんですか、そういうことを発揮し

て、これから大原の農地をどう守っていくのかとか、あるいは、それだけじゃなしに、将

来の農地の有効利用とかそんなところまでいろいろ考えてやっていきましょうということ

からこういうことがスタートしていったわけですが、②、③に関しましても、次、画像が

ありますので、そこで紹介させていただきます。 

（パワーポイント） 
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 農業クラブの取り組みというのは、野菜を生産したところで売る場所をつくらないとい

かんという、やっぱり農業所得の向上を目指すべきだという考え方が話し合いの中で出て

きまして、朝市を日曜日に開催しましたところ、これが非常にまた好調に推移いたしまし

て、農業所得の向上というのが我々もびっくりするぐらいの数値が上がってきました。例

えば一軒の農家が野菜を朝市で並べまして、その後、この辺、サバ街道といわれていまし

て、つくるのが得意な奥さん連中が多いのですが、それだけじゃなしに、お餅を朝からつ

いてそれを出すとか、佃煮とか、いろいろ総合的につくりまして、何と、一回の開催で、

その奥さんが15万円ぐらい、この朝市で売り上げるという状況が出てきたんですね。月４

回大体出ますので、結構サラリー以上のそういう所得が発生してきているということで、

我々も非常に所期の目的が達成されてきているということをこのことでは実感しているん

ですが、これが実はいろんな意味の里づくりの起爆剤になってきました。 

 もう一つ、農業クラブとしては、事業目的として、地域の農家のニーズとして、機械な

どをようもたない農家がたくさんおられますので、作業受託をして、それも農業クラブの

メンバーの小遣い稼ぎというんですか、所得向上につなげていこうと、こういう取り組み

をやっておりますし、一番下に書いてありますことは、農業振興だ何だかんだといいまし

たって、有害獣の被害が及んでいる限りはいかんともしがたい問題があるので、まず先決

問題としてこの取り組みをやろうということで、地域の盆地ですから、11キロから12キロ

ぐらい山すそに全部、1.8メートルくらいの高さの金網を張りめぐらしまして、地域の力

というんですか、町内会とか、いろいろその辺の力も借りまして、物心両面にわたる支援

でこういう問題は進めていきました。２年間かかってやり遂げました。 

（パワーポイント） 

 我々、大原農業クラブが、農業の振興だけではどうも、今どき、もう一つ、地域にとっ

てもプラスにならないというんですか、それほど所得が上がらないという問題もあります

し、大原の場合は観光というもう一つの側面がありますから、観光と農業をドッキングさ

せるようなやり方がふさわしいのではなかろうかとか、そんな話し合いが進むにつれて、

住んでおられる住民の方はサラリーマン世帯が多いものですから、生活環境面というのを

やっぱり里づくりに考えていって、ここで大原自治連合会というのに申し入れをいたしま

して、地域ぐるみでこういう問題を取り組みませんかという話を我々から提唱していった

わけです。 

 その結果、京都大原里づくり協会というものが13年の９月にできたのですが、もちろん、
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今回の資源保全という問題はこの辺からテーマになってきたことでありまして、ぼつぼつ

ながら、グラウンドワーク活動とかそういう問題を今進めてきているところです。 

（パワーポイント） 

 土地改良区というのは、これはどこでもそうだと思うんですが、要するに公法人をつく

るということは、今回事業が始まりますので、受益農家が組合員となって昨年度つくった

のですが、このことが母体になって資源保全の活動を充実させていくということになるわ

けです。 

（パワーポイント） 

 実際、資源保全活動をやるに当たって、まず協議会の内容として里づくりトライアング

ルというのをつくりまして、土地改良区が一応中心になりまして、事務員が１人いますの

で、その方に事務局をやっていただいて、営農組織として大原農業クラブが現在では40名

ぐらい、女性も含めているわけですが、それと自営の地域運営協議会というんですか、各

町内にいろいろ役員さんやら農家がいますので、そことリンクしています。トライアング

ルのもう一方では、先ほどの里づくり協会が２年後の平成15年度にＮＰＯ非営利活動法人

の認証を得ましたので、そこでもって京都大原里づくり協会と３者でこういう問題を進め

ていきましょうと。こういうことで進んでいます。 

（パワーポイント） 

 最初の検討会で活動計画を決めたのですが、基礎部分と誘導部分、特に農地・水向上と

農村環境向上、この辺は、約３分の１論というんですか、３等分していろいろ考えていき

ましょうという問題から始まりました。ごらんのような活動概要と活動主体になっていま

す。 

（パワーポイント） 

 これはそういう検討会議を行った代表者会議の映像です。 

（パワーポイント） 

 これまでの取り組みということですが、基礎部分に関しては、先ほどの先進事例の話に

もありましたように、自分のところの農地の横の畦畔とか水路あたりはまず自らが管理す

るという過去からの因習を今のところ続けています。近いうちに、ほ場整備が数年後に整

ってきますので、それが終わった後にはまたそれなりのシステムづくりというんですか、

そういうことは考えねばならんと思っています。 

（パワーポイント） 
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 これが１つ、今回取り組ませていただいた大きな目玉になるのですが、40年ほど放棄さ

れていました荒廃農地を、今までそこの農家も地域としても本当に難題であったものに今

回メスを入れまして、たまたま交付金がいただけるということを有効に利用させていただ

こうということで、ここを再生することを進めたわけです。それは大変な作業になりまし

た。結局、重機も入ったり、それこそシノブダケというササのやぶになっていまして、業

者が入って、かなりの日数かかってこれをやり遂げたのですが、整備前ではそれほどの形

に映っておりませんが、本当にうっそうとした見通しの悪い地域でした。 

 それが、整備後はこのような田んぼに復活いたしまして、その近くの人は非常に喜んで

おられます。と同時に、地域にとりましても、あんなことをやってのけられたということ

に関しては、みんな、そういう意味では評価が高くなってきているというんですか。私ど

もは実はここを、一石三鳥政策というんですか、そういうことを考えていまして、遊休農

地の解消というのはもちろん１つのことになりますが、２つ目には、ここにその後ウメを

植えまして、大原にはせっかくいいチリメン赤ジソがあるわけですから、ウメを使った何

か物産をつくっていくということも考えていますし、また、ウメは観光客を呼ぶ一つの景

観形成上の誘導部分にもなりますので、対策としてはこういうことにこれからも力を入れ

て進めていきたいという、遊休農地の再生の映像でございます。 

（パワーポイント） 

 あと、京都大学の総括アドバイザーの先生にお願いしまして、こういう川の水生生物の

調査、小学校の生徒さんあたりにも来ていただく中で一緒にやっています。今までも既に

そういう問題に取り組んでいますので、これから何年もかかって継続性をもたせてやって

いこうと思っています。 

（パワーポイント） 

 これはヒガンバナですね。もうじきほ場整備が始まるので、その前にちょっとヒガンバ

ナをどこかへ移して、また整備後には戻そうという計画に小学校の全校生徒が参加してく

れまして我々と一緒に進めたその風景です。 

（パワーポイント） 

 これは京都でたまたま全国土地改良大会がありまして、一つのブースをいただいたので、

京都大原土地改良区のこういう取り組みを紹介したのですが、昆虫のところで非常にたく

さんのチョウチョやらいろんなものが見つかったということです。 

（パワーポイント） 
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 今後の取り組みに関しましては、活動面では継続してそういう生態系の調査やモニタリ

ング調査をやる中で、特にチョウチョで希少種が見つかっていますので、その保護活動を

これからやっていこうということで、最近ちょっとハウスを建てまして幼虫を育てるよう

なこととか、もっとドングリの木やらその辺をこれから植えていく活動も進めていきます。 

 グラウンドワーク活動というのは里づくり協会が中心になってやっていまして、カント

リーウォークというんですか、大原を滞在型の観光にしていこうという形で、癒しの里づ

くりとして、我々は手づくりで、要はベンチをつくったり見晴らし台をつくったり、そん

なことをやっている活動に今後も参加していこうと思っています。情報発信では、最近こ

ういう視察も受け入れたりしています。 

（パワーポイント） 

 目指している方向として、「構成組織間の連携強化とか、小・中学校との新たな連携の

構築により地域が一体となった活動を展開」。この辺はまさに、中学校も小学校に負けて

られないということで、このごろ積極的に呼びかけがかかってきていますし、また、我々

としては、例えば基盤整備をやったからといって、それが地域の振興につながらないとい

う判断もしていまして、これから地域に見合ったような営農スタイルを確立していく必要

があるということで、来年早々ぐらいに農業法人をもう一つつくりまして、株式会社大原

アグリビジネス21というのを今出資を募っている最中なんですが、営農スタイルを確立す

るだけじゃなしに、直売所というんですが、毎日農産物を売るところをつくったり、また、

いろんな多目的の機能を持ち合わせるようなことをする中で、これからここを大原の拠点

として、いわゆる農資源をコアとしたような観光農村づくりというんですか、京都市もち

ょっと立派な文句をいっていただいているんですが、全国に誇れるような観光農村づくり

をしましょうということがちょっと合言葉になっていまして、その辺、行政のお手伝いを

いただいた中で、我々としてはこういうことを目指して頑張っていきたいと思っています。 

 活動面では、このようなことを継続することとか、あるいは、山にもちょっと目を向け

て、里山の保全整備とかその辺のことを考えていきたいということを思っています。 

 時間もまいりましたので、締めくくりといたしまして、今回非常にありがたい話だと思

っているわけですが、この交付金をいただけることによりまして、今までＮＰＯ法人とか、

我々、大原農業クラブでも財政的な面では非常に困窮しているわけですから、何かをやり

たいと思ったって事業化は整わなかったわけなんですね。ところが、今回こういう形で資

源保全活動というのは、昔からやっていることをさらに資金面でも援助をいただけるとい

 

23



うことであれば、我々はもう意気に感じるしかしようがないということで、結局、そうい

う団体を中心に今鋭意進めているわけですが、ありがたいことに、このごろ、女性も結構

この辺に興味をもっていただいている。21世紀、女性の時代ともいわれているわけですが、

女性の頑張りなくして地域づくりというのはできないと思いますので、この資源保全施策

の助成金、交付金がいただけるということは、地域づくりのために起爆剤になっていると

いうことを最後に申し上げさせていただいて、終わらせていただきたいと思います。 

 ちょっと取り急ぎやりましたので、もうひとつうまく説明できませんでしたが、お許し

ください。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、今日は11時半ごろをめどに会議を進めてまいりたいと思いますので、どなた

からでも結構です。最初に事務局からモデル地区のお話がございました。それから３つの

地区の代表の皆さんからそれぞれお話をいただいたわけですので、ご質問、あるいはご意

見等があればよろしくお願いいたします。 

○三上委員  １つ確認したいんですけれども、来年からの実施に向けてそろそろ各地で

希望とかとりまとめ、各町村とかでも概算をそろそろやりますので、大体の希望の面積と

いうのが出てきていると思うんですけれども、その辺、実際のところどのぐらいの面積が

今具体的に挙がってきているのか、その状況を１つお知らせいただきたいのと、この予算

自体が全体の半分をカバーしていると聞いています。基本的には全農地が対象で、もし仮

に全農地が対象となったときに予算的には絶対的に足りない。それでなおかつ２倍程度に

薄めることができると苦肉の策をいろいろ出しているんですが、９ページの資料、交付金

の使途割合をみると、大体いい感じで使われているというふうにみるんですが、これがも

し薄まると、多分この活動自体が成り立っていかないのではないかと。そうなると、効果

の高い取り組み等々いろんなことをいっていますけれども、その根本自体が全く成り立た

ないような形になってしまうんじゃないのかなというちょっと危機感をもっておりますの

で、その辺、２点をお願いします。 

○生源寺座長  ありがとうございました。そのほかございますでしょうか。 

○神田委員  １つは、資料１のご説明のところで、５ページをみているわけですけれど

も、生態系保全とか水質保全、それから景観形成等という形でグラフが出ていますが、こ

ういった形で取り組み状況について調査の結果をこのような区分けをして報告されていま

すが、例えば生態系保全とか水質保全というのは分けるのに非常に難しい部分もあるでし
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ょうし、ダブっていることもあると思うんですけれども、そういうのがちょっとみえない

ので、具体的に、例えば景観形成が非常にたくさん取り組まれているというのであれば、

どういうことが一体取り組まれているのか、共通性があるのか、もう少し具体的にわかる

といいなと思ったのが１つです。 

 それから情報提供いろいろなされているということではありましたが、もし簡単にわか

れば教えていただきたいと思います。 

 １つ、無理しないでいいからということで参加があるというお話がございましたけれど

も、それだけではなくて、いろいろな団体に参加していただくための、その至るまでの実

際のそういった声をお聞きしたいなと思いました。 

 それからもう一つ、私はよくわからないのですが、水路整備をすることによって水路か

ら生き物がいなくなってしまった経験があるというお話があったのですけれども、水路整

備をすることによって生態系を壊してしまうのではないかというような、この事業の中で

の矛盾みたいなものが感じられたのですが、私の誤解なのかどうかわかりませんけれども、

そういった関係というのはどう理解したらいいのかなと思いました。 

○生源寺座長  ありがとうございました。そのほかどうぞ。 

○澤井委員  半分感想なんですけれども、３地区のお話を聞いていて、最初の宮城のと

ころでは、新しい結いをまた再生したいというお話もありましたし、京都の方のお話では、

新しいビジネス、アグリビジネス的な芽生えもあるというお話なので、従来、ＮＰＯ等の

組織について、私はちょっと既存の組織の参加ということばかり考えていたのですが、こ

の事業を通じて、その活動組織をベースにして、何か新しいそういう市民組織なり、場合

によってはＮＰＯ法人化するというような組織化とか、ベンチャービジネス的に株式会社

化するというような話なんかも可能性としてあると思うんですが、そういう新しいコミュ

ニティづくり関連、ないしはそういうアグリビジネス的な領域での新しい組織化みたいな

ものがこの事業を通じてどんどん出てくれば、それは最後の施策の評価のところで１つ大

きな評価基準になるのではないかと。だから、そういう活動をした結果、また新しい地域

組織が出てきましたということの視点を少し入れてものをみてみたらどうかなと、今日お

話を聞きながら、ちょっとそんなことを考えました。 

○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。 

○北村委員  ２番目にご紹介いただきました群馬県の清水地区の発表の中で、今回は地

域外の人間が入って地域を引っ張っていることが成功の原因であったということですけれ
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ども、この地域の方が中に入ったということをもうちょっと詳しく聞きたいことと、この

人たちは地域の協議会のメンバーに入っているのかどうか、その２点を再度聞きたいと思

います。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、幾つかご質問等があったかと思いますので、それぞれ、今できる範囲でお答

えいただきたいと思います。まず、三上委員からのご質問について、事務局の方からお願

いします。 

○仲家地域整備課長  それでは、まず１つ目ですが、19年度に向けたこの事業の取り組

みの要望状況については、概算要求を９月に出してから全国で説明会を行い、今、この取

り組みについての推進なり理解を進めているところです。具体的にどのぐらいの要望量が

出ているかということについては、県ごとや市町村ごとに今まさに取りまとめしている状

況ということもあって、今の段階で具体的な数字をお答えできる状況にはなっていません。 

 それから、地方裁量の関係ですが、支援の総額を変えずに面積を倍まで拡大できるよう

な手法を特認として考えていますが、その点について、三上委員の方から、２倍まで単価

を薄めると、せっかくの効果の高い取り組みができなくなってしまうのではないかという

ご意見がありました。その点については、目的は資源をしっかりと守って、より質の高い

資源の保全向上を行うということなので、ご指摘のようにならないような設計にしたいと

考えています。 

 多少活動項目を減らしても、取り組む面積を広くやることで、地域ぐるみの活動が効果

的なものになるとともに、一定の水準というものはやはり確保することが必要であるため、

２倍に面積を拡大するときにどの程度まで活動レベルを下げてもこの目的が達せられるの

か、ということについて、今、最後の制度設計のところを検討しているところです。です

から、面積を広げたからといってこの効果の高い取り組みがなくなるということ、この政

策の目的が達しないようなことにはならないような仕組みを検討しています。 

 それと神田委員の方からですが、景観のテーマについては、資料１の５ページの左下に

ありますが、非常にたくさんあって、確かに生態系と水質の部分は現場ではどっちに分類

していいかわかりにくいというのもあるかもしれませんが、そこは活動の指針、活動の項

目等を整理する中で検討していきたいと考えています。 

 具体の例については、例えばお手元の「モデル事業の基礎資料」に、例えば熊本の天明

中央地区の活動の中身が６ページにあります。この６ページの左のところに、農村環境向

 

26



上について、テーマとしては景観形成や水質保全、生態系保全というのをやっているとい

うことが書いてあって、この地域では右側に記載されているいろんな活動をやっています。

こういうことを各地域で本当に千差万別にいろんな形でやられていますので、その辺につ

いては、もう少し網羅的に分類してこれからまた整理をしていきたいと思っていますが、

具体的にはこのようなイメージでそれぞれの地区で取り組んでいます。 

 それと、水路整備をやると生き物がいなくなってしまうので、少し矛盾する部分がある

のではないかと。例えば基盤整備をやって水路をコンクリートにしてしまって、生産効率

性だけを重視してしまうと、魚などの生き物にとっては遡上ができなかったりそこで卵が

産めなかったりして、そうした環境面での配慮不足が、先ほどのような現場であったとい

うことだと思います。我々とすると、そのような反省を踏まえて、これから基盤整備事業

をやるときには環境面でも十分配慮していく必要があるということで、土地改良法の改正

をして、環境との調和への配慮を位置づけたりして、効率性と環境との調和について今、

取り組んでいます。 

 ただ、かつての施設でそうしたものがあるところについては、維持保全する中で一部改

善するときに、このような生き物に配慮した取り組みをできる範囲でやれるところについ

てはやっていくと。この農地・水・環境保全対策の中でもそうした取り組みを地域ごとで

やっていくことを期待しています。 

○生源寺座長  ありがとうございました。神田委員、よろしゅうございますね。水路そ

のものを良好に維持管理することが生態系の劣化につながるということではなく、構造物

そのものを整備したことによってという、そういうご趣旨だったかと思います。 

 ちょっと時間もございませんので、先ほど神田委員の方から非農家の参加を促すプロセ

スの苦労話なりについてもう少し伺いたいということがございました。恐縮でございます

が、宮崎東部地区から順番に、何かあればお話しいただきたいと思います。 

 なお、清水地区につきましては、地域外の人からの支援といいますか、この具体的な内

容について少し補足をいただければと思います。 

 それでは、宮崎東部地区の方からまずお願いします。 

○高橋氏  非農家の方の参加の苦労話といいますか、もともと当地区では、非農家も水

路に排水を流すというような考えで、水路払いには昔から参加していただいた地区です。

それから水路に全然関係のない方もいますので、そういう方には、今回、国からお金が多

少なりとも助成金でもらえますので、日曜日ではありますが、忙しいときもあるでしょう
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が、参加して、大体午前中の参加ということで、何がしかのお金を今度は支払いますので

出てくださいということで、極力協力をもらったわけです。 

○生源寺座長  ありがとうございました。それでは、清水地区の方はいかがでしょうか。 

○磯田氏  清水地区の場合の苦労の関係、話させていただきます。実は機が熟したとい

うような嫌いもありまして、ボランティア活動ですとどうもなかなかなじみが地域でない

ということもありまして、何でやるんだいとかいうのがよく聞かれます。ただ、今回、鹿

田山の方を整備するということで、昔から遊んでいたところがきれいになるというような

達成感、それと、最近、土地の権利意識が非常に強くて、山でも耕地でも、大人になると

なかなか黙って入っていけないという側面がありまして、この整備をすると、自分もそれ

に加わっているということで、堂々と歩けるというようなおまけみたいな付録がついてく

るんですが、その辺で活動の集まりがよかったのかなと。当然、健康志向ブームも手伝っ

て、先ほど申し上げました車両事故の側面もあると思いますが、その辺が時たま間がよく

重なったということで活動が盛り上がったということだと思います。 

 それと、ちなみに外部の人ということで、橘内さんという方が代表を勤めているんです

が、実は大間々用水の役員も兼ねていますので、その方が中心になって、皆さんの連絡。

実は地域のだれかが代表にというふうな意見もあったのですが、これをやるとなかなか地

域がまとまらないという側面がありまして、外部の人を代表にしたわけですが、メンバー

に入っているかということも確かあったんですが、23団体すべてはメンバーに入ってない

んですが、ほぼ入っています。 

 というのが、任意団体もかなり、子育連だとか、育成会等々も参加いただいている関係

で、最初のスタートのときにメンバーに入れてスタートした団体もあるんですが、実は組

織の方でも活動の実績というのをある程度の団体だと求めますので、その中に書けるとい

うことが拍車かかったのかなあと。団体としての活動報告、市町村なりいろんなところに

報告書を出していると思うのですが、そういったところで、また群馬テレビ等でも放映さ

れているということもありますので、それに参加してますよとアピールできるということ

がよかったのだと思います。 

 こんなところでよろしいですか。 

○生源寺座長  ありがとうございました。それでは、大原地区、宮崎さん、いかがでし

ょうか。 

○宮崎氏  私どもの地区では、もう５年ほど前からＮＰＯ法人がありますから、そうい
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う苦労話というのは余りなかったわけですが、しかし、農家の人に、結構、朝市あたりで

生産力の向上を求めたり、さらにこれからアグリビジネスあたりでそういうことを求めて

いきます場合は、どちらかといえば、この資源保全政策に参画してほしいということをい

うのは非常に難しいような状況があるんですね。両方とも頑張ってやってくださいという

とでやってくれる人も中にはいますけれども、どっちかといったらしてほしいというんで

すか、そういうケースが考えられます。 

 そこで、今回、我が地域では、ウメとか、ユズとか、サンショとか、有害獣に強いもの

をつくっていこうという計画をするに当たりまして、大原農業クラブ以外に、もう一つ、

別組織として大原菜果クラブという、実はその方たちは非農家を対象に集まってもらった

んです。農家ではもう結構いっぱいのところにきてますので、非農家の人で、これから定

年退職組あたりのメンバーを集めまして、それはボランティアだけでは誘い切れないので、

ウメづくりをして所得を得てくださいとか、そういう話を持ち込む中で、今現在、13名ぐ

らいのメンバーが集まりまして、その辺が今回の梅園整備の、２名はもうじき定年退職す

るんですが、そういう作業に携わっているという、こういうやり方をしております。 

○生源寺座長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。 

○鷲谷委員  具体的なお話を伺った３つのモデル地域では、参加の面でも、活動をテー

マの面でも、また交付金の使い方においても、施策が有効なものであることが期待される

ような印象を受けたんですけれども、逆に全国の動向を示すデータをみると、この３つは、

代表というよりは、まだ今の段階では特殊な先進的モデルではないかと思われるんですね。 

 全国の平均的なイメージを、このデータだけみてすぐに深く読めるわけではありません

けれども、ざっととらえてみますと、非農業団体の参加も活動組織に多いといっても、自

治会、老人会、女性会、青壮年会など、同じ世帯のメンバーが参加しているような、どち

らかといえば内輪の団体、数は多いけれども、そういう意味では内輪の団体が多いような

感じですし、ＮＰＯというのは、それは農業者の方のＮＰＯも入っていると思うのですが、

それにしてもパーセンテージはごく低いものにとどまっています。また地域協議会もどち

らかといえば農業関係と自治体の団体だけなので、外からよそ者の知恵とか、今まで農業

関係の中にはなかったスキルを入れて、より質の高い活動をしていくということでは、支

援の面などを考えても十分かどうかというのをこれから検討しないといけないような気が

します。 

 それから資金が労務費に比較的多く使われているということが出て、基礎部分と農地・
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水向上という部分では17％、10％なんですけれども、ボランティアの参加とか意識の高ま

りというよりは、単に有償の労働でビジネス・アズ・ユージュアルの範囲のことが保障さ

れるようになったという印象を受けてしまうんですね。新しい施策ですので、もっとチャ

レンジングなイメージがこの統計からも出てくるといいなあと思いました。またこれから

分析されると思いますので、私の印象というのはもしかしたら間違っているかもしれませ

んけれども、ざっと数字をみせていただいた範囲ではそんなことを感じました。 

○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。 

○江頭委員 本当にご苦労さまでした。いいお話、聞かせていただきました。やはりこれ

をやるんだというそのテーマがありますね。そこが良かったと思いました。あれもこれも

総花的にやっているんじゃそれほど成果は上がりません。初めは小さく始めてだんだん拡

大していくというこの方法はすごく良かったし、それからもう一つは、この補助金が終わ

ってしまったらどうなるのかなあといつも思うんです。 

 でも、今日聞いていますと、終わっても続けるという考えですよね。先ほど、ボランテ

ィアという話がありましたが、本当にみんなで楽しむことがいいですね。そこへもってい

けたらすばらしいなと思います。 

 それにしても、先をみながらお金を生み出す活動、これは大事ですね。ブランド米をつ

くるとか、株式会社とか、私も楽しみにしているんですが、それから養護学校のために動

かれたということで、私は今日はものすごく感動しながら聞かせていただきました。あり

がとうございました。 

○生源寺座長  ありがとうございました。そのほかいかがでございましょうか。――よ

ろしいでしょうか。 

 予定の時間が大体まいっておりますので、きょうは非常に充実したお話を伺うことがで

き、また議論もお聞かせいただいたかと思っています。鷲谷委員からのご指摘については、

今後の分析の中で少し客観的にやはりみておく必要があるということだったと思いますの

で、この点はぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、以上で本日の議事については終了させていただきたいと思います。モデル地

区の３地区の代表の皆様方、非常に短時間で恐縮でございましたけれども、ありがとうご

ざいました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○角田事業計画課長  どうもありがとうございました。 
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 次回は１月19日ということでご案内させていただいています。次回は、今回のこのモデ

ル地区の検証・分析を踏まえました、来年度の本格導入に向けた施策の枠組みにつきまし

てご提示させていただきたいと思っています。また詳細については事務局の方からご連絡

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

                                ――了―― 
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