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平成 18 年度第５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3月23日（金） 15：00～17：00 

場 所：飯野ビル8階農林水産省第4～第6会議室 

 

〇角田事業計画課長  本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただ

きまして、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５回農地・農業用水等の資源保全施策検討会を開催します。 

 本日、高橋雅博委員、立花宏委員、浜本奈鼓委員、宮城道子委員、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ご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。 

〇生源寺座長  それでは、議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。 

 議事は、「とりまとめ報告」と「その他」ということですが、報告書の案の説明の前に、

前回の会議において、委員の皆様からいただいたご質問に対する回答、あるいは施策評価の

具体的な手法について、事務局からご説明があります。よろしくお願いいたします。 

〇坂井集落排水・地域資源循環室長  地域整備課の坂井です。それではご説明させていた

だきます。 

 お手元の資料１、「農地・水・環境保全向上対策（補足資料）」をご覧ください。 

 目次にありますように、前回の会議において、ご指摘・ご質問等いただいた事項、また、

前回お示した施策評価についてのご指摘等を踏まえて見直しておりますので、これらの項目

についてご説明させていただきます。 

 まず、１ページをごらんください。「ステップアップ支援」というところですが、前回、

ステップアップ支援の基本的な事項だけご説明いたしましたが、今回はその詳細な内容につ

いてご説明いたします。 

 １ページの「基本的考え方」にありますように、ステップアップ支援は、将来にわたる質

の高い共同活動の取り組みの定着を図ることを目的としています。下に表がありますが、こ

の支援は、「高度な農地・水向上活動」、「質の高い農村環境向上活動」、「安定的な共同

活動の枠組みの構築」という項目に対して、一定の取り組みを５年間やっていただくことに

よって促進費の対象とするものです。 

 大きく申し上げますと、上の枠囲みの①のところですが、活動の質をさらに向上させてい

く観点から、地域の自主施工を通じた、技術習得のための取り組みや保全向上活動の労力の
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軽減に資する取り組みを誘導するための支援になります。 

 これについては、２つの内容がありまして、１つは、農地・水向上活動のさらなる高度な

取り組みをやっていただくため、下の表の写真のように、破損した水路の布設替えなどの施

設の補修、将来における維持管理労力の軽減のためのカバープランツの植栽などを地域の自

主施工でやっていただき、それを支援するというものと、もう一つの環境向上活動に関しま

しては、水田におけるビオトープや、グリーンベルトの設置といった農村環境の向上につな

がるような整備を自主施工で行う場合に支援するというものです。 

 ②については、活動組織が将来にわたって共同活動を行っていくために、組織の体制をよ

り確固たるものにするための取り組みとして、組織がＮＰＯ法人化を図る場合に支援すると

いうものです。 

 具体的な「支援の内容」については、右側の２ページをごらんください。 

 イにございますように、この促進費については、対策期間を通じて活動の質の向上に取り

組んでいくことを誘導するという観点から、対策期間を通じた活動の水準に応じて毎年度一

定額を交付するという仕組みにしています。 

 具体的には、ウにありますように、高度な農地・水向上活動、あるいは質の高い農村環境

向上活動については、活動組織の構成員が自主施工で取り組むもの、また、施工や環境等の

専門家、あるいは地域の技能者等の指導・助言を受けて取り組むものがあります。 

 対策期間を通じて、高度な農地・水向上活動や質の高い農村環境向上活動、さらにＮＰＯ

法人化等を行う場合には、それぞれ点数で評価して、一定水準以上になる場合に支援を行う

というものです。 

 点数の考え方についてはその下に表がありますが、高度な農地・水向上活動を、例えば平

成19年、20年の２ヵ年にわたって実施する場合には、それぞれの年度で20点が加算され、３

年目、平成21年度に活動組織をＮＰＯ法人化する場合、40点のポイントが付与されます。Ｎ

ＰＯ法人化については、早い年次におけるＮＰＯ法人化の場合には高いポイントにしていま

す。平成22年、23年に質の高い農村環境向上活動に取り組む場合にはそれぞれ20点というこ

とで、この例でいきますと合計が 120点になり、 100点を超える取り組みとなるので、促進

費として１年間に20万円を交付することになります。さらに多くの活動をやっていただいて

合計点数が 200点を超える場合には、年間40万円の促進費を交付することにしています。５

年間の計画をきちっと立てていただき、取り組みの水準に応じて、こうした支援を行ってい

きたいと考えています。 
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 次に、「中山間直接支払いとの整合に関する整理」ということで、３ページ、４ページを

お開きください。 

 中山間直接支払いとの整合に関しては、両施策の目的なり積算内容が違うわけですが、そ

の際、活動量による調整とするのか、単価による調整とするのかという議論がありました。 

 ３ページですが、まず、（両施策の積算の考え方）としては、「農地・水・環境保全向上

対策」は、農地・水を適切に保全するための基準的な活動量を根拠に積算を行っています。

一方、「中山間直接支払い」は、平場と中山間地域の生産条件の格差を根拠に積算しており、

両施策の目的は異なるものであり、積算上の重複もありません。 

 しかしながら、「中山間直接支払い」におきましては、水路・農道の草刈り、あるいは多

面的機能の向上を図るなどの一定の活動を集落協定の中に盛り込むことを要件にしていまし

て、両施策を同一地域で実施する場合、「農地・水・環境保全向上対策」の共同活動と一部

で重複が生じることから、両施策の整合を図る必要があります。 

 ４ページにありますように、整合の方法としては、活動量と単価という２つの調整方法が

考えられるわけですが、次のような理由から活動量による調整としました。 

 まず、①のところですが、「農地・水・環境保全向上対策」の交付金の使途については、

活動組織の実情に応じてさまざまであり、「両施策の使途が重複する共同活動」を一律に設

定することはなかなか困難であることから、それに該当する単価の特定が技術的に難しいと

いうことが１点でございます。 

 ２点目としては、両施策の地区重複関係は多様であり、地区全体が重複する場合もあれば、

ごく一部が重複する場合もあります。ちなみに、完全に区域が重複する地区は全体の約２割

にとどまっており、こういった点にも留意する必要があると考えています。 

 次に③にですが、仮に単価による調整を行う場合には、同一活動組織で異なる単価設定が

必要となりますが、地区内での公平性に問題がありまして、地区の形成、あるいは地域内の

合意形成が難しくなるおそれがあります。 

 下の右側の絵にありますように、農地・水・環境対策が広いエリアをくくって、その中に

一部、中山間直払いのエリアがあるという状況で単価調整を行うとすると、Ａの単価を下げ

てＢは通常の単価とする場合と、ＡとＢの平均によって減額単価を適用する場合の２つのケ

ースが考えられますが、Ｂという地域の中で合意形成が難しいという状況が発生します。 

 したがって、上の④にあるように、活動量による調整ということにしました。これは活動

量による調整によって追加の活動をやっていただくということですが、これによって地域を
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より向上させる前向きな取り組みになるということ、また、地域全体で取り組むことで、地

域の一体性を高めることにもつながることから、施策の目的にも適合すると考えています。 

 次に、５ページをお願いします。「透明性の高い施策の実施」ですが、この新しい施策を

導入するに当たっては、国民、地域住民の理解が重要であって、実施の段階における透明性

の確保が非常に重要であるというご指摘をいただきました。 

 基本的には、まず、活動組織については、毎年度、活動の実施状況を地域協議会と市町村

に報告していただきます。 

 市町村は、活動組織からの報告を受けて、活動の実施状況について履行確認を行い、その

結果を地域協議会に報告していただくことにしています。 

 国と都道府県は、それぞれの段階で第三者委員会を設置して、それぞれの段階において第

三者委員会と連携して、毎年度、実施状況の点検を行って、さらに施策の評価を行う仕組み

としました。 

 地域協議会については、この施策の実施主体という位置づけになるわけですが、国、県、

市町村から提供される評価結果、あるいは履行確認の状況等を踏まえて、活動組織に対して

適切な指導なり支援を行っていきます。あわせて、活動組織の活動状況の透明性の確保とい

う観点から、活動状況の公表に努めていただくといったことを考えています。 

 第三者委員会における評価なり実施状況の点検、地域協議会における活動状況の公表など

を通じて、透明性の高い施策の運営を図ってまいりたいと考えています。 

 最後、４点目は、「施策評価の基本的考え方」についてです。前回の検討会ではいろいろ

なご意見等を賜りました。例えば、活動組織の中におけるＰＤＣＡサイクルということで、

評価の結果を活動組織の活動にきちんと反映させていくといった対応、耕作放棄地の発生の

問題につきましても評価として位置づけるということで整理させていただきました。具体的

には、６ページのアンダーラインを引いた部分になりますが、前回のご指摘等を踏まえなが

ら、修正を行い整理いたしました。 

 ６ページの一番右下に、定性評価を行うに当たっての【質問票の構成（イメージ）】とい

うことで整理しましたが、「活動の広がりや、活動を通じた地域住民の意識の変化」、「活

動の対象としている施設の状況」、「地域の農村環境の状況」、「地域づくりのための活動

の状況」という項目で質問票を構成し、定性的な評価を行っていきたいと考えています。 

 施策評価については、これを基本に、さらに詳細を詰めて、平成19年度からの実施に適切

に反映させていきたいと考えています。 
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 資料１の説明は以上でございます。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問・ご意見等、ご自由にお述べいただき

たいと思います。どなたからでも結構でございます。 

〇合瀬委員  中山間直接支払いとの整合について、よくまとめていただきまして、ありが

とうございました。 

 ４ページの④の最初に「活動量による調整は、地域をより向上させる前向きな取組となる

ことに加え、」云々と書いてあって、最後に「モデル支援においても、追加活動による調整

が行われており、その実効性が確認されている。」と書いてあるのですが、もしその実行例

がありましたら、少しご紹介していただければありがたいと思います。 

〇生源寺座長  そのほか、いかがでしょうか。 

 それでは、今のご質問の件につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

〇坂井集落排水・地域資源循環室長  中山間直接支払いとの調整に関しましては、このモ

デル支援事業の中においても、追加の活動ということで取り組みをやっていただきました。 

 18年度におけるモデル支援については、平均的に大体 5.8個の追加の取り組みをやってい

ただき、そのうち 3.6個が農地・水向上活動の実践 2.2個が農村環境関係ということでした。 

 主な活動項目としては、農地・水向上活動においては水路鋼板の補強、農村環境向上活動

においては、景観形成のための植栽、地域住民との交流活動、環境に係る啓発活動というこ

とで、平均としては６個弱の追加活動を実践していただきました。 

〇生源寺座長  よろしいでしょうか。具体的な例というよりは、集計的なデータだったの

ですが。 

〇合瀬委員  そうですね。具体的な例があればと思ったのですが、なければ結構です。 

〇生源寺座長  例そのものはもちろんあるわけで、それが集計されていると思いますので、

今ご提示できないということであれば後ほどでも、ということでよろしいかと思いますけれ

ども、合瀬委員、それでよろしいでしょうか。 

〇合瀬委員  はい、結構です。 

〇生源寺座長  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。 

 それでは、補足資料についての質疑は、一応ここで終了いたしたいと思います。 

 それでは、本日の本題でございます「とりまとめ報告」の案について、事務局からご説明
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をお願いいたします。 

〇角田事業計画課長  では、資料２に基づいて説明させていただきます。 

 前回の委員会で、箇条書きをベースにした「とりまとめ報告」の骨子をご説明しましたが、

この報告書はそれを文章化したものです。 

 最初の目次ですが、この構成については、前回ご説明したとおりです。 

 では、１ページをお開きください。 

 最初に、「検討会の趣旨」についてまとめていますが、ご案内のとおり、17年３月に新し

い基本計画が閣議決定され、そこで「農地・農業用水等の資源の保全管理施策の構築」が位

置づけられ、19年度からの施策導入に向けて、必要な調査等を実施することが明記されまし

た。 

 これを受けて、調査段階から有識者の方々による多角的な議論を行いながら、施策の導入

を具体化していくことを目的に、17年の６月に本検討会を設置することとしたところです。 

 ２ヵ年にわたる検討において、主に４つの項目についてご議論いただきました。 

 １点目は、この施策の導入に当たって、まずは地域の実態の把握をきちんとしていこうと

いうことで、その上で、施策の具体化に関して、さまざまなご意見をいただき、留意点を明

らかにしていこうというのが２点目です。また、３点目は、新たな施策でもありますし、国

民の理解を得ながら、啓発・普及もあわせて行っていこうということ、４点目は、施策の導

入に向けて、この施策の有効性・実効性を検証していくということです。 

 この報告書は、そういった観点から、２年間にわたる施策の内容や、いただいた意見等を

よく整理して、事務局の責任においてとりまとめました。今後の施策の推進に当たって、こ

の施策が立案された経緯をまとめて、参考にしていただきたいという趣旨です。 

 「経緯」ですが、10回にわたる検討会と２回の現地視察を行いました。 

 17年度は、全国 415地区において実態調査を行って、施策の具体化を図り、18年度は、具

体化を図った施策についてパブリックコメントを実施しました。その上で、全国 568地区で

モデル的な支援を実施し、施策の有効性・実効性についての分析・検証を行い、施策の構築

を図ってきました。また、この過程において、情報発信、技術支援のあり方、施策評価につ

いてのご議論もいただいています。 

 ２ページに、この間の検討の状況について、一覧表にまとめています。 

 ３ページは「施策の具体化」についてです。17年度の 415地区の実態調査をベースとして

具体化を図ってきたわけですが、まず最初に「施策導入の背景及び位置づけ」についてまと
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めています。 

 まず、農地・農業用水等の資源は、農業者の生産基盤、生産手段であるとともに、国民に

対する食料の安定供給、あるいは多面的機能の発揮といったことで、その効果は国民全体に

波及する社会共通資本であるという位置づけを明確にしたということが１点です。 

 農地・農業用水等の資源、特に、地域に密着した末端の農地周りの水路、ため池、農道な

どは、従来、集落等の地域の共同活動によって保全されてきました。 

 しかし、農村の過疎化、高齢化、混住化といった状況の中で、こういった共同活動が弱く

なってきているという実態があり、また、農家が減少し混住化が進む中で、こうした資源の

保全管理の負担が農家に集中するという受益と負担の不整合も生じています。 

 担い手中心の農業構造を確立していく、また、力強い農業経営を構築していく上で、こう

した生産の基盤をきちんと保全管理し、更新を行っていくことが今後一層重要になる中で、

農地・農業用水等の有している多面的な機能を中心とする二次的自然に対する国民の期待や

要請が非常に高まってきています。 

 こうした状況を考えますと、今後、農業構造改革を進めていく上で、担い手に施策を集中

して経営所得安定対策を導入していくわけですが、この施策と車の両輪という位置づけで、

この農地・農業用水等の資源の問題についても、地域が一体となってその質を高めながら、

将来にわたって保全していく施策を導入していく必要があるということが、今回の背景、あ

るいはこの施策の位置づけです。 

 こうした施策導入の背景・必要性について、17年度の最初の段階で、この検討会において

ご議論いただいたわけですが、こうした考え方については基本的に支持されるとともに、施

策の導入に当たって、構造改革と整合がとれるような仕組みとすべきであるという留意点も

いただきました。 

 次に、「施策のあらまし」ですが、集落や水系など、地域の実情に応じた一定のまとまり

をもった地域を設定して、そこで、農業者だけではなくて、多様な主体が参画する活動組織

を立ち上げていただく。そして、この活動組織が現状にとどまらず、農地・水・環境の改善

や質的向上を図る活動──これを「効果の高い保全活動」と定義していますが、こうした効

果の高い活動を実施する場合に、一定の支援を行うという施策を考えてきました。 

 その内容ですが、まず、「対象地域の設定と活動組織」です。 

 17年度に実施した実態調査に基づくと、地域共同活動のまとまりとしては、集落単位をベ

ースとするものが56％ということで一番多く、次いで水系単位、圃場整備の事業地区単位と
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いう構造になっていることがわかりました。 

 また、活動組織に参画する可能性としては、農業者以外に、地域住民、自治会などの地域

の方々が参加していく「地域住民参加型」に加えて、学校・ＰＴＡ、消防団といった組織・

団体が参画して、地域内の交流が深まっていくようなタイプ、さらには、都市住民、ＮＰＯ

といったところまで加わる可能性のあるものまでさまざまであることがわかりました。ただ、

ＮＰＯ等が参画するケースについては、全体でいえばまだ少なかったことも事実です。 

 次に、「効果の高い共同活動」ですが、この構造としては、まず、農地・農業用水等の資

源を適切に保全するための基礎部分に加えて、施設のきめ細かな保全管理を行う誘導部分と、

農村の生態系や景観などの環境をよくする誘導部分の活動を地域共同で実施し、このような

形のものを「効果の高い共同活動」としています。 

 具体的な活動項目は非常に幅広いものがあるわけですが、これを「活動指針」として体系

化して、活動組織は、この指針に基づいて具体の計画を策定していくという仕組みを考えま

した。 

 また、活動内容も非常に幅広いものがあり、組織の中で、だれがどの活動を行うのかとい

う役割分担についても地域でよく話し合って、計画づくりをしていただくことが重要です。 

 こうした幅広い活動、基礎部分に加えて、誘導部分への取り組みを求める仕組みについて、

検討会においてもさまざまなご議論がありましたが、国民の理解を得ながらこうした支援を

行っていくためには、農村地域の質的な向上を図る活動に一体的に取り組むことが不可欠で

あるという考えに収束しました。 

 次に、「支援の基本的な考え方」ですが、「基礎部分」にいては、農地・農業用水等を適

切に保全管理するための必須の活動であるため、必須の要件にしています。また、よりきめ

細かな管理を行う、あるいは農村の環境をよくする「誘導部分」については、多種多様な活

動がありますし、活動指針に活動項目を整理・体系化したわけですが、そのうち、一定水準

以上のものをやっていただく、いわば選択的必須要件という形で位置づけています。 

 その上で、具体的な支援の水準をどうするかということですが、実態調査に基づいて、基

礎部分に相当する基準的な活動量がどの程度あるのかというのを地目別・地帯別に把握しま

した。 

 その上で、資源の保全については、国・地方・農業者は同等の責任があるのだということ

で同等の役割分担を考えました。 

 国としては、国の役割分担に応じた支援をしていこうということで、地帯別・地目別に10
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アール当たりの基準部分に相当する単価を設定し、地域共同活動の範囲における農振農用地

面積に応じて交付していくという仕組みを考えたところです。その際、地方においても国と

同等の役割を有するため、国と連携して、その役割に応じた支援を行っていただくという仕

組みとしました。 

 国、地方が対等の立場で活動組織を支援していくことをベースに置きまして、活動組織が

活動を行っていく上で、それぞれの専門的な立場なり行政の仕組みの中から効果的な指導・

助言を行っていく仕組みが必要であろうということで、関係する行政機関、団体が参画して

支援していく仕組みとして「地域協議会」を設立することとしたところです。 

 特に市町村は、活動組織に一番近い行政主体であるため、活動組織が策定する計画の承認、

あるいは組織と協定を締結するといった役割を担う位置づけとしました。 

 以上のような形で施策のおおむねの形が固まったわけですが、７ページにあるとおり、こ

の施策の導入に当たっては、国民的理解を得ていくことが極めて重要であります。そこで、

検討会において、この施策を支持する意見、一方、この施策を導入することによって農業者

の自立を阻害してしまうのではないかといった懸念意見、という見解の分かれる２つの意見

について議論していただきました。その結果、この施策の必要性については、検討会でおお

むね賛同が得られたと考えています。 

 具体的には、箱書きで書いているとおり、担い手だけでは資源の保全まではなかなかでき

ない中で、本施策は構造変革をしていく上での必要な施策、あるいはヨーロッパの環境施策

も参考にしている施策ではないかなど、この施策の必要性を支持するご意見をいただきまし

た。 

 他方、ばらまき批判を避けるためにも、話し合いのあるところに呼び水的に支援していく、

あるいは施策の評価をきちんと行うべきであるといった留意点もいただきました。 

 次に、委員からいただいた意見も含めて、この施策の概要について、パブリックコメント

を実施して、幅広く国民から意見を頂く取り組みを行いました。 

 全体で105人の方から236件の意見をいただき、その概要については、検討会でご報告した

とおりですが、施策の背景なり必要性については、基本的に賛同する意見が多かったです。 

 ただ、「施策の仕組み」の基本である「多様な主体の参画」、つまり、農業者以外の方に

も入ってもらって、この施策を立ち上げていくことについては、地域によって難しさがある、

活動組織の立ち上げに苦労しているという地域の実態の声も多く寄せられました。 

 その観点で、今後、活動組織における人材の育成が不可欠である、人材育成研修や技術情
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報の提供などが必要だというご意見もありました。 

 交付金の使い道については、地域の自由度を高めて、自由に使わせてほしいという意見が

ある一方、一定の枠や歯止めが必要だということで、意見が分かれる結果になりました。ま

た、地方の財政が非常に厳しいこともあって、これは地財措置が不可欠だという強いご意見

もありました。 

 さらに情報発信、施策評価についても、非常に幅広いご意見をいただいたので、施策の構

築に当たって、十分参考にさせていただきました。 

 次に、９ページは「モデル支援を通じた施策の実効性の検証」についてです。17年度に固

めた基本スキームに基づき、共同活動に対してモデル的な支援を実施していくことを目的に、

全国で568地区のモデル支援を行いました。 

 その状況について、都道府県から国に報告してもらいまして、国でこれの総合的な分析・

検証を行って、検討会にもご報告し、施策の実効性を確認した上で、本格実施に向けた要件

等の設定を行いました。 

 「モデル地区の概要」として、１地区当たりの面積は約60ヘクタール弱です。 

 「活動組織の構成」としては、実態調査と同様、集落単位が約６割、次に水系単位、事業

単位という結果でございました。 

 多様な主体の参画については、「自治会」「学校・ＰＴＡ」「ＮＰＯ等」について、多数

の参加の傾向がみられました。また、「自治会」の参加割合は94％ということで、一定の多

様な主体の参画の可能性は確認できたのではないかと思っています。 

 「活動の実施状況」ですが、基礎部分の活動は、モデル事業をやる以前は、現況としては

７割ぐらいの項目をやっていましたが、モデル支援を通じて全地区において全項目を達成で

きました。つまり、必須要件とすることに対する妥当性は確認できたと考えています。 

 「誘導部分」も、「機能診断」や「計画策定」は２割ぐらいしかやっていないという現状

でしたが、モデル支援において、全部やっていただくよう求めたところ、全地区で実施でき

ました。また、「実践活動」については、約 1.7倍の取り組みの増加がみられました。 

 環境向上活動についても、「生態系保全」など５つのテーマ設定をしていますが、いずれ

のテーマにおいても取り組み地区数が増加しています。 

 「学校教育との連携」、「ＮＰＯ等の参画」についても、一定の向上度合いがみられ、施

策の実効性はある程度確認できたのではないかと考えています。 

 （４）の交付金の使い道の分析については、全体の交付金の使い道をマクロに分析したと
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ころ、「基礎部分」への充当が36％、「誘導部分」への充当が50％ということで、誘導部分

に対して積極的に取り組む、支出するという傾向が認められました。 

 この施策の支援額の積算の根拠となっているのは、基礎部分の労務費の支出ですが、これ

に対する支出は17％にとどまっており、機械経費、物材費などに支出する。また、誘導部分

への取り組みに対して50％支出していることから、基礎部分の労務費にとどまらず、多様な

お金の使い方がなされていることを検証できたのではないかと考えています。 

 次に、「地域協議会の設立状況」です。これは県の一定地域でつくっていただくことを考

えていたわけですが、結果的にいうと、１つの県で１つの協議会という形のところが多かっ

たです。 

 農業団体をはじめ、関係する行政機関なり団体が入ることについては、問題なく実施でき

たと考えています。 

 次に11ページをお願いします。（６）の「技術支援に対する課題」ですが、活動組織の立

ち上げ等に苦労しているという実態があるため、「活動技術情報の提供」、「専門家の直接

指導」、「技術研修会の実施」といった要望がモデル支援地区から非常に多く上がってきま

した。 

 こうした課題にこたえるため、国としても、「活動指針」── 100項目ぐらいの項目があ

るわけですが、これを項目ごとに解説した「共同活動の手引き」をつくりまして、地域の方

々の参考にしていただくという対応をとってきました。また、独立行政法人の農村工学研究

所の協力を得まして、人材育成研修等を行ってまいりました。 

 さらに、「本格導入に向けた施策の啓発・普及」という観点から、国においては、総合的

な Webサイトを立ち上げまして、モデル地区 568地区の活動状況、交付金の使い道等も含め

て、すべての情報を Webサイトで提供し、参考にしていただいています。 

 12ページにまいりまして、モデル支援の分析を踏まえ、本格導入に向けた施策の構築を図

ってきました。 

 1点目として、「国が定める活動要件」の詳細を決めましたが、箱書きに書いてあるとお

り、基礎部分については必須要件ですから、すべてやっていただくということで、ここはモ

デル支援と変わりません。 

 誘導部分については、モデル支援の実施状況を踏まえて、このような選択的必須要件の具

体的な内容を定めました。 

 「地方裁量」については、地域類型や地域の条件もさまざまであり、取り組み内容も多様
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です。また、地域からも創意工夫を生かした取り組みができるようにしてほしいという要望

があり、地方裁量の仕組みを導入したところです。 

 具体的には、13ページの上にあるとおり、国の方で標準的な活動指針を定めていますが、

それを参考にして地域活動指針を策定し、活動要件の設定ができるようにしました。また、

多様な主体の参画なり交付金の使途についても、必要に応じて、この施策の趣旨に合致する

範囲で、地域協議会として一定の方針を出していただくことができるようにしました。 

 さらには、活動項目の一部実施を活動面積の拡大に振りかえるといった裁量も認めること

にし、支援総額を変更することなく、活動対象面積を２倍までの範囲で拡大することができ

る仕組みも導入したところです。 

 （３）の「中山間地域等直接支払交付金との調整」ですが、先ほど補足資料でご説明した

とおり、２つの施策の整合を図るため、追加の活動をやっていただくことによって、地域の

一体性を高めながら、より充実した活動を行うという方向での調整を図ることとしたところ

です。 

 「ステップアップ支援」についても、先ほどの説明のとおりです。活動組織が自主的に施

設の補修や水田ビオトープなどの設置をするような高度な取り組みや組織体制の整備といっ

た条件に応じて、一定の促進費を交付していく仕組みにしました。 

 この辺については、モデル支援地区においても、そうした高度な活動をしている地区が幾

つかありましたし、この検討会において発表していただいたような地区が参考になるのでは

ないかと考えています。 

 （５）の「活動の定着に向けた取組」については、今回の対策期間は一応５年ということ

ですが、その間に活動組織の体制を強化していっていただきたいということから、活動組織

の体制整備の構想をまとめていただくことにしました。 

 ８の「平成19年度からの事業規模」については、19年度の事業実施のための全国展開に必

要な予算として、総額303億円を計上したところです。 

 15ページの上のところで、非常に強い要望があった地方財政措置についても、国の支援額

と同規模の地方財政措置を講じることとされ、地方公共団体の負担については、普通交付税

で２分の１、残余について、市町村で７割、都道府県で５割の特別交付税の措置がなされる

ことになりました。 

 ９の「透明性の高い施策の実施」については、前回ご議論いただいた、施策の実施状況を

きちんと公表すべきであるというご意見も踏まえて、「活動組織」は、実施状況について毎



- 13 -

年度、地域協議会、あるいは市町村に報告することとあわせて、地域協議会は、活動状況の

公表に努めるという仕組みとしたいと思っております。 

 また、国、都道府県は、それぞれの段階で第三者委員会を設置して、施策の評価を行う仕

組みもあわせて導入いたします。 

 具体的な施策評価の基本的な考え方は、次の10のとおりですが、「評価の対象」について

は、農地・水を適切に保全する視点、生態系・景観等の農村環境を保全する視点、活動組織

を強化していく視点、この３つを基本として、さらには、この施策の実施による地域社会機

能の強化の観点（地域社会の視点）からも、波及的な効果として把握していこうという内容

です。 

 「評価の方法」については、さらに詰めることとしていますが、基本的には、実施状況の

把握による定量的な評価と、アンケート調査等をベースとする意識調査、定性的な評価を組

み合わせて実施していきたいと考えています。 

 最後、「おわりに」ですが、２年間にわたる検討をベースに、いよいよスタートすること

になるわけです。国民的理解のもと、この施策を推進していくことがまずもって重要であり、

今後は、国と県段階、それぞれに第三者委員会を設置し、客観性・透明性の確保に努めなが

ら、施策の全国展開を図ってまいりたいと考えているところです。 

 次のページからは、この報告の内容に合わせて、これまでの検討会でご説明した資料を適

宜参照していただくという意味で参考資料を図表－23までつけています。 

 以上で「とりまとめ報告（案）」の説明を終わります。 

〇生源寺座長  どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局から、前回の検討会でのご議論、また、その後、委員の皆様からいろいろ

ご意見をちょうだいし、それらを踏まえた形で「とりまとめ報告（案）」をご説明いただい

たわけでございますが、この「とりまとめ報告（案）」につきまして、ご意見・ご質問があ

ればお願いいたします。今回の施策全般に関するコメント等でも結構でございますので、委

員の皆様からご発言をちょうだいいたしたいと思います。 

〇三上委員  とりまとめ自体は、大変よくできたなと思っております。先ほどの説明の中

でも、品目横断と農地・水は車の両輪というお話がありまして、全体的には問題はないので

すが、19年度から品目横断と農地・水がスタートするわけです。現場では集落営農や法人化

など、さまざま取り組みがなされて、私もやっているところなのですが、これで終わりでは

なくて、もっと担い手に集積しやすいような法制度等がまだまだあると思うのですよ。実際
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に私も今、法人化に向けた取り組みをやっているのですが、実際、集積しようとすると、今

の米の単価からすると、例えば水利費がまだまだ高いとか、地代がまだまだ高いといった問

題が現実的なところであります。また、集積して土地の名義が移るといろいろな問題が出て

きますので、その辺も含めた形でないと、農地は保全しましたが、借り手がいないというこ

とになっては元の木阿弥ですので、これをスタートに、法整備の方もぜひお願いしたいなと

思います。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

〇江頭委員  ２年前にこの話が始まりまして、私、農業は余り詳しくなかったのですが、

ここで大変勉強させていただき、ありがとうございました。 

 どんな計画ができて、どのようにまとめていけるのかなという不安もあったのですが、計

画は大変すばらしいと私は思うのです。なぜすばらしいかといいますと、国、都道府県、市

町村のリーダーシップによってこのような組織ができ、各団体がそれぞれ責任を果たし合う

ことによって全体が発展し、いい成果を生んでいくのではないかと思うからです。 

 ただ、これからが大変だと思います。これからの５年間、実践していく中でいろいろな問

題が発生してきて、それを修正したり、原点に返ってもう一度計画を立て直したりするとい

うようなことなどが出てきます。そのときに、それぞれの地域協議会がしっかりとリーダー

シップを発揮できれば、５年後は期待できるなと思っています。ありがとうございました。 

〇生源寺座長  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。 

 今の三上委員からのご指摘について、役所から何かコメントがありますか。 

〇生源寺座長  農地制度に限らないと思います。 

〇仲家地域整備課長  今後、農政全体の中でこの施策をどう位置づけ、ほかの施策と関連

性をもたせて、農政改革をどう進めていくかというお話だと思いますが、まさにおっしゃる

とおりだと思います。 

 担い手や農地制度についても課題はまだまだあるかと思います。今、農地制度についても、

省内や党でも農地制度のプロジェクトチームをつくって、いろいろな課題の解決に向けた議

論を進めています。この施策も、単発というよりは、全体の政策の中で、ほかの施策との関

連をみきわめながら、毎年のチェックシステムとして施策評価のシステムを入れていますの

で、これからも逐次、必要なものについては見直し、評価しながら、全体の農政、農村振興
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政策がうまく進むように、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

〇合瀬委員  これは検討会の途中で質問したと思うのですが、14ページの「平成19年度か

らの事業規模」で、全国568のモデル地区云々を踏まえて、303億円の予算ということで、一

体これで今の耕地面積のどのくらいをカバーしているのか。16ページの終わりのところに

「施策の全国展開を図っていくこととする。」と書いてあるのですが、現状、圃場面積のど

のくらいで、全国展開というのはどのくらいを目指されるのか。これは別にここに書かなく

てもいいのですけれども、それを教えていただければと思います。 

〇生源寺座長  これは、今の段階で相当具体的なことをおっしゃっていただけるのではな

いかと思いますけれども、どうでしょうか。 

〇仲家地域整備課長  今回、５年間の対策期間で平成19年度は 303億円という予算を計上

していますが、これは全国の農振農用地の約半分をカバーするような規模で取り組むことを

想定しております。 

〇生源寺座長  これは、地方裁量の要素なども考慮して、その面積という格好になります

か。 

〇仲家地域整備課長  今、積算上の考え方と現場とのつながりがまだしっかりとできてな

く、面積拡大のことも含めて、どのくらいの取り組み面積か、地方裁量をどの程度入れるか

といったことを地元で調整しています。我々が予算上、積算して、想定していた規模では全

国の農地の約半分ですが、これから現場から積み上がってくる数字については、例えば水田

と畑の割合がずれてくれば、当然、予算規模と面積の割合は違いますし、地方裁量をとるか

とらないかによっても予算額と面積的なものが少しずれることもあります。いずれにしまし

ても夏ぐらいまでにはその全体像がみえてくるのではないかと思っています。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

〇曽根原委員  今の点なのですけれども、約半分というと、 200万ヘクタールぐらいを想

定しているということでよろしいのでしょうか。 

〇仲家地域整備課長  はい。 

〇生源寺座長  そのほか、いかがでございましょうか。 

〇佐藤委員  ２年間、いろいろと議論していただいて、なかなかいい形の事業制度ができ

上がったのではないかと思っております。特に、一律に規定できないようなそれぞれの地域
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の活動を支援するということなので、今回、地方での裁量を仕組みとして入れていただいた

ことは非常にありがたいと私は思っております。地域協議会での審査をパスすれば活動資金

を使えるわけですから、活動組織がそれぞれの地域でいろいろなアイデアを出したものがま

ず反映されてくるのだろうと思っております。 

 ただ、一方で、いろいろなケースが出てくると思います。二重丸の良い活動、三角のちょ

っと首をかしげる活動、いろいろなケースが出てくると思いますので、そういう意味では、

５年間の中で、行政の方でいろいろチェックしていただきながら、だんだんいいところに収

れんさせていっていただけたらと思っております。 

〇生源寺座長  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。 

〇澤井委員  私も、２年間参加させていただきまして、大変勉強させていただきましたこ

とについて、まず、お礼を申し上げたいと思います。 

 政策的なスキームとしては大変よくできた形になっていると思います。特に、資源保全、

農村環境保全という純農業経営的な部分以外の部分といいましょうか、公共的な空間づくり

に、非農家も含めた農村コミュニティーを参加させて、インボルブして、ある意味では全国

の農村地域の均衡発展的なモデルをつくられている。地域政策的にみると、農村社会の均衡

発展を政策的に支える一つの力になっているような印象を受けます。 

 ただ、現状をみてみますと、ご承知のように、全国人口が減少している中で、特に過疎地

域、農村地域ないし地方の中小都市の人口が、社会減も含めて、急速に減少していく中で、

この政策スキームの最大のポイントである担い手、活動組織として成っている農村コミュニ

ティーの維持が本当にできるのかなと。５年をそういう意味でみてみることは非常に重要だ

と思うのですけれども、今の地方都市の状況をみてみますと、同じ地域社会の中でもかなり

中核的な都市に、農村地域ないしは小都市から人口がどんどん移動しております。農村の担

い手の問題は前からいわれていましたが、今回のスキームは、非農家をかなり有力な戦力と

して考えています。そうした非農家部分において、地域コミュニティーの減少が起こるので

はないかと思います。そのときに、これ自体、どのようになっているのかなというのは政策

的に非常に興味深い感じがいたします。 

 でも、これをほうっておきますと、日本の農村コミュニティーは加速度的に崩壊していく

危険がありますから、それを政策的に少しでも食いとめるという意味で政策的な意義がある

と思うのですね。それをより有効にされるための手だてということで、この施策だけではな



- 17 -

くて、先ほどからお話が出ているさまざまな農業施策、また、農業施策以外の自治体等の地

域づくりの施策を集中していかないと、一番の活動組織を維持できるかどうかという危険が

あるということで、ここに注目してみていきたいなと思います。でも、政策スキームとして

は非常によくできたものではないかと考えております。 

〇生源寺座長  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。 

〇神田委員  この間も申し上げましたけれども、これを進めていく上では、農業に携わる

方以外のところにいかに主体的にかかわってもらえるか、お仕着せではなくて、自分たちの

問題として、いかに取り組んでもらえるかというところが中心的なテーマだろうと私は思っ

ております。そのためには、地域のリーダーとなる人たちに、決してぶれることなく、きち

っと目的を見据えたリードをしていただきたいと思います。 

 私、きょうの文章をしっかり読んでいないので、もしかしたらどこかに書いてあるのだろ

うと思いますけれども、国民的理解が重要であると「おわりに」にも書いてありますし、各

章にちりばめてあります。６のところに「啓発・普及」とありまして、ホームページや広報、

 Webサイトといったことは書いてございます。12ページの一番上のところでは、この間も、

農家・農村へ周知するための説明会などに努めてきたとなっておりますけれども、農家では

ないところへの働きかけが重要だと思います。国民的理解を得るために、どう働きかけてい

くのかというあたりがもう一つみえないような気がいたしまして気になりました。これだけ

の施策を進めていくわけですから、このスタートに当たって、国民的理解を得るための働き

かけが必要ではないかなと思ったのですが、その辺はここに書いてあるよということであれ

ば教えていただきたいと思います。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。今の点、いかがでしょうか。 

〇角田事業計画課長  今、神田委員からご指摘いただいたページですが、報告書の11ペー

ジの下のところに「全国各地でモデル地区サミットや農地・水・環境をテーマとして『水土

里のシンポジウム』などを開催し、」とありますが、このシンポジウムでは、農家よりも、

むしろ一般の都市住民の方にたくさん来ていただいて、施策の内容を説明しており、各農政

局、あるいは県レベルで相当回数行ってきています。これで十分とは思いませんが、そうし

た取り組みもあわせてやっています。 

〇生源寺座長  これは行っているということで、神田委員の指摘とややずれているような

感じがしなくもないです。スタートするに当たって、特に非農家の国民の方への情報発信が
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必要ではないかということで、そういうことがどこかに書いてありませんか、といったこと

なのですが。 

〇神田委員  そういうことです。 

〇角田事業計画課長  もちろん、そういうつもりですが、今後の推進に当たって、国民に

対する情報発信も含めて進めていくというところはもう一度書きぶりを確認して、欠けてい

るようであれば、そこは補強していきたいと思います。 

〇生源寺座長  この検討会で、いろいろな委員の方からそういうご発言が何回かあったか

と思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

〇北村委員  今の神田委員の発言なのですけれども、その一つの方法として、この前、事

例を３ヵ所ぐらい、ここでやっていただきましたとき、かなり自信をもって、うちの地域は

こうだよという感じが伝わってきているので、こういうのをさらにＰＲしていくことが大変

重要だなと思うのです。地域の誇りをくすぐるような形をとるためには、全国規模で表彰制

度なるものを創設して、何かのときに発表していただくと、各地域でもその内容が参考にな

りますし、その地域の人たちがより一層頑張る原動力になるのではないかなと思うのです。

商品など出さなくてもいいものですから、そのようなことを検討してみたらどうかなと思い

ます。 

 もう一つ、この施策を成功させるためには、地域協議会の位置づけが非常に大事だなと思

うのです。その中でも特に県、市町村は、この施策の浸透を図るために、もっともっと汗を

流さなければいけないなと思うものですから、各県サイド、市町村サイドで、ここら辺の充

実をしっかりやるような体制をとったらどうかなと思います。 

 もう一つ、評価の点で、透明性の高い施策の実施ということがこれからどんどんクローズ

アップされてくるし、また、重要なことだと思うのですけれども、国での第三者委員会のあ

り方は大体わかるのです。しかし、各県へ行った場合、県によって置かれた事情が大分違う

ものですから、第三者委員会の性格も違ってくると思うのですね。今から各県で第三者委員

会の委員をお願いするのに、２年前に我々が国からいろいろ教えていただいた勉強をもう一

回、一からやり直さなければならない委員も出てくると思うのですね。そうなるとレベルが

少し後戻りするようなことがあるものですから、各県における第三者委員会については、施

策の評価や指導、さらには、今後、施策の内容の見直し等も提言できるような委員を選んで、

これが全国的にも浸透するような組織・システムをつくったらどうかなと思うものですから、
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国から県に、第三者委員会をどのようにするかというご指導をぜひしていただきたいなと思

います。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

〇三野委員  私も、今までの先生方と同じような感想をもっているのですけれども、特に、

新しい制度、今までなかった制度ということで、よくここまでスタートラインにつけられた

なというので、事務局の方々には大変敬意を払っております。 

 私自身、この制度に随分大きな期待を寄せておりますが、実は地方でかなり大きな期待を

寄せておられる。過剰ともいえる期待をもっておられるところもございます。そういう意味

で、これからスタートして５年間、ここで想像しなかったような問題がいっぱい出てくると

思うのですが、それをしっかり評価して、５年後に新たな形でさらに発展できるように、今

後５年間、少しそういう点に集中して、いろいろモニターしていただければと思う次第です。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

〇合瀬委員  先ほどの神田委員の、もっとＰＲした方がいいのではないかということの関

連です。シンポジウムをおやりになっているのですが、それに加えて、ハイキング大会みた

いなことをもっとやってもらうといいと思います。施策のＰＲにもなりますし、人が来ると、

きれいにしておかなければいけないとか、ちゃんとやっておかなければいけないという意識

が働きますので、チェックという意味でもいいのではないかと思うのです。せっかく整備し

た訳ですから、次は楽しんでもらう。そうすれば、いろいろな人たちが農村に来て、新たな

交流も始まりますので、シンポジウム予算をウォーキングの方に少し振り分けていただいて、

楽しむという視点でやっていただけるとありがたいなという気がしました。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

〇江頭委員  先ほど、実践に入るといろいろな問題点が出てくるといったのですが、たと

えば情報発信することについて言及すれば、受け取った情報がすばらしいことだから参加し

たいなと思う人はたくさんいると思うのですが、家族がいれば、子供なり孫なりを連れて一

緒に参加したり、先ほどの散歩も、家族がいれば一緒に行ったりします。ひとり暮らしの男

性・女性がふえていますが、その人たちは意外と気が弱いのです。私が今している仕事も年

寄り向けの教室を開いていますが、入ってみようかなという気持ちがある人が入り口まで来

ても迷ってしまい、結局、来なくなってしまう。しかし、直接、いらっしゃいよと私が何回

も声をかけると、とりあえず試しにやってみようかしらと来ます。これからますます年寄り
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がふえますので、地域の活動の中で、年寄りに声をかけるとか、個人的にコミュニケーショ

ンがとれるような仕組みとして地域で老人クラブがありますが、最近、そういうのも人数が

減っているというのです。何で行かないのですかと知り合いなどに聞いてみると入りにくい

というのです。ですから、新しい人を温かく積極的に迎えることが大事です。積極的に迎え

るというのは、受け入れるのではなくて、こっちから出ていって引っ張ってくる。そういう

ことができるような地域活動をしていただければいいかなと思っております。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

〇硲委員  委員の皆さんからそれぞれお話をいただきましたけれども、よくここまでおま

とめいただいたということで、事務局の皆さんに敬意を表したいなと思います。 

 一番初めに三上委員がおっしゃったように、この制度はこの制度ですばらしいし、国民に

理解いただきたいなという強い願望がありますが、今後、日本の農業をどう維持・発展させ

るかということの一つのステップですから、担い手のお話、品目横断とこれをセットすれば、

これで終わりという話ではないと思うのですよ。 

 担い手政策は極めて正しい話ですけれども、集積は、口でいうほど簡単にはいかないなと

現場でしみじみ思います。品目横断についても、適地適作といいますか、麦や大豆がうまく

できるところと、そんなものはとてもたまりませんよというところがあって、例えば集落営

農の法人をつくらせようと思いましても、麦や大豆でうまく誘導できるところはスッといき

ますけれども、そうではないところは、それは無理でしょうということになる。法人化まで

はできないにしても、集落営農という育て方をしないと、担い手だけでは、落ちこぼれの人

はどうするのですかという話になる。きょうの話題から飛躍しますが、そこのケアをしてい

ただくことで、この事業は成功するなと強く思っております。 

 この事業を展開いただく中で、地域で細分化されたところをうまく誘導していただかない

と、この事業は事業として結構なのでしょうけれども、日本の農業の将来は全部これでいき

ますよというわけにはいかないという認識は、恐らく省の皆さんも共通認識でおもちいただ

いているのでしょうが、現場でみておりますと、しみじみそういうことを思います。ですか

ら、先ほど皆さんがおっしゃったのですけれども、一つのモデルを描いたにしても、今後、

地域の特性、あるいはもう少しきめ細かい集落的なところでの手の打ち方を模索いただかな

いと厳しいかなと。私は農村の現場におりますので、そんなことをしみじみ感じますが、い

ずれにしましても、ここまでおまとめいただいたことは高く評価したいなと思います。 
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〇生源寺座長  ありがとうございました。 

〇曽根原委員  今回の施策は、農地・水・環境を保全するという施策なので、その中の重

要な要素として、農地をきちんと保全する、遊休農地を発生させない、耕作放棄地を発生さ

せないということがあると思いますので、その意味で、定量評価として数値を入れてほしい

という提案を前回の検討会でさせていただいたかと思うのですけれども、それに対して、今

回、評価の考え方の中にこれを入れていただきまして、大変ありがたいと思っております。 

 さらに、これについて、お願いというか、提案がありまして、１点、その点をお話しさせ

ていただければと思っております。 

 私自身、農村側で活動しておりまして、今後５年ぐらい、耕作放棄地の発生率が非常に高

まる時期に差しかかるかなという危惧感を非常にもっております。そういったことにおいて、

この点に非常にこだわるのですが、その意味において、この施策をやりながら、いかにこれ

から５年間をチェックしていくかというのが非常に重要かなと考えております。その意味で

いいますと、「評価の仕組みのイメージ」のところに出ております第三者委員会が、国レベ

ル、あるいは都道府県レベルで設置されるようですけれども、ここが防波堤となって、きち

んとチェックすることが重要かなと思っております。その意味で、第三者委員会の重点的な

課題として、こういったものをきちんと入れてほしいなと。こういうことがお願いというか、

提案でございます。 

 また、５年に一度、農業センサス、統計をとっているかと思うのですが、次は2010年、農

業センサス、統計をとられると思いますから、この施策が始まって、途中段階でしょうけれ

ども、統計のデータが出てくると思いますから、2010年の農業センサスの結果と照らし合わ

せて、この施策の有効性はどのくらいあるかという確認を2010年段階でされるのが大変重要

かなと考えております。 

 一般に、2011年は農業担い手の危機といわれることがよくあるかと思います。2011年、担

い手が非常に高齢化することから、こういうことをいわれるかと思うのですけれども、その

意味でいうと、2010年ぐらいに一度、このあたりを農業センサスできちんとチェックされる

のがよろしいのではないかなと思っております。この点がお願いというか、提案でございま

す。 

 もう一点、きのうたまたま、日経新聞の１面に出ていた記事をみまして、それについて質

問でございます。 

 皆さん方、もうご存じのように、農業再生機構が今度設置される。これはどういうものか
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というと、産業再生機構の転用みたいな制度かと思うのですけれども、耕作放棄地が非常に

ふえているので、都道府県、市町村単位ぐらいで農業再生機構を設置して、そこが耕作放棄

地をとりまとめて、企業などにこれを貸し付けたり売買する。平成20年度導入に向けて施策

を検討するようなことが書いてあったと思うのですが、これがもし実際に導入されるとなる

と、この施策との関係が非常に大きい。今後、遊休農地の発生率をどう抑制させて、新たな

担い手を確保していくかということにおいては非常に重要な点かと思いまして、ちょっと気

になったものですから、もしこの点についてご存じであれば、施策の概要、また、検討の部

局はどこか、教えていただければと思います。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 なければ、今ご質問がありましたので、齋藤部長からお願いいたします。 

〇齋藤企画部長  曽根原委員からございました、22日の日本経済新聞のトップに書かれて

いた件なのですが、びっくりしました。 

 私も農地の勉強会にずっと出ていましたが、担当は、経営局の構造改善課というところで

す。きょうも有識者懇談会があって、その帰りなのですが、資料等はすべてWebサイト等に

出ていますので、ごらんいただければと思います。 

 これまでの主な議論は、品目横断で担い手に施策を集中するということなのですが、我が

国の農地の特徴は、分散錯圃であるということです。そういう中で、いかに効率的に経営を

展開するかというときには、農地がばらばらな状態では移動に時間を要して、なかなか経営

効率がよくないため、農地の面的集積を図る必要があります。そうしたときに、新聞報道に

ありますように、農地保有合理化法人があるのですが、全国をカバーしていないということ

があります。全国的に農地の面的集積を進めるためには、例えば農協、農業委員会、農地保

有合理化法人があるのですが、そういう機関をどう活用したらいいかということが話題です。 

 そうした中で、「農業再生機構」という名前が話題になったり、中身でいうと、利用権の

売却がすごくセンセーショナルです。利用権の設定はできるのですが、利用権の売却はでき

るのかどうか、そこをどう思うかということです。実際、企業の参入とか、議論はそこまで

行っていなくて、農地の面的集積をいかに図るかということがポイントです。 

 片方で、耕作放棄地も38万ヘクタールぐらいあって、これをどう解消していくかというの

も大きな政策課題だと思っています。こうした施策もそうですし、先ほどお話がありました

「農地・水・環境保全向上対策」もそうです。中山間の直接支払いなどもそういった施策を
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講ずるとか、土地改良事業の場合は、基本的に農振農用地で事業をやるようにしていますの

で、そういったことも梃子にして、耕作放棄地を極力少なくするように、今後とも努力して

いく必要があろうかと思っています。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の方からご指摘が幾つかありましたが、役所の方で何かコメントがござい

ますか。 

〇角田事業計画課長  それでは、私からお答えさせていただきます。 

 北村委員から、啓発・普及の有力手段としての事例発表や表彰制度などをご提案いただき

ましたが、来年度以降、実施段階でそういったことを活用できるかどうか、よく検討したい

と思います。 

 地域協議会は、この施策の実施主体でもあり、極めて重要です。その中心となる県、市町

村に、ご指摘のとおり、汗を流していただかなければならないわけで、施策がスタートした

段階で、よく打ち合わせをしながら進めていきたいと思っています。 

 施策評価の観点から、国・県段階で第三者委員会をつくるわけですが、ご指摘のとおり、

県段階の第三者委員会は非常に重要な位置づけをすることになると思っていますので、どう

いう形でこの第三者委員会をつくるのか、県からいろいろご相談があれば、もちろん、国と

しても相談に応じたいと考えています。 

 合瀬委員からウォーキングをやってはどうかというお話がありましたが、まさに「水土里

の路のウォーキング」ということで、資源保全の取り組みをモデル地区で実施したところ、

あるいは、昨年度、「疏水百選」に選定されたところなど、そういった水辺を歩く大会を全

国で 100地区ぐらい実施しておりまして、この施策の普及に、ぜひこういった取り組みを活

用してまいりたいと思っております。 

 曽根原さんから、第三者委員会が重要というご指摘がありました。また、施策評価、特に

耕作放棄地の問題をチェックしていくということで、2010年のセンサスを活用すべきではな

いかというご指摘をいただきましたので、ぜひそこは留意して進めていきたいと思っていま

す。 

〇生源寺座長  どうもありがとうございました。 

 そのほか、委員の皆様からご発言はございませんでしょうか。 

〇三上委員  今回、この施策を実施するに当たって、先ほど三野委員から、現場では過剰

な期待があると。私、実際、現場で農業をしていて非常に思うのは、合瀬委員がおっしゃら
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れるように、ウォーキングしたり、表彰制度を設けたりするのはいいのですけれども、「施

策の具体化」の一番最初の「施策導入の背景及び位置づけ」というところにあるとおり、食

料の安定供給や国土保全など、農業者がしなければならない義務的な部分が非常に大きいの

ですね。本当にしなければならないのかというのはちょっと疑問視しているところで、実際、

我々が生きていくためには経営とかもろもろありますので、本当に耕作放棄地を耕作した方

が自分にとって得なのかという観点はおのずと出てくると思うのですよ。なぜ耕作放棄地に

なったのか。耕作放棄地にならないところは土地の条件がいいとか、その辺の条件が当然つ

いてくると思うのですよ。ましてや、これから集落営農や法人化になると、経営的観点はど

うしてもついてこなければならない部分だと思います。 

 そういうときに、この施策は施策で、地域ぐるみでやるので、この施策の趣旨はいいので

すが、果たして我々農業者が個人として、これから本当にそこまでやれるのか、できるのか

ということで、余りにも過剰な期待をされると、農家がどんどん減っていく中で、非常にプ

レッシャーになってくるのではないのかなと、今のお話を聞いていて疑問に思ったので、一

言いわせていただきました。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。現場のリアルな状況を踏まえたご発言だと思い

ます。これは強制できる筋合いのものでもないわけですし、いかにしてその環境を整えるか

ということだろうと思います。 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

 本日もいろいろご指摘いただきましたが、「とりまとめ報告」につきましてはある意味で

補強をお願いしたいというご意見がほとんどだったかと思います。「とりまとめ報告」その

ものに書き込んだ方がいいと判断されるものと、実際に運用していく際に留意すべき点のご

指摘と２種類あったかと思います。「とりまとめ報告」の修文等につきましては、事務局と

座長の私にご一任いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、本日いただきましたご意見を踏まえて、（案）のとれた報告を作成いたしたい

と思います。ありがとうございました。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

〇角田事業計画課長  昨年度の７月から検討会においてご議論いただきました「農地・水

・環境保全向上対策」は、来月からいよいよ本格実施ということでございます。今後、第三

者委員会を設置して、事業の実施状況や経過を把握していく予定としています。きょう、い
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ろいろご指摘いただいたことに十分留意して進めていきたいと思っています。これまでの貴

重なご意見、まことにありがとうございました。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 

 次長からご発言があるようでございます。 

〇山下農村振興局次長  ２年の長い間、本当にお世話になりました。おかげさまで、やっ

とここまでたどり着いたかなと思っております。 

 きょうのご議論にあった、この施策だけですべての問題を解決できるわけではないという

のはおっしゃるとおりだと思います。中山間の直接支払いを７年前に導入したのですが、そ

のときも同じような議論がありました。あの時も、施策を検討する前から、これですべての

問題を解決できるのではないかという期待がありました。本日も経済学を専門にされている

方々がいらっしゃるので、これは釈迦に説法になると思いますが、対象となっている問題に

ターゲットを絞って、直接対処するのが経済政策の基本だと我々は思っています。 

 澤井委員からありましたように、今後、人口減少がますます進行して、この施策を導入し

たとしても、この施策を実行する人がいなくなる。過疎化がますます進行していく。特に、

最近、市町村が広域合併をしているために、市長になった方々の目がなかなか農村部まで行

き届かなくなってきている。こういう問題も指摘されてきているわけでございます。そうい

う中で、我々、新しい施策として何ができるのかということを検討していきたいと思ってい

ます。 

 今回、国会に農山漁村活性化法案を出しています。これは、今まで社会減という状況が長

く続いたのですが、幸い、団塊の世代の方々は、農村への関心、農的暮らしへの関心が強い

ことに着目しまして、できたら団塊の世代の人々に定住してもらいたい、そうでなくても、

二地域居住という形で来てもらえないかと。それを後押しするような法案を提出しています。

そういうことで、社会減から社会増へ、都市から農村へ、という動きができたらなと思って

います。 

 これは一つのとっかかりで、これですべてのことを解決できないというのは事実です。き

ょうは一つの到達点だったと思いますが、これから我々がやらなければならない課題も、き

ょうのご議論で明らかになったのではないかなと思っています。さらに施策を検討して、総

合的な農村振興ができるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

〇生源寺座長  ありがとうございました。 
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 以上をもちまして、本検討会の議事は終了いたしたいと思います。 

 事務局に議事進行をお返しいたしたいと思います。 

〇角田事業計画課長  どうもありがとうございました。 

 最後に、２年にわたりまして、本検討会の座長を務めていただきました生源寺座長から一

言ごあいさついただければと思います。 

〇生源寺座長  それでは、一言ごあいさつとお礼を申し上げたいと思います。 

 きょうは、私の職場は卒業式でございました。春本番ということで、早場米地帯であれば、

水路のしゅんせつ、江ざらい、苗の準備の時期になっているわけですけれども、この時期に、

こういう形でとりまとめを行うことができたのも、皆様方のご協力のたまものだろうと思っ

ております。 

 資料２の最後に、きょうご欠席の方、あるいは途中でご交代の方も含めて、委員の方のお

名前、ご所属がございます。私、農業用水、あるいは生産基盤の問題が専門領域の１つとい

うこともありまして、その関連の会議の委員、あるいは座長という役回りを務めたことが何

回かあるわけでございますけれども、これだけ広範囲の方にお集まりいただいて、しかも資

源保全施策という１テーマについて10回議論したことは、空前にして、まあ、絶後になるか

どうかわかりませんが、これまでなかったことだろうと思います。１テーマで10回議論が続

くということは、それだけ非常に深い内容、あるいは多面的な議論があったからだろうと思

っております。私も随分勉強させていただきました。委員の皆様方も、10回の議論を通じて、

いろいろなことをお感じになり、また、思いもいろいろあるかと思います。 

 この施策がスタートするわけでございますけれども、私からも、ぜひいろいろな形でご支

援を賜りたいとお願い申し上げて、最後のごあいさつにかえたいと思います。どうもありが

とうございました。 

〇角田事業計画課長  どうもありがとうございました。 

 これをもちまして、本日の検討会を閉会させていただきます。 

                                                                  ──了── 


