
平成 18 年度第 4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19年1月19日（金） 10：00～12：00 

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、委員の皆様方におかれましてはご出席いた

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、第４回農地・農業用水等資源保全施策検討会を開催します。 

 １月５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。 

 中條農村振興局長です。 

 山下農村振興局次長です。 

 實重整備部長です。 

 それでは、開会に当たりまして、中條農村振興局長からごあいさつを申し上げます。 

○中條農村振興局長  おはようございます。５日付で農村振興局長を拝命いたしました。

よろしくお願いいたします。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中ご出席いただきまして、あり

がとうございます。 

 この検討会はこれまで８回にわたりご論議をいただきまして、おかげさまで、昨年12月

に平成19年度政府予算原案が決定され、農地・水・環境保全向上対策の本格実施に向けて

体制が整ったところでございます。 

 本日は２点の議題がございますが、１点目は、平成18年度に実施させていただきました、

全国約 600地区におけるモデル支援事業を通じて構築された施策の具体的な内容について、

事務局からご説明をさせていただき、ご論議をいただく予定にしております。 

 ２点目は、昨年度６月から実施してまいりました本検討会でございますが、とりまとめ

の時期に来ており、その骨子案を整理させていただきました。このとりまとめ内容につい

ても事務局からご説明させていただきますが、来年度からの本格導入に向けまして、留意

すべき点など、さらにご論議いただければと思います。 

 限られた時間ではございますが、委員の皆様方におかれましては忌憚のないご意見を賜

りますようお願い申し上げましてごあいさつといたします。 

○角田事業計画課長  続きまして、委員の退任についてお知らせいたします。 

 昨年度の６月から委員にご就任いただいておりました電通総研の藤原治委員より、都合
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により委員を退任したいというお申し出がございました。 

 それから、本日、高橋雅博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

ております。 

 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、議事次第に従って進めてまいりたいと

思います。 

 最初に、議事の第１、モデル的支援を通じた施策の構築につきまして、事務局から資料

のご説明をお願いいたします。 

○仲家地域整備課長  地域整備課長の仲家でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、お手元の資料１をお開きください。今年度実施しました、約 600地区のモデ

ル事業の検証結果を踏まえて、最終の施策のスキームについて整理しています。 

 １ページ目は「実施体制」についてです。この施策は、国や県や市町村が主導的に実施

するのではなく、地域が主体となって行う仕組みとしていることから、この絵にあります

ように、国や県や市町村は横からこの活動をサポートする仕組みにしています。主体は、

下にマルで示している活動組織であり、そしてその活動組織を地域協議会がサポートしま

す。この地域協議会は、県に１つ、もしくは地域の特性に応じて何カ所か設置し、県、関

係市町村、農業団体、ＮＰＯなどこの施策に関連する多様な団体で構成されて、活動組織

のルールや地域裁量の方針などについて定めていただきます。 

 次のページをお願いします。活動組織についても、農業者を主体としながらも、農業者

以外の多様な主体を巻き込むことがこの施策の重要なポイントです。地域の設定は、集落

単位や水系単位、事業単位など、地域の形態に併せた一番いい形をつくっていただきたい

と思います。 

 そして、当初、農業者以外の方を巻き込むということができるのだろうか、という話が

ありましたが、下のグラフにありますように、この 600地区の実験事業の結果、自治会、

老人会、女性会、ＰＴＡ、こういった方々の参加について、その実効性が確認できたので

はないかと思っています。 

 次に３ページでは、活動組織に実際に行っていただく活動内容を整理しています。農地

・水、そして環境に関する活動というのは本当に地域でさまざまだということが、この２

年間の調査でわかりました。ただ、それをどう制度設計に生かすかということになると、

それらの多様な活動を体系的に整理していくということが大切です。左下にあるように、
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最低限の活動をやっていただく基礎部分と、農地・水、環境の質を高める活動をやってい

ただく誘導部分と分けて、活動内容を整理しています。そしてさらに、実施に当たって施

設の機能診断をして地域のみんなで資源の現状を把握し、その結果、その資源をどのよう

に維持していくことがいいのかという計画をつくり、その計画に基づいて実践活動を行う。

そういった活動の中身も体系的に整理して、これを制度設計に反映させていこうと考えて

います。 

 具体的には活動指針でその活動を分類した上で、先ほどご説明した国と地域協議会の中

でそのルールを決めていくと。基礎部分については、基本的には国が共通の部分を規定し、

それについては必須でやっていただく。そして誘導部分については、地域によってさまざ

まな活動があるので、国が標準的なものを示した上で、地域協議会が地方の特性を踏まえ

て策定する、こういった地方の裁量性を効かせた形を考えています。 

 この地方裁量性の具体的なイメージについてですが、今年の実験事業において、雪国地

方や畑地帯など、地域によっていろいろな活動内容の違いがありました。これを国が示し

た標準以外に、地域協議会が各地域に合った取り組みやすい活動なり必要な活動を指針に

入れ込んで、この右側にあるような事例を体系化していくことにしています。 

 続きまして４ページをお願いします。具体的にそのような活動を整理した上で、今回の

施策のキーワードであります、効果の高い取組について記載しています。 

 （１）に「国が定める活動要件」と書いてありますが、大きく２つに分けて、１つ目は

効果の高い取組を効果的・効率的に実施する観点から、基礎部分と誘導部分、それぞれに

ついて要件化していく必要があることから、診断、計画、そして実践という一連の作業を、

活動としてしっかりやっていただくとことを要件としています。 

 さらに２つ目ですが、今回は農地・水・環境保全向上対策ということで、現状のままで

いいというわけではなく、やはり向上させることが必要であることから、一定以上の向上

を促すために、誘導部分の活動については現状の活動レベルよりも上げていただくことを

考えています。どのぐらい上げていただくかということが一番のポイントでしたけれども、

今年度の実験事業等の結果を踏まえて、今やっている活動項目数を倍ぐらいにしていただ

くことを施策全体の要件にしようとしています。 

 また、全国の集落なり地域で行われている活動の現状がどの程度か、モデル地区以外の

一般地区についても調べてみました。右側にありますが、農地・水の向上の部分について

は、今回我々が示している活動指針の中で、一般地区では約23％の活動項目をやっている
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ので、この施策を実施すれば現状から倍ぐらいまでは引き上げられるであろうという今年

のモデル地区の検証結果を踏まえて、活動数を全体の５割以上やっていただくことを要件

にしています。 

 それとあわせて、同じように環境についても、全国の一般地区で、現状でどのぐらいの

活動をやっているか調べてみますと、我々が想定しているリストの内、平均で 1.7個の活

動が行われています。これについても、倍ぐらいまで引き上げられるという考えで、４つ

以上の活動項目について取り組むことを要件としました。 

 ５ページには、これらの要件を具体的に整理しています。 

 次に６ページですが、そうした中で、地域協議会では、先ほどのチェックリストの活動

等について地域の裁量性で付加したりすることができます。農地・水であれば、国が示し

た活動項目以外に、寒冷地や雪国など、冬場にゲートや巻き上げ機が凍結してしまう地域

については、例えばスピンドルにビニールを巻くなど機能を維持するための特別な活動を

項目につけ加えたりするなど、地域の特性に合った形での活動ができるように裁量性を効

かせることができます。 

 それから環境についても、例えば滋賀県のように、非常に水質に関心が高い地域では、

地域協議会で水質に関する活動を要件化するなど、地域独自の裁量ができるようにしてい

くと。これも今回のモデル事業を通じて地方から挙がってきた意見ですので、それが実際

にできるような制度設計にする方向で考えています。 

 それから７ページは、これまでの検討会において議論されてきました、この施策と中山

間地域の直接支払いとの重複の関係です。基本的には、農地・水・環境保全向上対策と中

山間直接支払いは制度の目的も対象も積算の考え方も全く違うことから、両施策は両立し

得ると考えています。 

 ただ、両事業から支援を受ける地域では、その受給要件が一部重なるため、重複した活

動の数に見合う別途の活動を、追加してやっていただくという制度設計上の整理をしまし

た。 

 下の絵にありますように、Ａが農地・水の関係で、Ｂが中山間ですけれども、この農地

・水で実施する活動の総数がＡ個、中山間でやる活動の総数がＢとした場合、左側の絵の

ように、重複がなければそれぞれの支援金が支払われますが、活動の一部が重複している

地域については、Ｃという活動を追加することで、活動の総体数Ａ＋Ｂを確保し、両方の

支援を受けることができる、という整理です。今年の実験事業、 600地区の中でも中山間
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直接支払いの対象地区と重複する地区があり、このような仕組みであれば重複地域につい

ても取り組めるということが確認できましたので、これを制度に反映していきたいと考え

ております。 

 それから８ページをお願いします。先ほどご説明した活動とあわせて、より活動の質を

高める取組に対しては促進費というものをこの対策の中に組み込んでおります。それをス

テップアップ支援と呼んでいます。表が下にありますが、高度な農地・水の向上活動、そ

れから質の高い農村環境活動、そして安定的な共同活動の枠組みの構築ということで、大

きく３つの項目についてステップアップ支援というものを考えています。 

 １つ目は、活動組織の構成員による自主施工など、自分たちの力である程度の補修等を

行い、そして、その保全活動に関する手法習得の取り組みを行う。これは技術を習得する

ことによって将来にわたってさらに安定的に、しっかりとした施設の管理が取り組めると

考えています。また、２つ目として、今回の活動組織をより確固たるものにするという意

味で、例えばＮＰＯ法人化することにより、この任意の活動組織をさらに組織として安定

的なものにしていくような取組に対して、一定の促進費を交付するということをこの中に

入れ込んでいます。 

 次に９ページをお願いします。活動の質の確保に向けた取組のもう一つの視点として、

「質の高い共同活動を定着させる仕組み」について整理しています。 

この施策では、地域ぐるみで行う効果の高い共同活動が、５年間で、自律的に地域に定

着していくということが非常に重要です。地域の関係者で将来像についてしっかり話し合

いをして、活動組織を将来どういう形にしていくか、ということを体制整備構想としてと

りまとめをしていただくことを考えています。 

 この体制整備構想においては、現状把握、将来の体制の見通し、共同活動の将来像、将

来のあり方、そして地域農業との関係、このような幅広い観点から、活動組織を将来どう

いう形でもっていくのがいいのかという構想をこの５年間でまとめていただくことを考え

ています。 

 下に５年間のイメージ図がありますが、３年目、中間年ぐらいまでに構想をつくって、

最終年度にはそれを成案にして地域みんなの共通認識にしていくというふうに考えていま

す。 

 次に10ページをお願いします。こうした制度の設計や仕組みが、年末の概算決定に伴い

具体化され、年明けから説明会を行っています。地域では、４月から動き出せるように、
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活動組織の立ち上げに向けて鋭意取り組んでいるところです。そのためには、国、県、市

町村でいろんな支援体制をつくっていこうとしています。 

 特に国としては、先ほどのような活動計画をつくって活動要件に合ったような内容にし

ていくために、組織づくりの具体的なやり方を示したマニュアル等を策定し、それを地元

に説明して、スムーズに立ち上がれるようサポートしたいと考えています。また、ホーム

ページやパンフレットなど、いろいろな情報提供を行ったり、相談窓口をつくるなど、地

元での立ち上げに向けた支援体制を組んでやっていきたいと考えています。 

 それから11ページですが、具体的な支援のあり方として、交付されたお金の使い方につ

いても、なるべく地域が自由に使えるように、活動計画で活動を実践するために位置づけ

られたものであれば、どのような形でも基本的には使っていいのではないかと考えていま

す。これについても、地域協議会が定めた、地域の裁量の中でやっていただくのが適当で

あろうと考えています。 

 参考に、今年のモデル事業地区の支援交付金の使い道はといいますと、前回もご説明し

ましたが、下の円グラフのように、総平均とすれば、基礎部分の活動経費が支払われたお

金の36%、赤い部分の農地・水向上が28％、それから黄色の農村環境向上部分が22％、こ

のような使い方がされています。 

 最後の12ページをお願いします。制度のスキームもおおむね固まりまして、具体的に、

この施策評価をこれからどう考えるかということを、現在検討しています。 

 まず、「評価の対象」として、①の農地・水の視点が１つ。それから②として、生態系

や景観、いわゆる環境の視点。そして③として、ステップアップという、さらにより質の

高い取組に誘導する自律的な成長・発展の促進、これらが評価の対象になるであろうと考

えています。その上で、この活動が地域に定着して持続的に発展していくための呼び水と

して、地域社会機能の強化にも役立つ、そういった視点もあわせて評価する必要があると

考えています。 

 具体的な評価の手法ですが、極力、定量的な評価をし、チェックリストから、活動を実

施することにより現状がどう増加したのかが把握できるところについては定量的な評価を、

その他についてはいろいろなアンケート調査や意識調査など、そうした定性的な評価手法

を使って施策評価に反映させていくということを今考えています。 

 この具体的な手法については引き続き検討していきたいと思っていますが、いずれにし

ても、この施策が動き出して、実際に我々が期待しているような評価、効果がどうである
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のかを確認するため、そして、その後また修正したり見直しをしたり、さらに次につなげ

ていくために、この施策評価というものは非常に重要だと思っていますので、このような

視点でさらに検討を進めていきたいと思っています。 

 以上です。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただいた内容につきまして、ご質問、あるいはご意見があ

れば承りたいと思います。どなたからでも結構でございます。 

 それでは、硲委員、どうぞ。 

○硲委員  このステップアップの関係ですけれども、具体的に数値というものが今示さ

れておりませんけれども、もう少しご説明ください。 

○生源寺座長  そのほか、いかがでございましょうか。 

 三上委員、どうぞ。 

○三上委員  ２～３点。まず、前回も質問したと思うのですが、１月の末の時点で各町

村の予算も決まったと思います。実際のところどのぐらいの割合で具体的に取り組む活動

組織があるのか、わかっている範囲で構いませんので、その辺、１点。 

 それから、９ページの質の高い共同活動を定着させる仕組み、５年間の計画で、３年目

に見直しということですけど、３年目って基本計画の見直しも一応入ってくるので、そこ

との整合性がなければ、現状の水環境資源の制度の見直しだけでは、多分、地域の方も困

るのではないのかなと思って、その辺の整合性をどうするのか。 

 最後の評価のところも同じ理屈なのですが、一定の評価はするのですが、来年、19年度

から品目横断とかさまざまな新たな施策が始まったときに、担い手がどんどんできてくる。

できてくると同時に、多分、離農する農家、やめる農家、極端な話ですけれども、両極端

に分かれると思うんです。その辺の評価、３年後って、多分、明確にもっとそういう色分

けができてくると思うんです。そこは、この農地・水・環境資源としてはいいかもしれな

いですけれども、品目横断とかさまざまな施策の方で外れて、こっちの農地・水の意図し

ない部分も多分出てくると思います。その辺の評価の仕方をどうするのか。 

 その３点、お願いします。 

○生源寺座長  ありがとうございました。今のお二方のご質問は、議論の前提になるよ

うな確認の要素もあるかと思いますので、まずわかる範囲でお答えいただけますでしょう

か。 
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○坂井集落排水・地域資源循環室長  それでは、硲委員からございましたステップアッ

プの関連でございます。８ページにありますように、効果的な資源保全活動の定着を図る

という観点から、例えば、地域の関係者で集まって直営施工、自主施工によって施設の部

分的な補修を行ったり、あるいは環境保全のための水田の魚道の整備をしたり、そのよう

な活動を対象としています。また、場合によってはＮＰＯ法人化という方向をとる場合も

あるかと思いますが、そういったそれぞれの項目につきまして、５年間の中で、何年度目

にどういった取り組みをやるのかという計画をまずつくっていただくことを考えています。

 これはそれぞれの年度において、ある規模以上で取り組むと何点という形で、それぞれ

の活動のレベルをポイント化することを考えていまして、その５年間の合計点数が一定以

上あれば、支援を行うことを考えています。具体的には、高度な農地・水向上活動によっ

て、自主施工で破損した水路の一部を布設替えするような場合については例えば20点とい

うポイントがありまして、そういったものが５年間で 100ポイントあれば、年間20万円ず

つを、基礎支援に加えて追加で支援をしようということです。また、それが 200ポイント

になれば年間40万円ということで、一応２段階で支援のレベルを考えているところです。 

○仲家地域整備課長  それから三上委員から、前回もありましたが、今の地域の要望な

り予算的なものがどのぐらいかということですが、これは概算決定が12月にされまして、

要求どおり、約 300億がつきました。そして、具体的な施策の制度設計については、概算

決定後に要件的な話も含めて、詳細資料を年末にお示ししました。そして、年明けから一

斉に全国でこの説明会をしています。そうした説明会の中で、４月から実際に地域で取り

組むにはどのような計画をつくって、どのような活動をやっていただかなければいけない、

という具体的なものを示しましたので、今の段階で、どのぐらいの面積、どのぐらいの活

動組織が出てきそうかということについて、まだ数字的にはお示しできない状況です。 

 ただ、これまで地方財政が厳しく、なかなか地元が取り組みたくても取り組みにくいと

いうことから、地方財政措置について地方からたくさんの要望がありました。それについ

ては、12月の段階で、国の予算決定とあわせて、地方負担については同等規模の地方財政

措置を講じていただく方向で総務省からお話を聞いています。これまで心配があった地方

財政措置について一定の方向性が出されましたので、それを含めてこの１月から最後のと

りまとめをやっていただいており、我々が想定している取組範囲に近づくように、今、鋭

意、国と県と市町村含めて地元の方に説明し推進しているところです。 

 それと、先ほどの評価の関係で、９ページのところですが、この５年間の中で、体制整
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備構想の３年目の中間評価のところが、基本計画等の見直し時期や他の政策の見直しの時

期と重なったりするのではないか、ということでしたが、その整合につきましては、中間

年評価のときに、構想を策定するための前提条件として、そのときの農業情勢や大きな政

策の見直し状況などを反映させていくことになるのではないかと思っています。 

 ですから、具体的にどういう整合になるかということについては、地区ごとでこの活動

をしながら、その時点の構想をつくっていくということで、全く別途につくるということ

にはならないと思っています。 

 あわせて、施策評価の最後のところについても、これは品目横断やその他の農政とまさ

に一体の施策としてやっていますから、この施策が単独で当初の効果が発揮されているか

ということを評価する視点とあわせて、農政改革の一つの施策としてこの資源保全がどう

いう効果なり所期の施策効果を発揮しているかということは、当然この施策評価の中で加

味しながら整理していくことになるので、この資源保全の中だけで評価する部分と、周辺

の施策との関連性というものも同時に整理していくことになると思っています。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、三上委員、関連だと思いますので。その後、立花委員、お願いいたします。 

○三上委員  施策評価のところはまあまあ、多分そのぐらいじゃないかなとは思うんで

すけど、１つひっかかるのが、９ページのところの基本計画の見直し、３年目が基本計画

の見直しで、そこで中間評価、構想の案を見直すと。そもそもこの水環境資源というのが

担い手に農地を集約する基本計画の担い手の部分をより補完するためのものだったと思う

んですよ。私のイメージ、間違ってなければ多分そうだと思うんですけど。だから、体制

整備の内容の４番目のところが一番のメインで、そこが多分成り立たないと、幾ら水系を

管理したところで、農地を管理したところで、その受ける担い手がいない。だから、その

ための基本計画の見直しが今の19年度から３年間の評価と果たしてリンクできるのかなあ

と。この３年間というのは決まったことじゃなくて、３年間はまだ経過措置ですよね。基

本計画の品目横断とかさまざまな部分が。その３年後のところで中間評価というのを本当

にできるのかなと。 

 多分、そこでもう一回、地域としては、極端にいえばガラガラポンでやるかもしれない

し、またつくり直さなきゃならないしというのが、自分のところとしては、この水・環境

資源より、農業者として心配しているところなんですよ。極端にいえば、もしかしたら、

農業者としては、水・環境資源も確かに必要だけど、水系整備も必要だけど、自分として
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生きていかなきゃならないときに、本当にこういう取り組みまでやっていけるのかな。極

端にいえば、今自分の集落で30人いるのが５人になるかもしれない。３人になるかもしれ

ない。そのときに果たしてこの制度だけで水系を維持できるのかなという部分も心配して、

本当にこれでいいのかなというのが素朴な質問なんです。だから、どこにメインを置くの

かなと。私も、いっていることがだんだん混乱してきてよく説明できないんですけど、そ

の辺が今一番の心配なんですよね。 

○生源寺座長  ありがとうございました。全体として農業の、あるいは農村の構造が大

きく変わっていくだろうという、そのことのイメージがやや希薄なんだろうと思うんです

ね。ご意見として受けとめていただければと思います。 

 それでは、立花委員、どうぞ。 

○立花委員  前回、私、欠席したので、もう既にお話が出ていたら終わりにしますけれ

ども、今ご説明いただいた中の一番最後の施策の評価のところですね。ここのところが、

ご説明の中で私は一番関心をもったんですが、全体のお話の中で、現場の活動組織、ある

いは県レベルでの地域の協議会とか、いろいろ裁量の余地を与えるという、従来の補償金

というか、そういうことの弊害の是正ということで使い勝手をよくすると。これはこれで

私は大事だと思うんですが、ただ、今の三上さんのお話に関連していえば、これは社会政

策というか、あるいは地域政策として行われるものだということで、農業政策と、その辺

は密接不可分とはいえ、社会政策、あるいは地域政策としてやるということで裁量の余地

が大きければ大きいほど、逆にいうと、説明責任というか、いわゆるアカウンタビリティ

が求められるだろうと私は思います。特にタックスペイヤーに対してですね。 

 そうだとすれば、この施策評価の中で、例えばすべての活動組織、あるいはすべての支

援協議会ごとに、収支決算とか、あるいは活動の概況をきちっと年１回公表させると。端

的にいえば、裁量の余地が大きいほど、逆にいうと、悪用ということはちょっと言葉が過

ぎるかもしれませんが、いろいろ不適切な使われ方も容易に想像できるだけに、収支予算、

少なくとも収支決算については、どんなお金をどの程度、何に使ったのかという、あるい

はそれによってどの程度効果が上がったのかということをきちっと外から、外部の地域住

民なり、あるいはほかのタックスペイヤーの方々がチェックできるように、各活動組織、

あるいは地域協議会ごとに、収支決算書なり、あるいは活動の概況なり、そういったこと

は公表していただきたいなという点が第１点ですね。 

 それから２つ目が、その下の施策評価のところの評価の項目とか、あるいは評価の考え
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方、これは今の三上さんのお話に関連して非常に大事だし、一方では非常に難しいなとい

う感じがするんですね。ですけど、これからいろいろ詰めていきますというのが先ほどご

担当の課長のお話でしたので、今後の検討をぜひ詰めていただきたいと思うんですが、や

やもすると、私ども、この施策評価の中で、例えばがけ崩れの箇所を少なくするというこ

とを施策評価の目標に掲げると、そうするとがけ崩れの工事箇所をたくさんやるというこ

とが評価の目標になりかねないと。だけど、要は、がけ崩れを起こすことによって人命な

り財産を失わないようにすることが究極の目的だとすれば、がけ崩れを起こさないように

することという、そういった政策目標よりも、むしろそれを達成するための手段としては、

がけ崩れが起きそうな場所に人とか建物を建てないと、そういった選択肢も当然あり得る

わけで、この施策評価の項目とか、あるいは評価の考え方のところはぜひ主客転倒しない

ように。ただ工事をやればいいとかにならないようにしていただきたい。 

 例えばＮＰＯ法人を新しくつくるということになると、一方では既存のＮＰＯ法人を使

って全然問題ないわけで、そういったことで、この評価のところを、どういう項目を立て

るかというのは、これはまさに千差万別でしょうけれども、成果とは関係ないような、た

だ仕事をやったということにならないように、現場ではとかくそういうふうになりがちな

ものですから、この評価のところは、これから県と詰めていかれるということなものです

から、このところが、願わくば、今、三上さんがおっしゃったように、構造改革とも整合

性とれた形で両々相まっていくことになるということになるように、この施策評価の項目

とか、あるいは考え方をぜひ慎重にご議論、検討して詰めていただき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。 

 それでは、澤井委員、神田委員、それから三野委員、鷲谷委員、こういう順番でお願い

いたします。 

○澤井委員  私も、今の施策評価のところで関連の質問と意見をいいたいと思います。 

 １つは、この施策評価は国がやられるということのご説明でしたけれども、地域協議会

の役割がどういう形なのかというのをちょっと教えていただきたい。何らかの形で参加す

べきだろうと思うんですけれども、その辺の地域協議会の役割がどうなるか。 

 それから３年目の中間の評価の段階で、先ほど来お話が出ていますように、農業者、３

年たつとかなり担い手が例えば脱落するとか、老齢化するとか、いろいろ地域の条件が変

わるとかで、そういうことは想定してないんだろうけれども、極端な話、そのまま継続で

きないような地区が出てきたときにどうするのか。例えば地区の入れかえのようなものが
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あり得るのかどうかという点が２点目ですね。 

 それから３点目は意見なんですけれども、今のお話とほとんど一緒だと思いますが、評

価の項目を読みますと、これは確かに成果指標、つまりアウトカム指標的表現になってい

るんですが、その右側の考え方をみますと、大半がいわゆる出力指標、つまり、アウトプ

ット指標的な形ですね。参加実績とか参加した団体の数とかいうことで、いわゆる成果指

標、アウトカム指標を課してないんですね。ですから、難しいと思うんですが、そのアウ

トカム指標化をするという意味で、確かに定性的なところでアンケート調査をするという

のが、多分アウトカム的な部分をできるだけここでという設計意図だと思うんですが、必

ずしもそれだけで成果指標になっているか。特に当事者からのアンケートですから、活動

当事者からのアンケートで客観的な成果指標になり得るかという問題もありますので、こ

れは今後の設計の問題だと思いますけれども、客観的なアウトカム指標化をする何か工夫

というんですか、そういう意味でも、できるだけ外部、当事者でない、ないしは国が客観

的につかめる指標に着目して、少し成果指標化をご検討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。 

 それでは、神田委員、どうぞ。 

○神田委員  いよいよ本格的にスタートしようというその目前に迫ってきている今だと

思うんですけれども、そういった中で、三上さんのような本当に現場をよくご存じの方が

まだまだ心配をなさっているということにつきまして、本当にこれがうまくいくんだろう

かというような心配が少し、今お聞きしていてありました。いろんな方々を巻き込んでや

るということですけれども、実際には農業従事者の方が中心になって進めていっていただ

かなければ動いていかないと思いますので、ぜひその辺のところを、基本的なところです

ので、議論を尽くしていただきたいなと思っております。 

 そういったことと、幾つか細かいことで恐縮なんですけれども、お聞きしておきたいと

思います。３ページのところで、いろんな方々を巻き込むという理由は、社会的な共通の

資本であるという、そういった価値観のもとにみんなが集まっていこうということだと思

うんですが、そういったときに、私的な部分と社会的な公的な部分との境目といったらあ

れなんですが、右下の枠のところに「モデル的支援を通じて判明した特定地域における共

同活動」というのがありますけれども、例えば境目がわからないなあ、あいまいかなあと

思ったのが、ちょっと小さいことなんですが、霜を防ぐ期間の茶園ですね。こういったこ

とになってきますと、この辺は本当に個人的な話なのではないかということがありますの
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で、支援をするということがありますので、もう少し明確にできるところは明確に分けた

方がいいんじゃないかと。ここが対象であれば、それなりの理由がわかるような表現をす

べきではないかと思います。 

 それから次の４ページのところで、活動の要件で、活動項目数を現状から２倍というこ

とで、現状を基本にして２倍という要件になっております。これは実際に一般地区のとこ

ろの 435地区を調査した結果出してきた数字であるということはご説明がありましたけれ

ども、ただ、ここの数字というのは平均の数字でおっしゃっておりますので、実際に取り

組みの状況に多い少ないのばらつきがないのかどうかということが気になりました。ない

のであればこれでいいと思いますけれども、例えば実際にもう既にたくさん取り組んでい

るところが２倍ということになりますとかなり大変ということになりますし、ほとんどや

ってないところの２倍ということですと、少しでも対象になるということですので。でも、

既にたくさんやっているところには支援しなくてもいいだろうというお考えがあるのかど

うか。その辺のところをもう少しわかるようにお願いいたします。 

 それから、５ページの右下の枠に「遊休農地発生防止のための保全管理」というのが実

施活動の一番上に書いてありますよね。私が遊休農地ということのとらえ方がわからない

のかもしれませんが、保全活動をすることによって遊休農地の発生が防止できることなの

かどうなのかというあたりがよくわからないので、そういうことなのでしょうか。要は、

遊休農地発生防止というのが保全管理ということで防げる問題なのかどうかというのがち

ょっと理解できないということです。 

 それからもう一つですけれども、もしかしたらもうお聞きしていると思いますけれども、

お金の使い道のところで、そうすると11ページになるのかもしれません。円グラフがある

ところですね。７の「支援のあり方」というところの小さな枠に、 600地区のところで使

ったものということの例だと思いますが、活動参加者に支払った労務費だとか、一番下の

ところに賃金というような表現がございます。こういったことに使って悪いということで

はないと思いますが、このことについての考え方の整理というのでしょうか、そういうの

はなされているのかどうか。やはり圧倒的にボランティアという形で参加するようなこと

だと思いますので、考え方の整理があったのかどうかということを確認させていただきた

いと思います。 

 それから評価については、何人かの方がおっしゃってくださったことと共通でございま

す。 
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○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、三野委員、どうぞ。 

○三野委員  今お話がありましたし、また、さっき澤井委員からもありました評価に関

してですが、評価の位置づけというか、役割というのが多少混乱しているのではないかと

いう気がいたします。 

 と申しますのは、先ほど、今回の説明で、私自身、この制度の姿がよくみえてきたと思

います。その中で、従来のいろんな公共事業でも地域づくりでも、マスタープラン型とい

う形で、目標、目的をしっかり見据えた中で計画的にそれを整理していくときの評価の役

割、位置づけと、それから今回のはどうも順応型管理、どちらかというとシナリオ型とい

われる新しいまちづくりとか地域づくりの手法に対応すると思われ、ＰＤＣＡサイクルを

どう回すかということが問題なんですね。個々の項目もさることながら、それをどう立ち

上げるかというので今かなり苦労されているんですが、これからは恐らくこのサイクルを

どう維持していくかというあたりが先ほどの３年目以降の課題の中に含まれていて、その

辺の整理をいただくと、シナリオ型だったら目的はその都度変わってくるわけですね。順

応型ですから、評価しながら目的を定め、さらにそれをプランに反映して、アクション、

チェックという形で評価をしながらぐるぐる回していく。そのときの評価とは全く違う意

味をもっていると思います。その辺がどうもこのご説明の中では混乱しており、少し仕分

けする必要があるのではないかと思います。 

 私自身は、むしろこの資源保全の制度そのものはこの新しいＰＤＣＡサイクルを回して

いくシナリオ型という、初めての仕組を構築していこうというところに意義があると思っ

てますので、そうしますと、マスタープラン型とこのシナリオ型の違いというのを明確に

することによってこの制度の意味が非常に明確になってくると思います。マスタープラン

型、多分これに対応するものは、農村環境マスタープランでしられており、両者をきっち

りと仕分けしながら、農業農村整備事業を入れていくときに目標設定をするという仕組み

ができてますよね。それとの関係、その中にはめ込んで説明いただくと、ひょっとすると

今の違いみたいなものが明確になるし、あるいは、互いに補完しながら、新しい形の農業、

農村整備をどう進めていくかというアクションプランにうまくこれがつながっていくので

はないか。そういう意味で、評価、あるいはＰＤＣＡサイクルそのものを動かすような中

身に整理をいただきますと、今のような話が明確になると思います。 

 それからもう一つ、評価の問題は、これは施策評価の方ですが、どちらかというと、こ
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れだけの制度を新しくつくって、これだけの予算を投入して、そしてこれだけの成果が上

がったということを国民に向けて発信するという意味の評価と、それからもう一つは、こ

の制度そのものを改めてもう一度見直して、途中で制度を少しずつ修正を加えていくため

の評価という位置づけは少し違うような気がします。 

 多分、今、課長のご説明の中でも、これからこの評価については整理をこれからしてい

く段階だとおっしゃったのですが、その辺も見据えながら、発信するのと、制度そのもの

を改めて改良していくための評価を少し整理いただくと、先ほどご議論あったところがか

なり明確になるのではないかと感じました。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、鷲谷委員、どうぞ。 

○鷲谷委員  私の専門の生態系保全に関して、テクニカルなんだけれども、評価や説明

責任においては本質的だと思うことに関して意見を述べたいと思います。 

 それは、評価の対象ということは活動の対象でもあるんですけれども、そういう生物に

関して明確な限定をしなければいけないということなんですね。例えば12ページの「施策

評価」のところに、農村環境に「生き物や植物が増加し」という言葉がありますけれども、

これは余りにリテラシーの低い書き方であって、ふえては困る侵略的な外来生物というも

のが今の日本の環境の中には蔓延しつつありますし、どんな生き物でも、生態系サービス

にとって同じような意味があるわけではないんですね。それで、ふえてほしい、あるいは

減らさないようにしたいというのは、水田やため池など、豊かな農村環境を指標するよう

な生き物についてはふやしたいし、あるいはふやすことが難しかったら維持することが重

要なんだと思います。 

 それで、やはりリストなしにはそれはできないと思うんですね全国のリスト、地方でつ

くるべきだという意見があったら地方でもいいんですけれども、もう既に、例えばレッド

リストという形でつくられていたり、恐らくこちらの政策にかかわってもいろいろなリス

トが用意されていると思いますので、そういうものを挙げて、やはり農村の生態系を、健

全な生態系を指標する生物をふやすという観点が必要だと思います。 

 それから、その生き物の限定という意味でもう一カ所、その生き物に関する言葉が出て

きているのが６ページです。６ページの下の段の一番右側に「希少種の存在が確認されて

いる地域」と書いてあるんですけれども、希少という言葉は地理的な評価軸でもとらえる

ことができますし、どんな環境で生きているかという生息・生育環境の軸でもとらえられ

 

15



ますし、個体数がわずかしかないという数の観点からもとらえられて、非常に多義的な言

葉なんですね。なので、ここには余りふさわしくなくて、先ほど述べたような言い方をす

るなり、保全上重要な種という言い方をして、どこかにリストが用意されているというふ

うにしないと非常にあいまいになってしまって、何をやったらいいかがわからないことに

なると思います。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、ここで一たん委員の皆様からのご発言については切りまして、役所の方から

ご回答いただきたいわけですけれども、できれば手短に、かつ、今答えられないことは無

理に答えていただく必要はないかと思いますので、考えていただくべきご指摘がいろいろ

ございましたので、よろしくお願いします。 

○仲家地域整備課長  それでは、立花委員からありました説明責任に対する外部的な審

査をやるべきだということについてですが、今の仕組みは、国に第三者機関を置いて全体

的な施策評価をこの事業期間中にやるということとあわせて、都道府県レベルでもそうい

う機関を置いて評価していこうと考えています。先ほどいわれた、もう少し具体的な収支

決算とかいろんな内容をどこまで公表するか、それについては今後また検討したいと思っ

ております。 

 それから評価については、いろんなご意見をいただきましたが、まだ十分詰め切れてな

い部分がありますし、今、鷲谷委員がいわれたようにこの記載事項についても、表現上十

分練れていない部分がありますので、そこは今後しっかりと整理をしていきたいと思って

います。 

 次に澤井委員から、実際にこの５年間の中で、地区の入れかえは有り得るのかと。いろ

いろ事情によってやむを得ない場合等についてはその制度の中で対応し得るようにしたい

と思いますが、継続的にこの資源をしっかり将来にわたって維持する仕組みとして支援す

ることから、５年間、一定の計画に基づいて維持するということが基本ですので、変更が

あればすぐにそれに応じて形を変えたり、途中でやめてしまってもいいということにはな

らないのではないかと思っています。 

 あと神田委員の方からも、要件を倍以上にすることに対して、既にたくさん取り組んで

いるところについてはさらに倍以上やることは難しい、そこはどうなのかということです

が、地区ごとに、必ず倍にしなければいけないということではなくて、要件の５割以上と

いう概念、その考え方が、全体的な地区の現状から２倍というも要件を導き出したという
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ことです。 

○生源寺座長  私的な領域と公的な領域の境界線、それから労務費への支払い、必ずし

も否定はしないけれども考え方の整理をされたかといったようなところがあったと思いま

す。 

○坂井集落排水・地域資源循環室長  私的な部分と公的な部分の境目という話ですが、

この対策においては活動指針に位置づけられた項目をやっていただくということで、私と

公の間にある共同の部分、そういったものを対象にしています。 

 具体的にご指摘がありました防霜期間の施設点検というのは、あくまでみんなで使って

いる施設の点検をきちっと共同活動としてやっていこうということでして、実際、防霜の

ための営農活動そのものについては個々の農家にやっていただく話ですので、そういうも

のは対策の対象とはしていません。 

 それから、遊休農地の保全管理についてですが、基本的に農地を農地としてきちっと保

全管理していくために、何らかの要因によって遊休化しているようなところがあれば、少

なくともそこは雑草をきちっと刈る、あるいは潅木が生えないように保全管理する、畦畔

を維持管理する、そういった取組を地域共同で行っていこうと考えています。 

 それから支援交付金の使途ですが、これは各地域によって工夫してやっていただきたい

と思います。基本は活動指針に位置づけられた共同活動に使っていただきますが、それが

共同活動を効果的にやっていくために、労務費なり、あるいはこの活動組織をとりまとめ

るための何らかの事務的経費に必要であれば、十分この活動組織の中で議論した上で地域

の実情に応じて使っていただくというような仕組みにしています。 

○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、曽根原委員、それから合瀬委員、あと宮城委員、お願いいたします。 

○曽根原委員  評価の点でご意見を述べさせていただきます。 

 評価における提案をさせていただきたいと思います。この評価項目というのはこれから

いろいろ吟味されるんだと思うんですけれども、その上での提案です。今回の政策が農地

・水・環境保全向上施策というふうに銘打っておるわけですけれども、その中で重要な目

標設定とすると、やはり遊休農地を減らすと。今どんどんふえているわけですけれども、

今後も恐らく高齢化と過疎化でどんどんふえることが予想されますので、この施策を導入

することで、またこのふえていく遊休農地のスピードがとまらなければ何の意味もないと

いうことはあるかと思います。ですから、定量的評価として遊休農地の増加率を低下させ
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るという数値目標は確実に入れるべきだと思います。そこがあいまいだと何のためにやっ

ているんだということになるかと思いますので、この定量評価は完全な数値目標として入

れるべきだと私は思います。 

 もう一方の評価ですけれども、先ほど三野委員からも、今回の政策がシナリオ型である

というお話がありました。その中でＰＤＣＡサイクルをいかに回せるかということがポイ

ントになるかと思うんですけれども、これから農村においてこのシナリオ型、ＰＤＣＡサ

イクルをいかに回せる人を育てていくかということが大変重要で、その意味では、今回多

様な主体の参画を得ながら、人材育成をしながら農村をどういうふうに回していくかとい

うことになる、そこがまた１つポイントになると思いますので、その意味からいうと、定

性的評価という意味において、いかに、この人の評価、多様な主体、人を参画できたかと

いうことであったり、ＰＤＣＡサイクルを回せる人をいかに地域で育てていったかという

定性的評価というのも一方では必要じゃないかなと思います。ですから、定量的評価とし

て、先ほどいいました遊休農地のこと、あと定性的評価として人の要素というのを両立的

に入れるべきじゃないかと思います。 

 この２点を提案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、合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員  すみません。私も前回ちょっと休ませていただいたので、議論されたかと

思いますが、要するに面積に対する支払いの金額の考え方なんです。表でいいますと６ペ

ージと７ページなんですが、地方で裁量をある程度認めますと。６ページでいいますと

「活動要件に関する地域協議会における裁量」で、一番下に、「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」と。要するに、地方でそれほどお金が

出ないときには、ある程度活動項目を減らして面積を広げることにしたらどうかというこ

とが１つあると。 

 一方で、こだわって大変申しわけないんですが、中山間地支払いとの調整で、かぶった

部分を活動をふやすことで金額は同じにすると。これは前回、前々回も、私ちょっと意見

を述べさせていただいたんですが、これは考え方としては、お金を減らすということもあ

り得るわけで。中山間地のダブりの部分はですね。で、全体のこの施策でカバーする面積

を半分、工事面積の半分ということなんですが、この部分のダブりをより広い、さらに施

策の対象にすることもできるわけで、ここのところの考え方がいまひとつ私には理解でき
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ない。多分、その一つ一つの活動が一体どのぐらいの単価であるか算定しにくいというと

ころはあるかと思うんですが、ただ、 4,400円を算出したときに、一体この活動について

幾らかかるかというのは算出したはずで、これはそんなに難しいことじゃないと思うんで

すが、そのあたりの説明のところをきちんとしていただかないと、同じ面積でやる活動に

ついて、非常に価格が、そこに落ちるお金が少ないところとかなり手厚いところと出てき

て、活動の数そのものは違いがあるんですが、結局は地方財政によってすごくきれいにな

るところとそうでないところが出てきて、これは施策として、考え方としてどうなのかな

ということがあります。ここのところ、やっぱり一度きちんと整理する必要があるのかな

ということは、すみません。こだわって申しわけありませんが、もう一度説明していただ

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、宮城委員、どうぞ。 

○宮城委員  私の方は８ページのステップ支援のことについて確認しておきたいんです

けれども、このステップ支援は、より効果的なといいますか、ステップアップするような

項目が活動に入っていればプラスアルファがあるということですよね。結果的にこれが実

現したからプラスアルファがあるではなくて、活動の段階に入っていればプラスアルファ

があるということだと思うんですが、そうしますと、私は本当に自主施工とかＮＰＯ法人

化がステップアップだと考えていいのかというのはやや不安を感じるんですね。もちろん、

自主施工ということが出てくるもとには住民みずからが保全活動できる力をつけるという

意味で自主施工ということが出てくるんだと思いますし、ＮＰＯ法人化というのも、主体

がより継続的な体制を充実させたその一つのあらわれとしてＮＰＯ法人化があるんだと思

うんですけれども、逆に自主施工とＮＰＯ法人だけが目標になってしまうというのはちょ

っと不安な感じがします。コミュニティを支援するということが、それでいいのかなあと

いう気がちょっとしております。 

 もちろん、これはスタートするに当たってこれ以外の項目がなかなか出てこないという

ことがあるのかもしれないんですけれども、やはり経過をよくみていって、ただＮＰＯ法

人化する、ただ自主施工するということではない、ちゃんと実を、本当の目標を見極めた

ステップアップ支援になってほしいなと１つ思っております。 

 それからもう一つ、９ページの構想をつくるという、これは非常に重要なシナリオ型の

特徴を端的にあらわしていることではないかなという気がするんですけれども、つまらな
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いことのようなんですが、「体制整備構想」というネーミングはどうかなという気がちょ

っとしているんですね。５年間取り組んだ結果として、さらにその先にビジョンを住民自

身がつくっていこうというときに、構想はいいと思うんですが、体制整備なのかなあとい

う気がちょっとしておりまして、思いつかないのですけれども、何かいい構想の名前があ

るといいなあと思います。委員の先生からもお知恵があるとうれしいです。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、鷲谷委員、どうぞ。 

○鷲谷委員  既にほかの委員からその論点は出されている私的利益、地域的な利益と、

もっと公益性の高い活動というのが今は同列に扱われているという問題なんですけれども、

やはり何らかの形で軽重をつけることが必要じゃないかと思うんですね。私の専門に近い

環境の分野でしたら、非常に客観的にこういう活動は公益性が高いという判断ができます。

それは環境に関する国際条約の目標に資する活動や推奨されている活動というのは公益性

が高いというふうに判断することができると思うんですね。 

 例えば気候変動枠組み条約、生物多様性条約、ラムサール条約などは、農村の環境にか

かわる活動とどこかで接点があると思いますので、そういうものについてはやはり公益的

な観点から支持できるんだけれども、例えば植物に関する活動として絶滅危惧植物の保全

活動でしたら、それは生物多様性条約と深くかかわりがある活動になります。ですけれど

も、園芸植物を水路に植えるということは、その地域の、ふだんそこを通る方がみて楽し

むだけの私的な利益に近いものになると思うんですね。そういう判断をしないと、今それ

がごちゃごちゃになった状態ですので、十分説明責任を果たし得ないのではないかと思い

ます。今は、だから、どこの項目も同じ点数なんですけれども、それでいいのだろうかと

いう、そういう疑問です。 

○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、浜本委員、どうぞ。 

○浜本委員  今の鷲谷委員のことにも関連するんですが、ほかの委員の方々からもほと

んど出ているんですが、評価の方法のところなんです。すべてのものをほとんど国と地方、

都道府県、あと各組織から出される実情、状況だけで国が判断したり評価しましても、こ

れはいうなれば内部評価ですね。本当にやっていることがきちんとできてきたのか、どれ

ぐらいのレベルのものになっているのか、正しいと思ってやっていたことが実はちょっと

方向が違っているのに、書面上は正しいといって自分たちはやりましたというふうに書か
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れても、それはそれで評価されてしまうというのではなくて、毎年というのは難しいかも

しれませんが、どこかで、これはステップアップのところにもつながると思うんですが、

きちんとした専門的な外部評価。各分野ごとのですね。 

 先ほど鷲谷委員おっしゃったように、生物相に関することにしましても、この中には、

先ほどお話があった希少種のことだとか、生き物がただふえればいいということ以外にも、

外来種の駆除という分野もありますが、そこのところも、全国のエリアでよそから入って

きたというものがその場所では在来だったりするものもある。それは植物にしても何にし

てもですね。そういうものが、地域性が北から南までとてもありますし、水路のあり方や

それぞれの農地のあり方、その周辺の方たちの生活の状態などによりましても、そのあた

りはより細かい、より専門的な外部評価が入る仕組みをとって、その上で出てきた評価と

いうものに対してどのようにサポートしていくかということの方がより重要なのではない

かなと感じます。 

 ５年後の、５年間の計画がありますが、その中でもきめ細かく評価していったり、その

ことに対してそれぞれにあわせた、状況に応じたサポート体制をどのような形でとってい

くかということがここには余り明示されていないので、そこのところもより詳しく書いて

いかないと、現場はかなり混乱するか、途中でだんだんと過ごしていくところもあるでし

ょうし、より高いものを目指していったとしてもやり方がわからない。そのときにどこに

聞けばいいんだということにならないようなきめの細かい施策を今のうちに考えておいた

方がいいのではないかと感じます。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、硲委員、どうぞ。 

○硲委員  それぞれお話ありましたけれども、私、冒頭にこのステップアップのことを

ご質問申し上げたのは、都道府県でも自治体でもものすごく温度差はあると思うんですけ

れども、要するに、補助政策になじまないのを単独事業でやっておる。原材料を支給した

りとかいうようなことで、このＮＰＯの組織化云々なんていうのは別ですけれども、結果

的に現場の対応というのはやっておるわけです。その辺を広くこの施策でカバーいただく

ということは、私、大歓迎なんですけれども、要するに首長とか担当職員が熱心なところ

と熱心でないところとものすごくこういう施策は違いますから、その辺との整合性をしっ

かりやって、各都道府県単位から市町村まで、こういう施策を取り入れますよとやってい

ただかないと、今、予算編成のまっただ中ですけれども、ダブったりして混乱する、逆に
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いえば可能性もなきにしもあらずと思います。自分の現場で考えましたときね。 

 そういうことをひとつお考えいただいて、ぜひともこういうことでバックアップいただ

くということは農民以外の皆さんにも利益還元になることですし、私は、施策としては大

変いいことだと思うんですけれども、手法だけは間違いないようにしてください。自治体

と綱引きみたいな話になる可能性もなきにしもあらずですから。 

○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、三上委員、どうぞ。 

○三上委員  確認と質問です。19年からこの政策がスタートしますけれども、19年でス

タートしたら追加のスタートはありなのかなしなのか。今の現状で予算が決まってない中

で、たまたま地元の事例ですけれども、隣の市はやらないとか、うちの町はやるとかいう

のがもうちらほら聞こえてきてますけれども、それって、役所の方で目指している数量ま

でいかないときに後発組のスタートもあるのかというところが１点と、ちょっと気になっ

たのが９ページのところで、５カ年の計画のうちの３年目で一定の評価を、計画の見直し

なりするということで、一番心配しているのが、初年度目につくった計画を履行できない

状況もあり得るかもしれない。そのときに、計画を変えちゃいけない、５年間は継続して

くださいということだと、もしかしたら途中で頓挫する可能性もあると思うんですよ。 

 実際自分のところをみていると、集約すればするほど、普通であれば、土地もち非農家

というのは出てこないんですよね。それを出させるための施策なんですけれども、余りに

も集約し過ぎると、多分そういう状況って往々にしてあるんじゃないのかなと。その辺の

途中の計画の変更がだめなのか。だめだったら、だめな場合でやめるなり解散するなり、

多分考えなきゃならないと思うんですけれども、その辺の考え方を１点お聞かせ願いたい

なと。 

 もう一点目が、今、評価とかさまざまな部分でいろんな委員の方々がいろんなことをい

われましたけど、実際現場でやる人間とすると、余り面倒くさくしてほしくないなという

のが正直なところです。項目がふえればふえるほど、やることがふえればふえるほど、土

地改良とか、専属で事務をやってくれるところはいいんですけれども、民間の水系、個人

でというわけじゃないですけど、ただの組合で管理している水系をやるとなると、そうい

う事務というのが実際農家がやらなきゃならない。農村にいろんな人間がいるというふう

に想像しているかもしれないですけど、実際のところは農業者しかいないというのが現状

ですので、そういうところに外部評価とか人の育成とかさまざまありますけれども、それ
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をすればするほど、多分、純粋な農村地域というのは引いていくんじゃないのかな。でき

ないというふうに判断してしまうんじゃないのかな。 

 だから、できるだけシンプルなように、面倒くさくするのはしてもいいですけど、それ

は農水のところでとめていただくとか県のところでとめていただくとか。現場におりてく

るときはできるだけシンプルな形にしていただかないと、多分もう事業自体が進まないん

じゃないのかなと感じたところです。 

○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。あともう一つの

議題がありますので。 

 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員  それでは、２つほどお話をさせていただきます。 

 １つは、地方財政措置、ご苦労いただきまして、ほぼめどがついたということで、実際

の現地の方の動きが非常にスムースになってきたということでございます。ありがとうご

ざいました。また、いわゆるお金の使い道に関しまして、地域協議会の裁量というのを非

常に大きく位置づけていただきまして、実際、地域地域ではあらかじめ書き切れないよう

な使い方がいっぱいありますので、そこは非常にありがたく思っております。 

 そこで、２つほどお願いでございます。この地区ごとのお金については農振農用地面積

で算定されるということは構わないんですけれども、実際の活動はやはり農村地域全体の

活動にならざるを得ないと思っています。集落周りの農地や里山なども含めた活動ですね。

今事前にいろいろご指導いただいている中では、例えば農振農用地周りの活動しかだめだ

とか、結構厳しいご指摘もそれぞれ地方でございますので、そこら辺につきましては、こ

の本省のお考えをしっかりと地方まで届けていただきたいというのが１つでございます。 

 それからもう一つは、いわゆる地域協議会とか活動組織というような組織、これを法的

にどういう団体にするかというのはちょっと難しいんでしょうけれども、それに伴いまし

て、例えばいろんな仕事、事務などを受けるような場合の税法上の対応がございまして、

そこら辺も、19年、20年度に向けて例えば税制改正要望などもご相談させていただきたい

と思っておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○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。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、かなりいろいろご指摘ございました。ここでの議論もかなりステップアップ

しているのかもしれませんけれども、実は以前から基本的なところで指摘されていた面に
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ついて、必ずしも十分まだご説明いただいてないところもあるような気もいたします。で

きるだけ簡潔にお願いしたいと思います。 

○坂井集落排水・地域資源循環室長  それでは、合瀬委員からございました中山間との

調整の考え方ですが、中山間直接支払いとこの対策というのは、その施策の目的なり、あ

るいは支援の算定額の根拠というところが基本的に違うところがあります。中山間直接支

払いの方は、平場と中山間地域の営農条件の格差、端的にいえば営農のコストの差を補て

んして、平地との格差を是正するという考え方です。それに対してこの農地・水の方につ

いては、 4,400円という単価はこの活動のうち、特に基礎的な保全管理活動に要する経費

を、全国調査の中でこれぐらいの活動量が必要であるということを踏まえて算定したもの

です。 

 それで、要はこの農地・水の支援の単価については共同活動に要する経費であるため、

中山間直接支払いの営農条件の格差に対しダイレクトには重複しません。例えば中山間地

域で２万 1,000円の支援を受けているから、農地・水については 4,400円ではなく、違っ

た単価にするということはテクニカルに難しいですし、違う施策でもありますので、それ

ぞれの単価でやるべきだと考えています。 

 しかしながら、現場の実態をみてみますと、中山間直接支払いについては営農条件の格

差の是正ということですが、営農を継続するために必要な共同活動も一部要件としてやっ

ているので、この両方の施策を導入する地域については追加活動を実施していただく、と

いう整理にさせていただいています。 

○合瀬委員  その中で、その部分のお金を支払うということも選択にあったんじゃない

ですかということです。 

○坂井集落排水・地域資源循環室長  スキームにしていく過程においては、そういった

議論もいろいろありましたが、先ほど申し上げましたように、そもそも単価の根拠が違う

というところ、施策目的が違うというところで、それぞれの施策として必要な単価を計上

すべきという検討結果になったということです。 

○合瀬委員  その単価の算定ができないのなら、追加すべき項目もできないんじゃない

ですか。 

○坂井集落排水・地域資源循環室長  中山間直払いの方は平場と中山間の営農の生産コ

ストの差分を、それに対して農地・水・環境保全向上対策の方は、共同で使っている水路

や農道の草刈り、泥上げ、そういったものを共同活動でやっているので、 4,400円の中に
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おいてはそういう共同活動を算定しています。 

 その一方で、中山間ではそうした営農条件の格差に着目していますが、制度上、営農の

前提として、農道や水路の維持管理についてもきちっとやっていくことを要件として求め

ています。そこに、それが幾らかかるかという、２万 1,000円の中に農道の維持管理が幾

らとかいうところはないということですが。 

○合瀬委員   4,400円の中にはあるんじゃないですか。その２万 1,000円をいじくれと

いっているわけじゃなくて。 

○生源寺座長   4,400円を積算したときに非常に詳細なデータがあったはずだと、こう

いうことですね。 

○合瀬委員  その上で 6,600円というお金をはじき出したと私は理解してますが。 

○山下農村振興局次長  ６年前か７年前に中山間の直接支払いを制度設計した者として

少し補足させていただきますと、あのときは条件の不利に対する補正だということで、具

体的に水田でいえば中山間地域の傾斜度が20分の１、いわゆる棚田のところの生産コスト

と全く傾斜のないところの生産コストと、この差をとって、その差の８割を直接支払いの

単価にするということで積算したわけです。 

 そのときにこうした制度をつくるということを担当課長として全く予期しなかったもの

ですから、ただ単に条件不利の補正では国民の納得が得られないであろうということ、ま

た、せっかくやる以上は、何らかのプラスアルファの行動を行ってもらうということで、

中山間地域の直接支払いに一定の、例えば多面的機能の向上を図る活動などを集落協定に

盛り込んで実施したわけです。したがって、中山間の直接支払いのときには、あくまでそ

の活動とその積算において、１対１の対応関係はなかったということです。 

 ただ、今回の場合には、取り組もうとしている部分が、５ページのところの基礎部分と

誘導部分、この２つがありまして、基本的には基礎的な部分でどれだけのコストがかかる

かということで積算しています。ただ、実際の活動というのは、基礎的な部分は当たり前

にやってもらって、誘導部分のところがかなり大きい。これを、先ほども説明がありまし

たように、現在やっているところの２倍以上のことをやってもらいますので、そういう意

味で、 4,400円と本当に実際やっているところの単価との間に、必要な経費とのずれが生

じているということです。そういう意味で、 4,400円以上の活動を我々はやってもらうと

いうことが１つ。 

 それからもう一つは、中山間地域であっても、例えば集落で農地があった場合、そこの
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中の傾斜農地しか中山間地域の対象にならないわけです。したがって、例えば10ヘクター

ルあっても、３ヘクタールしか直接支払いの対象にならないという可能性があります。 

 これに対し、農地・水・環境保全向上対策は、例えば10ヘクタール全部が施策の対象に

なり得るわけです。そうすると、その重複部分が３ヘクタールあるというふうにピンポイ

ントして、そこでどれだけのところが重なっているかと。さらにその重なっている部分の

費用がどれなのかというふうに積算していくと、大変な行政上のコストがかかってしまう

ので、そうではなくて、基本的には重複しているところの部分だけを追加的にやってもら

うというふうに割り切ってやった方が制度の推進上いいのではないかと考えています。 

 合瀬委員がおっしゃったようなやり方も確かにあると思います。他方で、現場に行きま

すと、市町村の方々、それから活動組織の方々、それぞれ実際にやっていく上で、行政上

のコスト、それから経済学でいうトランザクションコストのようなものがかかるので、そ

ういったことを考慮すると、はっきりやりやすい方にした方がいいのではないかというこ

とで、割り切りをさせてもらったということでご理解いただきたいと思います。 

○生源寺座長  よろしいでしょうか。神田委員、何か関連してご発言ございますか。 

○神田委員  今細かくお話しいただいたんですけれども、ちょっとわかりにくい。単純

に私はこの図をみまして、ＢのところはＢで出ているわけですよね。支援されているので、

ＡのところからＣのことを引けばいいだけの話で、そんなあっちもこっちもダブらせて計

算しなくてもいいような気がしたんですけれども。 

 それから考え方としまして、これだけをみますと、合瀬さんがおっしゃったところと共

通するのかもしれませんけれども、無理やりお金を使わなくてもいいのではないかという

ふうに私たちはみえるわけですね。もっと有効に使ってほしいというのは基本的な考え方

としてあるので、そういったことがわかるようなご説明をちゃんとしていただかないと、

この図からいうと、Ｂはだってもう出ているわけですから、ＡのところからＣを引けばい

いというふうに思うわけですよ。そういう単純な考えではないんでしょうか。 

○生源寺座長  これはかなり議論がけりのつかないようなことになるのかもしれません

けれども、この点に関連してまだご発言があれば受けたいと思いますけれども。 

○立花委員  私、後半の議論に参加できないものですから、別件で一言発言させていた

だいてよろしいですか。 

○生源寺座長  どうぞ。それから、終了の時間をちょっと延長させていただくというこ

とでお許しいただきたいと思います。 
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○立花委員  先ほど、私、この施策評価のところで、ぜひ現場の活動組織なり、あるい

は支援協議会ごとにきちっと収支の実態をオープンしてもらいたいということをお願いし

たところ、国なり、あるいは県レベルでチェックといいましょうか、その辺についてはこ

れからだということですが、私、こういった地域の問題は、地域のボスの方が牛耳るとい

う形で、わかったようなわからないようなところでこの事業の内容なり分配がなされると

いうことがないように、そういう意味からも、ある意味では緊張感をもってこのお金を有

効活用していただく意味でも、ぜひ活動組織ごとに、この収支の実態なり活動の実態を、

ホームページでも結構ですし、ほかの方々がチェックできるように、あるいは地域の方々

が、自分たちのもらったお金、一体どういうふうに使われているのかということをチェッ

クする意味でも、活動組織ごとに収支の実態をぜひオープンしていただくように重ねてお

願い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。 

 もう一度戻りまして、合瀬委員からのご指摘、あるいは神田委員からのご指摘、一方で

役所の方から説明があったわけであります。制度設計上のテクニカルなことも含めて一応

ご説明があったわけでありますけれども、合瀬委員、あるいは神田委員からのご指摘、あ

る意味では外の目からみて、これは納得のいくものかどうかということについてのご指摘

だと思うんですね。これはこの制度がいわば国民全体の目に映ったときに耐えられるかど

うかという点でも非常に重要な点だと思います。したがいまして、今この点について口頭

でいろいろご発言いただくこともいいかと思いますけれども、やはりきちんと整理をして、

場合によると改めるべきところがあれば改めていただく、あるいは制度の途中で改善を図

るということもあっていいかと思います。 

○硲委員  今のお話で、現場のお話をちょっと申し上げたいんですが。 

○生源寺座長  関連でございますね。硲委員、どうぞ。その後、合瀬委員、どうぞ。 

○硲委員  議論は分かれるところだと思いますけれども、私ども、行政をやっておりま

すと、先ほど次長おっしゃったように、中山間の直接払いというこの制度自体の目的と今

の目的は離れているけれども、たまたま仕事の中でダブりが来たよと、こういう話なもの

ですから、現場へ中山間の該当地は全部除外しますよといっても、それを１地域で抜くな

んていうこと、できないわけですよ。やはり傾斜度等の制約を受けているものですから。

だから、必然的にダブらせていただく中で、仕事量でやるか、金で減らすかという論もあ

るのでしょうけれども、現地へおろしますと、そのダブりの分だけはほかの仕事しなさい
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よといった方が混乱なくして動きがとれる。 

 ただし、これを国民の皆様にどう説明するかとおっしゃるとそれはいろいろ議論はある

と思いますけれども、現場としてはなかなか、金で仕分けをしましょうなんていっても、

納得がいかないような現状があるということだけご認識ください。私も現場でずっと担当

して仕事しておるものですから、特にそう思います。 

○生源寺座長  それでは、合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員  これは整理の仕方だと思うんですが、ただ、ここまでずうっと、要するに

地方財政が厳しい中で単価に対して面積を広げて対応しようという、どちらかというとむ

しろお金を少なくする方向でという話でずうっと来ていたのに、ここに来て突然、ダブっ

ているところはお金はそのままでという話が逆に来るものですから、そこのところの説明

はよほどうまくしないと、何か、金がないから、その中でも一生懸命こういうのは重要だ

からやるんだよという論理でずうっと来ているのに、ここのところで若干その辺の矛盾と

して聞こえるところがちょっと損かなということなんです。 

○生源寺座長  ありがとうございました。 

 今の点以外についてもかなりご指摘があったかと思います。そのご回答をいただいてい

る途中だったと思いますので、引き続きお願いいたします。 

○仲家地域整備課長  それでは簡潔に、ステップの中身について、ここについては確か

にいろいろご議論はあるのですが、より質の高い、自主施工的なものや、水田魚道をつく

る活動などは、我々が算出した経費の外数になってしまうため、現実的に自主施工でやろ

うとすると、今の単価の 4,400円ではなかなかやり切れない部分というのもあると思いま

す。そうした質の高い活動を行うためによりお金がかかってしまうものや、組織の安定化

が図れる法人化などについては、促進費を交付する、ということでご理解いただければと

思います。 

 あと外部評価システムは、立花委員からも出たので、今後検討させていただきたいと思

います。また、県、国の第三者委員会はつくることにしていますので、先ほどの個別の活

動組織の中のどこまでみるかということについては十分検討していきたいと思います。 

 それから三上委員から、平成19年度スタートだけど、20年度以降の追加採択があるかな

いかということについては、我々の思いとしては、19年度から、農政改革の３本柱の１つ

としてパッケージでスタートするので、ぜひ一斉に取り組んでいただきたいと考えていま

すが、やむを得ない場合は20年度からということについて、我々は否定はしていません。
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ただ、ぜひ５年間一緒に最初からやっていただきたいという希望で、今お話を進めていま

す。 

 それと、５年間の途中で計画変更はできないかというような話がありました。途中で形

がどんどん変わってしまうということになると、後で評価も非常にしにくくなってしまう

ので、基本は計画どおりやっていただきたいと考えています。ただ、多少変更しても、こ

の趣旨に沿った形でその方がいいという場合については対応していきたいなとは思ってお

りますが、基本はそういう考え方です。 

 それから税制の問題について、これからいろんなお金の出入りがありますが、それにつ

いては現在検討しておりますので、先ほど佐藤委員からあったようなことについては今後

十分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。 

 先を急ぐようでございますけれども、次の議題に移りたいと思います。資料２でありま

すけれども、とりまとめの骨子について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○角田事業計画課長  では資料２、２年間にわたる検討会のとりまとめの骨子（案）に

ついて説明したいと思います。 

 １ページをお開きください。まず「検討会の趣旨」の「目的」ですが、ただいまもご熱

心に議論いただいていますが、こうした有識者による多角的な議論を踏まえて、透明性の

確保と国民的な理解、納得を得ながら施策を具体化していくことが目的でこの検討会をス

タートさせたということを記述しています。 

 ２の「経緯」としては、17年度、18年度の２カ年にわたりまして、次回も含めて10回の

検討会を行いました。特に17年度は全国の実態調査を行いながら、また検討会の議論を踏

まえて、施策スキームを具体化してきました。18年度は、この施策に対するパブリックコ

メントを行い、また全国 568地区でモデル的な支援を行いながら、施策の検証・分析を通

じて施策の構築に反映してきたということです。そして、19年度からの実施に向けて施策

の普及啓発なり技術支援を進めると。また施策評価の考え方については、今後、とりまと

めていくという内容です。 

 ２ページに検討の経緯を示した一覧表がありますが、検討会の開催と、その施策の構築

とのプロセスの関係がわかるような整理をしています。 

 ３ページに「施策の具体化」です。17年度に全国 415地区の実態調査を行いまして、地

域類型なり営農類型、あるいは地帯区分に応じて、地域における保全活動の取り組み状況
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を定性的、かつ定量的に把握を行いました。こうした調査結果と検討会における議論を踏

まえて施策の具体化を図ってきたということです。 

 まず（１）として「施策導入の背景及び位置づけ」。これは担い手に施策の対象を絞っ

て経営安定対策を19年度から導入することとまさに車の両輪ということですが、営農の基

盤となる農地・水、それから農村環境の保全と質的向上を図るということが非常に重要で

あると。しかし、過疎化、高齢化等の状況で集落機能が低下して、そういった資源の保全

管理が難しくなってきている。一方で環境等に対する国民的要請も高まってきている。そ

ういう中で、地域が一体となって、農地、農業用水等の資源を保全していく。地域振興施

策として新たな施策を導入する。こういう施策の背景、位置づけをまとめたところです。 

 ４ページに、こういった施策の考え方について、検討会の意見を対比するような形でま

とめていますが、今日も議論がありましたとおり、構造改革と矛盾しない形でやるべきで

あると。あるいは地域の振興につなげていくことが重要であるというようなご指摘。そし

てまた、なぜ農業についてこうした施策を行っていくのか、その必要性について、国民的

理解を得る上でも明確にしていく必要がある。そのようなご意見をここでまとめています。 

 （２）は「農地・農業用水等の資源」でして、農業者の生産基盤であるとともに、多面

的機能の発揮にも不可欠であり、地域住民、国民全体にも波及するということから、社会

共通資本として位置づける、という今回の施策の基本をまとめています。これについては、

保全管理についても、例えば省力化、効率化といったイノベーションが必要というご意見

もいただきました。 

 ５ページに、施策の考え方として、効果の高い共同活動に対して支援していくことを記

述しています。現状の維持にとどまらず、改善や質的向上を図る活動に対して支援を行っ

ていく。基礎的な保全活動に加えて、施設の寿命を延ばすとか、あるいは農村環境をよく

していくというような取組を地域共同で行うことに対しての支援であるという位置づけで

す。 

 基礎的な活動がやはり農業を持続する上で中心になるべきだというご意見とともに、国

民の理解を得て施策を導入するためには、多様な主体の参画なり環境保全という活動をセ

ットでやることが重要だというご意見をいただき、多様な活動に対する共同活動に対する

ご理解が得られたと考えています。 

 （４）の多様な主体の参画ですが、今回の施策は、農業者だけではなく、地域住民等、

幅広い方々が参加する活動組織を新たに設置して、協定によって保全活動を明確化してい
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くと。その活動の内容については、ガイドラインである活動指針を今回お示ししているわ

けですが、それを参考にして、活動組織が計画を策定していく仕組みにしています。 

 ６ページに、この考え方についてのご意見として、多様な主体が参画するというモデル

をつくっていくことが大事であると。そして、この活動組織が中心になって地域の将来に

明るい展望がみえる、そうした取組を期待する、というようなご意見がありました。また

地域の多様性の反映が大事だというご意見もいただきました。 

 （５）は「地域協議会の仕組み」ですが、従来の行政の縦系列の仕組みではなくて、関

係する団体がフラットな形で一堂に会して、地域協議会というものを組織する。その地域

協議会がいろんな意味で活動組織を支援していくという仕組みにしてはどうかという提案

をさせていただきました。この協議会の中に、県、市町村、それから農業団体、ＮＰＯ等

々、関係するところが参画するという仕組みを提案したわけですが、従来型の仕組みでは

ないというところに特色があり、ご理解をいただいたと思っています。また一方で、専門

家の参画なり人材育成の重要性というご指摘もいただいたところです。 

 ７ページに「支援のあり方」ですが、今回の支援の水準は、 415地区の実態調査の結果

から、農地・水を保全する基礎的な活動量、これがどのくらいあるのかというのを調査し

て、その活動量をベースに、営農類型別、それから地帯別に支援額を算定しました。そし

て、その支援額は、国と地方、農業者の役割分担を同じ比率であると考えまして、10アー

ル当たり単価を設定して、活動組織に対し農地面積に応じて交付するという仕組みとした

ところです。 

 そして、その使途については、農地・水・環境を保全向上するという目的に資する活動

に限定して、具体的な使い道は地域に委ね、創意工夫を引き出すと、こういう仕組みにし

たところです。このお金の使い方については検討会でもさまざまなご議論をいただきまし

たが、そのあたりはモデル支援の検証の中である程度実証できたのではないかと考えてい

ます。 

 ７番目に「国民理解」ですが、こうした地域に対する支援という新しい施策を導入して

いくことに対して積極的に支持するご意見もありますが、他方で、かえってこれが農業者

の自立を阻害することになるのではないか、という懸念する意見もありまして、その点に

ついて特にご議論いただきました。 

 検討会でのご意見としては、農業の構造改革を進める中で、こうしたヨーロッパの施策

等も参考にしながら導入していくので理解されるのではないか。あるいは、その地域を将
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来よくしていく呼び水的施策になるのではないかという評価をいただきましたし、一方で、

国民理解という観点がさらに重要だというご指摘もあったところです。 

 そうした観点から、８番の「情報発信」ですが、国民理解を得るための情報発信なり、

地域でこの活動が定着するための人材育成なり施策の普及啓発が重要である、といったご

意見も多々いただいたところです。 

 ９ページにまいりまして、この施策、17年度にほぼ固まり、その施策スキームが現実に

うまく機能するのかどうかということで実証実験事業に入りましたが、あわせて、この施

策についてのパブリックコメントを行いました。パブリックコメントの結果については、

施策の背景、必要性についてはおおむね支持され、その上で、実施体制なり支援のあり方

についてさまざまご意見をいただきました。 

 意見者数 105件、項目数としては 236件という数でしたけれども、その内容については

ここに書いてあるとおり、中山間地域直払い制度とも一体的にできるように、というご意

見や、地域の多様性を尊重するべき、活動組織の人材育成が不可欠、助成金の使い道につ

いては弾力的にすべきだけれども一方で歯どめも必要、などというご意見をいただきまし

た。 

 次に、10ページの「モデル支援を通じた施策の実効性の検証」ですが、全国 568地区に

おいてモデル的な支援を行って施策の実効性を検証してまいりました。10ページの下の方

から【検証・分析の概要】ですが、対象地域については、集落単位、水系単位、事業単位

などさまざまですが、そのうち集落単位が６割を占めていました。また活動組織の代表者

や事務局をどこが担っているか、といいますと、自治会と土地改良区が大半を占めている

という状況でした。 

 活動組織、多様な主体の参画を標榜しているわけですが、モデル支援の結果は、非農家

団体が約４～５団体が参画し、特に自治会の参加率は９割ということで、多様な主体の参

画についての実効性が確認できたのではないかと考えています。また、この委員会でもご

議論いただきました教育活動との連携、学校の参画という観点からは、全体の34％、 2.4

倍の増加が確認できましたし、またＮＰＯ等の参画も２倍ぐらいに増えるということで、

活動の多様化なり幅の広い活動という意味で一定の方向性は確認できたのではないかと思

っています。 

 交付金の使い方についてですが、基礎部分、それから誘導部分、運営管理といった面で

は、マクロ的にみればバランスよく使われているということと、この施策の積算根拠とな
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っている基礎部分への労務費への支出が17％にとどまっており、効果の高い活動への充当

なり、あるいは機械や資材を購入といった物材費なり機械経費にも相当使われているなど、

多様な使い方がなされていることが確認できたところです。 

 次の12ページにまいります。そういった施策の検証分析を踏まえた、最終的な「『農地

・水・環境保全向上対策』の構築」です。まさに本日ご説明した内容が施策スキームの決

定という部分でして、ご説明したように、「活動の取組水準」、効果の高い取組をどの程度

までやっていただくのか、あるいはステップアップをどう考えるのかといったようなこと。

それから中山間地域直払いについて、これはもう少し整理しなければなりませんが、同一

地域でこの両方の施策を導入することができるような仕組みをまとめていきたいと思って

います。 

 それから「地方裁量」についてですが、地域の多様な実態を踏まえた取組が可能となる

ような施策となるよう工夫するという趣旨をここでまとめています。 

 それから13ページですが、「活動の定着に向けた取組」ということで、体制整備構想、

名前について少し検討の余地があるのかもしれませんが、共同活動が地域に定着するよう

な仕組みをビルトインしていく仕組みを導入したところです。これは検討会でも、地域の

やる気をどう引き出すかとか、ソーシャルキャピタルの観点からもそういったことが大事

である、というようないろいろご意見いただきましたが、そうしたご意見を踏まえた体制

整備構想です。 

 13ページの下からは、「19年度からの事業規模」ということで、別途、予算の結果等に

ついても資料をお配りしていますが、全体で 303億円の予算措置がなされたことなどを記

述しています。14ページには、地方公共団体の支出に対して所要の地方交付税措置を講じ

ることになったということを記載しています。 

 そして、７番目に「施策評価」ということで、これも本日ご説明したポイントを記述し

ていますが、今日のご意見を踏まえて少しまた見直していきたいと思っています。施策の

評価につきましては、この間もいろいろご意見いただいていますので、そのあたりを委員

会の意見としてまとめています。 

 最後に、「本格導入に向けた留意事項」ということで、本日のご意見等も踏まえて、施

策全体についてご意見をまとめて、この報告書のとりまとめとさせていただければと思っ

ています。 

 なお、今日は箇条書きでお示ししていますが、最終的には文章表現の形に直してまとめ
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ていきたいと思っていますので、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。 

 この第２の議事については議論する時間がもうなくなってしまっております。それぞれ

後のご予定もあるかと思いますので、特に何かということであればお受けしたいと思いま

す。これは事務局ともご相談申し上げなければいけないのですけれども、今、課長からお

話しあったように、今後、文章の形式にするという仕事と、それから今日、随分いろいろ

追加的なご意見なり、あるいはさらに確認するご意見がございましたので、それを反映さ

せていただく、少なくとも検討会の意見というところには反映させていただく、こういう

作業があるかと思うんですね。 

 この会議は毎回かなり議論が沸騰いたしまして、なかなか時間どおりに終われないよう

なこともございますので、ある程度作業して、今申し上げたことについての詰めが終わっ

た段階であらかじめ委員の皆さんにお配りして、一度ご意見をいただいて、その上で、次

回、それを踏まえた報告書の提案をしていただくと。そういうステップを踏んでいただい

てはどうかと思います。１回では、次回が最終回にならない可能性もあるような気もいた

しますので、そのステップを踏んでいただければと思います。 

 なお、この表紙にございますように、とりまとめそのものは振興局の責任において行っ

ていただくという形でどうかと私も考えております。ただし、この議論を踏まえてという

ことでございますので、当然私どもから、この報告についての、骨子についての意見を申

し述べさせていただく、こういう形になろうかと思います。それでよろしいですか。 

 それでは、何か特に、この段階でこの骨子についてご発言なさりたい方があればお受け

したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、先を急いで恐縮ですけれども、きょうの議論はこれで終わりたいと思います。

あと事務局からアナウンスがあればお願いいたします。 

○角田事業計画課長  いろいろとご議論ありがとうございました。次の第５回委員会を

３月に予定させていただいていますが、それでこの２年間の議論を締めさせていただきた

いと思っています。本日いただきましたご意見、また委員長からのご指摘も踏まえて案を

早急にまとめて、お諮りしていきたいと思っています。 

 なお、次回でございますけれども、またご案内差し上げますが、２年間の最後というこ

とでございますので、午後少し遅めに開始させていただいて、その後簡単に懇談会の場を

設けさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとう
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ございました。 

○生源寺座長  それでは、どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 
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