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第１０回農地・水・環境保全向上対策第三者委員会

議事録

１． 日 時 平成２２年９月１０日（金曜日）１６：００～１８：００

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

○矢野農地資源課長 それでは定刻になりましたのでただいまから第10回農地・水・環

境保全向上対策第三者委員会を始めさせていただきます。

本日はお忙しい中、第10回農地・水・環境保全向上対策第三者委員会にご出席をいただ

きまして、誠にありがとうございます。

なお、本日は阿南委員、松本委員、星野委員、宮城委員、坂本委員はご都合により欠席

でございます。

本委員会につきましては、中間評価の取りまとめに向けて、６月以降、毎月１回のペー

スで開催させていただきまして、本日で第４回目でございます。今回は本対策の中間評価

（案）を提示させていただきますので、取りまとめに向けたご議論をお願いできればと存

じます。

それでは、ここからは三野座長に進行をお願いしたいと思います。三野座長、よろしく

お願いいたします。

○三野座長 では、早速でございますが、お手元の議事次第に沿って進めてまいりたい

と思います。本日は、農地・水・環境保全向上対策の中間評価（案）の取りまとめに向け

て議論を行っていきたいと思います。まずは事務局から、本日配付の資料について説明を

願います。

○田中農地・水・環境保全対策室長 （資料に沿って説明）

○三野座長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明がありました内容につ

きまして、ご意見、ご質問をお願いします。なお、この中間評価（案）につきましては、

事前に送付してご確認いただいているところでもありますので、今回の中間評価を踏まえ

た今後の対策の効果的な実施という観点からのご意見等でもご発言いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○鷲谷委員 ９ページに、それまでに申し上げた意見についてこのように書き込んでい

ただきましたことを、大変ありがたく思います。また、14ページの赤字のところでは、生



- 2 -

物多様性というキーワードも入れていただいて、もう生物多様性はグローバルに見ても大

事なキーワードになっていると思いますので、その言葉で表せるところはそうしたほうが

いいのではないかと思います。そうしますと、もう１カ所、今日、青字で入った４ページ

なんですけれども、「さらに、国民からは、景観や生態系など」というところに、生態系

に変えて生物多様性にするか、生態系と並べて生物多様性という言葉も入れていただくと、

ほかとバランスがとれるのではないかと思います。

○三野座長 今、鷲谷委員のほうから、４ページの生態系のところに生物多様性という

言葉を入れるか、生態系という言葉を変えるか、あるいはポツで併記するかというご提案

がございましたが、私も入れた方がいいのではないかと思います。これにつきまして、も

し委員の先生方のほうからご異論がないようでしたら、入れることにしたいと思います。

いかがでしょうか。

異論がないようですので、修正をよろしくお願いします。

○田中農地・水・環境対策室長 承知しました。

○三野座長 そのほか、何でも結構でございます。ご質問、ご意見で結構でございます

ので、ございましたらお願いいたします。

○中嶋委員 文章の修正とかではなくて、感想なのですが、２ページ目のところに中間

評価の目的というのがございまして、背景の中に戸別所得補償制度を導入するならという、

農政の転換のことを触れていらっしゃいます。それで、この制度が発足したときは、当時

でいったら、品目横断対策とか、経営育成の対策があって、その上でこの農地・水の対策

があるという二本柱だったわけなんですが、政策の体系がこの戸別所得補償制度が中心に

なるといったときに、どう評価するかなと、私自身もいろいろ考えていたんですが、場合

によっては、やや個別の農業政策の動きが見えるような、そういう感想を持っております。

この後、どんなふうな形で政策が展開するのかわからないんですが、そういう中で、こ

の農地・水の対策は、地域のつながりをつけていくために非常に重要な政策として、ます

ます注目すべきではないかなというのが、現時点での私の感想でございます。そのために

もこの制度があってよかったんじゃないかなと考えている次第です。

それからもう一つ感想ですけれども、16ページに、先ほどの施設の長寿命化のコメント

を書き加えていただいたところがあるんですが、最近、現場を回っていて、農地・水のお

金を使って末端の水路とか道路の修繕、補修というのが、非常に効果的に行われているな

と思うんですけれども、それと、もう少し上流に当たる大きめの水利施設、そことの一体
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性というか、つながりも考えながらの補修というのが行われているという感想を、私は持

っております。そういう意味では、土地改良の水利施設のストックマネジメント等の更新

の体系に、今、移行していっているわけなんですが、そういったものとのこの制度のつな

がりみたいなものを、今後考えていっていただければなということをコメントとして述べ

たいと思います。

○三野座長 ありがとうございました。ご意見ということで承りたいと思います。

そのほかございますか。

○木村委員 この施策自体は、国が農業環境の直接支払を実践した最初の取り組みだと

思います。そういう点で言うと、国際的な動向から、例えばＯＥＣＤ諸国の環境直接支払

に関するワーキングペーパー中の比較表を見ても、もちろん日本が制度を始めて間もない

ということや、国によって視点が違うので、必ずしもすべての項目を同様に比較するとい

うわけにいかないでしょうが、それであってもやっぱり、対象にする要件の数とか中身が

まだ非常に少ない状況です。国内に向けてそういう状況を知らしめながら、国際的な環境

施策が強化されている動向、そういうものを活用して、環境にやさしい農業生産方法を実

践していく、その支援施策の展開に活用していただきたいと思います。

それから、今回の営農活動支援の５割以上削減の、客観性ということについてですけれ

ども、今回の中間評価では、化学肥料の５割以上削減が環境負荷を明らかに低下させてい

るということを示すということに、必ずもしもなっていないという点です。５割以上削減

というのは、特別栽培等が展開しますし、非常にわかりやすい要件の記し方になっている

と思いますけれども、慣行の５割という点を含めて、公平性であるとか客観性であるとか、

そういったことに対して指摘があるのも事実でございます。施肥に関して見れば、例えば

地域の施肥基準において環境保全効果を示す客観性をもった条件を位置付け、それを指標

にした要件の設定ができると望ましいじゃないかといったようなことも指摘されています。

また最近では、従来、その評価法が煩雑であったたい肥の窒素肥効とか、あるいは土壌

の養分供給力といったものを現場レベルで簡易・迅速に評価できる技術もかなり出てきて

おりますので、たい肥中の有効養分量を勘案した化学肥料の削減も技術的には進め易くな

っています。営農活動支援の要件もわかりやすいことを旨としつつも、客観的・科学的な

根拠がより拡充されるように期待したいと思います。

こうしたことが、この中間取りまとめの中でもあった、環境保全型の取り組みの質を維

持しつつ温暖化防止にも貢献する営農活動といったようなことにも貢献していくんだろう
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というふうに考えます。

○三野座長 ありがとうございました。

○曽根原委員 同様の場所なんですが、１点、こうしたらいいんじゃないかという点を

ご提案申し上げます。18ページのところの３行目、「また、営農活動支援の要件等につい

ては、現行の要件を評価する意見とともに、問題ありとする意見が寄せられており、今後、

更なる分析が必要である」と。ちょっと漠然としているので、評価する代表的な意見と、

問題ありとする代表的な意見例を盛り込んでおくと、次につながるのかなというふうに思

います。

○三野座長 ありがとうございました。そのほか、何かご指摘いただくことはございま

すでしょうか。あるいはご質問等でも結構です。

私も、事務局のほうでご努力いただいて大変コンパクトにまとめられ、かつ委員の先生

方これまでに出されたいろんなご意見をうまくまとめられていると思います。

農地・水・環境保全向上対策そのものは画期的な施策ではないかと思います。後ほど歴

史的にいろんな形で振り返ったときに、大変重要な意味を持つ施策だと思われますので、

いろんな形でこの評価の評価もなされるのではないかと思います。とりあえずこの施策そ

のものが非農家も含み地域的な広がりを持ったところを対象にしているというのは、この

中間評価の中でも明確にいろんなデータで示されておりますので、そのような意味で画期

的なものではないかと思います。私自身は、施策そのものについてはそのような評価をし

ております。

その他、先生方からも幾つかのご意見をいただきましたが、いかがでしょうか。もし、

そのほか何か具体的なご注文とかございましたら、この際、お出しいただければと思いま

すが。

本日欠席されている先生方からも、いろんな形で文書の上でご指摘がございました。そ

れはすべて盛り込まれているように思いますが、もし、それぞれの先生方で特別なご指摘

がないようでしたら、ただいまのご意見を参考にさせていただいて、本日いただいたご意

見をもとにこの中間評価（案）を修正をするということで、具体的な修正につきましては

座長にお任せいただくという形でお認めいただけますでしょうか。

では、ありがとうございました。それでは、先ほど鷲谷委員の生物多様性については、

これはご承認いただきましたので、お願いいたします。そのほか、各委員からいただきま

したご指摘につきましては、事務局と相談しながら修正させていただいて、座長一任とい
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う形で取り扱わせていただきたいと思います。

それでは所要の修正作業を進めていただき、その内容を私のほうで確認した後、公表に

向けての手続を経て公表していただくよう、お願いいたします。

○田中農地・水・環境保全対策室長 それでは、本日いただきましたご意見を踏まえま

して、事務局のほうで修正案を作成いたしました後、座長の確認をいただいて、公表して

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○三野座長 本日の議題一つであります中間評価（案）については、このように取り扱

わせていただきます。その他、事務局から何かございましたら、お願いいたします。

○田中農地・水・環境対策室長 （参考資料６の農地・水保全管理支払いについて説

明）

○松尾農業環境対策課長 （参考資料６の環境保全型農業直接支援対策について説明）

○三野座長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明がありました内容につ

きまして、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。

○鷲谷委員 最後にご説明いただいた、地球温暖化防止や生物多様性保全効果の高い営

農活動に取り組む農業者への直接支援をするというのは、これからの方向性として大変重

要なのではないかと思います。今、例として上げられている中には、作物以外のものを農

地に、今までも調整水田などにいろいろなものが作付けなされたりしていましたけれども、

そのときに導入したものが農地においていろいろなメリットを発揮するということは割合

見えやすくて、しっかりした評価ができると思います。しかし、その植えたものがより広

域的に、この場合はインパクトが生じる場合が多いんですが、起こる可能性というのは今

までも事実としてございますので、そういうのをよく評価した上で、導入するときには気

をつけなければいけないもの、そういう留意事項というのは必要だと思います。

例えば、その場から逸失して、侵略的な外来植物になってしまう可能性があるものは、

より広域的な影響がありますし、例えば牧草などハンテンマイカメムシの個体群を維持す

る植生になるんですね。そうすると、作物に影響を与える可能性、今、そういう研究デー

タが出始めたところですので、もう少し知見が蓄積すればこのことについてはかなり明瞭

になってくると思いますが、そういうこともありますので、農地内のみならず、もう少し

広い空間的な範囲でのメリット・デメリットというのを評価した上で、推奨すべき取り組

みと留意すべき取り組みというのを峻別するということが重要なのではないかと思います。

○三野座長 ありがとうございました。先生のご専門の立場からご意見をいただきまし
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た。

来年から少し形が変わっていくようでございますが、とりあえず農地・水については23

年まで、今までの形は継続されるということでございます。何かございますでしょうか。

○中嶋委員 環境保全型の農業直接支払対策をこのような形で推進するということは結

構なことだと思うんですけれども、今まで農地・水を進めるに当たって、それぞれの地元

の方たちの事務処理と申しましょうか、確認作業とかの難しさというのがよく指摘されて

いたと思います。

それで、これが個別の農家さんがこの対応をしなければいけなくなったときに、どのぐ

らい大変なのかというのが、ちょっと私、見えないものですから、そこら辺に対する対策

みたいなものは今の時点で考えていらっしゃるのかどうか、伺いたいと思います。

○松尾農業環境対策課長 お答えいたします。この支払、実を申しますと、本当に手間

のかかる制度だというふうに認識しておりまして、一応、この資料で申しますと、２番で

すね、円滑な推進ということで、地域協議会や地方自治体の協力を得ながらそういう事務

処理を進めてまいりたいと考えております。さはさりながら、何十億というお金を農家に

支給するわけでございます。いいかげんなわけにはいきませんので、必要最小限、どこを

担保すれば一番、効率的にできるかということにつきまして、先ほどご紹介しませんでし

たが、３番の調査事業において、「より効果的・効率的な環境保全型農業直接支払制度と

していくために」ということで、それについても頭の体操をして、どこが効果のポイント

なのかということを見極めながら制度をつくっていきたいと思っています。

いずれにしましても、農家の方には負担のないようにといいましても、記帳と伝票ぐら

いはそろえておいていただいて、極力書類審査で農家の方は終わって、その実際の技術を

やっているかどうかということにつきましては、市町村だとか県庁の方の協力を得て、巡

回をして確認をする。抽出調査という手法も用いながら担保していくということを、今現

在では考えております。

○曽根原委員 私もこの環境保全型農業直接支援対策に絡めて３点ほどお聞きしたいん

です。

細かいことなんですが、６のこの用紙の中の主な内容、１、環境保全型農業に取り組む

農業者等に対する直接的な支援、これが２つのメニューに分かれております。一つが農業

者直接、（２）が今までどおりの協議会に対するものと。大体、比率はどのぐらいを想定

されておられるというのが第１点。
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２点目としましては、23年度は暫定措置だからこれは分かれるということなんですが、

24年度以降は、まだわからないかと思うんですが、枠組みがこの農地・水と環境保全型直

接支払系ですね。この２つの位置づけはどんな感じに発展するのかなという興味です。

あと３つ目として、この場でこんなことをお聞きしてもあれなんですけれども、この環

境保全型直接支払支援対策が出てきた背景なんですけれども、農地・水・環境保全施策の

発展系なのか、それとも農業者に対する直接支払という、こういう新しい動きに対するも

のなのかという、どういうとらえ方をしたらいいのかなというふうに思いまして、この３

点をお聞きしたいと思います。

○松尾農業環境対策課長 お答えいたします。まず、広がりの件でございますけれども、

大体、これまでも議論がございましたが、現行のその２階建て部分の取り組みというのは

７万ヘクタール少々というふうなことでご説明していると思います。今回、単価が、偶然

にもなんですけれども、４つの取り組み、どれも4,000円の支援を受けるということにな

りまして、自治体の支援が入りますと8,000円になります。現行の対策と比べて、お得な

ところはそちらに移行、23年度は移行するのであろうかということと、それから、新たに

今回、１階建ての部分がないところからもう新規に入ってくるということを考えておりま

して、それに伴って約５万ヘクタールぐらいが増えるんじゃないかなという計算をしてお

ります。

これはどういうことかというと、５割低減の取り組みが、農地・水・環境保全対策地域

以外でも行われておりまして、そういうところから取り組みができそうなところを抽出し

ますと、現行のところから引っ越す人と新しく入る人が5万ぐらい出てきて、12万ぐらい

の支援が出てくるんじゃないかなというふうに想定をして積算をしているところでござい

ます。

それと、２つ目のご質問でございますけれども、先ほどもお話ございましたが、やはり

独立した対策ということで、施策的には、来年は一定の結節点というんでしょうか、24年

度以降は完全に分離した形で動いていくというのではないかと考えております。独立をし

たということです。

それと、これは一番難しいんですが、発展系なのか、それとも新たな対策なのかという

ことでございます。これは両方だというふうに考えております。新政権になりまして、実

を申しますと、いろんな政策インデックスとか、マニフェストには、この農地・水・環境

保全向上対策、２階部分を共同活動とは切り離すべきとの意見が入っていたということが
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あったんですね。戸別所得補償制度においては加算というキーワードが盛り込まれたりし

ておりまして、そこのいろんなメリット、デメリットを勘案してこのような形になったと

いうことです。例えば加算でいきますと、戸別所得補償制度の対象作物以外は対象になら

ないということがありますので、野菜とか果樹がやはり環境支払の対象にならないという

ことがあります。そういったことから、もろもろ考えて決めたということでございます。

対象の取り組みが、今までは負荷低減に対してお金を払っていましたけれども、今度は

明らかに効果の高い、プラスの効果が計算できるものについて支援を対象といたしますの

で、そういった面では発展系とも言えるというふうに考えております。

○曽根原委員 ということであるならば、先ほど私、中間評価（案）のところの18ペー

ジのところで、営農活動支援の要件については、現行の要件を評価する意見とともに問題

ありとする意見が出されたと。ここのところ、代表的な意見例を入れたらどうですかとい

うお話をしたんですけれども、そういうことで言いますと、ちょうどこの前回の委員会で

配られました、支援の要件についてのさまざまな表・グラフがございましたけれども、そ

の中で、まとまり要件とか支援対象としたほうがよい取り組みについて、いろいろアンケ

ート結果が出ています。それが素直に考えると、反映されているという方向性であること

は確かかなという部分があるのではないかなと思いますので、そういった点も入れられた

らうまくつながるのかなというふうに思っております。

○三野座長 ありがとうございました。そのほか何かご意見、ご質問ございますでしょ

うか。

○中嶋委員 もう１つ質問させていただきたいんですけれども、来年からこのように２

つに切り分けられたときに、果たす機能といいましょうか、効果というのは、それぞれ振

り分けられていくのかどうかということなんですけれども、今回の中間評価では資源保全

と環境対策と、それから地域のつながり支援というふうに、１つの対策で３つの効果があ

るということであるんですが、その環境保全の部分は、この切り分けられた環境支払が担

うと見るのか。それともこの来年の農地・水・保全管理支払交付金もその環境保全の役割

は果たし続けるというふうに考え、そういうふうな事業の設計になっているのかをちょっ

と確認させていただきたいと思います。

○田中農地・水・環境保全対策室長 来年度の概算要求で、営農活動支援の部分を別対

策とするということとなっておりますけれども、農地・水保全管理支払の部分に関しまし

ては、従来行っております共同活動支援の中で農地・水等の保全管理活動、それから農村



- 9 -

環境の保全活動を支援してまいります。、参考資料６の２ページ目をお開きいただきたい

のですが、今申し上げました６－２の左下の227億9,000万円の共同活動支援交付金の中身

でございますけれども、左の写真にございますように、これまで行ってきております農地

あるいは農業用水等の保全活動の部分については引き続きやっていただくとともに、地域

の農家非農家が参画してこれまでやっていただいております景観の形成、あるいは地域の

特徴的な生態系の保全、これはやはり一体的にやっていただくことが必要というふうに思

っております。これは今回の評価の中でも重要な点だと思っておりますけれども、こうい

った環境向上活動というものがあることで、農家・非農家も含めた活動組織というものが

広がってきているという点がありますので、この部分は引き続いて支援していく考えでご

ざいます。

そうしますと、こういった農村の景観、あるいは生態系等の保全の効果のうち、共同活

動が担っている部分については、新しい対策になっても引き続き効果としてはあるという

ふうに考えております。よろしいでしょうか。

○曽根原委員 わかりました。

○三野座長 そのほか、ございますでしょうか。

ありがとうございました。それではこの項目につきましては終わりとさせていただきた

いと思います。

その他、農林水産省側から何かございましたらお願いします。

○吉村農村振興局長 それでは私のほうから一言お礼のご挨拶をさせていただきたいと

思います。

第三者委員会、本年度に入りましてから４回、特に後半は集中的にやらせていただいて、

それぞれの委員会ごとに貴重なご意見を賜りました。その結果、おかげさまで、中間評価

の案をいただきました。座長のご指導を得ながら最終的なものとして、これを公表させて

いただきたいと思います。

また、この会合を通じて、この中間評価にあらわれているもの、またそれ以外のもの、

貴重なご意見をいただきました。先ほどご説明いたしましたように、23年度の概算要求で

は、この農地・水・環境保全向上対策について、衣がえをして要求をしているところでご

ざいます。その議論に当たっても、ここでのご意見をもちろん参考にさせていただきまし

たし、今後、恐らくこの予算編成の過程では財務省とも議論が、またそれ以外にもいろん

な形でこれは議論がなされていくと思いますけれども、ぜひ参考にさせていただきながら、
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対応していきたいと思っているところであります。

特に、本日もご意見としていただきましたが、23年度からは戸別所得補償制度が本格実

施されるということで、いろいろな政策をそれとの関係でどのように整備をしていくかと

いうことは非常に重要になってきておりまして、今回の見直しというのも当然そのような

観点から考えてきたということがございます。農地・水・環境保全向上対策の、特に共同

活動部分については、農家個々ではどうしても対応できないもの、これまでも地域として、

集落として対応してきたもの、さらに言えば、もちろん農家もそうですけれども、農家以

外の地域住民の方々も参加をして対応してきたもの。こういうものがしっかりしていかな

いと、農業を持続的に展開していく、あるいは地域の環境を守っていくということができ

ないと。そういう位置づけで戸別所得補償で農業生産そのものは支えていくけれども、

個々の農家に対する支援だけではできないものはこれでしっかり捉えていくということ。

一方で、もちろん環境保全のほうの直接支払はむしろ個々の農家に対する支払ということ

に、それ自身は純化をしてやっていこうと、こんな整理をしたところでございます。

これもやはり今回の中間評価でさまざまなご意見があった点を踏まえて整理をしてきた

ということもございますので、今後、この施策を実際に動かしていくに当たって、今申し

ましたような基本的な考え方に立って進めていければと考えております。

これまでの委員の先生方のご熱心なご議論に改めて感謝を申し上げまして、私からのご

挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。

○三野座長 以上をもちまして、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。

それでは進行を事務局にお返しします。

○矢野農地資源課長 ありがとうございました。本日は貴重なご意見、数々いただきま

して、まことにありがとうございます。

これをもちまして、第10回の農地・水・環境保全向上対策第三者委員会を閉会させてい

ただきます。

本委員会につきましては、中間評価の取りまとめをもって、一区切りということになり

ます。次回以降の委員会につきましては、開催時期や内容を検討した上でご連絡させてい

ただくこととします。 本日はどうもありがとうございました。


