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                    第１３回農地・水保全管理支払交付金第三者委員会 

                                    議事録 

１． 日 時 平成２４年３月２２日（木曜日）１３：３０～１５：３０ 

２． 場 所 経済産業省別館１０１４号会議室 

３． 出席者 別紙のとおり 

４． 議事録 

○田中農地・水保全管理室長 本日はお忙しい中、第 13 回農地・水保全管理支払交付金

第三者委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 定刻になりましたのでただいまから委員会を開催いたします。本日は阿南委員、中嶋

委員についてはご欠席でございます。また、先ほど坂本委員から、急用でご欠席と連絡

をいただきました。それでは、開会に当たりまして、林田農村振興局次長より挨拶を申

し上げます。 

○林田農村振興局次長 農村振興局次長の林田でございます。委員の皆様におかれまし

ては、３月の下旬ということで、本当にお忙しい中をご出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。委員会の開催に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 農地・水保全管理支払交付金につきましては、早いもので発足から５年間実施してま

いりまして、本年度、23 年度が対策の最終年度になっております。先ほども三野先生と

お話ししていたのですが、この制度の可否というのでしょうか、国民は受け入れてくれ

るだろうかといったような検討につきましては、平成 15 年に委員会を立ち上げまして１

年間検討し、平成 16 年に妥当な額等についてまた別途この委員会で１年間検討しという

ことで始めていました。当時、私は担当の事業計画課長をしておりまして、そこから数

えますと９年も経ったのかなとしみじみ思っておりました。 

 23 年度の委員会でたくさんのご議論をいただき、今までやってきた対策の課題をご指

摘いただきました。それを踏まえまして、内容の見直しを行って来年度以降の新しい対

策を財務省と折衝いたしまして予算には新しい５年間の対策が盛り込まれたところです。

今現在、参議院で予算を審議中でして、これが通りますといよいよ立ち上がるというと

ころでございます。 

 次期対策の中では、共同活動への支援については集落を支える体制の強化や、手続き

の簡素化、仕組みの簡素化といったものについて根強い要望がありますので、それらを

反映し、継続地区については５年をやって体制もできたということで、支払単価は４分
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の３程度を上限とするといったようなことを経て継続することができます。 

 一方で、老朽化が進む水路の長寿命化の取り組みですとか、水質や土壌の高度な保全

の取り組みをしてくださる活動組織に対しては追加的な支援を行う。そうすることによ

って、従来と同程度のレベルの支援を維持できる可能性を残すといった仕組みとして、

現在予算の中に組み込んでいます。 

 今回の委員会では、本年度の委員会でご指摘いただきましたいくつかの課題に対して、

私どもが行いました調査、その分析結果とともに昨年度の中間評価を踏まえて、「本対

策の５カ年の実績と効果」という資料を用意いたしましたので、これを説明し、ご議論

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、忌憚のないご意見をいただきますようにお願い申し

上げて、冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○田中農地・水保全管理室長 ありがとうございました。それでは、ここからは三野座

長に進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○三野座長 それでは早速でございますが、お手元の議事の次第に沿って進めていきた

いと思います。本日の議題１でございますが「農地・水保全管理支払交付金 平成 19～

23 年度の実績と効果」と議題２「その他」について、資料を一括して事務局からご説明

をいただきたいと思います。 

○事務局 （資料に沿って説明） 

○三野座長 ただいま事務局からご説明がありました内容につきましてご意見、ご質問

をお願いしたいと思います。事前に資料をお配りいただいたときと資料の順序が変わっ

ています。その理由を簡単に説明いただいた方がいいかもしれません。 

○田中農地・水保全管理室長 事前に送付させていただいたときの資料５について、本

日は資料１としております。最終的にこちらの委員会におけるご議論、ご検討の結果と

して、資料１を公表していくことになりますので、これを１番にさせていただいたとい

うものでございます。 

○三野座長 そうすると、この資料１が第三者委員会としての基本的なとりまとめの１

つという形になるということですね。 

○田中農地・水保全管理室長 こちらをこれまで５カ年間、ご検討、ご議論いただいた

ものの最終成果として考えておりいます。 

○曽根原委員 １点質問させてください。資料４の４－２で都府県データによる相関分
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析の結果をお示しいただきました。この２つのデータの相関関係はより左の方があるよ

うに見えます。２つのデータがあるわけですが、それぞれのデータ、都府県はこのよう

に並んでいるわけですが、このように並んでいる各都府県の地域の特徴とか農業形態の

特徴は何か見られるのでしょうか。 

○田中農地・水保全管理室長 例えば左の①のグラフでございますが、集落営農組織の

形成比率が一番高いのは滋賀県でございます。滋賀県につきましては水田地帯でござい

まして、また農家の方が近畿圏での兼業の機会が非常に多いということで集落営農が相

当進んでいるところでございます。集落営農の形成比率は 50％近くで全国的に一番高い

比率でございます。また、本対策の取り組みも非常に広がっています。横軸では農振農

用地区域の耕地面積、対象となる農地面積に対して 60％で農地・水対策が取り組まれて

いるいう特徴が出ております。福井なども同じように水田地帯で、兼業が非常に盛んな

地域でございます。各県ごとにそれぞれそういった事情があるのだと思いますが、そう

いったものが表れております。それらの相関分析を行いますと取組面積の比率と集落営

農の組織の形成状況、担い手への農地利用集積等の間に相関関係が見られたというもの

でございます。 

○曽根原委員 ということは、滋賀県を代表とするのは水田プラス兼業モデル、こんな

感じでしょうか。逆だと畑地プラス専業みたいな感じになりますか。そんなことはない

のでしょうか。 

○田中農地・水保全管理室長 ①の方はつぶれて見にくいのですが、和歌山県ですと畑

地帯で水田があまりない。そういったところですと農振農用地区域内の耕地面積に対す

る本対策の取り組みの比率は低くなっておりまして１０％以下です。そういったところ

においては、土地利用型の農業が行われているところは少ないので、担い手の農地利用

集積比率は非常に低い。それから集落営農組織の形成比率も非常に低いといった状況の

地区でございます。 

○鷲谷委員 いろいろな面から効果についてデータで検証していただいたことはとても

良かったと思います。集落営農、農地利用集積にも好影響を与えていて、農村協働力の

向上も図られているということが客観的に把握されたと思います。分析の表現の仕方に

ついて、資料４の４－２というグラフがあって、書いてあることは大変適切ですが、グ

ラフが相関ではなくて回帰のグラフになっています。回帰というのは縦軸を横軸で説明

するという考え方なので、相関とおっしゃっている説明とグラフが齟齬しております。
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線を書かない散布図と相関係数を示すという形にすれば適切だと思います。その後、パ

ス解析の方は回帰を使って分析されているということでいいと思うので、外に出すとき

の表し方を考えていただければと思います。 

 それから、私の専門分野からいって高度な農地・水の保全活動の拡充ということは大

変社会的な意義が大きいのではないかと思っておりまして資料を拝見したのですが、取

組内容、対象となる農地面積に応じて支援するということで、何かポイントを決めて段

階的というご説明をいただきました。そのポイントとか段階的ということに関しても具

体的に決まっているのか。これから検討するのか。ポイントとか段階を決めてというの

は具体的にどのようなものなのか教えていただければと思います。 

○田中農地・水保全管理室長 本日の資料の中には具体的なポイント等を記載したもの

はないのですが、どういった対象を活動とするかということについては、十数項目決め

ておりまして、それぞれについて掛かり増し経費を調査し、それに応じてポイントを設

定しております。更に当方が示しました全国的に取り組みが多いだろうといった活動の

ほかにも地域で取り組みたい活動がございましたら、その活動の内容、活動に必要な経

費等を基に設定したポイントを提案していただいて、それが妥当と認められれば、それ

も加えていくという仕組みにしております。 

 具体的な活動でございますけれども、いくつか例示させていただきますと、循環灌漑

による水質保全につきましては、例えば 10ha 当たり 13 ポイント、あるいは農地の保全

としまして土壌流出防止のためのグリーンベルトの設置につきましては 100ｍ当たり 12

ポイントといったようなポイントを設定しています。このポイントに取り組みの数量を

掛けていただいて、合計のポイントが出ます。それを面積当たりに直しまして、一定の

ポイントを超えると 10ａ当たり 500 円あるいは 1,000 円、1,500 円、2,000 円という４

段階ぐらいの単価を設定しておりまして、その該当する単価をお支払いする、そういう

仕組みにすることとしております。 

○鷲谷委員 もう１つ、地域からの提案を取り入れるという柔軟でボトムアップ型の在

り方というのはとても新しいやり方として注目に値すると思うのですが、その地域から

の提案を受け付けるところはどこになるのでしょうか。 

○田中農地・水保全管理室長 まず、農政局の方で受け付けまして、その中身が妥当か

どうかは本省と協議ということになっています。それに当たりまして来年度以降の対策

においても委員会を設置していく考えでございまして、こういった委員会の場で専門的
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なご意見をお聞きして最終的に決めるといったようなことも検討しているところでござ

います。 

○鷲谷委員 ありがとうございました。 

○三野座長 そのほかございましたらお願いいたします。 

○星野委員 この資料を見ますと次の対策におきまして農村環境保全のための活動とい

うのが共同活動支援の枠組みに入ってきたこと。そして向上活動支援交付金の中にも地

域環境の保全のための高度な取り組みが入れられていること。これらは最初に提示され

ました次期対策の内容から見て追加されている部分と理解していいのでしょうか。最初

の頃にはそのあたりはあまり書いていなかったように思ったのですが。 

○田中農地・水保全管理室長 これまで概算要求のＰＲ版と称しております資料をお送

りさせていただいたと思います。その中には詳細に記載をしていなかったということと

思いますが、基本的な考え方としまして昨年の９月末の概算要求の段階も共同活動支援

交付金の中で引き続き農村環境の保全のための活動については支援していく、それに加

えて、その共同活動支援交付金の中で賄いきれないものについて、高度なものについて

は加算していくという考え方はございました。 

○星野委員 ありがとうございます。非常に多様な団体から構成されます活動組織を維

持していくためには農地・水等の基礎的な保全活動だけではなくて環境というキーワー

ドで人が集まる、そういうきっかけが是非とも必要ですので、こういう形で出されてい

るのは大変良かったなと安堵しております。 

 大きい問題、小さい問題いろいろあって、あちこち飛んで申し訳ありませんが、いた

だいたパンフレットの１枚捲ったところに、先ほどの鷲谷先生のご質問とも関連するの

かもしれませんが、農地・水・環境保全組織が出てきますが、これは活動組織等は別の

ものを言われていたのでしょうか。新たにこういう組織を立てるということなのでしょ

うか。それとも従来の活動組織のことを指しているということなのでしょうか。 

○田中農地・水保全管理室長 今ご覧いただいているパンフレットの２ページをお開き

ください。活動組織として上の方に構成例として農業者、地域住民、自治会等ございま

す。これは現行の対策が基本としてきております集落単位で、多様な方が入って活動す

るものです。農地・水・環境保全組織はその集落の連合体みたいなものです。下の

（２）にございます集落Ａ、集落Ｂ、集落Ｃ、集落Ｄと４集落を想定しておりますけれ

ども、旧市町村ぐらいのところで活動組織が合併というのでしょうか、活動組織間で協
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定を結んでいただいて、こういった農地・水・環境保全組織を立ち上げていただければ、

ここに対してこれまでと同じような共同活動に対して支援します。更に農地・水・環境

保全組織につきましては、資料の５ページ目、４－３の農地・水・環境保全組織の取組

の支援内容の（１）の下の部分、地域資源保全プランの策定ということで、旧市町村単

位ぐらいのかなり広いエリアを対象として作る組織ですので、そのエリアの地域資源の

保全のマスタープランを作っていただく、そういったことまでもこの組織には担ってい

ただくということを想定しているものでございます。 

○星野委員 ありがとうございました。今の件と絡んでもう１件質問させていただきた

いのですが、今回、地域資源保全プランの作成ということで、この活動の中にも示され

ていて、これもとても大事なことだと思います。それに絡んで私が思い出しますのは、

１期目の対策におきまして体制整備構想というのがたしか３年目か４年目にかけてやら

れたと思います。それぞれの活動の組織において体制整備構想が作られているわけです

が、その取り扱いというか、あれは作ること自体にも意味がありますのでそれ自体はい

いと思いますが、次期対策では、体制整備構想自身は消えてなくなってしまっています

ので、それはもうそっとしておいた方がいいのでしょうか。 

○田中農地・水保全管理室長 体制整備構想は現行対策においては３年度目に案を作っ

ていただいて、最終年度までに構想を作っていただくということにしております。次期

対策では、例えば農地・水・環境保全組織では、活動組織の規約に相当します協定を結

んでいただくのですが、その協定の中にそれぞれの集落の役割を書いていただくことに

なっておりまして、そこの部分に今の体制整備構想で書いていただいたような内容が引

き継がれていく。もともと農地・水・環境保全組織の対象としているような旧市町村単

位等で取り組まれているところでしたら、体制整備構想をもってこられて、それを協定

にしていただくということで引き継いでいけるようにしています。それ以外のところに

ついては、体制整備構想に基づいて、次期の対策を進めていただければ良いと考えてお

ります。 

○星野委員 ありがとうございます。最後におっしゃった点ですが、活動組織にとって

計画づくりというのはいきなりだと手慣れていないといいますか、何度かやっているう

ちにだんだんと計画づくりの肝といいますか、やり方みたいなものをマスターされてい

くと思いますので、１回作ったのが、同じ方がその次もという形にはならないかもしれ

ませんが、次期対策におきましても体制整備構想的なものをもって、長期的な担い手の
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育成に貢献するような努力をしてもらうチャンス、きっかけを制度の中に入れる方がよ

いといいますか、今の体制整備構想をそのまま消さずに生かしていく方向が大事かなと

思っております。 

 それから、見直しのポイントという資料５の５－４ページのところで、活動項目の整

理・統合についてということで、大幅な項目の削減が出ております。１つお伺いしたい

点は、確かにこの中間評価の段階におきましても事務的な手続きが大変で困っていると

いう声は至るところで伺いました。最近でも依然としてこの話がときどき出たりいたし

ます。途中の段階で大幅に軽減された、手直しをされたということではありますが依然

として課題が残っているということであります。私が知りたいのは、項目数を削減する

ということが果たして事務作業が多いということの直接の回答といいますか解決策にな

り得るのかという質問です。これをやればそういった不満は軽減に大きく貢献するので

しょうかという、そこの部分を補足していただければありがたいのですが。 

○田中農地・水保全管理室長 現行対策で事務手続きが大変だということのもっと具体

的な内容をお聞きしますと、例えば活動項目が九十数項目あります。その項目ごとに活

動を実施したときに写真を撮って記録しておく。また別に活動の記録簿を作るのですが、

その写真と活動記録簿を対比させながら、何月何日の活動については何人が出席してと

いうことを活動の記録簿に書く。この活動は写真記録簿では何番である、そういう事務

的な作業を求めていたということがあります。例えば、基礎部分で行う施設の点検と誘

導部分で行う活動とが同じ日に同じ時間でやることで２つの項目をこなすということも

あります。それごとに写真を撮って記録簿を作るというのは不合理ではないかというご

意見がありました。そういったところについては活動項目を統合することで事務が合理

化されると考えております。ただ、それだけで事務作業が軽減できるというものではご

ざいませんので、５－４ページの下に示しておりますような書類の簡素化ということで、

現行と 24 年度以降について比較しておりますが、現行ですと活動計画は 10 ページぐら

いにわたっていましたが、計画書を２ページに簡素化しました。報告書類につきまして

も先ほど申し上げたように活動の記録といいますか活動の証拠としての写真というもの

は廃止しまして、その代わり活動記録簿や金銭出納簿についてしっかりとっておいても

らうといったことで、そこの書類も合理化する。項目だけではなくて、その双方を行う

ことで全体としての事務の簡素化を行います。 

○星野委員 大変よく分かりました。最後はコメントです。高齢化集落で地域リーダー
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の確保が非常に難しいということを資料１の９ページ目のグラフのときにおっしゃった

ように思います。まさにその結果がこの９ページ目の①のグラフのところに出ていると

思いますが。その１つの手立てとしては、その後の方になるのでしょうか、先ほどご説

明のありました農地・水・環境保全組織により広域化を図るというのが１つで、広域の

中のリーダーさんがリーダーがいらっしゃらないところを多少カバーしていただく、そ

ういうこともあると思います。もう１つは、地域リーダーの代わりをするような人材を

直接注入するという、これまでの政策とは違うタイプの政策になってきますが、いわゆ

る集落支援委員、あるいはそれぞれの都府県では職員を直接地域に派遣するという制度

も動いております。そういったところ、これまでのハードを整備する、あるいは補助金

を付けるというのは大きく違う、人を直接派遣するという手段がないとなかなかこのハ

ードルがクリアできないかなと思っておりますし、そういったものがこの施策にプラス

のオプションで付けられるとなると非常に力強い地域政策になるのではないか。現在も

非常にいい制度だと私は思っておりますが、その上でそういった新しい手段が入ってく

るとよりパワフルな政策手段になってくるのかなと感じた次第です。長くなりましたが、

以上です。 

○三野座長 ありがとうございました。座長の方から恐縮ですが、あまりにもうまくき

れいにまとめすぎているきらいがあるような気がしないこともないのですが。ただ、一

番最初に曽根原委員、鷲谷先生がおっしゃった資料４の４－２のこの図です。これは確

かにある目的、ある目標として集落営農が何パーセントできるか。そのために取り組み

がどうだという直接の関わりを表しているわけではなくて、これはこの制度が始まると

きにも議論されましたが、それぞれの地域がこの制度を１つのツールとしてうまく地域

の目標を達成するか、１つのツールである。そのときに、これは県ごとに整理されてい

ますが、ある県の方針として集落営農を形成するためにこの農地・水をいかに活用する

か。あるいは農村地域そのものを、あるいは農業・農村をうんと振興するためにこの農

地・水と中山間直払いをいかにうまく組み合わせるか。そういう本来の趣旨があって、

それがどういうふうに使われていたかを表現したのがこの４－２です。これは結果で、

目的ではなかったと思います。そういう意味では鷲谷先生がおっしゃった、これはどう

いう分布をしているかということを表現するグラフであって、これが右上がりの図にな

っているというのは農地・水として理解するときには大変大事ですが、むしろばらつき、

あるいは府県ごとの特性みたいなものがもう少し深く入り込んでいくと、この農地・水
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がどういうふうにうまくそれぞれの地域で利用されてきたかがより深く切り込めるのか

なという、そういう委員からのご指摘ではなかったかと思います。 

 当初これは非常に多様にいろいろな形で使われるだろうということは、この前の勉強

会のときも林田次長がそういう視点でおっしゃった。そのうちだんだんいろいろなこと

に使えそうだということで、これは改正、改良というよりもむしろ進化していったとい

う見方ができる。改めて次期の取り組みの中ではこういう形で発展してきた。だから、

使い勝手の悪いところを改正したということもあるかもしれませんが、むしろこの制度

がどういうふうに役立ち、これからどういう方向にうまく使っていけるか、そういうこ

とがこの中にいっぱい秘められているということを絞り込んでいくということをこの評

価のとりまとめ、資料４を読ませていただいてすごく感じました。一番最初から関係し

ている者としては最初とはずいぶん違う方向にいったけれども、すごくいい方向に発展、

進化しているのではないか。そういうことをどこかに書き込めないか。無理かもしれま

せんが、評価ですのでそういう視点で見ることも大事だと思います。 

 コミュニティ、地域共同力というのは何も農地だけの問題ではなくて、例えば再生可

能エネルギー、省水力というのは地域の力というものが、小規模の分散型のエネルギー

をどう使うかというのは地域の力は大変大事なものです。これは将来的にはその辺と結

びついていくこともあり得るだろうと思います。そういうことで地域のニーズに合わせ

てうまく進化していっているのだろう。あるいは進化していくことがこの制度の大きな

狙い目ではないかと感じました。これはコメントとして受け取っていただければと思い

ます。 

○宮城委員 今の座長のお話を受けて確認です。今までの何回かの委員会で一番最初か

ら多様な主体が参加できる仕組みを作るというのが大きな目玉だったと思います。見直

しのポイントのところでその部分がより強化されるのかどうかがよく見えない感じがし

ます。 

 それからもう１つ、これも何回も言われてきていたのは、水田を中心にする地域に適

合する施策で、当然、田が多いところでうまくいっている事例が多い。畑とか樹園地に

適合するような仕組みはないだろうかということもちょっとあったと思います。今回の

見直しのところでは、その辺はどういう位置付けになるのかがちょっとよく見えないの

ですが、既に検討された経緯があれば教えていただければと思います。 

○田中農地・水保全管理室長 畑や樹園地への適用をしやすくするという観点につきま
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しては、先ほどの資料、４ページの高度な農地・水の保全活動の加算ができる部分です

ね。畑につきましては、これまで 10ａ当たり 2,800 円という単価ですが、そもそも畑の

中で保全管理するものとして水路等がないという場合があります。畑については、例え

ばここにあります土壌の保全ためのグリーンベルトを設置するといったことが必要なと

ころもございます。そういったものについては特に加算ができるように、10ａ当たり

2,800 円とは別に加算ができるような項目を、畑についても適用できるような項目を既

にメニューとして用意しています。また、先ほど鷲谷先生からのご質問に対して説明し

ましたけれども、その地域でほかにも必要なメニューがあれば、例えば畑地帯の石垣の

保全をするということならば、新たにご提案いただければ、その内容と単価等を検討し

て、それも可能なようにするといったような、畑でも共同活動の対象となるものを広げ

ているというのがございます。 

 それから、多様な主体の参画については、これまでのご議論で農村環境活動が多様な

主体の取り組みに非常に役立っているということなので、次期対策においても引き続き

位置付けていくと考えております。また、今ご覧になっている資料の２ページ目の従来

の活動組織に加えて農地・水・環境保全組織ということで広域的なエリアで取り組むよ

うにするのですが、その下の四角の中を見ていただきますと、これまでは単一の集落単

位で地域住民、自治会等と連携しながらやっていくということでしたが、こういった大

きな仕組みにしますと、その外のＮＰＯとの連携といったものがよりやりやすくなって

いくのではないかと。今までは１対１で相手を探さなければいけなかった。そのマッチ

ングの作業が大変だったのですが、これは農地・水・環境保全組織ということで全体で

１回マッチングすれば、それぞれの集落の活動に対してＮＰＯが必要な技術的な支援が

できるとか、そういった枠組みを最初から設けておりますので、こういった面でも考慮

しているつもりでございます。 

○宮城委員 その点はよく分かりました。ただ気になるのは、組織を大きくして団体を

組織していくという形になっていくと、住民一人ひとりから見ると直接的な参加の機会

が失われて間接参加になっていく危険性があると思います。そうすると、その活動に自

分たちが参画しているという意識が薄れていく危険性があるのかなという気がいたしま

す。たしかこれを始めるとき、活動組織の大きさはそれぞれ地域の実情に合わせて自由

でいいですよ、ただ、結果的に集落単位が多かったということだと思います。ですから、

その集落単位をより大きな活動組織も支援するということになると、最初から大きな組
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織を作ったところはどういうところだったのかを振り返って検討してみたくなってしま

うというところがあるかなという気がします。それが今のような形で例えばＮＰＯや集

落を超える組織との連携のときに有効なんだということが確認できるのならばいいかな

と思いますが、直接的な参画の機会を奪わないような仕組みというかきっかけがあると

いいなという気がいたします。これは感想でしかないですが。 

○田中農地・水保全管理室長 まず、現行対策の活動組織については、単一集落のもの

がたしか６割か７割ぐらいです。残りが複数集落です。なぜ複数集落で組織が構成され

たのかを分析しますといくつかあります。例えば土地改良区の単位、あるいは土地改良

区の中の水路の支線ごとの工区単位、そういったもので作ったというところ。あるいは、

今回の農地・水・環境保全組織で念頭においてありますように旧市町村単位のまとまり

があったので、それでこういった組織を設けたというところもございます。 

 先生のご指摘の組織が大きくなればなるほど直接の参加が薄れていくのではないかと

いうところについては、確かにそういったところはあるのではないかと私も今のお話を

聞いて思っております。ないようにしていくにはどうするかという話についてはもちろ

ん考慮する必要があると思いますが、まず農地・水・環境保全組織のタイプとして組織

を設立されるのは、現行で既に旧市町村単位で行っているようなところがまずこれに移

行していくのだと思っております。そういうところについては、これまでの活動の個人

と組織との関係はそれほど変わらないと思っています。また、今後広げていく場合にお

いては、組織同士が合併していくわけですね。合併するにあたっていかにこれまでの活

動組織との直接的なつながりをなくさないようにやっていくかということだと思ってお

りまして、そこから以降それをどうするかということは非常に難しい課題と思っており

ますので、今後、この農地・水環境保全組織を広げていくにあたってその点を配慮して

いかなければいけないことだと受け止めております。 

○三野座長 農地・水の仕組みが常に抱える基本的な命題だと思います。大きくして十

分統括管理していった方が効率的には良くなるし、いろいろな活動もしやすくなる。け

れども活動の実施体制としてはその中でひとつひとつ実施に直接関わるのがあるわけで

すから、何かその辺を。あくまでも実施組織と活動を管理する組織と一緒にしなければ

ならないということはないでしょうね。その辺はこれから組織が考える上での１つの大

きなポイントになると思います。 

○田中農地・水保全管理室長 次期対策の先ほどの広域的な組織については、基本的に
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共同活動の単位については集落でやってくださいとお願いしております。その集落ごと

に計画は作っていただく。ですから、今までは広域的なものも一つの計画で行っていた

ところも多いのですが、今後は、計画は集落単位で作ってくださいということで、今回

そこの部分については１枚計画書が増えてしまうのですが、お願いしているところです。

その点については活動がこれまでよりも身近なものになるという部分も考えております。 

○曽根原委員 大変しつこくて申し訳ないのですが、また資料４の４－２ですが、何と

なくグラフが気になっていて、ずっと考えていたんです。相関を見られているものです

が、耕地面積に対する都府県での取組面積と何か相関関係がないだろうかと自分自身が

知っている物差しで考えてみました。もしかすると都府県の耕作放棄率と結構相関があ

るのではないか。滋賀県はたしか耕作放棄率はいい方から２番目、福井県が４番目。耕

作放棄率がかなり低いところだと思います。山形県、秋田、富山もそうだと思います。

佐賀もたしかそうではないですか。その相関関係はかなり出るのではないかと思いまし

て、それについては是非お調べいただけないか。これが第１点です。 

 第２点です。私も各都府県で行われております農地・水環境保全施策の一定期間終了

後のシンポジウム、フォーラムにも結構行きまして滋賀県にも行きました。そんなとき

に情報交換させていただくことも多いです。これは感覚でしかありませんが、滋賀県も

そうですが、こういう積極的なところは自主的な活動をやりたがっています。画一的な

のではなくて、もっと自主的なことをやりたがっている傾向があるのではないかという

気がします。取組面積の低いところはそこまでいかないという程度の差があるのではな

いかと思います。日本全体のデータのとりまとめを私がやっているわけではないので全

く分からないのですが、事務局をやっていらっしゃる中で問い合わせの数とか質とかボ

リュームとか、そういったものにおいてそういう傾向があるのかどうかということにつ

いても若干聞きたいなと思います。 

 ３つ目ですが、都府県データの都府県耕地面積に対する本対策の取組面積の比率を見

ていたのと、先ほどどなたかがおっしゃられた集落特性における取組面積との比較。い

わゆる限界集落と言われているところとそうでないところでは取組面積の比率はどのぐ

らい違うのであろうか。自分自身そういったところで活動している者としては気になる

ところです。私は山梨県の北斗市で活動しております。８町村合併したわけです。合併

した中で取り組みをしている町とそうでないところの差というのは限界集落ぶり、高齢

化率 50％未満のところと以上のところでは取り組みの比率がかなり違うのではないかと
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いう予感が何となくします。それはリーダーの不足、リーダーがいない、枯渇、とりま

とめる人がいなくなったということだと思いますが、今後、限界集落地域の農村地域資

源をどうするのかという問題とも連動するかと思いますが、その視点のことをこの事業

の中で取り扱うかどうか私は分かりませんが、気になる点かと思います。以上です。 

○三野座長 今のはコメントという形で、修正を特に加えるということではないですね。 

○曽根原委員 はい。 

○三野座長 そうして見れば更に分かりやすいのでないか、そういうご指摘と受け止め

させていただきます。 

○星野委員 １点お伺いしたいのですが、資料３のリーダーへのアンケート調査結果と

いうところの３－７に地域協議会の件を入れていただいています。それぞれの地域協議

会がバックアップをするという体制で現在事業が進められていますが、次期対策におき

ます地域協議会の位置付けについてお伺いしたいのですが。 

○田中農地・水保全管理室長 次期対策につきましては、地域で推進する体制をまず都

道府県にお決めいただきます。どういった体制で行うかの１つの選択肢には現行の地域

協議会と同じような体制も含まれてきます。今聞いているところではほとんど同じよう

に県、市町村等が協議会を設立して実施していくという状況になっております。 

○星野委員 その場合、地域協議会というのは県の担当者は１人とか２人もいらっしゃ

らないケースが多いと思いますが、その方が一生懸命頑張られている状況があると思い

ます。その状況の中で例えば地域協議会に求められている役割、ここで挙げられている

ような情報提供、人材育成、研修、かなり手一杯いろいろやられている状況があります。

この点はこれまでと同じようなスタイルで続けてくださいというのが基本方針と理解し

てよろしいでしょうか。それともそれをより強めていくのか、あるいは逆に弱めていく

のか。そういった意味での位置付けをお伺いしました。 

○田中農地・水保全管理室長 地域協議会の事務局の体制が比較的弱いところ、それか

ら協議会の体制がしっかりしているところ双方あると思います。先ほど申しましたよう

に県で推進の体制を作っていただく。その中で地域協議会にはどの部分を担ってもらう

か。市町村はどの部分を行う。県はどの部分を行うということをその県ごとに決めてい

ただくというふうにしております。そういった点で地域協議会の事務局の職員の方が少

ないところは少ないなりに少ない部分を受け持ってもらう。残る部分については行政が、

市町村なり県が役割分担をやっていただくということで体制を作っていただけるように
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しております。 

○星野委員 それは県の方にお任せしていることだから一番いいようにやってください

という理解でよろしいですか。 

○田中農地・水保全管理室長 県によって協議会の位置付けなり、すなわち行政が主体

で協議会を運営されているところ、それから県の水土里ネットが中心になって担当の方

を配置してやっておられるところと様々ですので、その状況に応じてやっていただく、

そういう考えです。 

○星野委員 そうですか。活動のための予算的な措置がかなり厳しくなったように聞い

ていますが。 

○田中農地・水保全管理室長 予算でまいりますと、今日お示ししました資料５の、金

額は入っていませんが、５－１ページの一番下のところに農地・水保全管理支払推進交

付金ということで今年度 23 年度 10 億ほど交付金を措置しています。金額的には 24 年度

も同額の予算を措置しております。そういった意味ではこれまでと同様の支援をしてい

く考えです。 

○星野委員 分かりました。ありがとうございました。 

○鷲谷委員 感想のようなこともよろしいでしょうか。興味深いデータと思いますのが、

これは２－８のデータです。地域内の耕地面積に対する取組面積の比率のデータです。

トップは兵庫県 75％、あと福井県、滋賀県となっておりますが、この地域というのは環

境保全型の農業とか里山をキーワードにした注目すべき取り組みが進んでいる地域でも

あります。全体にこのデータを見ますと、日本における持続可能な農業の発展というこ

とを考えると、この政策は鍵になる政策なのではないかという印象を持ちました。これ

から提案型の支援が、それ自体が未来指向の画期的なことのような印象がありますが、

そういうボトムアップでどういう提案が出てくるかとても楽しみです。提案型のもので

支援されるものの内容はもしかするとこれからの日本の農業の将来を占うことにもなる

かなと思って、期待しながら今後の進み方を見させていただければと思っております。 

○三野座長 ありがとうございました。委員長としてこんなお話を、これは国も 50％補

助するという施策の評価ですね。農地・水制度、それを各府県も評価しなさいという

25％、それから市町村 25％で協議会を作って活動していく。だから行政的な施策という

よりも、今、先生がおっしゃったそういうものを支援していくという施策の評価。今ま

でのやり方とかなり違う政策、新しい一種の実験的施策のようなものだと私自身は考え
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ていたのですが。だんだん堅くなっていくような気がします。評価を通していくと何と

なくこれまでと。宮城委員も当初のあれにもう一度帰って、いろいろなことを検討して

いく必要があるのではないかというご指摘はその辺にあったのではないかということで、

評価としては私もこの評価書は非常にうまくできているし、19 年から 23 年、かなりい

ろいろなことが学べるし、あるいはこれを更に発展させていただきたいというのが委員

の皆さんのお話ではなかったかという気がします。そういうとり方でよろしいですか。 

○齊藤整備部長 座長のおっしゃるとおりそういうとらえ方で、それぞれ各県において

もいろいろな評価をしていただいておりますので、ここでやるのは国としての共通の基

本フレームのご議論だと思っております。 

 それで何点かこれまでご質問あったことについて補足で説明させていただきたいと思

います。畑地の話がございました。この事業制度を作るときから畑地でどれぐらい普及

するのか議論になって、水田みたいな共同活動の経験があるところと比べてどうなのか

というご議論がありました。事例で申し上げますと、例えば農地造成してキャベツを一

生懸命作っているようなところで、そこは昔から土壌流出があって、農地造成した勾配

がきついから流亡するのではないかという議論もありました。私もかつて視察しました

が、畑地農家というのは隣の畑よりも１列でも多くキャベツを多く植えたいものですか

ら、法面ギリギリまで植えています。土壌を保全するとかグリーンベルトを設けるとか、

そういったことには非常に消極的です。最近、その地区がどうなっていますかと関係者

に聞きました。今はしっかりとグリーンベルトを設けている。まさにこの活動を使って

グリーンベルトを設けたり、あるいは沈砂池を設けたりして、みんなで共同で土壌の流

亡を抑えていますということで、私がかつて見たときの状況から大きく変わっています。

農地・水保全管理支払交付金を契機にみんなで土壌流出を守るという意識に変わってき

ているのだなと思いました。それは畑地ですが、そういう地区があちこちでできてきて

います。 

 あと活動組織が大括り化になることで、集落、地域の方々の密着した活動が後退する

のではないかというご懸念がございました。私どもも中で議論するとき、それを大変懸

念しましたが、あくまでも活動を実施している活動部隊はそれぞれの集落の中でいろい

ろな人が参加しながらやってもらう。それをうまく計画面とか、あるいは緩やかな組織

のつながりの中で事務の合理化を図るような形がいいのではないかということで、今の

ようなこういうご提案をさせていただいております。 
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 そのときにモデルにしたのは胆沢平野地区でして 9,000ha ぐらいの大規模な土地改良

区のエリアですが、そこに２０以上もの農地・水の活動組織があって、それぞれ地域で

いろいろな活動をやっています。水路や環境の保全活動をやっているのですが、そこは

全部胆沢平野の土地改良区と連携した形でやっていて、２０以上の活動組織がうまく連

携しながらやっています。ですから地域の全体の水の流れとしてもうまく機能するよう

な活動になっているので、そういったものがモデルになるのではないかと思っています。 

 あと、多様な参加につきましては、いろいろな主体が参加することができるよう活動

について先ほど言ったようなポイント制を導入することとしました。ＮＰＯの人たちか

らすると環境とか生態系などに関心が高いので、そういった活動についてもきちんとポ

イント制で支援ができるような仕組みにしたことがその工夫になっていると思います。 

 あと先進県で滋賀県の話がございました。滋賀県は単独でゆりかごプロジェクトをず

っとやってきてかなり先行しています。ですから、環境とか生態系保全の面からこの事

業を捉えているので、先ほど言ったように新たな活動をしたい人たちがいっぱいいるの

で、そういうことからするとポイント制で活動内容によって更に支援単価を上積みする

というのはうまく機能するのではないかと思っています。 

 あと、限界集落の話がございました。限界集落の話は中山間地域対策として中山間直

払いという制度の中で対応しております。もちろん農地・水も中山間でもやっています

が、中山間直払いについても制度拡充しながら限界集落の問題とかそういったものに対

応できるような形で充実を図っております。 

○三野座長 ありがとうございました。まとめてお答えいただきました。何かそのほか

ございますか。 

○星野委員 活動組織自体はあまり大きく増えていかないと思います。次期対策も出る

ところはほぼ出尽くしたという形になると思います。私は次のターゲットは人材育成、

リーダー育成、そういったところにもっとシフトするべきかなと思っております。先ほ

ど話題になりました組織の広域化というところもリーダーがちゃんといなければうまく

いきません。話が逸れてしまいますが、ある自治体では強制的に旧村単位で活動組織を

作ることをもう決めてしまった。仕方なしにやりました。そうしたところ、そのリーダ

ーさんは「とても大変だ」、「もうかなわない」、そういう不平がいっぱい出たのです

が、併せて効果の面を聞きましたところ、集落単位でやっているところよりも高い効果

が出ておりました。いろいろな面でむしろ高い効果が出てきたということでございます。
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リーダーさんは苦労したけれども、事業の効果は高かった。そこで大事なのはいかにリ

ーダーさんを作っていくか。そうしなければこの事業はその次の大きな発展はないだろ

うと思います。そういう意味から人の育成がやはり大きなターゲットになってきます。 

 更にもう一言だけ付け加えさせていただきますと、地域協議会の役割というのも単独

の活動組織の中だけでできることは限られています。それを超えた中間支援の組織とし

ては、その形についてはそれぞれ府県ごとの事情があるとは思いますけれども、地域協

議会的な役割を担うところがもっと充実されるべきかなと思いました。 

○三野座長 もう少し具体的に言いますと、資料１の 11 ページ以降に何か加えた方がい

いということでしょうか、評価書の最後に。その辺が本日の会議の一番大きなポイント

になってくると思うのですが。 

○星野委員 個人的にはもし入れるとすると結構準備が要るかなと思います。 

○三野座長 それも含めてこれに書き入れた方がいいというのか、あるいは星野委員の

ご意見として承ってもいいということでしょうか。 

○星野委員 今の話は私の個人的な意見ということで結構です。 

○三野座長 そろそろ時間も経過してまいりました。この資料１について、特に修正が

必要だとお思いでしたらご指摘いただければ。今のご意見はご意見として会議記録には

残していただきますが、評価書の中に残すかどうか。今日のこの第三者委員会は評価を

どうするのかということで結論を出したいと思いますが。いかがでしょうか。具体的に

ご指摘いただけるところがありましたらお願いしたいと思います。そういう意味です。 

○星野委員 体制整備構想が言葉として消えてしまっているような気がするのですが。

先ほどの回答ですとかなり生かされる可能性が十分あるということなので、何か文言が

ほしいなと思ったのですが。 

○三野座長 その辺はいかがでしょうか。もう１回開催するというわけにはいきません

ので。今日の星野委員のご意見を受け入れつつ、直していただいて委員長がまとめさせ

ていただくということで、よろしいでしょうか。これはホームページに掲載されます。

その中で星野委員のご意見としてリーダー育成は非常に重要だということを一言書き込

ませていただく。中に書き込ませていただくということでよろしいでしょうか。そのほ

かに何かご指摘いただくことがございましたらお願いいたします。 

 そういたしますと、ご意見がもしあれでしたら、本日いただいたご意見をもう一度整

理し直してみまして、事務局に修正をいただくとともに委員長一任ということにさせて
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いただければ大変ありがたいのですが、いかがでしょうか。それでよろしいでしょうか。 

 では、今日いろいろなご意見をいただきましたが、基本的に少し書き込まなければい

けないのは星野委員のリーダー育成かと思います。その辺は事務局と相談しまして書き

加えますが、基本的にこの案を第三者委員会の評価結果とさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 事務局としては所要の修正作業を進めていただく。その内容を私の方で確認した後、

最終版としていただくようにお願いいたします。 

 それでは、本日予定しておりました議事は全て終了いたしましたので、進行の方を事

務局にお返しします。 

○林田農村振興局次長 三野座長、ありがとうございました。一言ご挨拶させていただ

きたいと思います。今こうしてお話を伺っておりまして、この制度が実際立ち上がって

５年たってきています。委員の先生方にはこの場だけではなくて、全国で活動している

２万の組織のかなりの部分をずっと見守っていただいたり、指導していただいたりして

いることをひしひしと感じまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいであります。と同時

に自分自身がこの５年間の活動に対してまだまだよくクリップできていないなというこ

とを改めて思いまして、来年からというか来月から新しい５カ年の対策が始まりますの

でこれまで以上に、２万の組織が動いているわけですから、責任も重いということを改

めて実感して、積極的に地域の活動にも出かけていって問題点を把握したり、更なるレ

ベルアップに努めるようにしていきたいと思います。ありがとうございます。 

○田中農地・水保全管理室長 本日、多くの貴重なご意見をいただきまして誠にありが

とうございました。本委員会は農地・水保全管理支払交付金の実施要綱に基づき設置し

ておりますが、今年度末で現行対策については終期を迎えますので、本委員会について

もいったん締めくくりとなります。委員の皆様におかれましては昨年度の中間評価のと

りまとめをはじめ、貴重なご意見、ご助言をいただきましてありがとうございました 

 24 年度以降の次期対策におきましても対策の実施状況、それから効果の評価のための

委員会を設置する予定としております。24 年度以降の委員会の進め方につきましては事

務局で検討させていただいて、改めてご連絡させていただきたいと思っております。 

 これをもちまして第 13 回農地・水保全管理支払交付金第三者委員会を閉会させていた

だきます。どうもありがとうございました。 


