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                    第２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２５年３月１８日（月曜日）１５：００～１７：００ 

２． 場 所 経済産業省別館８５０号会議室 

３． 出席者 別紙出席者一覧のとおり 

４． 議事録 

○横井農地・水保全管理室長 それでは、坂本先生と鷲谷先生は遅れて会場のほうへ到着される

という状況でございますけれども、定刻になりましたので、開催させていただきたいと思います。

それでは、本日、お忙しい中、第２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

きましてありがとうございます。 

 定刻になりましたので、これから始めさせていただきますが、この意見交換につきましては、

前回、９月に現地のほうでご確認させていただきましたけれども、意見交換自体、公開という形

で進めさせていただきます。報道機関の方等にお願いでございますけれども、カメラでの撮影に

ついては冒頭のタイミングのみに限らせていただいて、あと、議論の最中は控えていただけるよ

うにお願いできればと思っております。 

 まず、それでは開会に当たりまして、農村振興局の實重局長のほうから一言、ごあいさつを申

し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○實重農村振興局長 農村振興局長の實重でございます。よろしくお願いいたします。本日は大

変年度末のご多忙の中、ご出席を賜りましてありがとうございます。一言、ごあいさつを申し上

げます。 

 この農地・水保全管理支払交付金でありますけれども、おかげさまでだんだん定着をしてまい

りました。５年間、第１期対策というのをやりまして、それから、24年度、第２期対策に入らせ

ていただいております。そういう中で、この対策自体は農村の資源を共同活動で保全すると、あ

るいは環境を保全する、また、長寿命化施設等国民の財産、共通財産を長寿命化すると、こうい

ったような活動でありますけれども、おかげさまで大変広がりを見せまして、また、大きな問題

もなく定着をしてまいりました。146万ヘクタールで行わせていただいておりますし、また、そ

のための活動組織も大変ユニークな活動組織だと思います。農業者の方だけでなくて、地域のい

ろいろな各界各層の方が入っていただいているわけでありますけれども、１万9,000という組織

が全国津々浦々で活動していただいているところでございます。 

 この第２期対策スタートに当たりまして、いろいろな若干、改良しようということで意を用い
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たわけでございますけれども、特にわかりにくい、非常に面倒であるというような声もありまし

たものですから、手続面ではかなり簡素化して取組やすくしたつもりでございます。また、体制

をレベルアップするというところも大事でございますから体制の強化と、こういうところに対す

る支援面でも充実をさせていただいたところでございまして、来年度、25年度予算を今、国会で

審議中でございますけれども、対前年度で114％、282億円を確保させていただきます。大体300

億円弱ぐらいの規模で毎年、業務に当たらせていただいているところでございます。 

 昨年９月に第１回の委員会を開かせていただきまして、大変、お忙しい中、滋賀県下でご視察

をいただきました。第２回であります今回は、全国の活動事例を紹介させていただきたいと思い

ます。また、長寿命化のための施設の点検、補修、こういったような活動についても特にアンケ

ートなども行っておりますので、ご紹介させていただければと思います。第２期対策は25年度で

２年目に入っていくわけでございますけれども、これは年々、見直しをし、内容、対策を充実し

ていきたいと思っておりますので、どうぞ、忌憚のないご意見をちょうだいできればありがたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○横井農地・水保全管理室長 ありがとうございました。 

 ここで、今日、ご出席の委員の方々のご紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、座長をお務めいただきます中嶋委員でございます。 

○中嶋委員 中嶋でございます。よろしくお願いします。 

○横井農地・水保全管理室長 続きまして、尾木委員でございます。 

○尾木委員 よろしくお願いします。 

○横井農地・水保全管理室長 続きまして、河野委員でございます。 

○河野委員 河野でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○横井農地・水保全管理室長 西郷委員でございます。 

○西郷委員 西郷でございます。よろしくお願いいたします。 

○横井農地・水保全管理室長 坂本委員でございます。 

○坂本委員 坂本です。よろしくどうぞお願いします。 

○横井農地・水保全管理室長 水谷委員でございます。 

○水谷委員 よろしくお願いいたします。 

○横井農地・水保全管理室長 鷲谷委員はご出席の予定でございますけれども、若干、遅れて到

着されるということでございます。ちょうどタイミングよく。お忙しいところをありがとうござ

います。鷲谷委員でございます。 
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○鷲谷委員 遅くなって申しわけございませんでした。 

○横井農地・水保全管理室長 なお、本日、星野委員につきましては、ご都合によりご欠席とい

うことになってございます。また、当方、役所側の出席者につきましては時間の関係もございま

すので、お手元に出席者一覧ということでお配りしておりますので、これに代えさせていただき

たいと思います。どうぞご参照いただきますようによろしくお願いいたします。 

 まず、お手元に資料をお配りしておりますけれども、資料の確認をさせていただければと思い

ます。お手元に座席表というのがあるかと思います。更に資料一覧ということで１枚、その内訳

として、議事次第でございます。それと出席者一覧、更に委員名簿、それと資料ということで、

資料１、資料２、資料３、資料４、それと資料５、更に参考資料といたしまして参考資料１、そ

れと参考資料２ということでお配りをさせていただいております。もし、ご不足等がございまし

たら事務局にお申しつけください。 

 それでは、ここから中嶋座長のほうに進行のほうをお願いをしたいと思います。中嶋座長、よ

ろしくお願いいたします。 

○中嶋座長 それでは、本日もよろしくお願いいたします。 

 では、早速、議事次第に沿って進めたいと思います。本日の議題は全部で六つございますけれ

ども、初めの（１）から（４）までをまとめてご議論いただきたいと思います。 

 それでは、まず、初めに資料１から４について事務局からご説明をお願いいたします。 

○横井農地・水保全管理室長 それでは、早速、説明をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 まず、議題１、農地・水保全管理支払交付金についてということで、資料１といたしました資

料に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、本交付金制度の概要につきまして、改めてご説明させていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。それでは、めくりまして資料の右下に１と書いてあるところからまいら

せていただきます。本交付金導入の背景ということでございます。 

 本交付金の対象といたしておりますものは、１ページの真ん中の黄色で書いているところのい

わゆる農地や農地周辺の水路、農道などの資源、これを対象といたしまして、これが集落などの

地域共同活動に保全管理されていると、これらの資源につきましては、図の左側に生産資源とし

ての役割というふうに書いてございますが、一つは食料の安定供給を支える基盤としての役割、

更にこのページの右側に環境資源としての役割というふうに書いてございますが、生態系、景観、

水質など農業、農村の多面的機能を支える役割というものがあると、こういうふうに考えまして、
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これらを現在、黄色の矢印で書いてございますが、地域社会が支える仕組みと、現在、地域で共

同活動などによって守られていると、これらをしっかり対策によって守っていくための支援をし

ていこう、これらの取組が現状、高齢化、過疎化、混住化等で弱ってきている、これをしっかり

支える体制をつくっていこうという趣旨で、この政策を導入して進めてきているというところで

ございます。 

 続きまして、２ページ目に、本交付金の概要ということで、どのような形でこの交付金での支

援を行っているかということを次にご説明させていただきます。２ページ目に左側に活動組織と

いうことで書いてございます。非農業者を含めた多様な主体が参画した組織というものを地域で

つくっていただきまして、この組織が右側のほうの活動の手順でございますけれども、計画をつ

くり、また、市町村と協定を結び、その計画に基づく取組を進めるということで申請をいただき、

その計画に基づき活動していただくと、これに対して交付金として支援をしていくというもので

ございます。 

 それで、交付金の対象としております活動等につきまして、３ページでご紹介させていただき

ます。交付金の構成、対象活動というふうにしておりますが、交付金の構成としましては大きく

二つございます。一つは共同活動支援交付金、３ページの緑色の色で塗ってある上段のものでご

ざいます。それと、下側の赤と青で書いてございます向上活動支援交付金、この二つの大きな枠

組みがございまして、共同活動支援交付金、上段のほうは一つが基礎的な活動ということで、い

わゆる草刈りですとか、泥上げですとか、水路、農道等を守るための基礎的な活動、これを支援

していこう、右側のほうの農村環境保全活動、それらを通じて生物の多様性とか景観の形成、こ

れらの農村環境の保全を守っていくというものに対する支援を行っていこうと、これらが共同活

動支援交付金ということで、ある意味、基礎的なものでございます。 

 その下にございます向上活動支援交付金というのは向上という名のとおり、更に質的に高い取

組をしていただこうというものでございまして、赤のほうの色でついてございますのが施設の長

寿命化のための活動ということで、水路、農道等を更に長持ちさせる取組を地域でしていただく、

軽微な補修等によって長持ちさせるための活動に対して支援をしていこうというものでございま

す。右側のほうの高度な農地・水の保全活動、これは水質、土壌、生物多様性等の地域環境の保

全のより質の高い取組をしていただこうというものに支援をしていくというものになってござい

ます。これは対象となる活動の例ということで小さい字で書いてございますけれども、共同活動

支援交付金よりも質的に高い高度なものということで、それに追加的に支援をしていくというも

のになってございます。 
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 続きまして４ページ目に、それらの活動に対してどのような形で費用の支援をしているのかと

いうことを示させていただいております。交付単価ということで先ほど二つの共同活動支援、そ

れと向上活動支援、この二つ、それぞれに対して単価を定めまして地域の活動に支援をするとい

う形でございます。 

 ページ中の交付単価のイメージという中段に書いてございますところを用いてご説明させてい

ただきますが、共同活動支援という基礎的なものを行うところだけにあっては4,400円、更に、

それに質の高い向上活動支援というものに取り組んでいただく場合、長寿命化対策の赤色なり、

高度な農地・水保全ということで青色、こういうようなところに更に取り組んでいただく場合に

は、共同活動支援という部分の単価は若干7.5割ということで落としますけれども、その上に更

に上乗せで長寿命化であれば例えば4,400円ですとか、高度な農地・水であれば取組の内容に応

じて500円から2,000円と、こういうものを10アール当たりの単価でお支払いをしていくというよ

うな内容になっております。その細かい単価表は下のほうの単価表という欄にお示ししておりま

す。これらを交付の流れということで、国から地域のほうに支援をしていくと、国が２分の１を

負担をし、更に都道府県、市町村が４分の１ずつをもって、国と地方が半分半分をもって、この

交付金の負担をしているというものでございます。 

 ５ページにまいります。本年度、24年度から第２期対策ということで、５カ年間の対策が新た

にスタートしてきております。この際に当たりましていろいろ見直した点が幾つかございます。

その中の特徴的なものを５ページ、６ページでご説明をしたいと思います。 

 まず、５ページの絵の中にございますけれども、活動項目の整理・統合ということ、それと、

その下に書類の簡素化というようなことがございます。これらは取組を進めていくに当たって、

いろいろな事務が大変だというような地元のお声がございまして、これまでの本委員会でもでき

る可能な限りの簡素化を図っていくべきだというふうな ご議論もしていただきました。そうい

うものを踏まえまして活動項目の整理・統合ということで、いろいろな活動項目を要件として定

めておりますものをなるべくまとめて、分かり易くするというようなのが整理・統合でございま

す。更に書類の簡素化ということで、色々な申請ですとか報告をしていただく書類を農家、地元

の方が作成をされますので、できるだけ、なるべく少なく合理的な形にするということで、書類

の枚数なり、内容を見直しました。そういうのがこれでございます。 

 もう１点、右上に高度な農地・水の保全活動への支援ということで、先ほどご説明いたしまし

た質の高い取組への支援ということで、特に生態系保全とか水質、環境に関する取組への支援、

質の高いものへ誘導するための活動への支援というものを、実は２期対策から盛り込ませていた
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だいたものになっているということでございます。 

 めくっていただきまして、６ページ目でございますけれども、６ページ目は集落を支える体制

の強化ということで、本対策の活動組織は集落を中心とした取組がなされておるわけですが、集

落が過疎化、高齢化等で非常に脆弱な状態もある、いろいろ事務処理も大変であるとか、そうい

うようなこともございますので、なかなか、役員のなり手がいないとか、取組の幅がなかなか広

げられない、こういうようなものを集落を超える、更に広い組織、広域的な体制をつくって、そ

れをもって進めていこうということで、こういう集落を支える体制の強化ということをしており

ます。本ページ中の右側の農地・水・環境保全組織の設立の推進という欄の一つ目にございます

が、イメージ的には一つ目の丸にございます、旧市町村区域の広域エリアということで、こうい

うところで関係団体が協定を結んで、広いエリアで広域的に取組を進めていくというものでござ

います。 

 ７ページ目に、そのイメージがわかりにくいところもあろうかと思いまして、広域化の地区事

例ということで示させていただいております。これは愛知県の知多半島の地域でございますけれ

ども、ここにおきましては現在、七つの集落で組織をつくっておりますが、これまではそのうち

の６集落が本対策に取り組んでおりました。なかなかリーダーさんがいないということで取組不

参加だった集落、近隣の集落を含めた７集落で本年度から広域的な体制を組んで、７集落の広域

的な体制で色々な事務処理なり、活動の検討をし、実践をしていくというような取組が展開をさ

れ始めております。このような広域的な取組ということをやってきております。 

 更に８ページ目でございます。本年度から25年度にかけて予算をどうするかということで検討

してまいりまして、25年度からの取組ということでございます。ページ中の上の囲みになります

が、予算額を拡充をするという点、このページの右側のほうに、農地の集積の進展に対応して発

生をしてくる課題に対応するための拡充をするということにしております。内容といたしまして

は、大規模な中心経営体に農地が集積されるということに伴いまして、個々の農地周りの畦畔管

理ですとか、水管理が粗放化するのではないのか、こういうものを集落で支えていくために、そ

れらの管理を省力化する取組を地域として行う場合にあっては、例えば給水する施設を自動化す

る、もしくはカバープランツというような形で畦畔管理の省力化をする、こういうものを地域で

行う場合には支援をしていこうというものをメニューに新たに拡充していくことにしてございま

す。 

 以上が制度の枠組みから、平成25年度にどのような形で制度を広げていこうとしているのかと

いうのをご説明させていただきました。 
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 続きまして、議題２といたしまして平成24年度の取組状況ということで、資料２という別の資

料でございます。平成24年度、本年１月末現在で取りまとめました見込み値でございますけれど

も、本年度はどのような状況で地域で取り組まれているのかというのを概観していただくために、

この資料を取りまとめてございます。 

 目次のところを見ていただきますと、大きく二つに分かれておりまして、一つは共同活動支援

という基礎的な取組への支援、それをⅠでまずご説明させていただき、Ⅱということで質の高い

向上活動への支援をご説明させていただきます。 

 まず、基礎的な共同活動への支援ということで１ページ目でございます。このページ中の①の

表にございますように、全国1,188の市町村で１万8,666の組織、146万ヘクタールの農地をカバ

ーをしております。農振農用地という目で対象となる農用地の全国的な面積から見ていきますと、

全国34％をこの施策でカバーをしているという内容になってございます。本ページ左下の②の対

象施設の表に掲げてございますけれども、本対策で取り組んでおります対象施設、開水路が24万

キロ、パイプラインが4.6キロということで、水路が28.6万キロ、それと農道が16.7万キロ、た

め池が約３万カ所、こういうのがこの取組でカバーをしている施設になっております。それらが

右側の③の地域協議会という、各46都道府県でいろんな地域の集落の活動を支える地域協議会と

いうところを通じて、施策の推進を図るという仕組みになってございます。 

 続きまして、２ページ目を見ていただきますと、都道府県で本対策の対象となる農用地に対し

て、どれぐらいの取組が実際に行われているのかというのを示したものになっております。右側

のほうが平成24年度の見込みということでございます。色が緑色のほうになるほうが取組の度合

いが高いということで、ここでは兵庫、福井、滋賀という３県が特に高い地区として引き出し線

で示させていただいております。兵庫県であれば対象となる農用地の74％がこの取組によってカ

バーをされているということを示してございます。 

 続きまして、３ページ目に地域ブロック別の取組ということで、これは地方農政局等の地域ブ

ロックでまとめたものでございます。地域的な特色というのが見えるんじゃないかということで、

こういう整理をいたしてございます。本ページの左側の下の表にございます、こちらのほうで活

動組織数というところで見ますと、九州が3,678ということで最も多いということで、次いで近

畿、東北と、こういうような順番になっております。 

 取組面積の欄、③を見ていただきますと、北海道が44万ヘクタールで最も大きく、次いで東北、

九州、北陸というような順番の状況になっております。続いて１活動組織当たりの平均面積とい

うのを見てまいりますと、北海道が639ヘクタールということで大きくございますが、府県のほ
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う、それ以外のところを見ていただきますと、沖縄が280ヘクタールで大きくなっておりますけ

れども、その他のブロックにおきましては、100ヘクタール以下の集落単位というようなイメー

ジの面積規模になっておろうかと思います。その次に表中、一番右のカバー率ということで見て

まいりますと、近畿地方が最も多くて、次いで北陸、東海というようなところが高いという状況

になってございます。 

 また、表のカバー率の左に用排水路を管理する集落に占める比率ということで、どれぐらい、

そういう集落に対して占めているのか、北陸が83％ということで非常に高い割合で、この対策を

活用して集落での用排水管理に取り組んでいただいているという状況がございます。 

 めくっていただきまして４ページは、これをセンサス等の統計で用いております農業地域類型

というようなもので見てみようということでございます。その分類をしております地域区分に沿

って整理をしてございますけれども、これは一部抽出をいたしました調査の結果から、比率を見

るというような形で整理をしたものになってございます。それでは左側のグラフでございます、

平地農業地域と言われるエリアが最も取組面積の比率が多く、右側のほうに地域類型別にその比

率から対象となる地域毎の面積に割合を掛けてまいりますと、どれぐらいエリアの中でカバーし

ているのかというのを見ようとしております。これでいきますと平地農業地域が42％ということ

で、平地農業地域と言われるようなところがカバーの割合が高いという特徴が見られております。 

 続きまして５ページでございますが、これは地目別、田、畑、草地でございますが、左側の表

に地目別に示しております。水田が102ヘクタールということで最も多く、畑、草地、草地とい

うのが面積的に、また、カバー率的なものも少なくなってございます。地域ブロック別に右側の

グラフで特徴を見てまいりますと、北海道は畑、草地での取組が多くなってございます。また、

沖縄も畑の占める割合が多くなってございます。その他は水田が多いという中で、北陸、近畿、

東北というところが特に水田の割合も高くなっております。めくっていただきまして６ページは、

それらを表にそれぞれの数値をまとめたものでございますので説明は割愛させていただきます。 

 ７ページに農村振興局において農地・水対策以外に中山間地域直接支払制度ということで、中

山間地域の取組に対する支援を行っております。この中で集落が共同で行う取組に対する支援も

行っておりまして、これとあわせてどのように農地、農業用施設の保全管理が行われているかと

いうことを参考に示しております。これで見てまいりますと、①の表にございますが、二つの施

策で約200万ヘクタールという面積がカバーされ、②のグラフで示してございますのは、全国、

黄色の７万5,000の集落で農業用水路の管理をしてございまが、そのうちの約８割というのが農

地・水対策、また、中山間の直接支払いという制度でカバーをしているということを示したもの
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になってございます。こういう形で広く共同活動での支援ということを行い、それが定着をして

きているという状況を参考までにお示しさせていただいたものでございます。 

 続きまして８ページからは、質の高い取組ということで、向上活動の支援の取組ということで

ございます。これらは先ほどの基礎的な取組が行われた内数で行われているものでございます。

左側の表にございますように、全国で711の市町村で7,483の組織、35万ヘクタールの農地をカバ

ーをしているという状況にございます。対象とする施設数といたしましては、右側の表にござい

ますような水路で665キロ、農道で199キロ、ため池で278カ所というのが現状の取組の状況にな

ってございます。 

 これを９ページに、都道府県別でどのようなカバーの状況がなされているのかというのを示し

てございます。これは全国で対象となる面積のうち、8.2％ということで少なくなっております

けれども、取組の高いところでは、ここで示しております京都、兵庫、福井というようなところ

においては、40％を超えるカバーがなされているという取組の状況になってございます。 

 続きまして10ページに、それを地域ブロック別の特徴という観点で見たものを示してございま

す。左側の表にございますように活動組織では近畿が1,762と最も多く、次いで九州、中国、四

国、北陸の順番でございまして、取組面積としては九州が最も多いという状況でございます。ま

た、１活動組織当たりの平均面積は北海道が大きくなっておりまして、次いで沖縄、あと、東北

以下のところは数十ヘクタールという規模で集落単位の規模での取組というのが見えるような状

況になっております。カバーの割合といたしましては、近畿地方が27％で最も高いという状況で、

北陸、中国、九州がつづき、北海道、東北というのは低いというのが現在の状況でございます。 

 11ページにまいらせていただいて、基礎的な共同活動の上に乗っかって、この取組があるとい

うような形になっておりますので、基礎的な活動の上にどのような状況で質の高い取組が乗っか

っているのかというのを見ていこうとしておりますのが11ページでございます。 

 ①に共同活動の取組面積、それと向上活動の取組面積の比率というような形で示させていただ

いておりますが、この割合は中国・四国地方が55％ということで高くなってございまして、これ

に近畿、九州、東海というのが続いていると、北海道、東北というのは低くなってございます。

若干、ここで低くなっている点について補足させていただきますと、東北につきましては東日本

大震災の影響で、また、後で事例でご説明いたしますけれども、別の復旧活動支援ということで

交付金がございまして、そちらのほうで取り組んでいただいているものが結構ございます。それ

が４万3,000ヘクタール余ございまして、そちらのほうがあるということで低目の数字になって

いるということがございます。 
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 あと、②ということで右側に23年度から24年度における取組の伸びを見ております。全体的に

伸びてございますが、東北は震災の関係で他の復旧活動の取組がなされているという点、それと、

沖縄につきましては分母となる共同活動が平成24年度からの２期対策で伸びたということがござ

いまして、相対的に割合が減っているということがございまして、若干、減ったような数字にな

っております。 

 12ページにまいりまして、これを都市的、平地という農業地域類型別に整理をしたものを示し

てございます。これも抽出をした地区から分析をする形をしてございますけれども、農業地域類

型別に見ますと、平地農業地域で取り組む割合が多いという状況になってございます。それを、

右側のグラフでございますが、それぞれの地域類型の中でどの程度、カバーしているかという割

合で見てまいりますと、いずれも10％程度以下で低いものではございますけれども、都市的地域

が11％ということで高いという傾向がございました。 

 更に13ページにまいりますが、地目別で見てまいりますと左側の表にございますように、取組

面積35万ヘクタールのうち、水田が29万ヘクタールと高い割合になってございまして、畑、草地、

草地は3,000ヘクタールと低いカバー状況になってございます。右側にブロック別で示してござ

いますけれども、ブロック別で見てまいりますと全体的に水田に取り組む割合が大きく、沖縄に

ついては畑に取り組む割合が多いというような取組状況になっているというところでございます。 

 以上が平成25年１月末で速報的に今年度の取組状況等を取りまとめて整理をしたものでござい

ます。 

 続きまして、今、ご説明しました中から更に詳細にということで、資料３でございます。平成

24年度にアンケート調査ということで、向上活動として質の高い取組、特に施設の長寿命化に向

けた取組を２期対策の開始に先駆けまして、平成23年度から取り組んでおりましたので、23年度

に取り組んでいる地区を対象にアンケート調査を行い、どんな実施状況にあるのかということで、

議論に供するべく資料として用意をしております。 

 １ページ目にアンケート調査の概要ということで、本アンケート調査の目的、対象、その全体

の姿をお示ししております。目的といたしましては長寿命化のための活動、これをしております

対象施設、活動の実施状況を把握するという目的で、調査対象というところで２番目にお示しし

ておりますが、平成23年度にこの取組を行った570組織に対して行っております。延べで見ます

と819組織ということで水路、農道、ため池、こういう内訳になっております。 

 選定方法を２番目に掲げておりますけれども、水路は全体5,168の組織からランダムに494地区

を選定をいたしまして、農道については、水路について聞いた組織のうち、農道にも取り組んで
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いるところ234組織に併せてお聞きをするというようにしております。更にため池につきまして

は、ため池は取り組む組織数が少なくなりますので、ため池に取り組む287の組織から76組織を

ランダムに選定し、更に水路のアンケートで聞いたところでため池についても取り組んでいると

ころが15ございましたので、併せてお聞きをするということで、これを昨年10月から11月にかけ

て、約１カ月をかけて配布・回収をいたしております。３番に回収したブロック別の地域の姿を

示させていただいてございます。 

 これをもとに次の２ページ目からアンケート調査を行いました分析を示してございます。まず、

施設の長寿命化ということに取り組むということで、対象とする施設がいつ整備されたのか、ま

た、どういう施設を交付金の使途としているのか整理しております。左側の表にございますが、

整備時期別ということで赤で左側を囲ってございますけれども、造られてから31年以上というよ

うな組織が67％ということで高いウエートを示しています。一方、20年以内というような組織も

12％ということで、悪くなる前から手をかけて守っていただくというような取組もなされている

という状況が見られております。右側に使途別の割合を示してございますが、水路の補修更新と

いうのが88％というところで大きなウエートを占めてございます。 

 続きまして、３ページ目からまず水路を対象とした活動の内容を見ていくということでござい

ます。①の水路を対象とした活動、５年間の活動内容を組織数なり、組織の延長ということで整

理をしたものでございます。活動予定延長のところの割合を見てまいりますと、補修を行ってい

こうとするものが66％、更新を行っていこうとするものが34％という割合になってございまして、

補修につきましては破損部分とか、老朽化した部分とか、水路のつなぎ目の部分を直すというよ

うなものが高い割合になっております。更新をするといったものを見ていきますと素掘り、ただ、

掘っただけの水路をコンクリート水路に更新をしていこうという取組が高いという結果が出てお

ります。 

 この素掘り、掘っただけの水路からコンクリート水路に更新する場合、これは非常に割合が高

いので、こういうところで作業量としてどういうふうな変化が見られるのかというのを聞いてお

りますのが②のグラフでございます。これを見てまいりますと、作業量が減少したというような

回答が64％、更に通水等の問題に対して少なくなったと回答しているのが30％ということで、こ

のような効果を地元は実感をしながら、こういう取組がなされているところがわかっております。 

 続きまして、４ページ目は水路本体に加えて、水路に付帯いたします細やかな色々な施設に対

して、どのような取組をしていただいているかということで見てございます。色々なものの施設

の対応をしていただいてございまして、補修が40％、更新が60％となってございまして、補修す
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る内容としましては、バルブとかゲートとか、あと、集水桝・分水桝というような水を配分する

ための色々な施設の割合が高くなってございます。更新のほうも同じような傾向がございますが、

安全施設というようなところへの取組も多くなっております。一部、その他というところが非常

に高くなっておりますけれども、これはある特定の組織の中で、かなり細かな給水施設、たくさ

ん、箇所数の更新をするというものが多かったので、こういう偏った数字が出ているところがご

ざいます。 

 ５ページ目にまいりまして、農道を対象とした活動を示してございます。農道についても同じ

ようにどういう活動内容を、５年間の活動内容をしているかというのをお尋ねいたしましてまと

めてございますが、補修に取り組む割合が27％、更新に取り組む割合が73％という形になってご

ざいます。補修は道路の路肩ですとか、のり面とか舗装を一部直すとかいうようなきめ細かい取

組でございます。更新につきましては、未舗装道路をアスファルト道路に更新をするというのが

39％ということで高い割合になってございます。 

 続きまして、６ページ目にため池を対象といたしまして、どういう取組がなされているかとい

うのを示してございます。ため池につきまして、まず、ため池は古いものもございますので、築

造年代をお聞きをしております。伺った結果といたしましては、明治以前、100年以上経過した

施設というのが74％というような非常に古いものが多いということでございます。その活動内容

といたしまして、②のグラフにまとめておりますが、ため池の堤体、堤の本体と周りの付帯する

施設ということで、それぞれ見ております。堤体本体の補修ということで、陥没をしたり、えぐ

られて洗掘をしたり、あと、ブロックを張り直したりとか、こうようなものも比較的高い割合で

取り組まれております。あと、付帯する施設として洪水を流す施設ですとか、水をとったり流す

ためのゲート・バルブ、あと、安全施設ということでフェンスとか、そういうものの施設に取り

組む割合が高いというような状況が見られております。 

 ここまでが取り組んでいる概況でございまして、７ページからは取組に関して、いろいろ地域

の意識に係るようなものをお聞きをしております。７ページ目に農地・水の交付金の取組前の状

況はどうであったかということで、取組以前の状況をお聞きをしております。まず、取組以前に

補修・更新を行っていたかどうかということで聞いたものでございますが、補修・更新を行って

いたのが81％、その一方、行われていなかったとするところが19％あったという状況がございま

す。これらのうち、補修・更新を行っていたというものにつき、だれが行っていたのか、今、農

地・水では集落なり、そういうところが主体となって行ってもらっているわけでございますが、

それ以前ということで、土地改良区なり水利組合というようなところが32％、30％という割合、
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その一方、各農家がそれぞれの範囲で、また、集落で取り組むというようなところも21％、31％

というような状況で行われておりました。 

 更に、それらの施設について本対策で共同活動支援なり、向上活動支援に取り組む以前、どん

な状況であったのかということで、農業生産への影響等についてお聞きをいたしました。そうし

ましたら、③のグラフでございますが、赤っぽいほうが影響が大きいというものを示してござい

ます。共同活動、向上活動に取り組む以前は約64％が農業生産への影響があったと回答されてお

りました。それが取り組まなかった場合、10年後にはどうなるかというようなことでお聞きをし

たところ、96％というようなところがより影響が大きくなるだろうという中で、本対策に取り組

んでいただいたという状況でございます。 

 ８ページに、長寿命化のための向上活動支援の取組にもし取り組まなかった場合に、それらの

補修・更新をどうしたのかというのを左側の円グラフで結果をまとめてございます。青で示して

ございますのは、他の補助事業等で補修・更新をするだろうというもの、オレンジ色のところが

補修等はやっていくだろうけれども、なかなか、予算も確保できずに、生産に影響が出るという

ような状況も見通されるのではなかろうかといった回答をしたところでございます。あと、緑の

ところは補修・更新というのはなかなかできず、農業生産に影響が出るのではなかろうかという

ふうに答えたところがあったということでございます。 

 そのうち、他の補助事業で補修・更新を実施すると答えた組織に、右側の②でございますが、

全面的に施設を更新をするとしたらいつの時期になりますかということをお聞きをしたところで

ございます。そうしますと、５年以内が赤、更に10年以内というところまで見ますとピンク色と

いうところで、67％の地区が10年以内には補修・更新を迎えるだろうというように捉えられてい

たという状況でした。更に③のところに向上活動支援に継続的に取り組んだ場合に、全面更新す

る時期はいつになるでしょうかということで聞いた結果でございます。これは全体に聞いた答え

でございますけれども、そのうち９％が５年以内、６から10年と答えたのが29％で、向上活動に

継続的に取り組んでも38％のところは何らかの更新とか、そういうものには取り組んでいかない

といけないという施設の状況があるというような回答がなされております。 

 続いて９ページに、これらの向上活動に地域で取り組んでいただいているわけでございますけ

れども、その実施の仕方についてお聞きをしております。右側に円グラフがございますが、青色

の部分が地域が自主施工で行ったというところが14％、更に自主施工と専門の業者さんにお願い

して両方で取り組んでいるというのが20％、黄緑色がほぼ専門業者に外注しているというような

状況になっております。 
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 ここに自主施工の取組事例として興味深い組合せ、どのような感じで取り組まれているのかと

いう視点から二つ示しておりますが、一つは島根県浜田市というところの事例でございますが、

旧町単位の12地区で広域的な組織をつくっているんですが、その中で土木作業班みたいなものを

つくって、それぞれの作業班が各地域を回って、集落を超えて自主施行のお手伝いをしながら取

組が進められています。更に右側のほうは外注で行う部分と自主施行の部分を工事の難易度で、

自分達でできるところは自分達で行い、難しいところは建設業者に外注をして行うというような

ふうにやっているところ、さまざまな状況があるということでございます。 

 10ページに今のような状況がある中で、課題というものをお聞きをしております。その結果、

このグラフにまとめておりますように、補修・更新を行う箇所の選定とか施工時期の計画ですと

か、施工の方法、自主施工・外注の判断というような取組の入り口のところのものが高い割合を

示しております。更に設計及び施工管理、また、工事の記録というようなものが高くなっており

ます。このように、技術的、専門的な部分で、集落が行うという中で技術的な課題を持っている

という状況がうかがわれたところでございます。 

 続きましてもう１点、資料４で農業振興に関する取組に関して、アンケート調査及び事例調査

をまとめたものをご説明させていただきます。 

 内容として目次にございますように、アンケート調査、事例調査をそれぞれ整理をしてござい

ますが、１ページにアンケート調査、事例調査の概要ということでまとめております。調査の目

的としては農業振興に向けた取組ということで、取組の内容、経緯、効果、課題等を聞き取りを

してまとめるということでございます。アンケート調査につきましては、先ほどご説明しました

向上活動のアンケート調査をやった方々にあわせて一緒にお聞きをしたということでございます。

事例調査のほうは三つ目に上げてございますけれども、本活動をきっかけに新たな取組が始まっ

たり、盛んになった地区というのをピックアップして聞き取り調査を行わせていただいたという

ことで、昨年12月から本年の１月にかけて行ってございます。 

 ２ページに農村振興等に関するアンケート調査の結果ということで、皆さんに本対策をきっか

けにどういう取組が変化をいたしましたかというふうにお聞きをしております。緑色のところが

本対策がきっかけで新たに始まった、黄緑色のところが前から取り組んでいて盛んになったとい

うことを示しております。これで見てまいりますと、そういうふうに新たに始まったり、盛んに

なったというようなもので特徴的に多いものは、赤で囲んでおります地域の話し合いですとか、

行事、イベント、あと、子どもが参加する地域活動、また、生態系の保全とか農地利用の集積と

か、こういうようなものも取組の変化としては挙げられる状況がございました。 
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 このグラフにございます①から⑫、いろいろな項目について、これに当てはめるような形で３

ページに事例調査地区の概要としてまとめてございます。かなり無理やりなところもございます

が、当てはめをしまして、それぞれに対してどんなようなところ、どんなような活動が地域で特

徴的に行われているかというふうに見ていただけるようにしてございます。 

 ３ページ目の事例地区の表で、再生可能エネルギーのところの取組部分は、なかなか、集落単

位のそういう活動の中でいい事例というものをピックアップし切れなかったので、今回、事例と

しては挙げてございません。⑨の生態系の保全というところで、概要の右側に高度な農地・水の

取組というふうに書いてございますが、これは平成24年度から新たに始まりました環境に対する

追加的な支援を受けてやっている地区が、この３地区だということを示してございます。更に一

番下に⑬、⑭ということで地域振興というのとは異にするかもしれませんが、組織の取組が災害

の対応であるとか、東日本大震災の復旧活動にどのような効果をもたらしているのかというよう

なものが見えるような事例をつけさせていただいております。 

 時間の都合がありますので非常に簡単に事例のところは紹介させていただきます。４ページに、

地域の話し合いが多様になったということで、これは山形県の地区でございますが、地域で囲み

の概要に書いてございますが、自治会を中心に地区の全団体、住民総参加の取組というのを進め

ております。その中で人材のフル活用ですとか、女性の力、それと子どもを地域の橋渡し的な役

割とした取組ということで活動が展開されております。環境学習とか田園自然再生というような

ものとか、かなり幅広に取組を地域として行われている事例でございます。 

 続きまして、５ページにイベントや景観形成による地域のつながりの構築ということで、大阪

府高槻市の事例でございます。京都と大阪の中間点にございまして、地域との交流促進を目的と

いたしましたイベント、景観形成、小学校と連携した農業体験、また、他の活動組織との交流と

いうようなことを色々と取り組んでおられます。これらの取組で組織としての活動を広げておら

れる事例でございます。 

 ６ページでございますが、農業体験等を通じて子どもを巻き込んだ活動というのを展開してい

る事例でございます。広島県庄原市でございますけれども、広島市や大阪府の子ども達も交えて

田植えの交流ですとか収穫祭、更に小学校の低学年、保育園を対象とした農業体験ですとか、こ

ういう子どもを巻き込んだ様々な取組というのを行っておられる、こういう活動を通じてコミュ

ニティの活性化にもつなげていっておられるという地区でございます。 

 ７ページ目でございますが、ここは女性グループを中心とした活動で、活動を活性化して取り

組んでおられるというものでございます。これは群馬県東吾妻町でございます。ここは特に活動
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組織の構成員として女性が構成するじろべえ会という女性の組織がございます。この女性の活動

組織がいろんな取組のＰＲ活動ですとか、地域との交流の活動の中で主体として取り組んでいる

ということで、活動の効果のところにもありますけれども、こういう主体が活動することによっ

て、非常に住民が参加しやすい環境がつくられているというふうな状況あるという声を聞いてお

ります。 

 ８ページでございますが、ここは都市農村交流ということで、人と人のつながりによる多様な

取組を進めておられるということで、栃木県那須塩原市でございます。ここは地区そのものが非

農家が85％という状況で、かなり混住化が進んで地域のつながりが希薄化したりとか、伝統行事

が衰退化をしたという地域でございますけれども、生き物調査以降、いろんな取組を行われてお

ります。活動の広がりのところにありますが、農地・水でできないような取組を更に広げるため

に、NPO法人をつくって歴史的な施設の保全とか、更に広がった取組を行われているという地区

でございます。 

 ９ページでございますが、大学等との連携ということで愛知県安城市でございます。愛知県農

業試験場と連携いたしまして環境保全、ここでは水田魚道の設置を核に観察水田とか、生態系の

環境教育とか、更に減農薬米の生産を行って、そのお米のブランド化というところまでつなげて

いっているという地区でございます。 

 10ページ目でございますが、企業との連携ということで、企業と共同で棚田の保全を図ってい

る地区でございます。京都府宮津市でございまして、棚田で、酢をつくっている醸造メーカーさ

んと地域の共同で水路等の草刈り、泥上げ等の共同活動等を行いつつ、そのメーカーさんの製造

原料を供給をするという取組が行われ、都市への情報発信にもつながっているという地区でござ

います。 

 11ページ目から生態系の保全ということで、ここは京都府京丹後市でございます。生物が棲み

やすい水路を直営施工で施工している地区でございまして、絶滅危惧種のアカザを守る活動を、

地域で水路整備をみんなで取り組むことまで含めて実施をしてこうという地区でございます。 

 12ページも生態系保全ということで、ここは新潟県上越市のほうでございます。用途廃止をし

た、普通、潰してしまうような水路を活用してビオトープを専門家の意見を聞きながら自主施工

で作り守っていこうとしている地区でございます。 

 13ページも生態系保全ということで、滋賀県米原市でございます。農業用水源になっておりま

す湿原、湿地帯を守っていこうということで、それらの取組を行うための管理・観測用の木道の

設置とか、琵琶湖がございますので循環かんがいを行うとか、そういう取組を支援を受けて進め
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ておられるという地区でございます。 

 14ページは農地の利用集積に対する寄与ということで、農水省が、今、進めております人・農

地プランの円滑な作成に通じたという地区で、これは新潟県上越市でございます。農地・水対策

の話し合いにより地域のつながりが強まったことで、話し合いが円滑に進んで農地利用集積の話

し合いにつながり、まとまっていったという地区でございます。 

 15ページは北海道旭川市でございますが、同じく農地利用集積でございます。この地区は４集

落で構成されていますが、集落間のつながりが薄いということで、規模拡大が一定程度まで進ん

だ中で停滞をしていたというところを、農地・水の活動の中で話し合いが進むことによって、更

に集積率が上昇していったというような地区でございます。 

 16ページでございますが、ここは地産地消ということで岡山県美咲町でございます。遊休農地

をうまく活用して、そばをつくり、景観形成に役立てる、景観形成に当たっては紅そばという非

常に景観にいい赤い花の咲くそばをつくり、そのそばを利用したそば屋の経営というようなこと

をして、いろんな交流活動につなげている地区でございます。 

 17ページは６次産業化としておりますけれども、地域の特産品のブランド化ということで、こ

れは長崎県諫早市の棚田から平野に至る広がりのある地区でございます。棚田の名水米、遊休農

地へのそばの栽培というようなものを組み合わせて、裏作のそばをうまくブランド化して、地域

外に流通するような取組につなげていったという地区でございます。 

 18ページに災害の対応ということで、これは熊本県の阿蘇市の地区でございますが、九州北部

豪雨で一回、被災した後に地域の復旧活動で、災害復旧事業の対象とならないような、小さな被

災を集落で直すことによって、二次災害を防いだというような事例でございます。 

 19ページと20ページは東日本大震災で、災害復旧事業の対象にならないような、小さな目地が

開いたり、僅かに水路が沈下をしたり、20ページは水路がちょっとでこぼこになったりとかした

ようなものを地域の活動で直して、営農開始に間に合わせたという様々な事例でございます。こ

れらは対策の特徴的な事例ということでピックアップをして、様々な観点から議論していただく

ための材料としてまとめ説明させていただきました。 

 以上でございます。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 まとめて資料１から４をご説明いただきました。この後、30分か、40分ほどお時間をとって、

今、説明していただいたことについてのご議論を深めたいと思っております。どこからでも結構

でございますので、ご質問、ご意見等がありましたらよろしくお願いいたします。 
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 １点、私のほうから一つまず事実の確認ということで、資料２の１ページ目のところ、全国の

取組状況の①市町村数、活動組織数、取組面積等の表がございますけれども、こちらで市町村数、

活動組織数と、平成23年と平成24年を比べますと少し数が減っているということがございますけ

れども、これについては何か第２期対策になって、事情が変わって取り組めなくなったというこ

とがあるのか、それともまた、別の要因というのがあるのか、そこら辺のところを少し背景も含

めてご説明いただきたいと思います。 

○横井農地・水保全管理室長 第２期対策に移行するときに、もう一度、第２期対策で新たに再

スタートするということで、地域の組織体制というのをもう一度、つくり直していただいており

ます。その際に市町村数の減、また、活動組織数も若干減っているんですけれども、平成23年度

から比べると、第１期から第２期に移り変わるときに活動を続けていくためのリーダーとか、役

員さんのなり手がいないとか、活動を進めていくためのそういう体制が整え切れないというよう

なことがあり、活動を取りやめておられる組織もございます。そういうような組織がある反面、

第２期対策のときに新たに活動を始められた組織もあるわけなんですけれども、そういう組織が

あって、この対策を利用して取組を継続することをやめられた地区がございます。 

 本対策の交付金を使いますと、基礎的な農地、農業用水路の維持保全以外に非農家の方も参画

をしていただいて、環境の保全を向上するような活動ということで、より活動の幅を広げてやっ

ていただかなければいけないので、そのための地域の取りまとめ、率先してというのが重荷にな

って、基礎的な活動はやれるんだけれども、幅を広げた高い取組となるとなかなかハードルが高

い、そういうような地区がございます。そのようなことに伴いまして、取組市町村数の減という

のがあると思われます。それと、もう１点は合併等で減ったというところがございます。両面が

あります。分析は十分できておりませんけれども、そういう両面でこういう答えになっているか

と思います。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 それでは、それ以外に、坂本委員、お願いします。 

○坂本委員 まず、確認なんですけれども、カバー率が共同活動で三十数％あります。カバー率

についての目標はあるんですか。 

○横井農地・水保全管理室長 対策として最終的な目標値というものを今、掲げているかという

と、目標値は掲げておりませんが、できる限りこういう取組を広げていく必要があると考えてい

ます。 

○坂本委員 それで、お聞きしたい点がいくつかあります。まず、予算のことです。活動組織が
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減り、カバー率の目標もない中で、予算は280億円と増えている。通常であれば、活動実績が低

迷すれば予算は減らすのが事業のあり方ではないかと思うんです。私も一度、この事業に関する

現地視察にお邪魔したことがあります。現地では、この予算が役立っているというお話を幾つも

伺いました。ですから、事業の効果が全くないと申し上げるつもりはありません。ただ、疑問に

思うのは280億円のうち、180億円を共同活動に当てている訳ですが、ここも活動実績が減ってい

るという話です。 

 事業の効果があり、これまでより改善したと考えられているものは、集落の話し合いや各種の

行事、子供たちが参加するイベントといった分野が多い。もちろん水路の維持、補修、更新など

もありますが、集落の一体感を強めることに役立つ協議の場、イベントなどが中心でしょう。農

村地域を守るという意味で、こうした事業は大切ではありますが、ただ、180億円もの予算を投

入して実施すべき事業なのかどうか。こうした視点を忘れてはいけないと思います。これが農村

以外の地域ならどうなるか。都市部でも町内会、商店会、PTAなど学校の集まりとか、いろいろ

あると思いますが、その活動資金が農地・水事業で実施されているような形で一つの集落、一つ

の組織体で300万円、400万円といった予算を国費から投入されている事業が果たしてあるのか、

ということです。 

 農村の地域社会を維持するという大きな農業政策の目標があるために、これだけの予算措置が

一般会計から講じられている。ですから、その費用対効果を絶えず厳しくチェックすることが大

切だと思います。共同活動に上乗せする向上活動にも疑問が残ります。共同活動よりも専門的で

高度な活動、あるいは施設の長寿命化への取組を促すことを狙っている。ところが、アンケート

で施設の長寿命化について聴いていますね。農地・水事業を実施する前にどう対応していたかと

いうと、多くのところで農家の自己負担や土地改良区でやっている。つまり、農地・水事業で長

寿命化対策を講じなくても、それなりの対応がとられている。わざわざ農地・水で長寿命化の手

当てをする必要があるのかどうか。向上活動のカバー率は、まだ始まったばかりとはいえ、わず

か８％にとどまっています。農地・水事業は本来、非公共事業分野のはずですが、実質的に公共

事業の性格を持つものが多く含まれている。公共事業なら他の補助事業もあるはずですし、現行

の向上活動の内容が果たして農地・水事業として始まった事業の理念に合致しているのかという

ことを申し上げたい。 

 新潟県での現地視察で聞いたのですが、古い排水路にフタをすれば子供が落ちる危険性もない

というところがありました。10万円もかけたら自分たちで直せるという。その工事を農地・水事

業でやったそうです。非常に喜んでおられました。こうした自主施工のレベルなら分かりますが、
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アンケート結果を見ると、専門業者に外注する本格的な補修工事が７割近い。未舗装の農道をア

スファルトにするという工事は公共事業そのものでしょう。農村コミュニティを守る農地・水対

策事業の趣旨とは、大きくかけ離れていると思いますね。 

 向上対策の関連予算が90億円も計上されている、単価も非常に高い。向上活動に取り組んでい

る組織はまだ7,000ぐらいです。先ほどご紹介された向上活動の事例が20項目ぐらいありました

が、これは非常に先進的な事例です。留意しなければならないのは、そうした事例以外のところ

がどうなっているのか。平均的な地域で向上活動がどう生かされているのか。農地・水事業その

ものをやめる地域もあるわけですよね。制度のどこかに問題があるのではないか。そういう意識

で分析すべきではないかと思います。 

 長寿命化など向上活動の取組に関するアンケート結果がありますが、これは向上活動を実際に

行っている地域に聞いている。しかし、向上活動の問題は参加率が非常に少ないところにあるわ

けです。そうだとしたら、なぜ参加しないのか、その理由はどこにあるのかというところを併せ

て調べるほうが、より意味があるのではないかと考えます。全般的に費用対効果の観点を忘れず

に、予算についても、できる限り抑制的であるべきだと思います。 

○中嶋座長 ありがとうございます。 

 今の件に関して室長から。 

○横井農地・水保全管理室長 ありがとうございます。 

 １点目、座長のご質問にも関係して、本対策を活用した取組を１期対策から２期対策で取りや

めた地区とか、あとまた、例えば向上活動であれば取り組んでいないところとか、そういうよう

な観点で施策の有効性であるとか、施策上、どのような観点で見直していったらいいのかという

のはしっかり検証し、見ていく必要があるというようなご指摘であったのだろうと受けとめさせ

ていただきました。そういう観点で、今後、対策を進めていく上で検証の光の当て方、評価の光

の当て方というのを、今、いただいたご意見を踏まえて工夫をしてやっていきたいと思います。 

 １点、補足をさせていただきますと、１期対策から２期対策に変わるときに、活動組織が本対

策を活用した取組をやめたところというのが出てきているというところがある一方、また、取組

を始めた地区もありまして、面積的には平成23年度は143万ヘクタールだったんですけれども、

平成24年度は146万ヘクタールということで面積的には出入りがありますが、増加したという状

況になってきております。この辺の１期から２期に移り変わったところの取組の状況をもう少し

見ていきたいと思います。 

 あと、向上活動について、今回、アンケートは取り組んだところについてお聞きをするような
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形をして、その中でご指摘のあったように、例えば自主施工にかかわる割合の状況とか見えたと

ころもございましたので、そういう観点から、この集落活動に対してどういう支援のあり方がい

いのかという観点で、また、よく見ていきたいと思いますし、取り組んでいないところというの

は非常に多いというのは、これは平成23年度から始まった取組で昨年度は初年度でしたのでまだ

少ないんですけれども、本年度、伸びてきているとはいえ、まだ、取り組んでいないところがあ

るのも事実でございます。そういう取り組んでいないところで、どういうような観点で支援のあ

り方なり、施策としてのあり方を考えていく必要があるのか、この辺はよく見ていきたいと思い

ます。いずれも支援の仕方についての費用対効果という、世の中、一般の国民の目から見た、い

かに答えていくかというご指摘だったと思いますので、厳しく受けとめて検討していきたいと思

います。 

○中嶋座長 それでは、局長からお願いします。 

○實重農村振興局長 ありがとうございます。 

 目標についてのご質問がありましたけれども、この対策を平成19年に開始いたしましたときは、

中山間直接支払いと合わせて200万ヘクタール、これは全国の農振、農用地区域、いわば永久農

地と申しますか、農業振興地域、農用地区域が410万ヘクタールということで設定しておりまし

て、そのおおむね半分、200万ヘクタール程度がこういった直接支払いの対象になるようにとい

うことを目標にいたしました。 

 それで、農地・水対策が146万ヘクタールでありますけれども、中山間直接支払いのほうが68

万ヘクタール程度だったかと思いますが、重なりもありまして、合わせておおむね200万ヘクタ

ールという目標を達成しております。ただ、これはおおむね半分ということでありますので、更

にこれを高めていく、広げていく必要があろうと思っております。そこは工夫をしていく必要が

あると思いますし、今後の目標設定をどうしていくかというようなことは検討課題だと思ってお

ります。 

 それで、今、ご説明した中で面積がふえているわけですが、活動組織数が減っているというこ

とに関連して、なかなか、続けていけないところがあったというところの説明が強調されたんで

すけれども、逆もありまして、この組織は先生方も現地でごらんいただいたかと思いますけれど

も、一集落単位のところが多いんです。たしか７割ぐらいは一集落単位だったかと思いますけれ

ども、もっと集落を広げて体制を強化して、合併して強い永続する組織にしていってもらいたい

と。今回、法人化される場合には一時金で40万円を出すというようなことも取り組んでいるわけ

でありますけれども、そういったような形で合併をして組織体制を強化したというのもあります。
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そこは半々か、どちらがどうなのかというのは分析させていただきたいと思います。 

 それから、もう１点、公共事業に準ずるような活動であるので、費用対効果をしっかり検証す

べきだという点については、全くご指摘のとおりだと思います。長寿命化は大体大ざっぱに言い

ますと、コンクリートでつくったものは40年で耐用年数がきてしまいます。どんどん、今、日本

中でいろいろなものが耐用年数が来ている最中でありますけれども、耐用年数が過ぎたものも随

分あります。一方で、補修をして長もちさせると60年もちます。大きなものは国がやっておりま

す。ダムとか頭首工とか、そういうものはやっております。それから、全国で40万キロある水路

でございますから、そのうちの30万キロ近くがこの農地・水対策の対象になっているわけでござ

います。 

 そういう意味で、補修をすることによって長もちをさせると、そうすると社会資本全体の、ど

うしてもこういう補修をしなければ、更新していかなければいけませんので、もっとコストがか

かりますので、総コストの引き下げ効果がある。これを長寿命化すると、大体、総コストの３分

の１ぐらいが引き下げ効果があるというぐらいに見ております。こういった点についても小さい

数でも一つ一つについて費用対効果計算をしてもらうというとなかなか大変なので、出来るわけ

はないのですが、もうちょっと大きな視点で検証しながら対策を進めていきたいと思っておりま

す。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 事務の体制も含めて、組織を大きくするというようなことも議論を以前にされたというふうに

記憶しておりますけれども、一集落もしくは二集落ぐらいの規模が農地・水の活動にとって適切

な規模なのかということをもう少しまた考えて、今後、進める上でご検討いただきたいなという

のが多分、このご議論の意味するところなのではないかなというふうに思っております。ありが

とうございます。 

 それでは、鷲谷委員、お願いいたします。 

○鷲谷委員 説明を伺って、多様な効果がもたらされていることは理解できたんですけれども、

私の専門の立場から気になる問題もあります。一番、ぜひ、発言したいと思いましたのは、資料

１の８ページにある畦畔管理の省力化等に資する取組に対しての加算措置の中で、カバープラン

ツの設置を持続的な畦畔管理のための取組として、かなり大きな支援をすることになっているん

ですけれども、私たちの分野から見ますと、これは外来種の大々的な導入をもたらすものであっ

て、今までもカバープランツとして導入されたものが地域に広がったり、河川の周りなどで侵略

的な外来種として振る舞うという事例も認められているんですね。また、自然環境の面だけでは
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なくて、畦畔ということの文化的な意義ということから考えても、首をかしげざるを得ない支援

のような気がいたします。 

 畦畔というのは比較的長い間、水が張られている田面に接している小規模な湿地なんですね。

しかも、畦畔というのがずっと続いていますので、昔ながら草刈り管理をしているようなところ

ですと、とてもすばらしい野の植物がそこで見られて、生物多様性保全上、重要な畦畔というの

もないわけではないんです。そういうことに労力を使っていらっしゃる方たちがいて、省力化が

必要というのはわかるんですけれども、省力化以外の支援というのもあり得るのではないかとい

う、つまり、草刈りをしていれば農家の方か、ほかの方が草刈りすることもあり得ると思うんで

すけれども、場合によっては生物多様性保全上、すばらしい空間であり、長い歴史のある弥生以

来の日本の水田の畦畔らしい景色がそこで見られるとしたら、とても意義があるような気がする

んですね。 

 それに限らず、狭い視野で機能、講学的な意味での機能だけを考えて手段を選ぶのではなくて、

時空間的にも広い視野で、自然や文化を尊重するという視点でとらえて、農家と地域社会にとっ

て利益があるとともに、もっと広域的に意義が今消えつつあるものをこの国でどうやって維持し

ていくかとか、場合によったら生物多様性ですと地球規模での保全の意義があることもあるので、

そういう広い視野からいっても、ぜひ、支援する必要があるようなことには手段も少し広く考え

て、ただ、そういうふうにしておけば手間がかからない、だけれども、そこで失われる価値とい

うのは、そこの農家の方だけではなくて、もっと広い範囲の人がデメリット受ける可能性もある

ので、手段を選ぶときにより広いチェック基準みたいなもので選んでいただくと、問題がなく、

みんなにとって利益に、八方みなよしの対策になるんじゃないかというふうに思います。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 これに関しましては、これも室長から。 

○横井農地・水保全管理室長 今、ここのページに、イワダレソウ、シバザクラ、いずれも鷲谷

先生がご指摘のような外来植物で、イワダレソウとかは南米のほうとか、そういう植物で、こう

いう外来植物みたいなものを入れることについていろんな議論がある。先生のおっしゃるとおり

のところもあるかと思います。一方、今、先生としてはこういうものを入れていく中で、地域の

中で生物生態系とか、畦畔の意義とか、そのようなものも考慮しつつ、議論した上で、こういう

ようなあり方というものも例えば選択をしていく地域もあるだろうし、ちゃんと守っていくもの

は守っていく地域というものもあるようにしていかなければいけないというようなふうに、うま

くこの制度を運用できれば一つのお答えになるんじゃないかなと思ったところです。 
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○鷲谷委員 もう一ついいですか。機能からいっても余りふさわしい植物ではないと思うんです

ね。あぜでしたら、アセスゲという非常にすぐれた、本来、日本にある植物もありますし、一担、

いろいろ変えてしまったので、そういうものがなくなって、では、何を入れるかというときに幾

らでも種苗の供給体制ができている、こういうものを選んでしまうということはあるかもしれな

いんですけれども、それは余り持続可能ではないのではないかという印象もあるので、何か考え

方の整理をされる、農家の方が選ぶにしても少しいろんな面での専門的な立場からのアドバイス

ができるようにするとか、そうじゃなかったら勧められるままにシバザクラとか、花が美しい、

華やかだというので、そういうので日本のあぜがシバザクラだらけになった本当にどうしようと

思う人もいると思うんですよね。 

○林田農村振興局次長 今、鷲谷先生のお話を伺っていまして、農地・水の制度をつくるときも、

８年ぐらいから９年ぐらい前だと思うんですが、先生にも入っていただいて礪波平野を現地視察

したときに、先生のほうから秋の七草というのは夏の間に農家の方が畦畔の雑草を刈ることによ

って、日光をあびて芽が出て、秋に秋の七草が咲くんですと。雑草を刈ることがなくなれば、こ

の日本から消えていってしまうものなんですというお話も伺いました。 

 そういう思いは私どもが農地・水のこの制度を立ち上げ、２期目に入っていますけれども、先

生のご指導は十分、我々の中に残っておりますので、今、この写真のどぎつい色が強烈に出まし

たけれども、今、先生からありましたようにカバープランツとして適切な我が国固有の植物とい

うのがあるというようなことであれば、ご紹介いただきながら取り組んでいきたいというふうに

思います。よろしくお願いします。 

○中嶋座長 こういった資料に使う写真はメッセージ性が非常に強いと思いますので、そこら辺

はいろいろご意見を交換しながら、また、選んでいただければというふうに思いますけれども、

それでは、西郷委員。 

○西郷委員 私はまちづくりのほうが専門なので、そういう観点から申し上げます。１ページ目

に今回の導入の背景という形で３点、上げられていて、とてもよく整理されていると思います。

農村あるいは農村集落、農村地帯というところが生産資源としての役割が重要であった。もう一

方で、生態系の中で農業の非常に重要な位置が見えてきた。それから、地域社会の取組というこ

とでコミュニティとしての維持が大切である。これは、農業が生産資源としての役割とともに、

生態系の中でもう一度、農業が考えられるということと、それから、コミュニティという観点で

もう一度、農村集落を考えると。この二つの観点が新しいと思います。 

 その新しい観点を政策で支援することが重要である。大切なのは地域が自立していくことが必
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要で、先ほど先生もおっしゃったように補助金をもらって何かをやるというのではなくて、地域

が自立していくところをどうやって支援できるかということになるわけです。農村集落あるいは

生産体としての農村が自立していくときに、この支援がどれだけ有効かということでいえば、圃

場整備を自分たちで行なう、自分たちで直していくとか、あるいは、各種のイベントをしながら

コミュニティを活性化し、農村だけではなく都市と交流するとか、いいことをたくさんやってい

るわけです。 

 ですから、その効果というのは、大きなビジョンがあって、そのビジョンに向かって進んでい

る場合、すぐに効果はあらわれないと思います。問題の根は深く、１年や２年で効果は計れない

と思います。この程度といったら怒られちゃいますけれども、それで、課題が解決できるほど簡

単ではありません。日本社会全体が抱えている課題でもあるわけですから解決していくには、長

い時間が必要だと思います。 

 そういう意味では、ここで目指している生態系の中での役割をきちんと考えつつ、それを応援

しましょうという話と、それから、コミュニティという観点からもう一度、農村集落を見直して、

それが活性化することで全体としてもよくなっていくという効果の考え方のところをもう少し整

理して、それで、私たちまちづくりではというのは何か補助金を出すときには、それの意味する

ところの計画をつくるというのがありまして、ここで計画をつくることでまた余分なことをする

のはやめたほうがいいとは思いますが、どのように自分たちの町や村をしていくのかということ

を確認することが大事だと思います。 

 確認する中で、それは長期にわたってやっていくわけなので、方向性とそれを実現していく具

体のプロジェクトが大切です。プロエジェクとは、成功も失敗もあるわけで、すべてが成功する

のでしたら、そんな簡単な話はないわけですから、方向性の確認が大切ではないかと思います。

ですから、最初の１ページ目に書いてある三つの観点のうちの二つの側面がきちんと展開される

ことによって、生産資源としての役割が新しい価値を持ってくるということをもう少しわかりや

すく整理されて、事例もとてもよかったので、基本的にこの活動を上手に継続していくことによ

って、自立していくという社会が見えてくるみたいなところを出せるといいなと思いました。 

 また少し観点を変えると、今、農業が非常に注目されているわけですけれども、基本的には高

く売るということが大切じゃないかと思います。価値を創り上げて高く売る。安く売る競争に入

ってしまうのではなく、高く売る価値の競争をする。価値とは何かというと美味しさ、文化、安

全、とかそういうものです。そういう意味では、都市の住民の人たちと交流することによって、

農業の価値を認めてもらい、農業生産物を高く売ることが可能となると思います。 
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 私たちは、工業生産物はとても高く買って平気なわけで、そういう意味では、日本の農業とい

うのは大変手間ひまかけてつくっているというふうに聞いておりますし、あるいは農薬の問題も

日本ほど低農薬の農業はないというふうに聞いているわけですので、そういう意味で、上手にこ

ういう仕組みをつくりながらも、都市の人たちと交流しながら自分たちのものを適切な金額とい

いますか、価値をつけて高く売ることが大切で、努力しないと売れないですよね。ですから、自

分たちの価値は何かというのがわかってくると高く売れるわけで、そういうのの手がかりにもし

ていいのではないかと思いました。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 それでは、河野委員。 

○河野委員 私は昨年９月に委員にさせていただきまして、初めて滋賀県の現地視察に同行させ

ていただきました。現地では、非常に地域の皆さんはこの交付金に対しまして真剣に取り組んで

いらっしゃいましたし、さまざまな発表があった内容からは、交付金がしっかり生きているんだ

なというふうに思いました。ただ、幾つか不安といいましょうか、懸念に思っていることがござ

いまして、その一つは交付金をきっかけにして各地で地域共同とか地域連携がスタートして、財

政の援助もありますし、活動がスタートしているんですけれども、持続性といいましょうか、ど

うやってこの活動というか、始まった人同士の連携と、それから、地域の中での資源の保全とい

うのをこの先にどうやってつなげていくのかというふうなことが非常に気になりました。 

 特に長期的な、ただただ、イベントがあってよかったねということではなくて、管理も含めて

いますから、長期的な管理計画のスキームがなかなか見えてこないという感じがしていまして、

次年度はどうなんだろう、３年後はどうなんだろう、本当に種をまいたものが花が開いて実を結

ぶのかというところが見えてこないかなという感じがしています。本当でしたら地域内でこうい

った保全活動に地域の皆さんが意義を感じていて、本当のところは地域の皆さんが実感すること

が一つの効果だと思うんですけれども、本当に感じていれば積立金なり何なり、自助努力のほう

に向かっていくのではないかなというふうに思うんですけれども、毎回、この交付金に頼らない

と活動が進んでいかないということであれば、地域にも根づいていないというか、本当に効果が

ないのかなというイメージは持っています。 

 それが１点目と、それから、もう１点目は先ほどアンケートのところで、２ページのところに

効果測定というか、本対策をきっかけとした農村振興等に向けた取組の変化ということで、これ

をやってみてどうでしたかというアンケート結果がありますよね。その効果測定のためのアンケ

ートの調査項目と、それから、そもそも交付金のこういった活動をすれば皆さんところに交付金
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がおりますよというふうな形での、資料１の３ページで皆さんにお示ししている基礎活動である

とか、それから、農村環境保全活動とか、それから、更に向上活動支援の中にあるもので、こう

いうことをぜひどうぞといっていることと、なかなか、アンケートで聞いたこととが合っていな

いというか、整合していないという感じがするんですね。 

 アンケートのところでは例えば小水力発電というのが農村に期待されている部分なんです。エ

ネルギーの地産地消というところでいうと非常に効果的だと言われていますけれども、そもそも、

交付金の対象活動のところにそういったヒントがないところで、アンケートのところでそれを聞

いている、効果のところで聞いている。 

 大学等との連携と、それから、企業との連携ということもお聞きになっていますけれども、実

際は対象活動のところには、そういったところと一緒になってというふうなのは前のページでも

ヒントを出していないわけで、もし、本当にさまざまに効果が得られればいいと思うし、本当に

連携の対象とすると、本当にいろんなステークホルダーが一緒になって農村のことを考えるとい

うふうになっていけば、それこそ理想的なんですけれども、６次産業化を考えるときに販路の話

もありますし、そういった最終的に望んでいる部分と、それから、実際、活動をこんなふうにス

タートしてくださいよといったところが離れているようなイメージを持っていますので、もし、

なかなか難しいと思いますけれども、アンケートで聞かれたようなところを着地点の見据えてい

るのであれば、最初のところでもそういったふうな道筋がありますよと、成功例、もちろん、大

変なこともあると思いますが、そういったことも幾つか最初に出して差し上げるのも方法かなと

いうふうに思いました。 

○中嶋座長 ありがとうございます。 

 今、お二方からお話がありましてご返答とも思うんですが、お時間の関係もありますので、尾

木委員と、あと、水谷委員からもそれぞれご意見をいただいて、それで、まとめてご返答いただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。 

○尾木委員 僕も去年９月から初めて参加しました。僕は教育のほうが専門ですが、我々教育の

専門家から見ると農業というのはものすごく重要なんですよね。子どもの成長、発達、それは知

的な発達や心の発達も含めてなんですけれども、例えば非行の子なんかに農業をやらせると、ほ

とんどが立ち直るんですね。農業という営みは、生き物ですから自分が愛情を注げば、それだけ

変化をする、また、実りの喜びも与えてもらえるというような経験を体感できるわけですね。そ

ういう意味でいうと、農地が荒れていくなんていうのはとてもつらい話で、今回、こういう事業

の中に子ども会とか、子どもたちが直接参画している事例がありますよね。 
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 滋賀県の農地・水保全管理支払交付金の現地を見せてもらったときも子どもたちが参加してい

て、子どもたちなりに新聞を出したりとか、いろんな学校の教育活動にも反映しているという実

践が僕は非常にうれしかったんですけれども、そういう視点でいいますと、実際の農地・水保全

管理支払交付金の活動体験の中での大人との触れ合いとか、地域のコミュニティに参加している

実感だとか極めて重要ですね。そういうものと同時に日本の特にお米は、日本の歴史そのものだ

というふうに僕は思うんです。極めて深い。あらゆる伝統や文化、全部にかかわっているわけで、

そういうことを知っていくきっかけとしても、農と触れ合うことは極めて重要で、本当は学校教

育の中でもっともっと重視しなければいけない領域だというふうに思います。 

 今、米飯給食なんかもうんとふえてきて、ほとんど連日、米飯になっているような地域も珍し

くないんですけれども、そこら辺も本当に子どもたちの成長のことを考えると、ものすごく重要

ですね。５時間目、６時間目のパワーが必要な授業も給食で米飯を食べていると元気なんですよ

ね。現場にいると明らかなんですけれども、そういう日本固有のお米だとか水田に触れることが

子どもたちの生きる力、学ぶ力につながっている、そういう側面をもっと重視していいだろうと

思います。 

 今、グローバル化の波の中でさまざまな農業のところの困難も予想される中で、うんと誇りを

持ってやっていける継承者というか、教育のところへ理解力を落とし込んでいくというかな、こ

の事業の成果も、そこのところにもっと光を当ててもいいかなという気がしました。僕はほかの

細かいことはまだよくわからないんですけれども、そんなことで本事業をもっと有効に生かした

いなと、僕の課題でもあるんですけれども、思いました。 

 以上です。 

○中嶋座長 ありがとうございます。 

 それでは、水谷委員、お願いいたします。 

○水谷委員 今回、２期になって新しく入ってきた向上活動支援についてどう考えていくかが、

かなり大きなポイントなんだろうと思います。向上活動支援を二つに分けられていて、施設の長

寿命化と高度な農地・水の保全活動とかなり色彩の違うものが二つあるわけですね。それぞれに

ついてきょうのデータだけだとなかなか判断がつかないというのが率直なところです。もちろん、

まだ、１年、２年しかないわけですから、ベースとなる資料が十分蓄積されていないということ

もあるかもしれませんが、きょうのお話だけだとまだよくわからないなというのが率直なところ

です。 

 まず、長寿命化の問題なんですが、長寿命化を考えるときにいわゆる集落、活動組織が管理す
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る対象施設と土地改良区が対象とする施設とどう仕分けをされ、どこでどうやってそれを調整さ

れているか、現場的には本来、土地改良区がやって進めるべきところが、なかなか土地改良区が

できなくなっているという現実は、私もよく存じ上げているわけですけれども、そうした土地改

良区がやらなければならないところも、いわゆる土地改良区の組合員がみんなで頑張ってやろう

という、そういう話になるわけですけれども、そこのところとそうじゃないところの対象施設の

分類、仕分けみたいなところが一つお話を聞いたり、現場を見ていてもよくわからない。これが

第１。 

 ２番目が長寿命化をしようとするときには、かなり技術的なサポートがないとできないはずな

んですね。どういう人たちがそういうソフト的な支援の主体になっているか、現実は、そこのと

ころが非常に大事だと思うんですね。計画づくりの段階からそうだと思うんですけれども、それ

が実態としてどうなのかということがいま一つ見えないなという感じがいたしました。 

 さて、２番目のもう一つの向上活動支援で、これは保全活動という点だと思います。ここで私

が大変大事だと思うのは、より多面的機能を高める、あるいはそれを保全する、その中には生物

多様性の保全ももちろん入ってくるわけですけれども、これも専門家の指導などが求められると

書いてあるんですけれども、現場的にいうと、そういう専門家はどこにいるのか。先ほど鷲谷先

生がご指摘されたカバープランツでどうするというときに、例えば栃木県でカバープランツを導

入しようとするときに、専門家にどういうふうに、だれに聞いたらいいか。ほとんどいらっしゃ

らないですよね。つまり、そういう中で行われるわけですから、外来種がどんどん入ってくるか

もしれないし、園芸種も入ってくるかもしれない。こういうやり方をすれば、実はもっとちゃん

とした、もともとの我が国の持っている農村の生物の多様性を維持できるような取組ができると

いうような、そういう意味での専門家の指導というのが本来、必要なんでしょうけれども、これ

はどうなんだろうかということが一つです。 

 もう一つ、先ほど述べた施設の長寿命化のための活動と例えば生物多様性保全の活動というの

が、ある意味では相矛盾する側面を持つわけですね。資料３の３ページに方針対策として素掘り

水路からコンクリート水路への更新というのが結構やられるわけです。これは向上対策としてや

られるわけですね。例えば栃木県の実情を私が見ていますと、素掘り水路の中にホットスポット

がたくさん残っているわけです。生き物が多様な水生生物がたくさんいたり、それから、湧水が

あったり、それから、いろいろな特異な環境が残っているわけですね。そういう場合に、そこを

例えば素掘り水路からコンクリート水路に更新するとなると、実はここで一つの宝が失われてい

くということが十分あり得るわけです。 
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 これも先ほど申し上げた専門家が見た場合に、どうしたらいいのかというような的確なアドバ

イスなり、サポート、サジェスチョンするということになる。最終決定は組織がやります、活動

組織に委ねられると思うんですけれども、それの前段階でそういうことが実践的に行われなけれ

ばならないだろうと思うんですね。 

 そうした場合によってはこの対策、交付金の対策が相矛盾するようなケースが出てくるという

ものをどう調整したらいいのか。これは田園マスタープランでできるんじゃないかという答え方

もあるかもしれないけれども、私はそうじゃないと思うんですね。現場は現場で、もっと具体的

なレベルでそこのところを見ていかないとできないだろう。 

 そんなところで、今回、お話を伺って、いい点もいろいろあると思います。もちろん、評価し

なければならないところは私も実は一方で持っているんですけれども、それは触れる時間がなく

て触れられないんですけれども、課題としてはそんなところがあるんじゃないかなというお話を

させていただきました。 

 以上でございます。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 非常に多面的な多岐にわたるご意見をいただきました。この時点で事務局のほうから何かお答

えいただくことがあればと思いますけれども。 

○横井農地・水保全管理室長 今、いただいたいずれの意見も２期対策が始まった中で、まだ、

今回、十分な掘り下げ、評価・検証ができていないところであり、また、それを踏まえてどのよ

うに考えていったらいいのか、施策を進めていったらいいか、その辺についてまだ十分でない部

分についていろんなご示唆をいただいたものだと思って受けとめさせていただきました。そうい

う観点から、今、各委員からいただいたものを今後の点検・把握、また、施策の評価・検証に反

映するような検討をさせていただきたいと思います。 

○中嶋座長 それでは、この後の検討をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 お時間がかなり過ぎておりますので、今の部分のご議論はこれで終了させていただきたいと思

います。 

 それでは、議題５でございますが、都道府県知事が特に必要と認める高度な農地・水保全活動

の取組について、これをご議論いただきたいと思います。資料５により、事務局からご説明をお

願いいたします。 

○横井農地・水保全管理室長 資料５ということでございます。高度な農地・水保全活動につい

て都道府県のほうから特に認めてほしいという取組について、この場でいろんな意見を聞きなが
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ら進めていきたいという趣旨のものでございます。 

 めくっていただきまして、１ページ目に高度な農地・水の保全活動として、国として支援をし

ていく内容について実施要領というものに、ここにございますような表のような形でまとめてご

ざいますが、農業用水の保全、農地の保全、地域環境の保全ということで、色々な各内容につき

ましてポイントというような形で取組に応じて、数量に応じてポイントで加算をして、支援対象

の額を決めていくというようなものになってございます。 

 ここにあるものに加えまして、２ページにございますが、都道府県知事が特に必要と認める取

組ということで、各県からこういう取組をこの中でモデル的にやっていきたいというような場合

に、地域の状況に応じて都道府県が地方農政局長の承認を受けて追加をしていくことができる。

それを県の活動の指針に取り込んで地域で展開していただく、こういう仕組みになっているわけ

ですが、それに当たりまして、２ページの手続の３番目のところに、農政局に進めていきたいと

いう話が来たものを、農村振興局は専門家等の意見を踏まえた上でどうしていくのか考えていく

というところがございます。それで、この場でいろんなご意見をいただいて、その上で、この対

応をこれから考えていきたいというふうに考えております。 

 その内容を３ページ目から示させていただいております。今回、上がってきておりますのは愛

媛県から二つございまして、その二つを説明させていただきます。 

 一つは、３ページ目にございます子どもが主体となった生物生息状況調査ということで、子ど

もが主体となった農村環境保全活動を通じて、動植物の生息状況を継続的に調査し、生物多様性

の保全と地域コミュニティの再生を図るということで、その下に取組内容、活動対象というふう

にございますけれども、大きく１点は専門家を交えた調査をしていただく、これは継続的なもの

として追跡調査もやっていただくということ。それと２点目としては、それを啓発する活動に取

り組んでいただく。活動の条件としては、子どもが50％以上の参加ということで、主体となった

活動であるということと、年間を通じて四季を通じた調査として活動としていただきたいという

こと、他の高度な農地・水の保全活動、他に水田魚道とか、いろんなものがありますが、それに

加えて、併せてこういう取組をやっていただきたいということ、それと、生息状況の把握と啓発

活動をセットでやっていただくというようなことということで考えてございます。 

 保全効果というのはここに書いてございますとおり、意識の醸成であるとか、コミュニティの

再生というような観点に寄与していけるのではないのかということです。４ページ目に県から上

がってきております追加的な経費に対してポイントを設定するということで、追加的経費がポイ

ント設定欄のところにございますように、人数によって10万から30万強までの値段がございます。
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このように階層を区分いたしまして、それをポイント、１ポイント１万円というようなふうに見

ていただければいいと思いますけれども、ポイントにして、これを積み重ねることによって地域

当たりの追加的な支援を幾らにするかというのを決めていくというものになってございます。 

 ４ページ目の一番右下にございますけれども、この活動の実施の確認については色々な記録と

か調査結果とか、そういうものから実際にどういう活動が行われたかというのをしっかりフォロ

ーして確認をし、特認ですので、全体的な取組の検討にまた供していくというようなことをして

いきたいというものでございます。 

 ５ページ目には、これについて発現の見込みがあるのかとか、支援の必要性、ポイントの妥当

性という観点で整理をしたものです。取組状況、効果というところに書いてございますのは、地

域には県が調べた調査でも新たに取組たいという活動にあるものの、なかなか、まだ、普及拡大

が図られていないという点がございます。こういうものを是非、こういうもので後押しをしてい

きたい、それによって地域のコミュニティ再生の係るような効果というのも得られるであろうと

いうこと。支援の必要性としては地域でこういう生き物調査とかをやられていますけれども、本

対策の費用の中から捻出してやっていただく費用というのは、実際、かなり色々な活動を行って

いただいておりますので、充足できるような状況でなく、十分な活動ができないという実態もあ

るということから、積み上げにより算出されたものをもって必要な額を支援していきたいという

ふうなことを考えております。 

 続きまして、６ページに同じような観点でもう１点、ため池の池干しによる堤体の点検・環境

の保全ということで上げてございます。愛媛県は非常にため池が多いということで、ため池の池

干しを行うことに合わせて施設の点検をしていただく。その上で外来種の駆除、在来種の希少種

の保全を行い、環境の保全を図っていくということで、取組の内容として活動の対象を挙げてお

りますが、２点、一つはため池の堤体の点検、環境の保全ということで、水を干しますので見え

ないところの施設の点検をし、ごみを除去してもらう。その上で、外来種の駆除をしていただき、

在来希少種の保全につなげていただき、また、環境学習もあわせてやっていただくということで、

活動の条件としては非農家も参加をし、今、申し上げた活動をすべてまとめてやっていただくと

いうことでございます。 

 この効果として６ページ下にございますけれども、ため池の管理というのが農家のみで行いが

たくなってきているところで、地域としてため池の管理をするというところに持っていきたいと

いうのが効果の点でございますし、池干しで不良ぐあいの早期点検というのも行い得るというよ

うな効果があるだろうとしております。 
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 ７ページ目に、これに要する追加的な経費から、それに支援をしていくポイントということで、

同じく愛媛県が実施事例から追加的な経費を算定いたしますと、１カ所当たり22万円ぐらいかか

るということで、これをポイントにして１ポイント１万円、22ポイントということで加算をしな

がら支援単価を決めていくということを考えていきたいということで、これに広報誌、看板の設

置というポイントも合わせて費用の積み上げから設定をしていくというふうにしたいと考えてい

るものです。 

 ７ページの下に特認取組の普及の実態ということで、愛媛県は池干しのモデル的な対応という

のを平成23年、平成24年に、５カ所でモデル的に県の単独助成でいろいろやってきたということ

で、そういうものを踏まえて、この施策にも盛り込みたいというような考えでございます。右下

にございます確認の方法は、同じように記録、写真等、いろいろな実績を確認をして、この取組

の検証をしていく、また、今後の施策の普及、反映に供していくということで考えております。 

 ８ページにこの取組に関して効果の発現の見込み、支援の必要性、ポイントの妥当性というの

が上げてございます。発現の見込みというのは、これも県が同じようにいろんな方々にアンケー

トした結果では、取組たいという項目に上げられてきてはおりますけれども、まだ、農地・水の

取組の中でも普及が十分でないというところもあり、先ほど申し上げましたようにため池の池干

しというものがなかなか農家だけでは難しいというような状況もあるということから、こういう

取組を通じてやってみるのも一つの方法ではないかと、効果があるのではないかというふうに考

えております。 

 支援の必要性という観点でいきますと、これも同じように現に生き物調査等に取り組んでいる

地区を分析しますと、愛媛県では１回７万円ぐらいなんですけれども、池干しも含めた運営にか

かっていく追加経費としてはもう少しかかるということで、これを支援していくことによって普

及拡大につながるのではないかということでまとめております。ポイントの妥当性はこれも同じ

く積み上げで積み上げてきておりますので、積み上げにより必要な額を支援の根拠にしていきた

いという考え方でございます。 

 以上、簡単に足早にご説明いたしましたけれども、こういう観点の特認に当たりまして、取組

についていろんなご意見なり、お考えを参考にさせていただいて、この取り扱いについて検討し

ていきたいと思っております。 

○中嶋座長 先ほど資料１にもございましたけれども、高度な農地・水保全活動に関しての支援

というのが始まり、それについては、今、ご説明いただいた資料の１ページ目にあるような項目

をチェックして何ポイントあるかと、それによってどのぐらいの交付金を支払うかというような
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ことを算定するという仕組みになっておりますが、これに当てはまらないけれども意義のある高

度な取組を特認として認定していこうということを検討しようということでございます。最終的

には農林水産省で、この承認についてはご検討いただくということでございますが、今、こちら

に専門の委員の方々がいらっしゃいますので、そのお立場からご意見、ご助言をいただければと

いう趣旨であります。もうお時間も限られているんですが、できればお願いいたします。 

○鷲谷委員 いずれの取組も子どもたちが自分の地域の自然を頭だけでなくて、体を使って知っ

ていく機会として意義が大きいものと思いますし、生物多様性保全ということでも、まず、

COP10の目標でも最初は知ることなんですね。子どもたちが調査するということは、子どもたち

が知る機会として意義が大きいですし、池干しをすると外来種もそうですし、在来のものも観察

できたり、池干しをしたことによって、伝統的にはずっとそういう管理がなされてきたので、日

本ではゲンゴロウ類など水生昆虫も水田で、田んぼとため池をうまく利用しながら生きてこられ

たんですが、今では外来種の影響がすごく大きいんですけれども、ゲンゴロウなどが見られる地

域自体が減ってきてしまっているんですね。こういう伝統的な管理をみんなでまた取り組んで、

レクリエーションとしてもとても楽しい、魚を池を干してつかんだり、子どもたちの活動として

も、とても意義があると思いますし、こういうことが広がっていけば、今、大変厳しくなってい

る水生昆虫相を回復していくということにも意義があるのではないかと思います。 

○中嶋座長 ありがとうございます。 

 では、坂本委員。 

○坂本委員 環境教育的な配慮など事業の内容自体については、全く問題ないと思うんです。た

だ、それに必要な10万円の予算をつける必要があるのか。地域限定の事業に国費を充てる必要が

あるのかということです。もちろん内容に応じて判断するとしても、こうした申請を安易に認め

てしまうと、今後、類似事業の申請があった場合、すべて認めざるを得なくなるのではないか。

わずか10万円だからいいじゃないかという考えもあるでしょう。だとすれば、愛媛県の地域に限

定した事業ですから、県の独自財政で手当してもいい。農地・水事業で扱う意義を考えれば、国

費で負担するだけの内容や理屈がないといけない。 

 説明資料を見ると、様々な意義付けが示されていますが、これがどの程度、重要で価値のある

事業か、事業費を補助してもいい水準なのかがよく分かりません。今回認めるとして、その後、

全国各地から同様の申請が出されて認めなかったとき、なぜ愛媛だけ認めるのかということには

ならないのでしょうか。いやそうではない、今回は極めて重要だと果たして説明できるのかとい

うことです。この資料にある程度の内容なら今後、いろんな地域から出てくる可能性があり、全
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部認めざるを得なくなるのではないか。そういうことも考えて慎重に検討すべきだと思います。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 では、尾木委員、よろしいでしょうか。 

○尾木委員 僕は意義については大賛成で、ぜひ、進めてほしいなと思います。ただ、今、おっ

しゃったように、そういう手続上のいろんな問題が出てくるのであれば、そこは何とかクリアし

て、でも、やってほしいなと思います。 

○中嶋座長 ありがとうございます。 

 ほかによろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 今のような意見もちょうだいいたしました。これらを踏まえて特認の取組の承認について、事

務局でご検討いただければというふうに思っております。 

 それでは、最後の議題６にその他がございますけれども、事務局から何かございますか。 

 それでは、最後に委員の皆様から何かご発言があれば承りたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。ありがとうございます。 

 それでは、以上で、本日、予定しておりました議事はすべて終了いたしました。進行を事務局

のほうにお返しいたします。 

○横井農地・水保全管理室長 どうも本日は多くの貴重なご意見を賜りましてまことにありがと

うございました。 

 次回、また、委員会のほうをまた来年度に実施を予定させていただきたいと考えてございます。

来年度、また、２回程度、行っていければと思っておりますけれども、詳細の日程についてはま

たご連絡させていただきたいと思いますし、本日、いただきましたいろんな検討、見ていく視点、

こういうようなものをまた生かしまして、委員会に備えて皆さんでご議論いただけるように我々

はしっかり検討、考察、調査を進めてまいりたいと思います。 

 これをもちまして、第２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

すので、どうもまことにありがとうございました。 


