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                    第１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９月１４日（金曜日）１５：００～１６：５５ 

２． 場 所 滋賀県野洲市 コミュニティセンターひょうず １階大ホール 

３． 出席者 別紙のとおり 

４． 議事録 

○横井農地・水保全管理室長 それでは、定刻になりました。皆様、お揃いでございます。た

だいまから意見交換会を始めさせていただきます。 

 この意見交換会の前までは、委員の方々にはお時間をいただいて、現地を見ていただきまして、

まことにありがとうございました。 

 また、本日この意見交換会のほうにご参加いただいております地域の方々は、現地のほうでい

ろいろなお話も聞かせていただきまして、本当にありがとうございました。 

 それでは、これから意見交換を始めさせていただきます。 

 まず、事務局を代表いたしまして、林田農村振興局次長より一言ご挨拶申し上げます。 

○林田農村振興局次長 こんにちは。農村振興局次長の林田でございます。 

 本日はお忙しい中、委員の先生方、野洲市山仲市長様、竜王町竹山町長様初めといたします地

元自治体の皆様、また滋賀県の皆様、さらには地元の活動組織の皆様にご出席を賜りまして、ま

ことにありがとうございます。また、現地でも大変わかりやすい説明等いただきまして、本当に

ありがとうございました。 

 意見交換会の開催に当たりまして、私から一言ご挨拶申し上げます。 

 本日のテーマであります農地・水保全管理支払交付金といいますのは、平成19年度に創設され

まして、第一期対策の５年間を経て、今年から第二期対策がスタートしたばかりであります。こ

れに伴いまして、制度のいろんな運用面で、さまざまご指導いただいてまいりましたこの第三者

委員会につきましても、尾木委員、河野委員、西郷委員、水谷委員の４名の新しい委員をお迎え

いたしまして、新しい体制で検討を進めていただくこととなりました。委員の皆様方には大変お

忙しい中を、委員をお引き受けいただきまして心から感謝申し上げます。 

 先ほども申しましたこの交付金でございますけれども、対策自体は６年前からスタートしたの

ですが、その検討開始からは既に10年たっています。３年間の検討、さまざまな委員会を経て、

それから実験事業を経て、平成19年に制度として立ち上がったのでありますが、丁度、私も若い
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ころにその担当をいたしておりまして、当時の議論は、こういうことでありました。 

今後、国際化が進んで行く中で、日本の農業も国際競争の中でいろんな競争にさらされるだろ

うと。そうしますと、必然的に経営規模を拡大して、少数の農家で大きな田んぼを経営していく

ことが、ぜひ必要になってくる。しかしながら、本日も現地でごらんいただきましたけれども、

用水路、それから下のほうにありました排水路等についての管理、これは長い間、集落みんなで、

コミュニティーとして共同で管理してきていた、その管理ができるんだろうかという問題。それ

から、本日田んぼに行きましても、雑草なんか全然見えませんでしたけれども、そういう雑草を

刈るということも夏の間に数回、協働で行ってきていた。 

 本日、丁度ご欠席なんですけれども、鷲谷委員におかれては、創設当初から委員をしていただ

いていまして、現地へ参りましたときに、鷲谷先生から教えていただいたこととして、秋になる

と秋の七草というのが日本の風物詩にはありますね。萩とかキキョウとかオミナエシとかああい

うものですけれども、これは夏の間に農家の方が農作業上、雑草を刈るので、その後、芽を出し

て秋に花をつけるんですと。ですから、この畦畔の草を刈るという作業がなくなってしまいます

と、そういう秋の七草的な花は消えてしまうんです。というような話を伺いまして、やはりそう

いう景観、日本の伝統的な花等についても、営農と一体になって生きてきたということを教えて

いただきました。 

 一方で農業、小さいころは農村の環境の中で育っていた若いお父さん、お母さんたちは、自分

が子どものころに遊んだように小川でフナやゲンゴロウやナマズなんかをつかまえて遊ばせてや

りたいと思うんですけれども、現場に行きますと、農地はきちっと整備されて、個人の所有地で

あって入ってはいけないように見えるということで、そこに田んぼがありながらも、田んぼで自

分の子どもたちを遊ばすこともできないという世の中になっている。こういう２つの問題、課題

を１つにして共同で取り組んでいただく、協定を結んでいただいて、非農家の方も田んぼや水路

で遊ばせてもらう、そのかわり、草刈りとか水路の維持管理なんかには協力する、こういったこ

とができるといいねというのが最初の理念でした。そういうことをずっと何年も議論いたしまし

て、それに国が若干の財政支援をさせていただいて、県とか市町村にもそれに協力いただいて、

日本全体でこの伝統とか文化とか食料生産というものを維持できていけないかといったようなこ

とで始まっているんですが、現在、１万9,700もの組織が動いているということであります。 

 本日は、たった２カ所しか見られませんでしたが、これと同じような組織で、さまざまな違う

取り組みをしている組織が１万9,700もあるということですので、この数年間で本当に随分変わ

ったなと感慨も感じているところでございます。 
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 今日は、せっかくの現地でございますので、たくさんの現地の声を伺わせていただければと思

っております。簡単でございますけれども、私の開会に当たりましてのご挨拶にさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

○横井農地・水保全管理室長 それでは、早速、議事のほうに移らさせていただきたいと思い

ます。 

 まず最初に、委員会の座長の選任ということをお願いしたいと思います。 

 何かご意見、委員のほうからございましたら、よろしくお願いします。 

○星野委員 それでは、推薦をさせていただきたいと思います。 

 農政全般に大変ご造詣が深く、かつこの事業の第一期対策より委員を務めておられて、 

事業についてもお詳しいといった点から、東京大学の中嶋康博委員を推薦したいと思います。 

○横井農地・水保全管理室長 今、推薦がありましたけれども。 

（異議無しの声） 

○横井農地・水保全管理室長 それでは、委員の皆さん、ご了解いただいたということでござ

いまして、座長は中嶋先生に選任されました。よろしくお願いを申し上げます。 

 ここで、できますれば中嶋座長のほうから、一言お願いできればと思います。 

○中嶋座長 ただいま座長にご推薦いただきました中嶋でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 今、星野先生からもご紹介いただきましたが、一期対策の第三者委員会の初めから参加させて

いただいております。 

 実はその前の設計の段階も、林田局次長様といろいろご相談、議論したこともあって、今振り

返っていただきましたけれども、あのときに比べると、違った展開をした部分とより充実した部

分と、非常に日本の農業を支えるという意味で変化が激しく、ただ私自身は大変意味のある事業

になっていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。 

 この第三者委員会はそれをウオッチし、そして評価をして、国民に発信していくという役割が

あると思っておりますので、委員の皆様、それから関係者の皆様に支えていただきながら、その

役割を果たしていきたいと思います。どうぞ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。 

 それでは、もうしばらく事務局で、進行を進めさせていただきます。続きまして、委員会の公

開についてということでございます。 

 これは、先ほど車中のほうで、委員の先生方にはお話をさせていただき、ご了解をいただきま
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したけれども、委員会につきましては、原則公開とさせていただきまして、資料につきましても

委員名簿をあわせ、ホームページに公開をさせていただくということにさせていただきます。ま

た、本委員会の議事録につきましても、委員の皆様にご確認をいただいた上で、委員の名前を記

載させていただいて、後日公表させていただくというふうに進めさせていただきたいと思ってお

ります。改めてよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、この開催地でございます野洲市長の山仲善彰様、また竜王町長の竹山秀雄様にお

越しいただいております。それぞれにご挨拶いただきたいと思います。 

 まず、野洲市の山仲市長様、よろしくお願いいたします。 

○山仲野洲市長 皆さん、こんにちは。野洲市長の山仲善彰でございます。 

 本日は委員会、私どもの地元をご視察いただくとともに、当会場で会議を開いていただきまし

て、どうもありがとうございます。 

 ご承知のように、この地域、お米の産地でして、今お米というと北陸とかそのあたりのほうが

有名なんですけれども、昔、標準米という制度があったときに、今は合併して野洲市になってい

ますが、旧の中主町、この辺りのお米が全国の標準米ということでありました。現在でもお寿司

の米とかそのあたりの、普通のお米、もっちりしないお米らしいお米は、このあたりのお米が重

宝されています。少し山側と琵琶湖側では味が違うということでございますけれども、まさに米

どころにお越しいただきました。 

 あと野菜も盛んにつくられております。今のこの制度、私から見るとプラス面とマイナス面ご

ざいますので、ぜひそのあたりご検証いただいて、いい方向に進めていただくことを期待いたし

まして、ご挨拶といたします。本日はまことにありがとうございます。 

○横井農地・水保全管理室長 ありがとうございました。 

 続きまして、竜王町竹山町長様にご挨拶をよろしくお願い申し上げます。 

○竹山竜王町長 皆さん、こんにちは。紹介いただきました竜王町長の竹山秀雄でございます。 

 本日は私たちの弓削の地先へ、現地へお越しいただいているということでございます。ご苦労

さまでございます。 

 竜王町は44.5平方キロでございます。人口が１万2,900人、そして現在、耕作地が12平方キロ

前後ございます。そういった中で、先ほど野洲市長さんからもお話がありましたとおり、やはり

米が一つの、昔からの流れとしての近江米。近江米でございますけれども、産地でございます。

あわせまして最近では、滋賀県でも近江牛でございますけれども、この出荷頭数、県下でもトッ

プという状況でございます。あわせまして、果樹も非常に盛んでございまして、サクランボから



 

－5－ 
 

梨、ブドウ、そして桃、柿に至るまでいろんなものがとれるところでございます。農業も盛んで

ございますけれども、大きな自動車会社、それと最近でございますけれども、商業施設もできま

して、比較的バランスのとれた町ではなかろうかと、自負いたしているところでございます。 

 私たちの弓削の皆さんは、非常に何と言うんでしょうか、昔から水というものに対して、非常

に真摯な思いを持ってくださっているのではないかとに思います。本日見ていただいたとおり、

日野川が流れているわけでありますけれども、この日野川は、非常に危険な川でございます。そ

ういった意味で、昔から水害も発生したところでございます。したがいまして、弓削の皆様は、

水に対する怖さというんでしょうか、本当に災害もという思いとあわせまして、お米づくりには

やはり水がなくてはならないものであるということになりますと、水に感謝もしないといけない。

この水に対する敬虔な思いが、両面で強いところではないかなという具合に、私もふだんからそ

の場へ行かせていただきますと、感じるところでございます。 

 また後ほど発表があるということでございますけれども、そういった地形的な面もあわせまし

て、また皆様にお聞きをいただけたらという思いでございます。 

 以上、本日の会議にあわせましてのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○横井農地・水保全管理室長 ありがとうございました。 

 出席者のご紹介につきましては、限られた時間でございますので、お手元のほうにお配りして

おります資料の中に出席者一覧、名簿がございます。それに代えさせていただきたいと思います。

ご了承ください。 

 それでは、ここから中嶋座長の進行で進めてまいりたいと思いますので、中嶋座長、よろしく

お願いいたします。 

○中嶋座長 それでは、議事に従いまして進めてまいりたいと思います。 

 まず１つ目の議題でございますが、「農地・水保全管理支払交付金第三者委員会」について、

資料１の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、お手元の資料１ということで、１枚紙でございます。 

 そこにございますように、委員会の目的また今後の予定等について記してございますが、１つ

目にございます目的は、農地・水保全管理支払交付金、これが計画的、効果的に実施されるよう

助言をいただく、またそれに実施状況の点検及び効果の評価を行うことを目的として設置をさせ

ていただいているというものでございます。 

 ２つ目に委員会の内容がございますが、今年度24年度から28年度の５年間、二期対策というこ

とで進めてまいります。この二期対策の中で、新たな委員会の体制で、年２回程度の開催で進め
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させていただきたいと思っております。 

 ３点目にございますように、議題といたしましては、対策の実施状況の把握・点検、実施に際

しての助言・指導、効果に関する検証・評価というような内容になってございます。 

 ４点目に開催予定というふうにございますが、本年度、今回とあと３月ごろに第２回目の開催

を予定させていただくということを、今考えているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○中嶋座長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

（特になし） 

○中嶋座長  それでは、確認させていただいたということにいたします。ありがとうござい

ました。 

 それでは、続きまして、議題の２でございますけれども、農地・水保全管理支払交付金の実施

状況等に関する現地調査ということでございます。 

 まず、ご説明をいただきまして、その後、議題の３において意見交換という形で進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、本日現場を見せていただきました２つの組織の方のうち、弓削弓つくりの郷

活動団体書記の松瀬様に、活動の概要についてご説明いただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○松瀬書記 皆さん、こんにちは。 

 弓削弓つくりの郷の松瀬でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 私たちの住む弓削は、その昔、弓をつくっていたと言われ、そのことから弓削りと書いて、ゆ

げという地名になっております。このスライドは、毎年５月１日に行われております火祭りの写

真です。鐘や太鼓を打ち鳴らしながら集落を練り歩き、神社に着きますと、打ち上げ花火や仕か

け花火を一斉に打ち上げます。そして、丸たいまつや三角たいまつに火をつけて、祭りはこのよ

うにクライマックスを迎えます。 

 それでは、古来から歴史、伝統、文化を引き継ぐ弓削の農地・水の活動についてご紹介いたし

ます。 

 竜王町は、日本最大の湖琵琶湖と鈴鹿山系の間に開ける、ちょうど湖東平野の中央に位置して

います。良質の近江米を産出し、果樹の栽培も盛んで、年間を通して旬の味覚を楽しむことがで

きます。さらに近江牛のふるさととして、肉質、味ともに研さんを重ね、全国的なブランドへと
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発展し、県下でもトップクラスの出荷量を誇っています。 

 竜王町では、今年度24の組織が農地・水に取り組んでおり、竜王町の農用地に占める面積の約

82％に達しております。 

 私たちの住む弓削は、この竜王町の北東部に位置しております。弓削農地は、一級河川の日野

川と祖父川に包まれており、古来から豊かな水に支えられて農業を営んできました。弓削弓つく

りの郷が活動する協定農用地は70ヘクタール、その施設の中に、用水路、排水路合わせて9.8キ

ロ、農道４キロが存在しております。ちなみに、本日お越しいただいた場所が、このあたりにな

ります。 

 ほ場整備事業につきまして、琵琶湖総合開発事業として、昭和50年から62年度にかけまして実

施された県営ほ場整備事業竜王東部地区に取り組みました。その事業では、弓削の地先から整備

され、昭和54年には竜王町でいち早く生産効率の高いほ場を手にすることができました。しかし

ながら、それから施設は30年がたち、施設の老朽化が進み、いかにして我が集落の農地を守って

いくのかが課題となってきました。 

 そのような中、平成19年度から農地・水の制度を活用して、少しでも施設を長持ちさせ、集落

のきずなを深めるべく、Ｓｔｅｐ１が始まりました。弓削弓つくりの体制としまして自治会を初

め農村保存会、ＯＢ会、あゆみ子ども会、婦人会、老人会の各種団体が参画し、ＪＡグリーン近

江や竜王町の協力を得ながら取り組んでおります。農家34戸、非農業者30戸の構成になっており

ます。 

 地域のみんなで取り組んでいる共同活動の内容です。 

 施設の点検をし、点検結果に基づいて年度計画を策定し、その計画に基づいて活動していきま

す。水路の草刈り、農道の維持管理、それと田植え時の排水の透視度調査、啓発のための看板設

置、水路溝畔の補強、こだわり農産物の取り組みを実施しております。これらのことにより、浅

水代かきや溝畔への畔波シートの設置など意識が高まっております。 

 弓削では転作作物として、そばの作付が定着しており、子どもたちにそばの種まきを体験させ

ているところです。一ヶ月もたちますと、一面白い花が咲き誇ります。また、心安らぐ弓削の実

現のために、自治会、子ども会、老人会が協力をし、植栽をすることによって、集落の景観を形

成しております。 

 日野川と一部の排水路に蛍が発生しております。蛍の生息環境を守るため、蛍の幼虫やカワニ

ナを残すため、草や泥を一部残しながら、泥上げをしております。メダカやドジョウなど、魚も

多く見受けられます。また、子どもたちを対象とした生き物観察会も企画しております。 
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 これは、本日現地を見ていただきました排水路の側壁を補修しているところです。土圧で破壊

された排水路の補修にも、自分たちで取り組みました。右の写真は、私たちの地域の排水路がＡ

型アームで施工されているため、裏込め土が吸い出され、穴があいたりパネルが倒れたりします。

このような状態は、代かき時の農業濁水が排水路に流出することになり、水質保全上、好ましく

ありません。私たちは土のうで穴を埋め、パネルを復旧させて濁水流出防止に努めております。 

 地域にはさまざまな職種の方が、現役、ＯＢ含めておられます。やはり農地保全への危機意識

を持ったリーダーの人がいて、さらにハード、ソフト面でそれぞれ協力する地域の人がいる、だ

からできたんだと思います。まさにそれが地域の力、地域力ではないでしょうか。 

 ゲートの保守管理やフリュームの目地補修も、私たちには大切な活動です。漏水が多くなると、

農業用水が水田に届かない、あるいは転作田に漏水することにより、転作作物の生育が阻害され

ることになるため、用水路の補修にも力を入れております。この目地補修を業者に委託すると、

１カ所8,000円程度かかるとのことです。みずからの手で行うことによって、大きくコストを縮

減しております。 

 平成19年度からさまざまな取り組み、活動を、共同活動で実施してきました。先ほど紹介しま

した用水路の目地補修も、約７キロのうち45％まで達しました。しかしながら、さらに課題とし

て、自分たちの手に負えない水路をどうしようかと苦慮していたところでございます。そのよう

な中、昨年度から農業用施設の長寿命化に対応できる向上活動が制度化され、自分たちの手で対

応することが困難な路線や箇所については、この制度を活用することでＳｔｅｐ２が始まりまし

た。 

 このスライドは、向上活動で計画しております施工延長300メートルの地区でございます。ま

た、フリュームを更新した箇所でございます。施工前にはフリュームの沈下がひどく、用水があ

ふれ、転作作物の生育が阻害される状況でありましたが、改修後は乾田化が図られ、ブロックロ

ーテーションに対応することが可能となりました。 

 弓削の施設は30年以上が経過した施設であり、コンクリート製品の耐用年数を超えているもの

ばかりです。そのような状況の中、自分たちでできることは自分たちで維持管理していくことに

より愛着が生まれ、施設を長持ちさせ、結果、コストの削減が図れます。自分たちの農地や集落

を守るためには、必要不可欠なことであると考えております。共同活動でさまざまな取り組みを

通じて住民の世代をつなぎ、弓削の歴史、伝統、文化を伝えるごとに、弓削をまるごと保全する

ことが可能であると感じております。自分たちの手で対応できることは共同活動で、また自分た

ちの手に負えない箇所や路線については、向上活動で対応することによって、地域の農業や農村
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環境を守っていきたいと考えております。 

 弓削は、歴史も古く、地域力の高い集落と自負しておりますが、今後もこの農地・水の活動を

通じて、農業生産の維持だけでなく農業、農村の多面的機能を発揮させるとともに、将来にわた

って弓削の地域力を維持し続けたいと願っているところです。 

 今後も私たちの活動に対して、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○中嶋座長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、野洲市のせせらぎの郷 代表の堀様に説明をお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○堀代表 失礼いたします。先ほどいろいろとご説明させていただきました。改めてご報告申

し上げます。 

 農地・水保全管理支払交付金せせらぎの郷の堀でございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 ごらんのとおり、集落内におきましても、こうしてきれいな水が幾度となく流れておりました。

そういったところから、せせらぎの郷として農地・水環境保全向上対策をきっかけとして、19年

４月より設立をさせていただきました。人口は少ないですが、316人、軒数は88戸と小さい集落

でございます。また、地域の概要につきましても、先ほどご説明させていただいたとおりでござ

います。非常に琵琶湖に近いということで、冠水が非常に頻繁にありました。本当に昔の人は苦

労をされました。ほ場整備をきっかけとして、一気に合理化が図られたということでございます。 

 また、組織の概要につきましても理事会、またせせらぎの郷として、その中に我々の協議会が

あるわけでございます。（スライドの説明） 

 活動範囲につきましては、須原の集落はもちろんそうなんですが、その他、田んぼの46.5ヘク

タールの範囲でもって、それぞれの活動をさせていただいております。これは共同活動によりま

す水路の泥上げ、また景観形成、また水質管理といった面々でございます。 

一気に整備されたほ場整備以降、生態系が大きく崩れました。そこで我々としては、何とかもう

一度、あの魚に優しい環境をつくりたい、そしてそれぞれ優しい田んぼづくり、いわゆる除草剤、

また農薬を減らし、化学肥料を減らし取り組んでいきたい、そんな思いで５年間経過いたしまし

た。当初は、住民の皆さんのご理解を得るために、幾度となく寄合を開催し、皆さんのコンセン

サスを取り組んだところでもございます。 

 そして、ご覧のとおり、ちょうど５年間、地域の皆様とともに魚道づくりから始めてちょうど
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５年、ことして着実に伸ばしていただいて、面積ふやして8.4ヘクタールまで伸びてまいりまし

た。こうしたことで、都市部と農村部の交流会が始まりました。これは、魚の成育の観察会、ま

たその後、専門の先生による勉強会等々が毎年、中干しの時期に行われております。 

 それから、やはりこの取り組み（オーナー水田）をより多くの方に知っていただき、参加いた

だくために、一般公募を平成21年度よりさせていただきました。おかげさまで、現在は横浜、東

京、神戸、大阪の方々からオーナーとしてご入会いただき、参加をいただいて非常に盛り上がっ

て、一大イベントになり、必ず100人以上の参加を得て盛大に行われていることを、非常にうれ

しく思っております。今や機械化農業が進む中において、本当に手刈りでこうして１本ずつ刈る

姿、これはこの活動ならではのおかげだと自負しております。本当に若いお父さん、お母さん、

子どもを連れて来てくれます。まさに世代を越えた稲刈り体験を、先週８日にさせていただきま

した。 

 続きまして、学校との連携ということで、本年度も先週行いました。学校教育のほうにいろい

ろご無理を申しまして、出前講座を開かせていただきました。放送室からテレビを通じて各教室

に農業の大切さ、またお米の重要性、生き物の大切さ、そしてこの我々の取り組みについていろ

いろご報告をさせていただいたところでもございます。 

 また、右側は、神戸の松蔭高校がこの須原を見学に来てくれました。そこでまたそれぞれの

我々の思いを伝えたところでもございます。こうして学校での、教室でのシーンでございます。

そして、下のほうは、こうした模型を使って子どもたちにご説明をさせていただきました。初め

て田んぼに魚がいるんだなと、生育するんだなというそれぞれの子どもたちの強い思いで、それ

ぞれ皆さんが作文を書いたり、子どもたちがいろんなメモをとってくれました。本当に私たちも、

３回目でございますが、今年は特に感動をいたしました。本当にやりがいのあるひとときでもご

ざいました。 

 そして、やはりこの活動を持続可能な、活動を続けるためには、やはり環境と経済の両立を目

指さなければ持続は無理だというふうに考えております。そのためにもこうして、東京のほうの

マルシェで普及活動をさせていただき、また一昨年の名古屋のＣＯＰ10、そして本年度の、ここ

にはないですが、リオの20の発表ということで、これは私自身は行っていないんですが、うちの

交流先の人が発表をしてくれました。そして、昨年度も東京ビッグサイトにおいて、エコプロダ

クトの参加をさせていただきました。右側は東京のＮＧＯさんとのおつき合いで、高尾山にハイ

キングに一緒に連れて行っていただいたというものでございます。 

 また、今年は嬉しいことに、食文化の再生ということで、湖魚を何とか、おばあさんたちがも
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う一度食べたいという熱い思いから、我々若い者が、もちろん若い奥さんも一緒に、今までの煮

炊き物を伝授をして一緒に食べたというイベントでございます。そして、先ほども申しましたん

ですが、こうした活動のおかげでニゴロブナがふえてまいりました。近年までは魚も少なく、非

常に高くて、フナ寿司いわゆる滋賀県の名産なんですが、フナ寿司はほとんど、もう40年近く漬

けられておられませんでした。けれども、おかげさんで非常に増えてきておりましたので、今年

は何とか漬けましょうという皆さんの熱い思いから、40年ぶりに実施をさせていただきました。

12月には試食会ということで、楽しみにしております。 

 そして、また琵琶湖とゆりかご水田ツアーということで、漁業の方と連携をいたしまして、い

わゆる都会の小学、中学生たちが一緒に琵琶湖からこのゆりかご水田に参加をして、いろいろ料

理を食べながら勉強に来てくれました。本当にこれも熱い思いでございました。 

 こうした情報の提供も、今年からさせていただきまして、せせらぎ通信、お手元にございます

ように、またご覧になっていただければ幸いでございます。 

 また、独自性ということで、これもいろいろの活動をさせていただきました。消費者に直接販

売ということで、今年から東京にも、地元のおばあさんたちの野菜を提供させていただくことに

もなりました。 

 滋賀県の昔の言葉で「三方よし」ということで言われております。ところが我々は「五方によ

し」ということで、それに向かっていろいろと推進しているところでございます。先ほども申し

ましたように、生産性向上だけによる「一方よし」の時代は終わったんだな、やはりこうして

「農家によし、子どもによし、生きものによし、地域によし、琵琶湖によし」といったことに、

そういったことを目指して、今後進めていきたいというふうに思っております。 

 特に、我々の集落はどういうふうに変わってきたかということで、住民の環境の意識、また生

き物に対する意識、これは計り知れない大きいものがあろうかと思います。こうしてこの事業の

きっかけで、こうしたことが確認できたということは、非常に大きいものだなというふうに思っ

ております。そして、こうしたイベントごとに子どもが参加してくれています。本当に当日まで、

田んぼへ行った事のない子、たくさんおりました。しかしおかげさんで、ほとんどというではな

いですけれども、半分近くは子どもたちも参加してくれるということになりました。本当に、今

後、大いに期待をするところでもございます。 

 そして問題点としましては、先ほども言いました魚道の設備に対して、今年は膨大な時間がか

かりました。我々も年とってきてしんどいんですが、非常に苦労して、何とか水をとめるという

行為が並大抵の苦労ではなかったんではないかなというふうに思っております。向上活動をきっ
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かけとして、より保全活動に推進をしていきたい、このように思っております。 

 そして最後に、これからはいわゆる生き物とのつながりの食文化、また六次産業化へ進めてい

きたいというふうにも思っております。おばあさんのつくった野菜を都市部へ販売するおばあさ

んたちの生産意欲、非常に計り知れないものがあろうかと思います。そういったところを中心に、

今後推進していきたい、このように思っております。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 それぞれの地域の活動について、詳しくご説明いただきました。 

 先ほど、現地も見させていただきましたので、そういったことも踏まえながら、議事の３番目

の意見交換に入りたいと思います。意見交換は４時55分ぐらいまでを予定しております。皆様か

らの活発な意見をしていただきたいと思いますが、何かご意見、それからご質問等あれば、ご自

由に発言していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○水谷委員 宇都宮大学の水谷でございます。 

 本日２カ所見せていただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 それで私、それぞれの地区で一つずつお伺いしたいんですが、まず弓削弓つくりの郷の方の取

り組みについてなんですが、施設の補修について、共同活動でスタートしておられますよね。そ

の共同活動で、場合によっては外注されるとか、そういうこともされているんじゃないかという

ふうに感じるんですが、全体として向上活動、これから何年間かにわたってどのように取り組む

かという計画づくりですとか外注の度合いですとか、そのあたりのことをちょっとお伺いしたい

んですが。 

○坂田書記 弓削弓つくりの郷の坂田でございます。 

 ただいまの向上活動に関しましては、現在100％外注で、今のところは取り組んでございます。 

 非常に水路が陥没して、我々の手にはなかなか負えないところばかりを、今回、修繕をいたし

ました。ところが、時間がたちますと同じ状況になってくるんではないかというふうに思ってお

るんですけれども、我々の手でできるところは我々の手で、今後やっていかなきゃいかんという

ふうに思っております。その理由というのは、やはり業者に出すということは、コストが非常に

高くつくということでございますから、結果的には生産米価の原価を押し上げてしまうというこ

とになるわけで、やはり原価をいかに下げるかということも踏まえて、自分たちでできるものは

自分たちでやっていくというのを、今後、盛り込んだ形で計画を進めていきたいなというふうに

考えてございます。 
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○水谷委員 ありがとうございました。 

 同じく、せせらぎの郷さんのほうにも向上活動についてお伺いしたいんですけれども、魚道設

置、大変労力がかかって、ご苦労されているという話が先ほどもありました。ただ、ここの場合

は直営で、自分たちでやっていこうという形で進んでいるわけですが、これからどうなんでしょ

う、向上活動としては、一部外注ですとかそういうことまで含めて計画をお考えでしょうか。 

○堀代表 向上活動を24年度から実施をさせていただくということで、まだ実施は１回もして

いないんですが、ただ専門的な要因が非常に大きいというふうに思いますので、その辺も専門の

方とご相談しながら進めていきたいと。オール外注になるか、また直営でいくかということは、

まだ今のところ判断できておりません。 

○水谷委員 私お伺いしたいのは、魚道づくりの点で、外注を将来考えるかと。 

○堀代表 もちろん考えたいと思います。魚道の堰板の流れ、流速をとめるということは、並

大抵の苦労ではないかな、というふうに思いますので、見ていただいたアームとか柵板とかとい

ったところも、しっかりととめていかな、いかんなというふうに思っています。 

○水谷委員 ありがとうございました。 

○星野委員 先ほど水谷委員のご質問の中で、弓削地区では、外注を全部していてコスト高に

なるというお話がございましたですね。他方、この事業自体は面積掛ける単価で交付されるわけ

なんですけれども、その辺の帳尻は、今のところ合いそうですかね、どうでしょうか。 

○坂田書記 全体を見てみないとわからないんですけれども、共同活動の中で、先ほど向上活

動に近いようなものも、現地でご見学をいただいた中身の内容でございますけれども、現場打ち

というのもやってございます。 

 ですから、結果的には、向上に値するものも我々の手でやっていこうということで、全体のコ

ストを下げることになります。 

 ○星野委員 ありがとうございました。 

 あと関連してもう一点、お伺いしたいんですが、竜王町では土地改良区を設置されておられな

いということですが、こういった事業が始まる以前には、農家の方が個別にそれぞれの用水路の

不具合を対処されてきたということになりますかね。そうしますと、そういったときに、ある程

度、技術的に腕に覚えがあるといいますか、そういった技術が何か関係しているのかなとちょっ

と思いましたもので、いかがでしょうか。 

○坂田書記 ご承知のとおり兼業農家が多いわけでございまして、当時の兼業農家の中には、

普通の製造メーカーじゃなくて、そういった土建関係のところにお勤めになって兼業をされてお
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られたという方もいらっしゃいまして、そういう方たちのノウハウをお借りしながら、お手伝い

をいただきながら進めておるというのが状況でございます。 

○星野委員 ありがとうございました。じゃ、特に関係はしていないというふうに理解してよ

ろしいですね。 

○坂田書記 そうですね。 

○星野委員 あともう一点、小さな質問ですけれども、水路等の補修をされるような場合に、

その施工の精度といいますか、そういったものは、おおむね業者さんが、やられるのと同じ程度

のものが出来てくると思ってよいでしょうか。 

○坂田書記 ご説明の中に少しグラフで示しておりましたけれども、もとの土地改良が完了し

た時点での品質レベルまでは戻ってございませんけれども、今、水田をやる段階においては問題

なくやられているということでございます。 

 もう一つは、漏水だけではなくて、目地詰めをするということは下に水が漏れないということ

でございますから、それが水が漏れることによって、下の土がだんだん浸食されていって、結果

的には向上活動でやらなければならない状況になってしまうというのも、止めてございますから、

非常に目地詰めというのは、大事な我々の作業であるという認識をいたしております。 

○星野委員 ありがとうございました。 

○中嶋座長 ほかにいかがでございましょうか。 

○河野委員 本日はどうもありがとうございました。 私は消費者の団体に所属しておりまし

て、そういった立場から本日のご感想と、それから幾つか質問をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 先ほど「ファーマーズマーケットおうみんち」というんですか、あそこでお昼を食べさせてい

ただきまして、非常にお米もおいしかったですし、お野菜等も地元食材が使われていて、本当に

ここは自然に恵まれたいい土地なんだなということを実感させていただきました。 

 空気も水も土も本当に農業に適している、そこでおいしいお米ができて、きれいな水があって、

温かい人の心があって、今回のこの交付金は、恐らく人と生き物が共生する、背中を押している

というか、ふるさと再生に対して非常に力を持っているんだなというふうに思いました。 

 それで、本当に実効性があるというかそういったものであるという確認と、それから強いリー

ダーシップを持っていらっしゃる、堀さんにしても佐橋さんにしても、本当に信念のようなもの

をお持ちになって地域を引っ張っていらっしゃるという感じがしました。 

 幾つか聞きたいことは、こういったことで地域に対して農業の後継者がふえたとか、それから
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過疎化が止まったとか、間接的に何かこういう効果があったのか。それから、今は交付金があり

ますから、当然のことながら活動も進められると思いますけれども、もしもこういった援助がな

くなってしまったら、皆さんは地域を愛して、この後も活動を定着する、特に共同活動のほうだ

と思いますけれども、それを続けていくだけの下地ができたのかなということを伺いたいのと、

それから、３点目は、このお米のほうの話なんですけれども、魚のゆりかご水田プロジェクト、

このブランド米のほうなんですが、先ほど伺って、せっかく魚道をつくってブランド米を育てて

も、来年度は減反政策に従ってそこは畑になってしまうと。そうすると、一度畑にするとまた水

田に戻してブランド米を育てるというのは非常に厳しいと思うんですね。努力されて、皆さんに

周知徹底を図っているのに、そこでそのお米をつくれなくなる。対策は考えていらっしゃるとい

うふうに伺ったんですけれども、そのあたりはどう感じていらっしゃるのか。お米のブランド化

を進めて、皆さんが認知して、もっと欲しいなといったときに、来年はちょっと待ってください

というふうな状況になるのかどうか、そのあたりを伺えればというふうに思います。 

 もう一つ、私は消費者ですから、顧客というか消費者への直接販売に、というふうなお話もこ

こに書かれていますけれども、このことでいいますと、やはり東京というか首都圏とか大消費地

に住む人に、このコンセプトを伝えて通信販売等で販売することも一つの方法だと思いますが、

やはりこの地域に住んでいらっしゃるご家族の方に、ここに住んでいる皆さんに、まずはこの米

を愛してもらって、「地元で売れちゃうから東京には売れないよ」というそういうふうな方針も

立てていただけるといいのかなというふうに思いました。最後のところは蛇足なんですけれども。 

○堀代表 まず１つ目の「後継者の問題」でございますね。やはり目的はブランド化を定着さ

すことによって、わずかながらでも魅力ある農業を推進していきたい。おかげさんで、昨年度は

２名の若者がトライをしてくれています。それもまだ定着していないんですが、兼業なんですが、

だけどやろうという意思が出たことは、非常に大きかったかなというふうに思っております。 

 それから、「交付金がなくても」というもう一つの質問では、もちろん、活動を定着させたい

んですが、ちょっと今のところ、もうひとつ自信がないかなというふうに思います。だけど、せ

っかくこうして生態系保全などいろんな活動を通じて、皆さんとも交流させていただいて、知り

合いになったわけですので、やはり何とか続けなければいかんのではないかなというふうには思

っているところです。 

 それから、先ほどの「ゆりかご水田の来年度の問題」につきましては、一応支線排水路を変え

させてもらいます。当然、ブロックローテーションで減反が回っておりますので、また本年は、

集落の近くだったんですが、来年度は琵琶湖の近くのほうに水路を設けて保全していこうという



 

－16－ 
 

思いでございます。 

○坂田書記 弓削のほうからでございますけれども、この交付金を受けての活動で、やはり先

ほどスライドで一部説明をさせていただきましたけれども、子どもが田んぼに入っている姿、こ

こ数年は見られませんでした。私たちの子どものころは、田んぼどころか川の中に入って川の魚

をつかんでいるという状況がございましたけれども、その姿は全くなかったが、この取組により

そういう姿が見えてきた。これはやはり水路を、田んぼも含めまして、これは個人の財産ではな

くてこれは地域の財産であるという、そういう意識の共有化が図れたからではないか。この地域

の財産であるというこの共有意識というのは、いろんな意味で非常にパワーになるという理解を

してございますから、そういう意味では冒頭、きずなというお話もさせていただきましたですけ

れども、きずなは相手を見て動くこともございますけれども、やはり自分の財産だというこうい

う共有意識が持てたということは、我々にとっては大変な財産になったというふうに思っており、

今回の交付金に関しては、大変喜んでおるところでございます。 

 さらに、今後このお金がなくなったらというお話でございますけれども、実は私事で恐縮でご

ざいますけれども、一昨年、地元に帰ってくるまで４年間、島根県におりまして、出雲大社のあ

たりなんですけれども、それより少し山口県のほうに行きますと、もうすべてと言っていいほど

荒地というんですか、田んぼがもう田んぼでなくなっている、本当に荒廃地というんでしょうか、

この姿がずっと続いておると。それを「今なくなったらどうですか」というご質問に対して、そ

れを今ふっと思い出しまして、下手するとそうならないかなと、場合によっちゃなるんじゃない

かなというふうなことにはしたくはないんですけれども、そういうことも少し思い出しておりま

して、ただ自分たちでやる努力はすると、向上活動もいかに安くつくようにできるという努力は

しながら、我々の生産コストの一部であるということを意識しながら、取り組みは進めていきた

いというふうに思ってございます。 

○中嶋座長 今言ったようなことも、また支えることも含めてブランド化をして、そういうお

米を販売していくということをお考えだと思うんですが、弓削の方々の環境こだわり農産物を栽

培してということ、さっきお話ありましたけれども、これは少し高く売れるとかお客さんがつい

ているとかというような実態はございますか。そういうものが下支えになってくるんじゃないか

と思うんですけれども。 

○坂田書記 もともとは琵琶湖をきれいにしましょうということで、我々も何かできないかと

いうことで、こだわりもやってございますけれども、正直言って、やはり肥料を半分にしていま

すから、収量がどうしても落ちるわけですね。ただ、味のほうは余り変わらないということです
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から、それでも我々は取り組まなきゃならんということで、こだわりですから、こだわりながら

やってございます。 

○中嶋座長 わかりました。 

 堀さんのほうから、今何か補足的に、全体のブランド化に関しまして。 

○堀代表 おかげさんで、この事業をきっかけに、年々着実に栽培面積はふえております。そ

して特に我々ゆりかご水田に関しては、有機肥料で対応している人もございます。そういったこ

とで、非常に環境面に対する配慮の農業は、着実にふえているというふうに思っております。 

○中嶋座長 はい、ありがとうございます。 

 今、弓削弓つくりの郷の坂田さんのほうから、地域の宝を確認したことが非常に重要だという

ことをおっしゃられて、その中でお子さんが一緒に入って、それを確認してきたということも、

また指摘されて、非常に重要な活動だなというふうに思っていたんですが、本日、野洲市の教育

委員会から北村次長さんにお越しいただいておりますので、こういったお子さんを交えた取り組

みに関してどのように感じていらっしゃるか、ちょっと追加的にご説明いただけるとありがたい

です。 

○北村野洲市教育委員会次長 失礼します。野洲市教育委員会の北村といいます。 

 私は、今は教育委員会のほうに勤めておりますけれども、昨年度までこの地域の中主小学校の

ほうへお世話になっておりまして、中主小学校の場合、教育目標を具現化するために、６つの育

てたい子どもの姿を描いているんですけれども、その中の一つに「中主を誇り、伝統を大切にす

る中主っ子」というのがございまして、まさに先ほどの堀さんの説明ですとか、先週、中主小学

校へお見えいただいていろいろ説明いただいた。私も参加させていただいたんですけれども、そ

ういった中で、中主の自然ですとか環境ですとか、またそういった環境を守るために頑張ってい

る人の姿に接して、中主を愛する心に思う子どもたちが、こういった地域の活動の中で育ってい

るということを、まさに実感した次第でございます。 

 それから、もう少し関連的なことで申しますと、滋賀県の場合は、４年生の子どもたちがすべ

て、竜王町さんも一緒だと思うんですけれども、山の子学習といいまして、山に出向いて、山の

中で自然環境を学ぶというのがございます。それから、５年生になりますと海の子といいまして、

学習船というのがありまして、琵琶湖に船で出向いて、琵琶湖の中から地域をもう一度見直すと、

その中で水質調査ですとかプランクトン調査をしながら、琵琶湖の環境について知っていくとい

う活動がございます。 

 そういう意味でいいますと、中主の、今こういった活動をしていただいているおかげで、ある
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意味、その水田や琵琶湖ですとかそういった経験が基礎になりまして、子どもたちは環境につい

ていろいろなことが学んでいけるというような、大変そういった機会をたくさん与えていただい

ているなということは、本当に感謝するということでございます。 

○中嶋座長 どうもありがとうございました。 

 今の教育効果に関してご発言いただきましたが、もしよろしければ尾木先生のほうからコメン

トをいただきたいと思います。 

○尾木委員 僕の出番です。 

 法政大学のキャリアデザイン学部にずっといまして、今は教員を養成する、教職課程センター

のセンター長をやっています、尾木直樹です。テレビなどでは尾木ママとも呼ばれています。ど

っちでもいいんですけれども、同じですから、中身は。 

 今いろいろお伺いしていて、それからお昼の食事をいただいて、不思議なんですけれども、お

ふくろの味というふうに言っていましたけれども、本当に僕のおふくろの味を感じたんです。と

いうのは、僕は滋賀県の米原市出身なんですよ。それで不思議に、やっぱり同じ味がしたんです

ね。あれは何でかなと。アユは同じでしたけれども、僕は頭がついているほうが好きなので、つ

いてなかったのが残念なんですけれども、何かやっぱりふるさとの味というのは東京で食べてい

るのと違うんですよね。これはやっぱり滋賀県の、自分の昔の湖北の味と共通しているなと、何

で感じるのかわからないんですよ。 

 そんなこと思っていたんですけれども、そしたら、今日のこのパンフレットの中でも一番感動

したのは、子どもたちが参加し、農道の清掃をしたり観察会や収穫祭をやる中で、感性を磨きと

書いてあるんですよね、ここの部分なんですよ。何かを、知識だとか技能を習得するという学び

ではなくて感性そのものが鍛えられていく、つまりこれは教育学の専門用語で言うと原体験とい

うんですけれども、間接体験が学校での学びですよね。もちろん今学校も直接体験させようとさ

れていますけれども、原体験というのは水をいじったり、それから火をおこしたり、それから虫

と戯れたり動物と遊んだり、それから草に戯れたり木に登って木をいじったりとか、あるいは川

の石ころ、それから水の中に入って水流の勢いを感じるだとか、あるいは真っ暗闇の、ゼロ体験

と言われますけれども、漆黒の闇体験、恐怖と、けれども空を見たら星空がすごいというような。

この７つあるいは８つ挙げる研究者もいますけれども、この原体験というのが欠けたところで、

ペーパー上だけで学力がついていっても、本当にヒューマンなエリートは育たたないと言われて

います。 

 なぜかというと、小学校５年ぐらいからカリキュラムが、間接体験が抽象的な世界に入ってい
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くように組み立てができているんですね、文科省のほうも。これは、極めて理論的なんですけれ

ども、そのときにやっぱり原体験、小学校３、４年までぐらいにいっぱい田んぼへ入ってフナの

何かを作ったりとか、あるいはさっき僕アマガエル触ったんですよ、50年ぶりですよ。感動しち

ゃった。やっぱりそういう体験がいっぱいあると、抽象的な学びが深まっていくんです。子ども

たちはやっぱり興味、関心がものすごくありますから、田んぼで何かやっているときにヒルがつ

いたりとかいろいろしたら、どうしてこれ吸いつくんだろうとか血を吸われたんだろう、血を吸

ってどうするんだろう、興味はがんがん広がるんです。観察眼も非常に深まっていきますしね。 

 そういう場所に子どもを、地域の方たちと一緒に活動する、生活する、そして収穫したものを

いただく。いただいているときに、何でおにぎりをおはしで食べるのかな、食教育もうちょっと

やってほしいと思いましたけれども、お手てで食べて大丈夫なんですよね。そういうちぐはぐな

ところもありましたけれども、かわいいと思いました。 

 そういう意味で、後継者の問題も心配されていましたけれども、子どもたちが農業のおもしろ

さ、土とたわむれたりあるいはお魚を、湖を守ったりすることの喜びというのを感じれば、僕は

今は、今だからこそ後継者になっていくんだと思うと、思うんですよ。かつては工場の労働者だ

とかあるいはどこかの大きな企業に勤めていくだとか、サラリーマンになることが幸せへの道み

たいに言われていましたよね。けれども、今急激に変わったんです。この二、三年の大きな変化

なんですけれども、大学生が３年以内に転職してしまう比率は52％なんですよ。私のゼミなんか

見ても、本当にきれいに52％ぐらいが、みんな転職していきます。 

 この間も、僕が出演するあるテレビ番組で扱ったんですけれども、今の我が国で、35歳から39

歳までの間に転職する人は53％です。つまり40代以下のところ、半分の人が流動的に流れている

んですよ、労働人口の流動化が進んでいるんですよね。今この２年ぐらいで急激に増えてきた。

そんな中、魅力的な職業として注目されてきたのは、実は農業なんですよ。さっき２人の若者が

来たとおっしゃったでしょう。それは男の子ですか２人とも。 

○堀代表 はい。 

○尾木委員 ああ、これが、女の子が入るようになってきたの、最近。これを農ガールと呼ん

でいます、農業やるガール。スカーフなんか巻いて、すごいおしゃれな格好で農作業するんです

よ。 

 やっぱり派遣切りだとか非正規労働者が、今３割超えるようになりましたよね。そういう中で、

一生懸命働いているのに、同じように正規労働者と働いているのに、自分は首を切られてしまっ

た。では、何をやろうかと思ったときに、研修システムで農家に受け入れてくれる制度が、あち



 

－20－ 
 

こち今できているんですよ。漁業でもやっていますし、林業でもやっているんですね。だから、

かつての第１次産業のところが、またＵターン現象が顕著になってきています。 

 会社は、企業は裏切るけれども土は裏切らないというので、喜んで農作業に取り組んでいるん

ですよね。だから、それは新しい時代の流れだと僕は思います。かつては、農業が切り捨てられ

て、どんどん都会へ行けば何か食べられるし、いい生活もできるという時代がありましたよね。

今はそうじゃなくて、Ｉターンで、農業に戻っていこうと。だから、住居も捨ててしまって、農

家の廃屋になったようなところ、ありますよね。そういうところをお世話してくださるようなと

ころが、全国各地に今出てきたんですね。こんな先進的な取り組みがあったらば、本当に喜んで

僕は若い人、20代も来るんだと思うんですよね。 

 僕も専門ですから、宣伝していきたいと思いますけれども、本当に現地を見られて、実際に田

んぼの土を踏んだの、何十年ぶりでしょう。現場を踏まないで言うものではないと思いました。

今日は反省しましたけれども、本当に勉強になりました。ありがとうございました。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 今幾つかコメントをいただいたわけなんですが、お子さんをこの活動の中に入れていく上で、

何かこういう面で工夫をしているとか、こういう面でちょっと課題があるというようなことを、

何かご意見があればいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 原体験をさせるという、大変重要なご指摘いただいたんですけれども、多分それは感じていら

っしゃるんじゃないかと思うんですけれども。 

○尾木委員 ちょっと補足していいですか。 

 非行の子どもたちが農業やると非行がなくなるんですよ。東京でも下町のところは、大宮あた

りの田んぼや畑の農家と提携して農業やるんですね。非行がない学校になり、さらに、何と学力

というのは、余り僕言うの好きではないんですけれども、区内、あそこは20ぐらいある中学校の

中で最下位だったものが、何とトップになってしまうんですね。それぐらい農業とか土いじりと

いうのは、子どもにとっての何かを持っているんですよね。 

 実は僕は中学校の教員を昔、やっていたんですけれども、そのときに東京で最初に農業修学旅

行をやった学校なんです。岩手県に行って、田んぼで農作業すると。刈り入れた米で合格おにぎ

りつくって、みんなで受験に突進すると、そういうようなことやっていたんですけれども、一番

最初に、何で修学旅行でジャージ着て田んぼに入んなきゃいけないのかって、嫌がって怒ってい

たのは、非行の子ばっかりだったんですよ。もうぶーぶー言っていました。ところが一番喜んで

帰ってきたのも非行の子なんですよ。おもしろいんですけれどもね。人間が生きるということに
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とって土とか水とか、やっぱり原点だと思うんですね。何かそれが、非行の子って結構素朴です

から、よくも悪くも。だから多分そこにフィットするのかなと思うんですけれども、そういう意

味でも農業、土いじりというのは本当に教育にとってはすごく重要だと思います。 

 すみません、勝手に。 

○中嶋座長 いえ、どうもありがとうございます。 

 そういう取り組みをする上でも、やはりこの農地・水の活動が受け皿に、まずなって、そうす

ることによってプログラムをより高度に組み立てれることができるんじゃないかなというふうな

感想を持ちましたんですけれども、多分、ただ現場で取り組まれる方は非常にご苦労されている

んじゃないかなと思いますけれどもね。 

 何かあれば。 

○坂田書記 子どもが田んぼに入って、そういうところに参加するというのは、ある程度、小

学校でも高学年ぐらいの人が多いですけれども、それを何となく幼稚園とか、ちっちゃな子ども

が見ているんですよね。私とこも、もう孫がおるんですけれども、早く川に連れて行ってよとか

田んぼに入りたいとか、そういうのはやっぱりどこで見てきたのか、こちらも知っていますから

ね。そういう意味では、非常に表現が悪いですけれども相乗効果というんでしょうか、広がりと

いうんでしょうか、そういったものは非常に大きな、というふうに思っております。 

 恐らくああいう姿を見てなきゃ、なかなか子どもたちも、「私もあそこへ何で入ったらいかん

の？」というのは聞いてこないと思いますけれども、そういった意味では非常にありがたいなと

いうふうに思っております。 

 それから、先生がおっしゃられましたように、非常に転職等々ふえていまして、これは、社会

が、今は最適化社会というふうに言われておって、もともとはその前が情報化社会、それから機

械化社会だとかですね。だから、最適化社会になったときには、一人一人の価値観が違うわけで、

だからこの子どもの価値観、大人の価値観、その価値観を共有する必要はないと思うんですけれ

ども、それはやはりきちっとウオッチする義務は、逆にあるんじゃないかなというふうに思って

おります。そういう中での活動展開というのは、やはり心がけていくべきではないかなというふ

うに感じております。 

○中嶋座長 ありがとうございます。 

○東須原農業組合長 須原農業組合の代表の東と申します。本日はありがとうございました。 

 今の子どもの話なんですけれども、田んぼに子どもらが田植えなり稲刈りなりして作業してい

るのを見ていますと、非常に喜んで、泥んこになりながら、ふだんそういう経験がないわけです
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から、泥んこになりながら、また鎌も危ない、ふだんなら絶対持たしてもらえないような鋭い歯

の鎌を持って、喜々として作業しておったわけです。 

 やっぱり子どもらが、ふだんゲームで遊んだり、学校で勉強したりいうことも大事ですけれど

も、大事な、子どもの仕事なんですけれども、こうやって実体験で、仕事、彼らは仕事と思って

いるかどうかわかりませんけれども、何か達成感を持ったんじゃないかというふうに思います。

小さい子でも何かをすると、何か役に立っているなと自然に感じているんじゃないかというふう

に思いますね。 

 私事ですけれども、孫も小さいながら、１歳半でも、あれ持ってきてと言うと持ってきて、仕

事終わったら、手でぽんぽんとしまして達成感を味わっているんだなというふうなことで、子ど

もらは時間が、勉強の時間はもちろんそうですけれども、ほかの時間は有り余った時間を持って

いるわけでございますので、地域がそういう受け入れをすると、仕事を手伝ってもらっていると

いう形ですから、当然、彼らも達成感を味わっているのかなというふうに感じました。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 それじゃ、まちづくりの観点から、よろしくお願いします。 

○西郷委員 私は都市計画が専門で、既成市街地とか中心市街地問題が専門です。日本が人口

減少に入っているというのは、御存じだと思うんですけれども、20世紀の初めに日本は5,000万

人の人口でした。21世紀の初めが１億2,700万人となり、政府の発表でこのまま減少していくと、

22世紀の初めに、また5,000万人に戻ります。 

 人口がふえた結果、市街地が大きくなり、農地が市街地となっていきました。農地がどんどん

縮小していったわけです。人口が増えるから農地が市街地になるわけで、人口が減るわけですか

ら、拡大した市街地が要らなくなります。しかし、市街地の面積は減らずに、人口のみが減り、

スカスカの市街地となって、市街地がなくなってしまう、都市がなくなってしまうという時代と

なってきています。ですから、今度はスプロール化した市街地を、どう利用すべきかという問題

になるわけです。 

 その中で農業というのは、大変重要な土地利用ではないか思います。スプロール化した市街地

を、もう一度農地に転用していくということが、大切ではないかと思います。人口減少社会にお

ける経済力の維持というのは、集約化であると思うわけです。私は、都市を集約化することで、

農業が活性化すると思います。都市の観点から集約化ということを考えるだけでなくて、農業の

観点から、農地の集約化というのを考えなくてはいけないということを話していましたら、現場

に行って、話を聞いてみたらどうかというふうに薦められて、この委員会に入らせていただいた
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ということです。 

 そういう観点から考えると、今回の農地・水保全管理支払交付金というのは大変すばらしい制

度だと思います。現在は、近代的に整備された農地をどのように維持管理するのかというのが、

課題になっていて、一つの回答として、交付金を使って、農家の皆さんに、維持管理してもらう

ことだと思います。 

 そのときに、私は、主体を形成していくということが大切かと思います。この事業をやってい

く主体を、地域でつくっていくということです。それは、住民＝農業者の方だと思います。先ほ

どの報告では、多様な組織で協議会をつくって、その協議会が運営しているという仕組みになっ

ているようですけれども、具体にこれを担う事業主体をつくるということが、今後の維持管理に

は大切ではないかなと思います。 

 次に、人口がふえていく中で、農業の生産性を上げるためにほ場整備などを行い、効果を生ん

だわけですけれども、それは、農業を工場のようにしていく発想だったと思います。都市も同じ

ですね。住みやすい都市というよりは管理しやすい、生産性が高い都市をつくろうとしたわけで

すね。それは、それで一定の成果を生んだわけですけれども、実は、逆に言うと大変住みにくい

町になってしまって、社会全体がとても何か不安になっているというところもあると思います。

もう一度人間らしさを大切にした社会をつくるべきだと思います。 

 何を言いたいかというと、これまでの発想で改修していくということでしたら、プロの建設業

者にはかなわないですよね。そこで、改修するのではなくて、自然と共生する水の管理の仕方を、

新たにつくり上げていく仕組みに変える。そういう仕組みの中であれば、住民の人たちが管理し

ても、十分生産性が維持できるという発想が必要で、多分、その取組みの第一歩としてこういう

ことが始まっていると思います。そういう観点で、仕組みを考えるための予算の使い方というこ

とが必要になってくるのではないかと思います。 

 そういうことがどうして大切かというと、安ければいいという時代は終わって、品質というの

を求め始めているということです。決して、高いものがいいわけではないですけれども、本物は

やはり手間がかかるのでコストがかかる。コストがかかっても、そのコストに見合う本物の質が

あれば、それは特に食べ物でしたら、自分の生命にかかわる問題なので、消費者の人たちはそう

いうものにちゃんとお金を払うということです。 

 ですから、要らないものをたくさん作って捨てている、あるいは食べきれないで捨てていると

か、あるいは使い切れないで捨てているというのをやめて、大切なものを大切に使う、価値ある

ものをきちんと食べて、自分の生命もちゃんと健康も維持できるし、農家の方もいい生活ができ
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るというのをみんな求めているわけです。それに対応しようと思うと、手間がかかるわけですね。

ですから、そういう実験がもしこの事業に、位置づけられているとしたら、それをもっと伸ばし

ていく必要があって、それには住民の人たちを巻き込んだ、新しい農業の仕組みであり、そのた

めには交付金の使い方も、たくさんの予算が必要になっていくのではないかなというふうに思い

ました。 

 新しい農業の実践をするときに、滋賀というのはすばらしいところだと思います。自然と共生

した農業を始めている人たちがいる。いろいろな活動が滋賀県ではあるとは聞いていますし、何

よりすばらしい自然環境があるということですね。ですから、新しい農業をやろうという人たち

がいて、それを支える素晴らしい自然環境があるということなので、新しい動きが滋賀から始ま

るのではないかと期待しています。 

 第１回目の委員会がこういうふうに滋賀でやられたというのも、そういうパワーがあるのでは

かなというふうに思いました。 

○中嶋座長 はい、ありがとうございました。 

 この制度の第二期が始まって、新しい姿に変わっていかなければいけないと思うんですが、第

三者委員会のほうでも、どういう視点で評価をしていくかということを探ることもあって、本日

はこういう会議を持たせていただいております。 

 尾木先生のほうから、いろいろご指摘いただいた教育面の効果というのも、今、非常に重要だ

ということがわかりましたし、社会が転換していく中で、この制度がどういう形で役に立つのか

という視点をいただきました。同時に、それから運営していく上での主体の形成の仕方、特に今

まで農業と余りかかわっていない方たちがもっとかかわれるようにする仕掛けなり工夫なりとい

うものが、どういう点がポイントになるんだろうかということを見ていきなさい、というご指摘

だったんじゃないかと思います。ある意味、先進的にもう取り組まれていらっしゃるということ

から、特に主体の形成、それから住民の方々の関与の促進といった面で、何かこういう点、工夫

しているとか課題であるというようなことがあれば、教えていただきたいと思いますが、何かご

発言ございますでしょうか。 

○坂田書記 主体の形成というのは非常に難しいことだというふうに思いますけれども、主体

そのものをつくるための組織というんでしょうかね、もう少し枠組みを広げる必要があるんじゃ

ないかというふうに思います。 

 冒頭、竜王町長のほうから、近江牛というお話もございました。牛そのものの、良質の牛をつ

くるのは、私もノウハウを知らないですけれども、有機米を使った後のわらですね。あれはほと
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んど今ばらまいて捨てているんですけれども、それを隣にいい牛がいるわけで、その牛に食わす

と。私とこも地酒がございまして、松の司というお酒ですけれども、それも近江米、我々の地元

の米を使っている。ですから、工業化という話もあるんですけれども、産業化もあるんですけれ

ども、そういう隣にある産業とうまく連携しながら新しい形をつくる、それの中から主体形成が

生まれくるんではないかというように思っておりますから、やはり地元のある財産、あるいは産

業との連携、協業というのが、今後の課題だというふうに思っておりますので、そのあたりでぜ

ひ次の新しい枠組みの補助金が出るようであれば、回していただければありがたいかなというよ

うに思います。 

○堀代表 そういった主体の形成ということで、我々も非常に苦労しております。本当にどの

ような形で、今後後継者にバトンタッチしていくかという、そういった組織づくりといいますか、

その辺を非常にいいきっかけ、ちょっと意見が出ないんで、今非常に勉強しているところです。

もしまたいい案があれば、ぜひご指導願えたらありがたいなという思いしかないですね、今は。 

○西郷委員 いわゆる公共事業では、ＰＰＰといってプライベートとパブリックのパートナー

シップというのが行われていて、公共と民間が一緒になって、新しいパブリックをやっていこう

という動きがあるわけです。今後、かなりの予算を入れて、公共事業の仕組みをつくっていこう

ということです。 

 このような農地とか水の保全管理ということも、ある意味でのＰＰＰではないかと思います。

ですから、そういった観点で管理をしていく事業主体を形成していくというのが、とても有効で

はないかと思います。 

○中嶋座長 ありがとうございます。 

 地域づくりや農村計画にいろいろ星野先生も携わっていらっしゃるんですが、何かコメント、

ご意見いただければ。ほかの観点でも、もちろん。 

○星野委員 そうですね、今おっしゃっていて、枠組みを広げて、活動をもっと多彩なもの、

隣の産業とも結びつけて考えていけたらということをおっしゃったんですが、それはどういうイ

メージでしょうね。例えば、今のこの事業ありますでしょう。この取り組みの範囲内というか、

「この事業の中で、そういうことができるようになったらいいのにな」というようなことなのか、

それとも、「全く別の事業を用意してもらえたらありがたいな」というようなことなのか、どっ

ちなのかなと思います。主体形成という意味では、この事業自体は農家のグループだけじゃなく

て、多彩なグループを合わせて新しく活動組織をつくられている。これは第一期の大きな成果の

一つだろうと、私思っておりまして、二期の新しい役割としては、その活動組織がひとり立ちす
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る、一本立ちする力をつけていく、その主体の形成の部分を今おっしゃったんで、まさにその部

分が非常に大事になってくると思っております。そこで果たして今の事業というのは、その部分

で貢献できるんだろうかどうかについて、もしも何かご意見ありましたら、ちょうだいしたいと

思いますが。 

○坂田書記 本当に構想を持っているわけではないんですけれども、米をつくる、当然今の水

環境が非常に気になるわけですけれども、その米を使って地酒を造っている、そしてその米でと

れたわらを使って牛を育てるというので、やっぱり農業も、米づくりが主体になって、そういう

ところに大きな波及をするという理解をすれば、今の水環境が気になるという理解をしています

から、そこが崩れればおいしい牛もおいしいお酒もできないという、こういうふうな考え方を持

ちたいというふうに思っております。 

○星野委員 ありがとうございます。 

 できれば、もっと柔軟に使わせてほしいというそういう解釈でしょうか。ちょっと短絡的でし

たか。 

○坂田書記 そこまで構想を持っていなかったです。 

○中嶋座長 農業には、今、６次産業化政策が入ってきておりますけれども、それには農業の

境界がかなり広がっているということがあるんじゃないかと思います。作っただけで、工夫せず

そのまま売るようでは、多分安くて全く儲からない。売る先にいる人々を見据えながら作ること

に取り組むことが、多分これからの農業のポイントじゃないかと思うんですが、そのときに今お

っしゃったような、ほかの関連産業と一緒に考えていく、そのための基盤になっていくんじゃな

いか、そういうご指摘だったように、私は思いました。 

○坂田書記 わかりました。 

○中嶋座長 水谷委員、一番初めにこの事業の意味のようなところについて、まずご質問いた

だきましたけれども、新しく二期になったので、どういうふうに進んでいくべきかというような

ご意見がもしあれば。 

○水谷委員 大変難しいことを投げかけられましたが。 

 これまでいろいろなご意見を伺いながら思ったのは、１つは農業そのものは確かに大変重要な

経済的価値を生み出している、これはもう紛れもない事実でございます。ただ、この事業は経済

的価値を支えるだけではなくて、そういう生み出す農業、さらに環境的な価値を生み出している

し、尾木先生が指摘されたような子どもの感性と結びつくような教育、文化的なものでもある。

こういうものを実は広く支えるのが、私はこの制度だろうと、実は前々から思っているんですね。
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二期になって、よりそれを鮮明にしていくということが一つの方向じゃないかというふうに思っ

たわけです。 

 というのは、例えば具体的にお話ししますと、冒頭に向上活動と共同活動の話を細かく伺って

しまったんですが、私自身は、環境にプラスになるようないろいろな地域で活動しようとしても、

なかなかしにくかったんですね、これまで。それはそうですよね、皆さんに、じゃ、やりましょ

うと声だけかけても動きませんよね。共同でやるからには掛かり増しの経費が要るわけで、その

部分をどうやって担保するかという話が、常にあったわけですね。その掛かり増し軽費をちゃん

と担保し始めたのが、この第一期の事業ですよね。さらにそれをよりスムーズにやろうというこ

とで、場合によっては向上活動のような、やっぱりやや専門的で、例えば特殊な機械が要るとか

特殊な技能が要るとか、しかし、国の事業とか県の事業とか団体への事業に乗らないような規模

の事業ってたくさんあるわけですね。それは、もちろん営農にかかわる事業でもそうですし、そ

れ以外のものがそういうものに含まれるんです。そういうことがやれるようになったという枠を

広げたという積極性を持っているんだろうというふうに思っているんですね。 

 さらに、例えばここで子どもたちが参加しやすい形として、先ほどのいろいろな、もう既に事

例が出てきましたが、私がいる栃木県では、田んぼ周りの生き物調査を全組織でやろうと、５年

間やったわけです。子どもたち、変わりました、相当変わりましたよね。何をやったかと言った

らば、おじいさんと親と子どもたちが農家、非農家の、それもグループ、各活動組織で企画して、

水路の中に入って魚をとるわけです。魚だけじゃなくていろんなものいますよね。これも最初は、

年に１回やろうじゃないか、２回やろうじゃないか。さらに水路だけじゃなくて、田んぼの中も

見てみようじゃないか、だんだん対象を広げていく。そうするといろんなことが子どもの中から

出てくるんですね。 

 それを、じゃあ、生き物マップづくりをしようといって、各活動組織に生き物マップをつくっ

てもらった、子どもと一緒につくってもらった。それのコンテストをやる。いろいろな生き物マ

ップが生まれるわけですね。その生き物マップといっても、みんな手書きですから、非常に個性

的です。地域で子どもたちが、どういう生き物に注目しているかというのが、そのマップの中か

ら生まれてくるわけですね。 

 これ一例ですけれども、例えばそういう活動も、この取り組みの中では十分可能なわけですね。

これまさに私は地域の新しい力を生み出す、文化的な活動だと思っています。 

 そんなものも含めてやれるような活動であるということを、やっぱりもっとうまく宣伝すると

かやりながら、皆さんに取り組みを、何というんでしょうか、促すというのもおかしいんですけ
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れども、きっかけづくりをするというんでしょうかね、そんなものになっていったらいいなと、

実は思っておりまして、きょうも現地で、いろいろそんな点をお伺いしていたんです。 

 以上でございます。 

○中嶋座長 突然の質問にも答えていただきまして、ありがとうございます。 

○星野委員 突然申しわけありません。最初のごあいさつのときに、山仲市長さんが、この事

業は本当にいいんだけれども、メリットもデメリットもあるというふうにおっしゃったんですが、

もしよろしかったら、その意味をご説明いただけたらなと思ったんですが。 

○山仲野洲市長 会場が白けないといいかなと思っていますけれども、今の弓削も須原のせせ

らぎの郷も、あるいはその他もいい活動をしてくれているんですが、例えば、今先生方おっしゃ

った中にも出ていましたが、かなり労力を注いで付加価値をつけているんですが、実際、その値

段が労働等値に見合っているかどうかというと、とても見合っていないわけですね。ですから、

これが持続可能かどうかというところです。 

 それと、さっきも写真に載っていまして、草刈りをやってくれていました。昔は、ああいう時

代もありました、1960年から70年の間ぐらいまでは、かろうじてまだ各家に、さっきの竹山町長

さんじゃないですけれども、牛を飼っていて、その草というのは引っ張りだこだったわけですね。

堤防の草なんか、みんな入札制で取り合いだったわけです。それが農家の牛に行って、近江の牛、

すべてが近江の牛じゃないんですけれども、そして育牛としても役牛としても使っていたわけで

すね。だから回っていたわけですね。それが今とぎれてしまっている中で、こういう活動で繋が

っているわけです。そのあたりが、ですから上部構造と下部構造が本当にうまくつながるのかど

うか。 

 それともう一つはいつも私言っているんですが、この制度のパンフレットあるんですが、生産

性とは逆行していまして、手作業ですとかコストをかなりかける農業になっています。市内のお

米が出ている商社としゃべっていましても、決して、少数の方は買うけれども、とてもそれだけ

の評価はしてくれませんよと言っているので、今後、どうなるのかという問題が出てくると思っ

ていますので、それと若い人、結構ふえていまして、今野洲の場合だと専業農家、増えているん

ですけれども、ここへ来るまでにざくっとどのくらいの所得なんかと調べたんですけれども、ま

ず専業の方の平均が大体197万ぐらい、200万ぐらいです、年間の手取り所得が、課税前ですけれ

ども。兼業農家が450万。そして何もしていないから、何もというか、農業をしていなくて通常

就労している方が大体300万。ですから農業を市内でやっていると100万の差がありますから、こ

れがどう埋められるのか。ただ心配なので、もう一段、上限下限見たんですけれども、やっぱり
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600万超えている人が、全体で41か2なんですけれども、600万超えている農家が２軒あって、一

番高いところは1,300万ほど稼いでおられるんですね。だから、展望がないわけではないんです

けれども、平均でいくと100万の差が、農業やっていることによってあるわけですね。兼業農家

の場合は110万多いんですが、これはどうも、もうちょっと下に見ないと駄目でして、お金を持

っている人が農業やっているということなんで、決して農業所得での優位性ではないと思います。

いずれにしても、ちょっとさめた話なんですけれども、この活動は大事なんですが、これから持

続的に成り立つかどうかというと、このメニューで本当にいくかどうか。 

 それと市内に、全国で初めて11ヘクタールのほ場をやったところがあるんです、南桜という地

域です。ここから野洲の一番南の端なんですけれども、そこの方に聞いていますと、もうやめた

い、早く工場をもってきてほしいと。今生産組合でやっていますけれども、そんな状態になって

いますので。それと、水田農業の場合は、大規模化できないです。水管理とか草管理が。だから、

そこのシビアなところも見ていかないといけないかなということで、この活動も重要なんですが、

これで本当に持続可能な農業が成り立つかどうかというあたりは、プラス面とマイナス面です。 

○中嶋座長 大変、重要なご指摘いただいたと思います。 

 そもそもの日本農業の最大の問題が集約されていると思うんですけれども、例えば、森が荒れ

る、それから耕作放棄地が出るというのは、森に価値がなくなったから、農地の価値がなくなっ

たから、それは、それぞれが経済的利益を生み出さなくなったからだと思うんですね。かつての

森は、例えば薪とったり炭をつくったりというような、自家消費する部分の意味での価値もあっ

たかもしれませんけれども、いずれにしても、そういったものが全て外部化されて意味がなくな

ってきている。 

 ただ、先ほど西郷委員がおっしゃったように、どうも消費者、市民はいろんな面で農業から生

み出されるものに価値を認めているんではないかという仮説があります。それは、私は間違って

いないんじゃないかと思うんですけれども、それが実際に顕在化するといいましょうか、現実の

ものになっていくためには努力が必要なんじゃないかと。作れば売れるという状況には、先ほど

言いましたように今ではないので、そのための活動とか運動とか、マーケティングかもしれませ

んが、そういう取り組みが必要で、多分現場の方と一緒にその他の関係する方々、それから行政

など、あらゆる方面で取り組んでいかないと、その価値が生み出されない。それらが結びつかな

いと、この活動そのものは、おっしゃるように持続可能じゃなくなってしまうんじゃないかなと

いう感じもいたします。 

 それから、達成したい維持管理のレベルというのが、実際に今のものがいいのかどうか、やり
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過ぎではないかとか、どのくらいが最適なものなのかということなども、多分見直しもあります

けれども、それらはそれぞれの目標とあわせて考えなければいけないものなので、多分これで行

きましょうと標準化されるものは、私はないんじゃないかと思っていて、そのことも皆さんから

いろいろなご意見を伺いたいなと、個人的には思っております。とにかく大変重要なご指摘をい

ただきました。 

○西郷委員 私は、農業については詳しくはないですが、首都圏の近郊農家というのは収入が

１,000万ぐらいあり、消費者と直接つながって成功しているということを聞きます。四国の高松

市では、首都圏ではありませんが、小規模な栽培を上手にコントロールして、農家の所得がかな

り高いというふうに聞いています。 

 それで、こちらの場所でいうと、関西圏、名古屋圏と上手につながるというのが大切です。拠

点となる集客施設をつくって、そこに来てもらって食べたり、買ったりしてもらうということで

成功している事例が多く、お米も農薬を使わないというのを売りにして、高く売っているという

やり方があるわけですから、何かそういう工夫はあるのではないかなと思います。 

 ここでは、農地、水という基本的な一番大切なことをやろうとしているわけですよね。ですか

ら、一番大切なことをやろうとしていることに対して、そのような工夫ができるような、ノウハ

ウが入ってくるような仕組みが大切ではないかと思いました。 

 少し話が違いますけれども、この表紙に使われている写真から、昔のすばらしい村の風景が想

像されます。しかし、今日、見させていただいて感じたことは、どこにでもある同じようなまち

の風景でした。なぜかというと市街地化、すなわちスプロール化しているのです。これは、よく

ありません。農村においても集落をコンパクト化するべきです。あちこちに建物を建てさせない、

農地の真中にコンビニがあってはいけないと思います。農村集落の中でも集約化をしてことが必

要です。私は昔のこの写真はすばらしいと思うので、こういう村にしていくということが大切だ

と思います。美しい農村風景を創り上げ、大都市圏の人と連携すると、経済的に成功していこと

ができると思います。 

 それには、この仕組みのどこを補完すればそれができるかということを、このような場でしっ

かり議論することが必要ですし、もっと予算をとるべきだと思います。ここに書かれている予算

は、１けたあるいは２けたぐらい違うのではないかと思いました。 

○中嶋座長 はい、ありがとうございました。 山仲市長さんが今お話していただいたんです

が、もしよろしければ、竹山町長さんにもお話ししていただけますでしょうか。 

○竹山竜王町長 私の町は、先ほど言いましたように、まだ耕作地が12平方キロございまして、



 

－31－ 
 

農業がやっぱり基幹でございます。私も農業関係者の会議等には、都度出席させていただいてお

ります。 

 ちょっと持論を交えてお話をさせていただきますけれども、やはりこれからの農業ですけれど

も、農家の皆さんが再生産に向かえるような仕組みを創っていかんのと違うかということを言っ

ているわけです。その一つにやっぱり採算性、採算がとれるということが一番だと思いますけれ

ども、もう一つはやはり農業に取り組む心意気というんでしょうか、思いというんでしょうか、

そういったものを応援してあげるものも必要ではないかと。直接価格に影響ないことであっても、

農家の皆さんが、例えば、水のことならばこういう補助の交付金があるなとか、こういう支援を

してもらえるんだなということが、実際に感じられますと、それも農業に取り組む心意気になっ

ていくんではないかなという具合に思っておりまして、これは行政とこれから県、国合わせまし

て、農家の皆さんが、規模は別、あるいは法人であろうと個人であろうと、そういったことそれ

ぞれにありますけれども、それぞれの場でやはり再生産に迎えるような何か仕組みづくりが一番

大事なことではないかなというぐあいに、いつも話をさせていただいております。 

 以上、私からの思いでございます。 

○中嶋座長 どうもありがとうございました。大変、貴重なご意見いただきました。 

 大体、予定の時間が来たんですが、最後に、委員の皆さんから一言あれば。よろしいですか。 

○河野委員 では、消費者の立場から一言。農業者所得のお話を伺って、確かにそうだと思っ

て、簡単に一朝一夕に解決できる問題ではないというふうに感じております。 

 でも、私たち消費者も、やはりこれは千差万別でして、それほど高所得者、片方では高所得者

もいますし、それからなかなか品質だったり機能だったり、選んで買いたいけれども、なかなか

そこまでふだんの生活で届かない人もいるということで、このあたりは、やはりこういったとこ

ろで本音を言っていただいて、私たちも勉強させていただきますし、農業者の皆様も本当に地域

をね、本当にきょう感じられたのは地域に対するすごく深い愛情で、私たちもきちんと生きてい

きたいと思いますし、同じ日本ですからね、わかって生きていきたいと思っていますので、その

あたりを、うまく何て言うんでしょう、わかりあえればというか…… 

○西郷委員 つなぐですね。 

○河野委員 そうですね。そうそう、そういうふうにすごく思いました。 

○尾木委員 僕は教育のほうが専門ですので、その視点から考えると、やっぱりすごく重要な

問題は２つあると思うんですね。今出されている課題なんかでも、直接解決していく方向ではな

いかもわかりませんけれども、やっぱり一つは情報発信の問題だと思います。 



 

－32－ 
 

 僕も実はここへ来てみて、こんなにいいものかということが、初めてわかったんですよね。も

ちろん不勉強なせいもありますけれども、でも、やっぱりもっとメディアも使ってどんどん発信

していくべきではないかなと。例えば、米原のほうでは、横浜の修学旅行生なんかを農家に受け

入れて民家体験みたいなのをやっておられて、非常に評判いいんですけれども、それなんかも僕

が米原ふるさと大使っていうのやっているから知っているだけであって、十分に発信されていな

いんですよ。そういうのはもっと上手に発信すべきだというふうに僕は思っています。 

 もう一つは子どもがいろいろ一緒にやっていますよね。でもレベル的に言うと子ども“参集”

なんですよ。参集しているだけであって、“参加”にもまだなっていません、部分的にあります

けれども、“参画”にまで入っていくと望ましいですね。参加のレベルって３段階あると言われ

ますけれどもね。参集だと、集まっているだけで終わったら散ってしまって、学校の先生方はそ

の成果を定着させようと努力されますけれども分散してしまう。参加のほうはもっと、それこそ

完成にまで深まっていきますけれども、もう一つ参画のところまでもっていけたらと。そんな小

さな子どもが参画なんか、大人と一緒にやらないとなどと思われるかもわかりませんけれども、

例えばせせらぎ通信を子どもたちだけで作ってみる号があってもいいだろうし、いろんな形があ

ると思うんですよ。そうしたら、自覚も全く違ってくるでしょう。また、現代の子どもというの

はネット社会に生きていますから、ものすごく情報をつかんでいるし、えっと思うような提案だ

とか、あるいはおもしろい通信ができてきたり、あるいは収穫祭のときの出し物が出てきたりと

か、そういうのをもっと楽しく、未来が見える形で、子どもが参画しながらというようなところ

までいけば、間接的にですけれども面白いんじゃないかというふうに思っています。 

○中嶋座長 ありがとうございました。 

 最後に私から一言。私、今回現地を見させていただいて、やはり感じたことは、政策の補完性

といいましょうか、そのようなことが必要じゃないかと思っております。それは、滋賀県がさま

ざまな先進的な取り組みをされていて、それらのこととこの農地・水の仕組みを有機的につなげ、

それを有効に活用して、そしてここまでレベルを引き上げられたということです。同様のことは、

ほかの県でもいろいろ取り組みはされていると思いますが、本県ではそれらが体系化されている

ということが、この事業をとてもレベルアップさせていて、そして今後の二期事業へのいろんな

示唆を与えたり、取り組みのまた何か知恵みたいなのを出していただいているんじゃないかなと

いうふうに思いました。 

 非常に、本日は勉強になりました。どうもありがとうございました。 

 現地調査も、非常に丁寧に準備していただきましたことを、改めて感謝申し上げます。本日は
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どうもありがとうございました。 

－以上－ 


