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第１１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２３年５月１７日（火曜日）１５：００～１６：５２

２． 場 所 経済産業省別館８２５号会議室

３． 出席者 別紙のとおり

４． 議事録

○田中農地・水・環境保全対策室長 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠

にありがとうございます。ただいまから第11回農地・水保全管理支払交付金第三者委員会

を開催いたします。

なお、阿南委員、星野委員、鷲谷委員におかれましては、ご都合によりご欠席とご連絡

をいただいております。また、事務局側でございますが、吉村農村振興局長、齊藤整備部

長につきましては、急きょ会議が入りまして、後ほど遅れて参ります。局長が参りました

ら、そのときにご挨拶を申し上げますので、会議を始めさせていただきたいと思います。

それでは、ここからは三野座長に進行をお願いいたします。三野座長、よろしくお願い

いたします。

○三野座長 ありがとうございます。それでは、早速ですが、議事次第に沿って進めたい

と思います。

（１）農地・水・環境保全向上対策の実施状況について、（２）平成23年３月に実施した

施策評価に関するアンケート調査及びその分析結果について、（３）現地調査の実施につい

て、（４）のその他、についての資料を一括して事務局よりご説明し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 （資料に沿って説明）

○吉村農村振興局長 遅れて参りまして大変失礼をいたしました。委員会の開催に当たり

まして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。

委員の先生方には大変お忙しいところ、お集まりいただきまして本当にありがとうござ

います。また、昨年行いました中間評価の取りまとめに当たりましては、委員の先生方か

ら大変貴重な助言をいただきまして、その点についても改めて御礼を申し上げたいと思い

ます。

この農地・水・環境保全向上対策でありますが、中間評価の結果を受けて、23年度から

一定の見直しをしておりまして、共同活動支援に加えて、農地周りの水路や農道を長寿命
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化するための取組を支援する向上活動支援を行う農地・水保全管理支払交付金といたしま

した。一方で、これまで一緒に２階部分ということでやってまいりました営農活動支援に

ついては、環境保全型農業直接支援対策という独立した対策にしたわけです。こうした見

直しを受けて、第三者委員会についても、共同活動支援と向上活動支援に特化して検討し

ていただくということで、今回から農地・水保全管理支払第三者委員会に名称を変更し、

委員の先生方もそれに直接関係しておられる先生方にお願いしたところでありますので、

引き続きよろしくお願いいたします。

この新しい交付金のうち共同活動支援の部分はご案内のとおり平成19年度からスタート

して、今年度が５年目ということで、最終年度になります。今年度は中間評価で取りまと

めた課題のさらなる分析、整理を行うということで、この共同活動支援についての最終評

価を行っていただきたいと思っております。委員の皆様方には年度末の最終評価に向けて、

さらに検討すべき点についてご指導いただきたいと考えております。

また、３月11日の東日本大震災について、本対策に取り組んできた地域でも大きな被害

を受けている地域もございます。そうした中で、被災した活動組織が本対策を活用して復

旧に向けた取組が可能になるように活動要件等に関して、特例措置を講ずるということで、

その旨を４月19日に発出したところであります。

本年度も委員の皆様には貴重な時間を頂戴することになりますが、何卒ご理解をいただ

いて、引き続き忌憚のないご意見を賜りますようお願いを申し上げて、私のご挨拶とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

○田中農地・水・環境保全対策室長 それでは資料の説明を続けさせていただきます。

（資料に沿って説明）

○三野座長 ありがとうございました。

事務局からご説明がありましたように本年度、第三者委員会におきましては年度末に最

終評価を行う予定をしております。委員の皆様方からは、最終評価に向けて、さらに検討

すべき点についてご意見をいただきたいと考えております。

それでは、ただいまご説明に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。

○中嶋委員 意見ではなくて質問なのですが、参考資料１に今年度からの新しい交付金の

枠組みをご説明いただいていますが、この中の施設の長寿命化のための活動への支援とい

うことで、水路の補修、更新を行う集落に直接交付により支援するとございますが、これ
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は例えば資料３の３－20にある活動項目で言うと、どこの部分に対応するのかというのを

教えていただきたいのですが。

○田中農地・水・環境保全対策室長 資料３の20ページの活動項目につきましては現行の

共同活動支援のものです。参考資料１では、１の平成19年度から実施してきております共

同活動の部分でございます。今回の資料につきましては22年度までの評価ということにな

っておりますので、その部分は対象としては含まれておりません。長寿命化の活動への支

援につきましては、別途こういった活動が可能であるというマニュアルをつくりましてお

示ししているところでございますけれども、本日は、お示ししておりません。

○中嶋委員 昔は農地・水の活動をするときに、基礎部分は100％やって、誘導部分はこれ

くらいの要件ということで、どれだけやったかということの達成度を評価するようになっ

ていたと思うんですけれども、この新しく入った項目で活動した部分は、今年の達成度の

評価みたいなものを考えたときに、どのようにカウントするつもりなのかをお聞きしたい

と思います。

○田中農地・水・環境保全対策室長 今回追加した長寿命化のための活動につきましては、

集落がその地区の施設のうち、ここの部分について長寿命化のための施設の補修、あるい

は改修等を行いますという計画を出していただきます。そこが実際に実施された、されて

いないというのは一つの評価の方法であると思います。しかし、そのような方法では、実

績の評価、アウトプットだけの評価になってしまうというところがあって、アウトカムの

評価をどうするかという具体的な検討までは今の段階では至っておりません。

○中嶋委員 もう１点、私はこの長寿命化の対応をすることは大変結構なことだと思うん

ですが、ただ、例えば共同活動の中で、地域のコミュニティの力を高めていくということ

を考えるとやはり共同活動支援の部分は併せて取り組んでいただきたいと思います。長寿

命化だけで終わってしまうということはないような、そういう指導をしていただければと

希望いたします。

○田中農地・水・環境保全対策室長 説明が足りず恐縮ですが、今回、長寿命化のための

活動への支援を行う地区は、地域共同で農地・農業用水の保全管理を行う体制が整ってい

るところ、つまり、農地・水の共同活動をやっているところ、それに加え、中山間地域等

直接支払制度でそういった保全管理活動を行うことを要件にしております。

○中嶋委員 わかりました。

○曽根原委員 資料３のアンケート調査及び分析結果を拝見させていただきまして、全体
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のアンケート結果としますと役立っているということで、大変素晴らしいことだと思いま

す。一方で弱い点はどういった点なのかということをこの報告を聞きながら考えました。

ここの調査結果には、出てきていませんけれども、多分、こんな感じかなと思うのは、

いわゆる限界集落地域と都市郊外のエリアが弱いのではないかという推測です。多分この

データを読む限りでは、都市的地域の継続が弱いとか、また規模が小さいということを推

測しながら考えてみると、限界集落地域と都市郊外地域というところがやはり農地の保全

といった観点からは弱いのかなと思います。その背景とすると高齢化とか超高齢化とか、

限界集落地域の超高齢化。あと都市郊外地域、営農の形態が崩れているというようなこと

があると思います。そういうことを考えながら聞いていて、一方では全然違う展開を思い

浮かべたのは次の点です。ちょうど農林業センサスが最新版が出てきていると思いますけ

れども、今回、耕作放棄面積が2005年の農林業センサスのときと比べて、増加率としては

下がっていて、大変素晴らしいなと思うんですが、一方で、課題が土地持ち非農家が非常

に増えたという点です。土地持ち非農家はやはりこういったものが符合するのではないか

なと思います。限界集落地域とそれと都市郊外地域が土地持ち非農家が増えていて、私の

感覚ですけれども、いろいろな農村地域とか、都市郊外地域、農村地域に行っても、どう

もそんな傾向があるので、そのあたりがちょっと連動する部分があるのではないかと、こ

れは推測です。ですから、もし可能であれば、さらなるクロス集計で、そのあたりが分析

がされると、より耕作放棄地対策としては有効ではないかなと考えておりました。

それと同時に、今後の対策として掲げられておられるのが、資料３の３－９のところで

す。対策の枠組みについての課題、中間評価ですけれども、ここのところで農地、農業用

水等の資源を適切に保全するためには今後とも農業者に加え、非農業者を含む多様な主体

の参画の促進が必要等々と書いてありますけれども、この対策というのは、私は的を得て

いると思います。先ほど、私が指摘した推測がもし当たっているならば、やはりこのあた

りをきめ細やかに仕組みの中に落とし込んであげないと、限界集落、あるいは都市郊外地

域の農地、また土地持ち非農家といったようなものとうまく連動できない。逆に言うとそ

こをうまく連動してあげるとその土地持ち非農家及び限界集落、そのあたりの一群の課題

が解決される糸口が出てくるのではないかなと、これはあくまでも推測です。

また一方で、農地・水・環境保全の委員をやっていることとも関係があって、講演に呼

ばれたり、シンポジウムに行くと、必ず事例発表をされる優秀団体が、３－９の部分、非

農業者を含む多様な主体の連携とコーディネーターがしっかりしているところだと限界集
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落地域でも都市郊外でも結構立派な成果を出しているという傾向があるので、そのあたり

に視点を置きつつ、制度設計をされるとさらに農地保全とか農村保全といったことができ

るのではないかなと感じました。

○三野座長 ありがとうございました。同じことでも異なった視点でも結構ですので、も

しご意見がありましたら、さらにお願いいたします。

私も中嶋先生と曽根原先生のお話を聞いて、同じような印象を受けたのですが、特に中

山間地域等直接支払制度と農地・水の違いというのは、非農家の扱い、制度的なことの差

が一番大きな差ではないかと思います。今、曽根原先生がおっしゃったように、非農家、

あるいは制度そのものの特徴をどういう具合に仕分けしていったらいいのか、あるいは中

山間地域等直接支払制度と農地・水をセットにして何か組み合わせながら、全体的な農村

の活性化を図っていったらいいのか、地域によっていろいろなそれぞれの取組の違う点か

と思いますが、その辺は農地・水だけを評価していくと見えにくくなるというような気が

しております。その辺、制度設計でもいろいろと工夫をこらしていただければと思います。

○宮城委員 私もアンケート結果を見ていて、「役に立った」という評価が県と市町村と活

動組織で比較すると、市町村がやや厳しい評価をしている。もちろん全体としては、役に

立ったということを含めればそんなに大きくないのですが、その中で「とても役に立っ

た」の割合が市町村では少し低くなっており、なぜだろうとずっと考えていたのですが、

市町村の担当の方から見ると、同じ自分の市町村の中に、農地・水がうまくいく、適合す

る地域となかなか適合しない地域があって、それを全体に見ていると、評価が厳しくなる

ではないかと思ったのですが、現地調査で、未実施市町村を含めて確認されるということ

なので、ぜひ市町村のご意向、なぜそのあたりが評価が違っているのか。活動団体は自分

のところを評価しますから高く出てくるので、当然、適合的なところでは評価が高くなっ

てくるだろうと思います。そう考えますと、このカバー率を見ていても、大体この制度で

適合的な地域にはある程度行きわたったのかなという感じがするんです。そうするとこれ

が行きわたらない地域は何かもう少し違う工夫がないと広がらないのだろうと、今、曽根

原委員がおっしゃいましたけれども、やはり混住したような都市周辺と限界的なところな

のかなと、私も同じように想像しています。

都市的なところで、多様な主体の参画というのは盛り込んだわけですけれども、取組要

件のところで、農村環境向上活動を外したほうがいいという意見もあるようですが、この

部分を外してしまうと、多様な主体の参加は難しくなるのではないかという気がします。
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これはなかなか外しにくいと言いますか、外してしまうと少し残念な気がいたしますので、

ここは利用の仕方がもう少しうまく行くようなことを考えたほうがいいのではないかと思

いました。

○三野座長 ありがとうございました。

○宮城委員 もう１つ、多様な主体というときに、今まではどちらかと言うと、女性や子

供、高齢者がどのように関与できたか属性的に考えていたんですが、農地の貸借が割とた

くさんある地域では、貸し手になっている方と借り手になっている方の間でこれがどのよ

うに役に立ったのかということについて、気になっているのですが、今回のアンケートで

は見えてきておりません。ただ、最初のころの委員会の中で、結局、借り手になっている

担い手が水管理も全部担ってしまうようなことになると、到底もたないという話がありま

したが、そのあたりに対してはこの農地・水が貸し借りの推進に役に立っているのかどう

か。そのあたりはアンケートではわかりにくいと思いますので、現地調査で確認してきて

いただけるといいと思います。

○三野座長 ありがとうございます。

最後のところに少しつけ加えさせていただきますと、この度の震災への対応のところで、

農地・水の運用の柔軟化による対応という説明だったと理解しました。農地・水をやって

おられる活動組織のあるところは、農地・水・環境保全の実績を活かして、復旧への対応

がスムーズに進んでいるということは十分に想定されますし、もともと先ほどの農村協働

力の形成という形の中で農地・水が果たす役割は評価する意味では、その辺の対応に活動

組織のあるところとないところの差がどうなっているかというのも注目して分析していた

だくと、コミュニティ活性化のようなところが具体的に評価していけるのではないか、ふ

とそんなことを思いました。もしこれから実態を調査される際には、何らかの形で考慮し

ていただければと思います。

○坂本委員 私は諸先生方と比べると専門的な知見を持っておりませんが、常に確認して

おかなければならないことがあると思います。それは、事業の目的はどういうものなのか

ということです。それがアンケート調査を拝見しても出てきているのではないかと思いま

す。

こういったアンケート調査は農水省が発出して、都道府県、市町村がやるわけですから、

そんなに変な回答をするわけがないんです。ですから、「とても役に立っている」か「ある

程度役に立っている」を一緒にして90何％というのはちょっとミスリードだと思います。
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「とても役に立っている」という施設保全、あるいは施設の機能維持、これは本当に役に

立っていると考えてよいでしょう。そういう面でこの事業は非常に際だっているのかなと

思います。

ただ、その次の農村環境の保全、地域のつながりといったものを向上させる政策をこの

事業に担わせるのはちょっと難しいのではないのかなという気がしておりました。アンケ

ート結果を見ても、ここは「ある程度」となっております。つまりこれは効果はあるかな

いかと言えば、なくはないけれども、それほど大きくはないということではないかと推察

されます。

一番大事なのは、取組の継続をお聞きになっていらっしゃるところで、はっきりと「困

難である」とか「必要ない」と答えている自治体や活動組織が、パーセンテージは少ない

ですがかなりあるということです。これは非常に重く受け止めたほうがいいと思います。

冒頭に申し上げたように、本省から来るアンケートですから、あまり無理に困難であると

か、必要ないと答えることはあまりないと思うんですけれども、それをあえてここまで書

いている。

行政事務的として会計事務が非常にきついということについては、改良の余地はあるの

かなと思います。ただ、地域のリーダーがいない、代表者が不在であるという点は中間評

価の取りまとめのときにもいろいろな指摘がありましたけれども、農政全般にわたる問題

だと思うのですが、この事業でもネックになっているということは一つ確認しておかなけ

ればならないと思います。

さらに、未実施の自治体では高齢化ということも挙げられております。申し上げたいの

は、様々な目的を混合してこの事業が展開されているということです。年間200億円をかけ

る事業として、どの程度政策として実現できたか、あるいは実現しようとしているのか、

絶えずチェックすることが大切だと思います。農林水産省の事業はほかにもたくさんある

わけです。環境政策を切り離したのは、１つの答えだと思います。これからも見直しが必

要です。例えば畑地の問題です。畑地のカバー率は２割ぐらい低い。水田と畑は集落や営

農の単位が異なる面もあり、この事業が馴染むかどうかという問題もあると思います。面

白いと思ったのは地元の「要望が少ない」と言う回答です。「要望が少ない」とか「あまり

馴染まない」とか、こういったものがスクラップアンドビルドの１つの視点になり得る。

全く畑をやめてしまうのは、畑地が多い地域もあるため、無理かもしれませんけれども、

畑に対する誘導、政策の重点化を水田に移す考え方もあるでしょう。冒頭に戻りますけれ
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ども、事業の目的を常に意識して、そのために何が必要か。どういう見直しをすべきかと

いうことをもう一度確認することが求められていると思います。

○三野座長 ありがとうございました。

○中嶋委員 今、坂本委員からご指摘されたことは非常に重要だと思っております。私も

おっしゃられたことは課題だなと感じております。

今後、進めるに当たって、気をつけると言いましょうか、制度設計もできているんです

けれども、運営上の課題としても指摘しておきたいと思うことがございます。１つは共同

という意味なんですが、地域全体、地域ぐるみで共同でやることのほうが、ある意味効率

的にできるというか、例えば費用を節約できるとか、そういう仕掛けになっているのかど

うかということを少しチェックしていただいたほうがいいんじゃないかなと思います。

極端な話、資源保全の活動も業者に任せてしまったほうが、簡単だということになって

しまったら、共同でやるインセンティブがないと思います。そこら辺のチェックがまず一

つ必要かなということと、それから資源保全的な活動とそれから環境保全的な活動が共同

でやることによって、ある意味効率的に両方が実施できるというような一種の範囲の経済

性と経済学で言いますけれども、そういうものができているかどうか。逆に、一緒にやる

ことで負荷が大きくなってしまって、やりたくないとなってしまうことがないかどうかと

いうことをチェックしていただければなと思います。

こういったものは、全て現場レベルでの費用対効果だと思います。実施するに当たって

いろいろないいことがあるわけですけれども、それに伴って事務的な面倒くささとか、人

を取りまとめていくための手間とか、そういう負荷を比べたときに、これは負荷のほうが

多いなと思うところがあれば、これはやらないということがあると思います。なのでそこ

のモニターをしていただきたいと思うのですが、今度の現地調査をされるときに、こうい

う例はあまりないのではないかと思うんですが、未実施のところで、こういうことがなく

ても我々は、ここで言う共同活動みたいなことはやっているんだけれども、お金をもらう

ために事務的な手間をかけるんだったら、そんなのは要らない。どんどんやっていますと

いうようなところがあったとしたら、これは事務的な問題のほうがあって、せっかくのこ

の事業で使ってもらってないということで、入れればもっといいことがあったかもしれな

いという感じがするんです。そうしたら、やはり事務部門の改善をすることでそういった

地域にこの事業が導入されてもっと成果が上がるようなこともあるんじゃないかと思って

おりますので、例えばそういう視点から現地調査をしていただければなと思いました。
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それから最後に１点、資源保全に関連する部分ですけれども、私はやはりこれが生産活

動のパフォーマンスと言いましょうか、効率性にいかに貢献するかという観点の評価も今

後していく必要があると思います。先ほどの交付金の説明文書の中にも基本的に生産力を

挙げて、自給率を上げるという大きな目的がございますので、ただ単に資源保全をこれだ

けしましたというチェックではなくて、それが例えば集落営農を活性化したとか、法人化

を進めたとか、法人化を進めるに当たって、これによってスムーズに地域が動き始めたと

いうような事例があれば、それを積極的に活用してほかのところに利用するという観点か

ら、例えば先ほどのように調査をしていただければなと思います。

○三野座長 ありがとうございます。そのほかは何かご意見、ご指摘いただければありが

たいですが。

○曽根原委員 この場で申し上げるべきではないかもしれませんけれども、畑という話が

出ましたので、私は耕作放棄という問題からすると、田よりも畑のほうが発生率が高い傾

向があると思いますので、その部分をこの仕組みの中でよりサポートできる仕組みがあっ

たほうがいいと思うのですが、先ほど坂本委員から話がありまして、事業には目的、性格

があるので、一緒にやるのか切り分けるかという視点もありますけれども、マクロで言う

ならば、全体の農業政策からは畑という問題、耕作放棄が進みやすいという点では何とか

ならないものかなと私も現場に携わった者からも感じております。

そんな中で、自給率の話が出ましたけれども、自給率の中で日本が低いものは、大豆、

小麦、とうもろこし、穀物が低い。これは畑でつくるものだと思うんですけれども、どう

もこのあたりが厳しそうだなと、何となくですね。先週の『ウォールストリートジャーナ

ル』の直近のデータを読んでいたら、中国の大豆の月間の輸入量が日本の年間分の輸入量

になったと、年間の輸入量が日本の12倍だったと、これはすごいなと驚きました。それと

あと小麦の病気が出たり、ロシアがまた輸出を禁止するとか、今アメリカのミシシッピー

は洪水でとか、小麦が危ないのではないかと、そんなようなことを受けていると、このあ

たりサポートしておいたほうがいいのではないかと。畑を使わなければいけないので、こ

の場で言うべきことかどうかは別として、畑という話が出たので、畑の保全ということと、

さらにそこで生産という要素もうまく見れる。さらにその中で足りないものはないかとい

うとそのあたりが、誘導ができれば私はいいのではないかなということを感じております

が、ここで言うべきことかどうかは別として感想として申し上げました。

○三野座長 今のお話のように、いろいろな切り口の中で、いろいろなご意見をたくさん
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いただいていたほうが参考になると思いますので、よろしくお願いいたします。

１つ、先ほどの宮城委員の市町村の評価が非常に厳しいというのは、私も大変重要な傾

向ではないかと思います。県は恐らく同じ農地、耕地関係の部署が評価され、市町村は多

分もっといろいろなことを担当、部署自身が一つの視点から考えておられる。そういう意

味では、県と当事者の評価が高いのは当然なんですが、内部の評価の傾向が強いのですが、

市町村は外部の立場で、納税者も含めての大きな地域からの評価があると思います。この

辺はもう少し市町村の厳しい評価を、内部だけではなくて、外部からの評価という形で受

け止めて、厳しさをもう少しうまく取り込んだ分析も非常に大切だと思います。何かそん

なふうに考えます。

それから、中嶋先生の共同ということについて、恐らく基礎活動は共に同じの共同です。

非農家を含めた協働、先ほどのソーシャルキャピタルの話は、協力しながら働くという協

働だと思いますので、ここの農地・水の制度は恐らく両方をうまく使いわけているところ

に重要な意義を持っているような気がいたしました。先生の共同のお話は少し字を切り分

けて考えていただくと、コメントがわかりやすくなるのかなと、そういうふうに私自身は

感じております。

何かいろいろ、どのあたりでもいいですので、ご指摘いただいておいたほうが参考にな

ると思いますので、よろしくお願いいたします。

○宮城委員 今回のデータを見ていて、ＮＰＯの位置づけをどのようにするのかというの

は大事なのかなと思いました。単純に都市住民参加のチャンネルというだけではなくて、

これを見ているとより高度な活動をしていこうとするときに、専門性をＮＰＯに期待して

いるというところが出てきているのは、ある意味では予想どおりというか、活動が高度化

していけばいくほどあり得るのではないかなという気がします。ＮＰＯは意味が広いので、

活動組織そのものがＮＰＯ法人化してＮＰＯになるということもありますけれども、生態

系とか、そういう分野に関しては、きっと外部ＮＰＯの持つ専門性というものをうまく地

域の中に取り組んでいく、そういうところとしてＮＰＯがうまく地域とお付き合いという

か、地域に力を取り入れて行く、つないでいくものになってくれるといいなと思いました。

これは一応予想されていたことが出てきているのかなと思います。ただ、やはり規模の

問題があるみたいで、小さい単位で活動しているとちょっとやりにくいのかなと。もう少

し規模が大きいほうがやりやすいところもあるようにデータからは感じますが、ただこれ

も一方的に活動の範囲を大きくすればいいとはなかなかならなくて、従来の地域の住民を



- 11 -

含めてみんなが知っている状況をつくろうとしているときに大きくすることだけではかえ

って壊れてしまうというか、形式的になってしまうところがありそうなところがあって、

地域の状況で規模をあまり縛ることはできないと思いますけれども、ただもう少し大きく

なったほうが効果的なところがあるような感触は受けました。

○三野座長 そのほか何かございますでしょうか。

今の先生のお話は、ちょうど数字で200ヘクタールより大きいと随分評価が高い部分にな

りますよね。何かその辺がそういうようなあれなのかなという気もしたんですが。やはり

小さい単位では専門性が活かしきれないと思いますが。

○宮城委員 もう一つ追加してよろしいですか。もしかすると一つの活動組織を大きくす

るよりも今、協議会が活動組織を横につないでいるわけですから、ＮＰＯを導入する、連

携していくときには、協議会で少しリードするような形のほうがいいのかもしれないと感

じました。活動組織がみんなそれぞれ大きくなってしまうと、基本の共同活動の部分では

ちょっと難しくなってしまうような気がします。

○曽根原委員 ＮＰＯと言うと私どもＮＰＯですので、ご報告をさせていただきたいと思

います。私どもは山梨県内のＮＰＯとして都市と農村が交流しながら、あるいは農商工連

携という形態をとりながら地域の耕作放棄地をよみがえらせる。そこで営農活動をして、

収益の事業としてやるということを行っているわけですけれども、我々、「えがおつなげ

て」という団体が直接的に耕作放棄地を７、８年ぐらいでよみがえらせて営農の形にした

のが５ヘクタールです。さらにこの５ヘクタールの、ＮＰＯ独特のネットワーク事業構造、

これでもって今サポートをやっています。サポートして、我々のメンバーが行ったり、指

導したりしていると、大体50ヘクタールから100ヘクタールぐらいまで広がってきました。

それは山梨県のみならず、長野県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県等と、かなり広がっ

てきております。

我々の組織が肥大したというわけではなくて、ネットワークでそれを連携しながら、そ

ういったことをやって、100ヘクタール超えると思うんですけれども、こういう手法は有効

だと思います。ただし、こういった手法というのは、こういった調査結果になかなか表れ

にくいと思います。また、表れにくいという理由は、地縁型の組織がベースになっている

というのが一つです。それと規模で言うとやはり200ヘクタール、そういったものが最低単

位となっていると、やはり一つの事業体では、それだけの規模にはなかなかならない。た

だ、ネットワークを組むことによってそれが大きくなるということはあると思います。た
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だその点も多様な組織の連携ということを前提として制度設計をする場合には、違った視

点での制度設計もあってもよいのではないかなと思います。

○三野座長 まさに宮城先生と曽根原先生のお話、同じ視点を違う視点からだと思います

ので、大変面白いことだと思います。

○中嶋委員 関連しまして、屋上屋を重ねる部分もあるかもしれませんが、３－17のグラ

フを見ていて感じるのは、一種の規模の経済があるのかなと思います。そのときに先ほど

申したように、要は費用対効果を考えて、いいかどうかと判断されているので、規模の経

済の発揮の仕方が費用のほうが節約できたのか、それともメリットとか便益のほうで大き

くなったの、いろいろ場合があると思うんですけれども、それを検証していただいたほう

がいいのではないかなという感じがいたします。

景観とかそういった面での環境は、広くなってくると非常に効果が高くなってくると思

います。一方で、事務的な面は20ヘクタールぐらいで、これだけの同じ手間をかけろと言

われたら非常に困難です。費用面では、確実に規模のメリットがあると思うんですけれど

も、そのときに既にお話があったように、無理やり協議会をくっつけるということがいい

ことかという疑問があるので、ネットワークとしてくっつけた後、事務費用面での規模の

経済を出すためには、やはり何か仕掛けが必要なのではないかと思って、ほかの人に任せ

ますということで他の協議会にお願いするとか、土地改良区にお願いするという事例もあ

ったので、そういったものをネットワークとして積極的に組織化し、利用して、もっと手

間のかからない事務作業を追及していくような工夫をこれからしていただければ、取り組

んでよかったと思うかの規模の閾値が下がってくるのではないかという感じがいたしまし

た。

それから、よかったと思うメリットの部分は、結構心の問題が大きくて、いいなと思う

けれども、でもお金にもならないしとか、それをどのぐらいいいと思うか、人によってば

らばらな意見の集約の仕方が難しいということもあるので、そこら辺をもう少し啓発した

り、何か取組としてもうひと工夫、ソフト的に何を入れるのかの議論が必要なのではない

かなと思います。

私自身はもうちょっと農村が魅力的になるほうが社会のためにはいいと思いますし、そ

のきっかけとしてこの農地・水が大いに役立つのではないかと思います。動くのは地元の

方でなければ駄目ですし、地元の方がメリットを感じなければいけないので、そこら辺は

少し考えていければと思っています。
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○三野座長 昔、一段上の活動を推進する仕組みがあったんですが、今の先生のお話だと、

その辺の今までの経緯を踏まえるとさらに効果の高い今の取組み方があるかもしれない。

その辺をもう少し仕掛けていくというお話がありましたから、うまく活用できる形がある

かもしれないとふと思いました。

そのほか、何かございますでしょうか。ご指摘いただくことがありましたら、お願いし

たいと思います。

○齊藤整備部長 何点かご指摘いただきました。まずは宮城先生からありました、これは

そもそもどういうところから始まったかというお話ですけれども、これは先生が言われた

とおり、農地を利用集積していくと、数少ない担い手が、地域、特に水田の水路を管理し

ていくのは、これは非常に大変な労力になってきます。合理性を突き詰めていけば、なる

べく管理がしやすいように、パイプライン化してクローズにして、いかに自分の労力を少

なく管理できるかという方向になっていくわけです。一方で、多面的機能の観点からして、

本当にそういうことでいいかという議論もございましたし、今あるオープンの水路を非農

家も含めてみんなで管理していく共同活動を維持できるのであれば、担い手に農地を集積

していく中で、そこは国が支援する価値があるのではないかということです。

先ほどご議論がございましたように、出し手農家と言いますか、土地持ち非農家が増え

てくるわけですから、そういう社会なりの集落の構造変化の中でこれまでの水利システム

が、そもそもの機能を維持しながら、一方でそういう多面的機能を発揮していくような仕

組みとして、こういう支援措置が必要だということでやってきたということでございます。

その中で、畑の話がございましたが、実は畑が非常に難しいのは、一般的に共同で管理

するものが少ない場合が多いわけです。つまり、畑地でも灌漑システムが整っているとこ

ろの割合はまだ少ない。灌漑システムがあれば、そこに水を引いてくるまでの水路があっ

たり、調整池があったり、みんなで共同で管理しなければならないものがある。管理しな

ければならないものがあるので、そういったところでは一生懸命に水田と同じように共同

活動が取り組まれている。

あとは農地を造成したようなところですが、どちらかと言うと、畑作営農というのは、

それぞれ個人が競い合って、いかに高く売れる農産物をつくるかというのがあるので、あ

まり共同という意識はないのですが、ただ農地造成したようなところですと、共同で土壌

管理、例えばグリーンベルトを設けたりしないと、土壌流亡が激しいところもあるわけで

す。一列でもキャベツを多く植えたいからと、法（のり）のぎりぎりまでみんなが植えた
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のでは土壌流亡を招いてしまうわけです。そういったところで、畑地でもグリーンベルト

をみんなで管理しようということで、この農地・水の取組を使っていただいているところ

もあるので、そうした必要なところではやられているが、なかなか畑地に全面的に広がら

ないというのはそうした事情があるのだろうと思っています。

先ほど規模の議論もございましたけれども、やはりきちんとした活動をやって、我々が

目的とするような多面的機能の発揮に通じるような活動までと言うと、集落が高齢化して

いく中では、専門的な知識のある人のアドバイスが必要となるので、ＮＰＯの方とかが一

緒に入っていくような仕組みをつくっていかなければいけない。そういうことを考えると

ある程度、先ほど言いましたように、活動組織にそれ相応の面積があれば、交付金のトー

タル額も大きくなるわけですので、ＮＰＯの協力を得られたり、多様な活動もできるので、

いろいろな面で効果が発揮できるのではないかと思っています。

また、向上活動支援交付金について、47億円を23年度予算に計上していますけれども、

将来的には、やはりある程度地域に末端施設は任せて管理していただくような仕組みをつ

くっていく必要があるのではないかと思っています。つまり日常の管理の中で、修繕、保

全をやっていて、ある程度耐用年数を伸ばしていっていただいく。これは、地方分権のこ

とを考えますと、今まで国が担っている部分を県が担ったりするわけですけれども、県は

また市町村にということで、市町村だけが業務が増えていってしまう。市町村も集落とか

地域で管理してもらうものを増やして行かないと全体がうまくいかないだろうということ

で、そういうこともにらんで、長寿命化の取組、やや専門的な知識が必要なんですけれど

も、そこに活動領域を広げて、地域で責任を持って管理していただくような仕組みに仕上

げていきたいと思っています。

いろいろご指摘いただいた点、全て答えているわけではないのですが、今の時点で方向

性としてお示しできるところを述べさせていただきました。

○三野座長 ありがとうございました。

少し時間があるようですので、もし何か一言、二言おっしゃっていただくことがありま

したらお願いいたします。

○宮城委員 そもそもの確認の話を伺っていて思ったんですけれども、その意味では、水

田はもともとの水のつながりがあるので、そこを支援するということで、これが適合した

のだと思うのですが、それをもし畑とか、私は樹園地が気になっているんですけれども、

そういうところへ広げていくとしたら、集落の方たちだけではなくて、非農家住民に共有
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してもらう空間をつくっていくしかないのではないかと思うんです。ですから、今のグリ

ーンベルトでもそうでしょうし、あるいは農道なんかを、これは農作業用の道路というこ

とだけではなくて、例えばそこに住んでいる住民の散歩道としても使えるんだと。そのと

きにそれが非農家住民にとってもそこにそれがあることが、農地があって、農道があって、

それを自分たちも共同で利用できるということが前提にないと、一緒に管理しましょうと

いう話にはならないです。また、その費用を負担しようということにはならないと思いま

す。そうすると、今の農村の生活環境の中で、これまではこれは生産のためのものだから、

農家のもの、ここからこっちは非農家のものと言っていたところの、中間地域というか、

両方で共有して使える空間を意図的につくっていかないと、やはり難しいのかなと思いま

す。私が非常に面白かったのは、静岡のお茶の地域で、茶畑の中を散策できるルートをつ

くろうというのは、日本的な共有のあり方になりそうな気がとてもするんですけれども、

畑でもそういうことができたり、採草放牧地でそういうことができたりすると、非農家の

方たちの意識も変わるのではないかなと思います。

○中嶋委員 今、最後におっしゃったことは、イギリスで言うパブリック・フットパスを

つくるということだと思うんですけれども、そう考えてみると、イギリスは畑でも、環境

支払いの制度がうまくワークしているのではないかと思うので、畑だから駄目だというこ

とはないのではないかと思います。

それから、最後、これは質問なんですが、全然違うことですが、先ほど津波被害を受け

て、今回の農地・水の活動がどのぐらいダメージを受けたかというお話があったんですが、

これは多分今はわからないのではないかと思いますが、原発問題で影響を受けたところが

どのぐらいあるかというのが気になっています。この委員会で川俣町などを視察させてい

ただいて、本当に心配しているんですけれども、もし分かればどういう状況なのか教えて

いただけますか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 飯舘村、川俣町についても農地・水の対策に取り組

んでいます。飯舘村については全区域が計画的避難区域になっており、戻っていいという

ときまでは活動はできなくなります。川俣町の山木屋地区も計画的非難区域です。ここで

は、集落が合同で協議会として取り組んでいるところで、445ヘクタールと大きい組織です。

これらのところについては、当分の間は活動は休止されるということです。

○三野座長 貴重なご意見をいろいろお伺いしておりましたが、そろそろ時間がまいった

ようでございますが、もし何かございましたら、一言お伺いいたしますが。よろしいでし
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ょうか。

今回はいろいろな形でご意見をいただいたということでございますが、本論部分につい

ての議論はこのあたりで閉めたいと思います。

事務局におかれましては、本日の議論を整理した上で、必要な検討を進めていただけれ

ばと思います。

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・環境保全対策室長 次回の委員会でございますけれども、冒頭ご説明い

たしましたように６月下旬ごろの開催を予定しております。日程調整等担当のほうからご

連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○三野座長 それでは以上で本日予定しておりました議事は全て終了いたします。

それでは、進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。

○田中農地・水・環境保全対策室長 本日は貴重なご意見をいただきましてありがとうご

ざいました。

次回、現地調査等に本日いただいたご意見を踏まえて、調査等をやってまいりたいと思

いますので、引き続きご議論、ご指導、よろしくお願いいたします。

以上をもちまして、第11回の委員会を閉会とさせていただきます。

本日はどうもありがとうございました。


