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第１２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６月２４日（金曜日）１０：００～１１：５７

２． 場 所 農林水産省第２特別会議室

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 おはようございます。それでは定刻になりましたの

で、本日の第三者委員会を開催いたします。

本日はお忙しい中、第12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、まことにありがとうございます。なお、本日、曽根原委員は、ご都合によりご欠

席と聞いております。

それでは、開会に当たりまして、吉村農村振興局長よりご挨拶を申し上げます。

○吉村農村振興局長 おはようございます。農村振興局長の吉村でございます。委員会の

開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げたいと思います。

委員の先生方におかれましては、大変お忙しいところ、また、非常に暑くなってきたと

ころ、ご出席いただきまして、ありがとうございます。先月に引き続いて、本年度第２回

目の委員会でございますが、前回、アンケート結果を整理をして、それに基づいてご議論

いただきました。また、その際に現地調査を行うということでお諮りをして、それに基づ

いた現地調査の結果がある程度整理されておりますので、本日はそれに基づいてご議論を

お願いできればと思っているところであります。

ご案内のとおり、農地・水対策の共同活動の部分、これは19年度から23年度までの５年

間の事業ということで、23年度が最終年度ということでありまして、今後、この第三者委

員会でのご議論を踏まえて、概算要求に向けて検討していきたいと考えておりますので、

よろしくご指導お願いしたいと思っております。

また、前回、東日本大震災の関連で、農地・水の活動がどのような形で動いているかと

いうことを簡単に紹介させていただきました。その後、復旧活動はなかなか大変な仕事で

はありますけれども、除塩についても限られた面積でありますが、1,800ヘクタール程度は

除塩ができて、作付が行われる状態になっています。それから、排水機場も相当ひどく被

害を受けておりますが、一定の範囲で復旧を今急いでおりまして、今月中にはこの梅雨の

時期の排水が何とかできるところまで持っていきたいということでやっているという状況
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でありまして、そのような中で、農地・水の活動も、やはり農家の皆様方、それから、活

動組織の皆様方、非常に厳しい状況の中でありますが、一方で、水利施設の管理をどうす

るのか、また、農地の管理をどうするのかということを、それぞれでお考えになって、こ

の農地・水の活動をある意味で生かしながら、何とか活動していきたいと、こういう状況

で取り組んでいるところだということをご報告させていただきたいと思います。

委員の皆様方には引き続き忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、私

の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 ありがとうございました。それでは、ここからは三

野座長に進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○三野座長 ありがとうございました。それでは、早速ですが、お手元の議事次第に沿っ

て進めていきたいと思います。

まず、最初に（１）現地調査結果について、（２）本対策に関する意見や課題の整理につ

いて、（３）農地・水・環境保全向上対策（共同活動支援）の最終評価取りまとめに向けて、

（４）その他の部分にかかわる資料を一括して、事務局からご説明願います。

○田中農地・水・環境保全対策室長 それでは、お手元に配付させていただいております

資料に基づきまして、説明させていただきます。

○事務局 （資料に沿って説明）

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

等、お願いしたいと思います。

○阿南委員 まず、この資料１の現地調査の結果の中で、１－９に課題と今後の取り組み

のところで、３つ目に交付金の市町村負担の軽減というのがありますが、これは具体的に

どういうことなのかご説明いただきたいと思います。

それと、全般にわたることですが、耕作放棄地の解消に関わる取り組みが各地でそれぞ

れ創意工夫に基づいて進められているわけですけれども、しかし、耕作放棄地の拡大とい

うのは、根本問題が解決されない限り、ずっと果てしなく続くと思います。ですから、そ

れを追いかけるように、この対策でやっていけるような問題ではないような気もします。

したがって、耕作放棄地に対する特別な対策というのは、ここの範疇ではなくて、ちゃん

とした対策として展開される必要があると思います。確かにこの対策による一定の効果は

あると思いますので、この対策を推進した中で、もう少し根本問題みたいなところをあぶ

り出して、提供できるようなまとめにする必要があるのではないかと思います。
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○三野座長 では一つずつお答えいただく形をとりたいと思います。

○田中農地・水・環境保全対策室長 まず資料１の９ページの、交付金の市町村負担の軽

減の要望ということの背景、事実関係でございますが、まず本対策につきまして、例えば

水田ですと、10アール当たり府県で4,400円の交付金をお支払いすることにしておりまして、

その半分、2,200円分を国が、それから、残りの2,200円分については、県と市町村でご負

担していただくことで、この対策を進めてきております。そのうちの市町村分の負担、全

体の４分の１についての負担金の軽減の要望でございます。これに関しましては、国とし

まして、地方交付税の措置を講じておりまして、普通交付税、それから特別交付税を組み

合わせて、手厚い対応をさせていただいているところでございます。

それから、２番目のご指摘がございました、耕作放棄地の取り組みにつきまして、本対

策だけではなく、別の施策でというご指摘でございますが、まさにご指摘のとおり、耕作

放棄地対策につきましては、本対策のほかに、耕作放棄対策ということで、別途しっかり

対策をしておりまして、本対策につきましては、本活動組織の方が、その活動の中で、交

付金の範囲の中で取り組んでいただけるようなものをやっていただいているという位置づ

けでございます。具体的に申しますと、例えば100ヘクタール農地がございまして、そのう

ち10ヘクタールがこの地区で耕作放棄地化されているのを、この活動の中で復旧していこ

うという計画を立てられますと、その部分をこの交付金の中では、やっていただくという

ことになります。

また、この対策の仕組みとしまして、活動の計画の中に位置づけた農地につきましては、

耕作放棄地化をしてはいけない、しっかり保全管理していただくということにしておりま

すので、そういった意味で、この対策に取り組んだところについては保全管理がなされて

いく、耕作放棄地を生み出さないといった対応がこの対策でもできている、そういった性

格のものでございます。

○三野座長 耕作放棄地につきましては、別途、３年ほど前に全体的な、今、阿南委員が

おっしゃった形の対応策というのが、ホームページでも公表されていると思います。これ

はその一部、耕作放棄地の解消をすべてこの制度で対応するというのが目的ではなくて、

この中の取り組みの中でできるならばやりましょうという位置づけだと思います。

○阿南委員 １つ目のところの確認です。交付金について市町村が1,100円を負担している

のだけれども、それは市町村にとっては負担が大きいので、県がもっと負担しろという話

ですか。
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○田中農地・水・環境保全対策室長 例えば今、国が50％、県が25％、市町村が25％にな

っている負担割合について、それを例えば市町村の負担割合が25ではなくて、20にならな

いか、あるいは15にならないかといったご要望だと思います。

○阿南委員 そういうことですね、わかりました。それで、耕作放棄地のところは、この

取りまとめについてというところの、２－３に農業生産について、農地集積等ということ

があって、非常に効果が大きいというところがあります。これを今後の方向性をここで取

りまとめるならば、こういう効果というものを評価して出すと考えていいわけですね。

○田中農地・水・環境保全対策室長 そのとおりでございます。

○阿南委員 わかりました。

○三野座長 それでは、そのほかございますでしょうか。

○鷲谷委員 各章で高齢化について触れられていますが、今はもう日本全体でも23％が高

齢者ですから、人口の４分の１は高齢者になっています。1950年には５％でしたから、こ

れまでの日本の人口動態の変化、それは社会のあり方にも影響を与える変化としては、最

も大きく日本の社会の変化を特徴づけていて、あと20年で人口の３分の１が65歳以上にな

るわけです。それで、このようなことは余り否定的にとらえるよりは、こういうことを前

提として、経験豊かな高齢者が生きがいをもって農業や活動に取り組むにはどうしたらい

いかとか、積極的な面も評価していくような見方が必要なのではないかと思います。

リーダーの問題も各章に出てきていますが、活動を上手に引っ張っているよいリーダー

の人たちがどういう人なのか、もう少し具体的に見てみたら、きっと、決して若い人では

ないのではないかと思います。例えばすべてそうかわかりませんけれども、わずかなケー

スですけれども、私が見ている範囲では、県や自治体、農協などで働いていらっしゃって、

定年退職されたので、農業にも力いっぱい取り組めるし、地域のまとめ役としても頑張れ

る人たちが、素晴らしいリーダーとして活躍していると感じることが多いんですね。せっ

かく調査されたので、よきリーダー像をここから抽出してみてもいいのかなと思います。

それから、全体を取りまとめるときなんですが、地域を２つに分けて、それぞれの問題

を把握するべきではないかと思います。今、高齢化が進むと同時に、都市近郊への人口集

中も超スピードで進んでいます。ですから、都市近郊の地域は人口全体としては、平均よ

りもずっと高齢化率が低い。農家の方の高齢化率は高い。同じ地域に住んでいる方たちの

間に、質の違うグループが存在するというような形になっていると思います。遠隔地です

と、またそれとは違って、全体に高齢化していって、その地域の中で農業者の方がもしか
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したらやや一層高齢化しているということもあるかもしれません。混住化というのはきっ

と都市近郊などで一番多様な問題を生じさせていると思いますし、遠隔地だともう人がそ

こからいなくなってしまうのではないかというような問題で、それをどう考えていくか、

あるいは地域の方がどう考えていらっしゃるかを把握するようなことも必要に思いますの

で、地域を分けて考察することが重要なのではないかと思います。

それから、今後のところ、最後のあたりで紹介してくださった、これは資料４の、対象

活動の（２）の中の③のところ、農村環境向上活動のうち取り組みがまだ低調な生態系保

全や水質保全の活動について、活動費が不足しているという記述がありますが、確かにそ

うなのかなとは思うんですが、一方で、こういう活動に団体でほかの主体と共同して取り

組んでいらっしゃる活動というのは、私たちが見ても素晴らしい活動というのがあって、

その活動というのは、その地域限定で意義があるよりは、もっと公益を生んでいると思い

ます。どんな取り組みも一律に同じぐらいのサポートというよりは、より広域で見て、意

義が高いものには手厚く、あるいは活動費が足りなくなるというぐらいのことですから、

その活動が十分できるようなサポートが、活動の内容によって、きちっと国の視点から見

て、評価して、点数制にして、合計点のようなものを、追加で欲しいというご意見もあり

ましたが、そのようなことに応えるに当たって、そんな点も考慮しながら合理的な加算の

仕方などを考えられるといいなと思いました。

もう一つは、すごく個別的な質問になるんですけれども、取り組んでいない千葉県の地

域でしたけれども、地域のご説明を伺っていたときに、やちぼこりという問題に関して、

これはアメリカでもダストボールという非常に大きな環境問題として、こういうことが起

こったことがありますが、畑で風の強い地域だとこういうことは起こりがちだと思うんで

すけれども、このことは農地自体の条件も悪化しますし、そのほこりで迷惑を受ける人も

いると思います。それで、両方にプラスになるような対策というのが重要なのではないか

と思うのですが、そうなるとますますその農業に取り組んでいる人と地域の人と協力して

こういう問題を解決するような取り組みにこの制度を利用してできれば一番いいと思うん

ですが、残念ながら、この対策に参加していないようなのですが。ちょっと説明でわから

なかったのは、植樹を行っている農家もあるということですが、植樹を行ったら、畑とし

て使えなくなってしまうし、木を植えてもカバーはそんなにしないですから、ほこりを防

ぐやり方としてベストなのかどうかというのが、これを読んで疑問に思うところがあるの

ですが、そのあたりについて、補足の説明があれば聞かせていただければと思います。
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○三野座長 ご意見とご質問の両方があったと思いますが、ご質問の部分に。

○田中農地・水・環境保全対策室長 最後の１－12の事例についてのご質問ですが、植樹

をやっておられる農家があるというのは、農地全面に木を植えるというのではなくて、農

地の周囲に植樹をして、防風林とする取り組みをやられている農家が一部ですけれどもい

らっしゃるというような程度です。

もう少し付言させていただくと、１－13ページに人口の推移のデータがあるのですが、

先ほどここを触れさせていただいて、1980年の３万人程度から、2005年の７万人ぐらいま

で、相当急激に伸びてきたんですけれども、実は2010年の国勢調査でここの地区は人口が

減っているんです。その辺はこういった砂ぼこりだけではないかもしれませんけれども、

なかなか都市から移り住んできた方も住みにくいと思っておられることも一つの要因では

ないかなと推測しております。

○三野座長 星野委員、お願いいたします。

○星野委員 資料の３番目になりますか、組織体制の強化を図っている事例の報告があり

まして、大変印象深く聞かせていただきました。

この事業、今年が最終年度、５年目ということで、時間もたってまいりました。人もそ

して組織も変化し、成長していくのだろうと思うわけです。そういったときに、大きく活

動を展開していくところもあれば、あるいはその逆の場合もあると思うんのですが、だん

だんと多様化という面が見られるのではないかと思っております。そうしたときに、これ

はどこまで可能かわからないのですが、そういった成長に応じた栄養補給のような施策が

追加的に求められているのかなと思います。そういった意味では、いわゆる共同活動の中

の基礎的な部分だけで何とか活動を維持していこうという、そういった非常にベーシック

な、活動としては地道な活動を続けるケースもあれば、先ほど来、話題に出ていますよう

な、より高度な農村環境、生態系の保全にまで広げたり、あるいは交流を取り込んだりし

て展開していくケースもあるということで、そういった多様性に応じた制度の柔軟性とい

うのが求められていると思います。それが可能かどうかというのはちょっとまだ私のほう

では判断できませんけれども。

それから、２つ目に思った点は、成長といいますと活動組織が勝手に成長するようなイ

メージですけれども、活動組織の中で、こういった展開の違いが出てくるもう一つの要因

は、やはり外側からの働きかけだろうと思うわけです。直接の窓口は、やはり市町村です。

そうしたときに、市町村がどこまでうまく誘導できるかどうかといったようなことが資料
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の中にも指摘がありましたとおりですけれども、非常に大きな影響を及ぼしていると考え

られます。そこで、本事業自体は直接活動組織に対する支援ということではありますけれ

ども、市町村に対する働きかけといったようなものをシステマティックに進めていく必要

はないかと思った次第です。

３番目の指摘ですが、それぞれの地域の多様性をうまく制度の中に吸収して、対応して

いくためには、今日のご説明の中にはなかったのですが、地域協議会の役割も改めて見直

される必要があるのではないかなと思う次第です。

地域によってはさらに幅広い活動を本当はやりたいんだけれども、なかなかうまく進ま

ないというような、ご意見も出ておりました。昨年度の最後の委員会、私は欠席をしてお

るのですが、その中で地域協議会の裁量の部分が必要ではないかという指摘をさせていた

だきました。地域の特性を、そうしたところで汲み取って、そしてそれを可能にするよう

な仕組みとして、地域協議会といったものを改めて見直す必要があるのかなと思った次第

です。

ただ、実際のところ地域協議会は、組織の複合団体で、事務局が大抵の場合、県にお一

人か、そういった少数の方が担われているというので、直接的に今のところそれが主体に

なってという、実施を行う機能を備えてはいないんですけれども、特認事業を認めるか認

めないかといったような内容であれば、これは十分協議の場として機能するのかなと思っ

た次第です。

○三野座長 主にご意見ということで伺っておけばよろしいですね。そうしたら、そのほ

かございましたらお願いいたします。

○宮城委員 私は余り現地に行っていなくて、報告と、それからこの間のアンケートのこ

とだけの感想なので、少し的外れなことがあるかもしれませんけれども、きょうの現地報

告を伺っていて、地域資源としての農地・水を保全しようというこの対策の目的は、かな

りの意味で実現できたのではないかという印象を持ちました。もちろんその一つは、前回

も適合している場所についてはほぼカバーできたのではないかということを申し上げまし

たけれども、きょうの報告の中でも、継続するとしても現状維持、あるいはこの施策がな

くなると逆に不安というのは、その意味ではコミュニティーというか、地域で農地を守っ

ていくというところが非常に危なくなっている、この瀬戸際のところで底上げをしようと

いうところがこの施策の最初のスタートにあったと思います。ですから、そのぎりぎりの

ところを底上げしているという意味では、私はそこをちゃんと実現できたのではないかと
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思いました。だから、その意味ではまだニーズが高いという評価もできるのかもしれませ

ん。現状のところが、ある意味では少し守りの施策のところですから、これをやめてしま

ったら、今までやっと維持できた部分が失われてしまう危険性はまだまだあるんだと考え

たほうがいいと思いました。

ただ、その中で組織強化の動きが幾つか出ているというのは、中でも幾つかの団体の事

務の負担などを支援するＮＰＯができているというようなことなどは非常におもしろい動

きだと思います。これが今、星野先生がおっしゃったような、協議会のレベルでそういう

ことができることになれば、協議会をこの施策をつくったときに位置づけていた意味が出

てくるのかなという気も少ししたんですけれども、そのあたりはもう少し違う施策を協議

会に今のような形で裁量性を持たせるとか、何らかの補助をするというようなことを考え

ないと、簡単にはいかないかもしれませんが、可能性はあるのかなと思いました。

もう一つ、きょうの報告を聞いて一番思いましたのは、未実施地域のお話などを伺って

いて、ここまでは底上げしなければいけない部分についてはできたけれども、もう一つ農

地・水資源をさらに積極的に守っていくんだというように展開するとしたら、農家と非農

家の両方で取り組める仕組みをもう少し強化しなければいけないのかなと思いました。現

実問題、水回りを守るところの作業は基本的には農家が担っていて、環境の部分について、

非農家の参加が多い、あるいは子どもたちの参加が多いという事実がありますので、農地

や水や、それを自分たちが住んでいる地域の自分の生活の財産として認識できるような仕

組みがいるのかなと思います。

そこでちょっと抽象的な言い方なんですが、農家と非農家が一緒に取り組めるためには、

守るべきものとして、共有できるものがあるのが一つあると思うんですが、もう一つは、

一緒でなければ解決できない問題があるということなのかとも逆に思いました。

ですから、近郊地域でもうまくいっているところは、遊休農地を営農に使って成功して

いるというよりも、非農家の方に開放して、非農家の方も楽しめるような使い方をつくり

出しているときに、非農家側にとっても、価値のあるものになっているのではないかなと、

きょうの事例では思いました。そういう意味で、これまでは地域資源を共有できるものと

しての側面がこの施策では強く打ち出されてきたんですけれども、もう一つ、地域におい

て農家と非農家が一緒でなければできない共通の課題に取り組むための仕組みというとこ

ろで展開すれば、今までの底上げからさらにもう一つ活動をレベルアップできる可能性が

あるのではないかと、感想的な意見になりますけれども、感じました。
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○三野座長 ありがとうございました。ご意見をいただいたということで。

○中嶋委員 やはり私が注目したいのは、未実施地域のことですが、特徴的な際立った違

いが出ていると思うのが、南伊豆町と愛知県の大口町で、何に着目したかというと、基盤

整備の状況の違いです。南伊豆町では非常に基盤整備が進んでいなくて、その辺が、もし

かすると地域の合意とか、なかなか難しいのかなというのと、それから、こういう農地・

水の活動をする上で、逆にやりにくい部分があるのかもしれないなという気がいたしまし

た。それで、実施されているところを見ると、それなりに基盤整備がされているので、そ

の基盤整備がされて、農地・水の活動をするという何か補完性みたいなものがある。だか

ら、この南伊豆町というのは、そこの条件をちょっとクリアしていないのかなと見ていま

した。大口町は、極端に基盤整備が進んでいて、良すぎると、もう農地・水の活動は要ら

ないのかなという、そんな感じがいたしました。ただ、もちろんこういう状況、つまり農

地・水の活動を入れなくても済んでいるのは、この町が維持管理に関してかなりサポート

しているということなので、その辺の実態を見極めなければいけないなと思っております。

それで、町の判断として、農地・水をやっても町としては財政的な支援をしなければいけ

ないですが、農地・水を利用しないでこのような形でサポートするということが、町行政

にとってメリットが本当にあるのかどうかというあたり、本音のところがちょっと聞いて

みたいという気がいたしました。

基盤整備していれば、それなりに合意形成もされているし、組織もある程度できている

と思うんのですが、なぜそういう人たちを使っていかないのか、何か混住化などの問題が

あって、事業まではできたけれども、その後、地域としてなかなかまとまらなくなってし

まったとか、そういう理由があるのかなと思っております。

それから、もう一つは違う観点なんですけれども、取り組む内容に対する要望で、多分

こちらで実施しているという地域、これは非常に優良な地域だと思うんですが、一方で、

もっと項目を簡素化してほしいという要望があり、もう一方でもっといろんなことをやら

せてほしいというようなことがあると感じられるんですけれども、一体その差がどこにあ

るのかがややわからなかったところでございます。前者のほうは、簡素化しろというので

すが、簡素化して、その中で自由裁量を持たせてくれと言っているのかどうか、事務が大

変だから、それについて、軽減するためにただそう言っているのかどうかの見極めができ

ないので、もし何か印象でも感想でもお持ちでしたら、教えていただきたいなと思ってお

ります。



- 10 -

それから最後に、4,400円の単価の算定に関してですけれども、例えば、また南伊豆の話

になってしまいますが、事務量に見合った交付金がないからということを言っていますが、

その4,400円の計算をするときに、事務のコストみたいなものも入れて算定されていたのか

どう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 最後の質問から順番に上がっていきたいと思います。

まず、単価4,400円を設定したときの根拠でございますが、水田あるいは畑の周りの農道

あるいは水路、こういったものを地域共同で管理されています。その管理の労働時間が全

国平均で、例えば４．何時間であるといったデータがございまして、そこを根拠にして、

それに時間当たり単価を掛けたもの、その３分の２を国と地方で支援し、３分の１は農家

の方に出していただく、労働で払っていただくという考え方で設定しておりまして、事務

量等については考慮しておりません。そういった観点で、10アール当たり4,400円というこ

とで一律の単価にしているものでございます。

それから、取り組む内容を、活動の項目を簡素化してほしいという意見がある一方で、

ほかのことにも取り組みたいという意見もあるという、相反するようなご意見のようにも

思えるんですけれども、まず項目を簡素化してほしいとおっしゃっているのは、今、活動

の中で要件としております基礎部分の活動というのがございますが、それは水路、農道の

草刈りとか、泥上げを、日常管理をやっていただくということで、ここは必須にしていま

す。それに加えて、農地・水向上活動と申しまして、例えば破損箇所の補修ですとか、あ

るいは豪雨等の異常気象後の見回りですとか、応急措置などの項目を例えば水路でも10項

目近く設定しております。例えば水路の異常気象後の見回り補修ですと、こうしたものは

一連のものとしてやられるので、それらを１つの項目にしてまとめれば、報告の書類が２

から１に減るといったような、実際に実務をやっている方が枚数を減らすためにはこうす

ればいいといった実務上の観点の発想、ご意見でございます。それから、逆に基礎活動、

誘導部分の活動等、明示的に列挙したものの中から選択してもらうということにしており

ますので、そのほかのものについてはやれないということなんです。ご意見の中で、よく

出てくるのは、例えば集落のコミュニティセンターの清掃活動に使いたいというのもある

んですけれども、それはこの対策の趣旨からするとできませんので、そういった場合は、

きょうの資料の３の中の３－５とか３－６、こういったＮＰＯの組織を立ち上げて、その

中で農地・水以外の活動もやるようにされれば実はできるといったこともあり、その辺は

うまく活用していただければいいかと思っています。
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それからさらに、環境のための取り組みで、今の農村環境向上活動については、先ほど

の水路、農道の保全管理のための労働に要する費用の4,400円の中でやっていただくという

ことになっておりまして、その部分を熱心にやればやるほど、実は水路、農道等の保全管

理の部分をボランティアでやらなければいけなくなるということになります。そういった

意味で活動も限られてくる、メニューも限られてくる。一方で、循環かんがいですとか、

あるいはもっと高度な取り組みも行いたいという、実はメニューにはないわけではないん

ですけれども、そこの部分についての支援が特段変えていないというんですか、というこ

とが後者の部分のご意見の背景だと思っています。

それから、南伊豆町と大口町のところなんですけれども、私は直接行っていないので、

データだけで推測で申し上げて恐縮なのですが、まずは南伊豆町について、資料の14ペー

ジ、15ページを見ていただくと、一次産業従事者の高齢化率が70%近くと非常に高くなって

います。一方、大口町についても、高齢化率が非常に高くなっておりまして、高齢化率が

このぐらい高くなってくると、組織を立ち上げるということもなかなか困難になってくる

のではないかと推測されます。そこは基盤整備の要因のほかに、かなり大きな要因として

あるのではないかと思っています。それから、大口町は町単独事業で対応されているので

すが、それでは、なぜ農地・水対策を使わないかということですが、町全体の農地が300ヘ

クタールぐらいになりまして、これは集落が恐らく10とか20あると思いますので、その集

落単位でまとめるとすると、かなり小さなものになります。例えば50ヘクタールですと、

年間200万ぐらいの交付金になるのですが、こういったところは、さらに小さな単位で地区

を設定されると思いますので、そうしますと、事務の一定の経費というのがございますの

で、その事務の経費を差し引いた後の活動の部分に回す経費が相当少なくなってしまうと

いったような事情があるので、こちらの農地・水に乗るメリットがないというか、少ない

と町として判断されているのではないかと思います。町単独事業で行けば、恐らく簡易な

仕組みでやっておられると思いますので、そこがネックになっているのではないかなと思

っています。

○齋藤農村振興局次長 中嶋委員がおっしゃった、農地・水をどこでやっていて、どこで

やっていないかというのは、私も大変興味深く思っています。水田で言うと、基盤整備が

進んでいるところでは一般的に言うと、かなり高いということが言えます。

ただ、水田地帯であっても、大都市近郊だとなかなかそうは高くない。例えば関東は、

各農政局ごとに全農地面積に対する農地・水の割合を見ると、かなり低いんですね。仕組
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みとしてはいろんなことに対応できるように思っているんですけれども、なかなかそうは

いかない。滋賀県は、基盤整備がかなり進んでいるんです。かなりの農地面積をやってい

ます我が国でも有数の県なんですけれども、そこはやっぱり兼業家率も高くて、あと就業

の機会も多い。ということは、同じ基盤整備をしていても、大都市近郊であっても、やっ

ぱり農業で生きていくのかどうか、そういったことが関係するのかなと思います。

それから、畑地帯で言うと、総じて今日のレポートにもあるように、農道とか水がない。

特にパイプラインだったら、なかなか共同でやるということはないのですが、例えば愛媛

県の畑、これは樹園地なんですが、かなり多いんですね。これはもう全国でも突出してい

ます。それはどうしてかというと、ミカン園の農道の管理が大きなテーマなんですね。と

いうことは、みんなで農業生産に取り組む、ミカンを生産して、生産高を上げようと思う

ところはやっぱりかなり使われるのかなというような気がします。畑地でもハウスで単独

でどうこうというとなかなか難しいと言えると思います。

あと、全然話が違うんですが、この市町村が、補助しているからこの事業に乗らないと

いう切り口なんですけれども、これも見てみますと、私は現地に何度も行って、農業団体

が、農家の方が一生懸命かといったら、必ずしもそうじゃないところがあるんですね。そ

れはどこかといったら、リーダーが町内会の会長さんである。それで、先ほど委員からも

市町村の交付金のことが出ましたけれども、市町村がお金を出すのではなくて、これまで

町内会の経費として、集落に出していたのをこれに切りかえるというようなこともあるん

です。ということは、農地・水と言いながら、地域全体で資源を守るような仕組みにもな

っている。だから、それはもう市町村の意向であるということかと思います。

それから、３点目は、単に簡素化だけ要望して、現状維持から、もっと高度なものまで

やりたいというような意見があるんですけれども、農地・水をちゃんと守るというのは必

要最低限のことなんですが、今度はそういう活動を通じて、農村振興に取り組みたい。例

えば、都市農村交流とか、農産物の販売だとか、祭りを行いたい。要は地域の方々がどう

いう志であるかとか、どういう目標を掲げているかでかなり差が出てくるのかなと思いま

す。ただ、地域、地域で事情もあるわけですし、地域の方の意向も大事ですから、これを

選べるような仕組みといいますか、そういったことを今後も心がけたいと思っています。

○三野座長 では関連してお願いします。

○星野委員 今、齋藤次長がおっしゃったこと、全くそのとおり、私も賛同いたします。

それと、もう一つ前に田中室長のおっしゃったことなんですが、農地・水の項目以外は、
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他の事業を取り組めばいいというのはまさしくそのとおりだと思うんです。別に全部これ

で賄う必要はないと思うんですが、実際のところ適当な事業というのがすぐに手にとれる

かどうかという、そういうプラクティカルな理由が別にあると思うんです。市、町の単独

の事業が適当なものがあれば、そうしたものにすればいいのですが、それが必ずしもない

ということと、たとえあったとしても、新たに事業を取り入れるという場合には、さらに

地元の負担が大きくなるということを考えますと、この中の項目が増えることでそういっ

た新しい活動に取り組めるということは魅力です。次長は、緩やかにもうちょっと柔軟に

取り組んでいただけたらいいなというご意見をおっしゃったのではないかなと理解させて

もらったんですけれども。

○田中農地・水・環境保全対策室長 今の部分、説明が非常に不十分でございました。先

ほどの３－６ページの資料をごらんいただきたいのですが、活動の概要の中に、農地・

水・環境保全向上対策として、交付額1,857万6,000円でございます。これは取り組み面積2

37ヘクタールに、単価4,400円を掛けるとこのようになるということなんですよね。その右

にあります、農地・水対策の枠を超えた活動ということで、会費、寄附金等、248万8,000

円でございます。これは農家、非農家、それから、民間企業等が会員になっていて、そこ

から会費をとる、あるいは寄附をとられているんです。農家の方は、この部分も会費とし

て払っておられるんです。そのお金でここの部分をやっておられるという意味で私は申し

上げたんですけれども、実際に農地・水・環境保全向上対策の活動で、例えば草刈り、泥

上げに出られた場合は日当を幾らお支払いするというようなことで、その日当部分を農家

の方にお支払いしているところも全体の３割程度あったと思いますが、そういったものを

農家の方は一方で受け取る、一方でこのＮＰＯ法人の会員として農家の方が、例えば年間2,

000円とか3,000円とか負担されているというようなことで、この248万8,000円のすべてが、

この1,857万6,000円の内数かはわからないんですけれども、一部はそういった使われ方を

して、そのことによって多様な取り組みに取り組まれているということを申し上げたかっ

たんです。

まさに星野先生のおっしゃるように、対象とする活動を増やすこともできるのではない

かというご指摘もあると思いますが、今の枠組みの中でも工夫をされて、このように取り

組まれている例もあるということで、ご説明申し上げたかったというのが趣旨でございま

す。

○三野座長 今、ご意見という形でいろいろ出たのですが、私も一つあります。まとめて
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いただきたいというのは、これは直接支払制度という全く新しい、一つの実験的な意味も

あったのだと思うのですが、その前に中山間直接支払があって、農地・水になって、さら

に環境だけが別途、環境保全型農業がまた改めて切り離されていたという大きな流れがあ

ると思います。そういう中で、当初心配したのは、中山間と農地・水がどこがどう違って、

どういうミッションをそれぞれ持ってというのがいろいろな意味で問題になったのですが、

だぶりは項目を増やすことで何とか、違う目標を持っている直接支払だということで切り

離してきたのですが、直接支払制度そのものがどうだったかということも、最後には評価

ということになると、この制度を通して、そういう大きな新しい形の農業施策がどういう

役割を果たしてきたかというのが、まさにこの農地・水からいろいろなことが引き出せて

くるのではないかという気がしますので、ぜひ分析の最後のほうでもその辺も触れていた

だければと思います。

それから、私も兵庫県の農地・水の評価委員をやっているのですが、兵庫県はカバー率、

協議会数が全国一でしたか、１、２を争う。あそこは中山間直接支払と農地・水を見事に

一緒にした受け皿を別途つくっておられまして、今、お話のように、受け皿をいろいろな

形で統一することによって、国から来るいろいろお金をうまく県として利用される。県は

当然、25％の負担があるわけですから、その県民税を入れている限り、県民全体のために

ならなければなりません。農業や農村地域だけに補てんするというのはなかなか難しい話

ですから、それを見事にいろいろなところでいろいろな工夫をしながら、今、それぞれの

県では実施されている。その辺が、私は農地・水というのは非常に核になって、いろいろ

な形の広がりを持っている、施策に広がりを持たせた新しい展開をしているというのが、

この施策の持っている大きな特徴だと思います、また一つの重要な意味で、これを評価し

た上で、次のＰＤＣＡサイクルだったら、次の段階の新しい制度設計をまたいろいろ考え

ていただくような出口をわかりやすいような格好でまとめていただくと、大変ありがたい

というような気がします。

○中嶋委員 今、三野先生がおっしゃった、直接支払制度としての整理はきちんとするべ

きではないかということは非常に大事なことだと、今、伺っていて思いました。

それで、やはりこういう議論をするときにどうしてもヨーロッパを参照してしまうんで

すけれども、この資源保全に関するものは、基本的にやっぱり生産支援の直接支払で、一

方で、環境や地域支援の支払というのもヨーロッパは用意して、それはセカンドピラーに

なっていると思うんですけれども、日本は多分、生産支援のものが先ほど次長がおっしゃ
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られたように、地域支援のほうと融合してきているという、概念的に何か大きな違いがあ

るのではないかという感じがいたしました。

それで、先ほどこの横手市の例を室長がおっしゃられた件ですけれども、これは何かLEA

DERプログラムみたいですよね。外部資金を入れて、そして一緒に地域振興をやっていくと

いう。それが自発的にこういうものが行われてきているということが非常におもしろいと

思っていて、ただ、政策の枠組みでいうと、生産支援のものが地域支援のものと融合して

しまっていいのかどうかというのは、私は現段階で何とも言えないんですけれども、そう

いう視点から今後議論していって、それはやっぱり日本型の大事な制度なんだと、ヨーロ

ッパはヨーロッパであるけれども、日本としてこういう方向に行くべきじゃないかという、

そのまず吟味をした上で、さらなる制度の発展を考えていったらいいかなという感想を持

ちました。

○三野座長 大変すばらしいおまとめをいただきました。

○坂本委員 私はかねがね、この事業は一体世間一般の人から見て、どこがいいのかなと

いうところがよく分からないのではないかと思っています。農業予算はかなりおおいとい

うイメージがある。大きく削られたと皆さんおっしゃるけれども、確かに一般の感触はそ

うなんですね。その中で、今回の事業がどれほどの政策効果があるのかを考える必要があ

る。私は出席するたびに申し上げているんだけれども、農家の理屈だとか、農村の理屈だ

けにしてしまうと、これは絶対に共感されないと思うんです。委員の先生からもおっしゃ

っているけれども、非農家の方とのコミュニティーを設けるとしたとしても、そういう事

業はほかにもあるんですよね。僕はこの事業が非常にユニークだと思うのは、さっき座長

がおっしゃったけれども、色々な団体の受け皿になっていて、それからまたいろんな形で

広がっていくところにある。農地・農村の維持というところから農村を活性化する、ある

いは農村振興につなげるなど、いろいろユニークなところもある。しかし、逆にそれがあ

いまいなところになっている。それはアンケート調査やこの現地調査からも出ている。中

山間支払でもう十分であるという声もある。泥上げとか、施設整備というのはもう行政で

やっているんだという声もある。だからやらないんだということになっているわけです。

そういう声を受けて、これはやっぱり評価されている、これは大事だと、単純に評価して

はいけないと思います。ですから、重複している事業があるとか、この事業をどのように

個性的なものにしていくんだということを考えた上での評価にしていただきたいと思いま

す。
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今日の話を伺っていて、一番印象的だったのは、地域の取り組みです。ＮＰＯでも、自

治体でも恐らくこの事業は人、地域なんです。国で一律のものを押しつけても絶対にうま

くいかない。自発的に出てくるのももちろん素晴らしいことですが、こういう考えが出る

ようなものを国、行政が称揚できないのか。成功事例があることをいろいろな地域の方が

知っていらっしゃるのか。役所は事例集をつくりますが、そういうのでは全然見ないわけ

です。私はこうやった、うちはこういうふうな取り組みをしているんだというのが、全国

各地に共有できるような場ですとか、仕組みというのがあれば、地域のリーダー不足とい

うところの解消にもつながるのではないかなと思います。市町村に働きかけをするという

指摘もありましたけれども、そういう観点も一つ要るのかなと思います。さっき単価の問

題が出ましたけれども、単価も一律に引き上げても余り意味がないと思います。この交付

金がもっとあればいろいろなことができるというところと、ほかにいろいろあるから、う

ちは実施もしないというところがある中で、単価を上げるということよりも、もう少し取

り組みに応じた加算制度のような、きめ細かい仕組みに何かアイデアを出していくような

ものにしたほうが良いのではないかと思います。

○三野座長 大変貴重なご意見だと思いますので、ぜひ事務局のほうもご意見、生かして

いただきたいと思います。

○阿南委員 前回話題になったのかもしれないのですが、被災地の活動組織の状況のまと

めについてもちゃんとされるのかどうか、そして、今後の被災地に対する対策は、復興対

策のほうに行くのかどうかわからないのですけれども、その辺についてはっきりさせてい

ただきたいと思います。

○三野座長 事務局、いかがですか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 まず、東日本大震災で被災している活動組織がござ

いまして、どの市町村か、どの活動組織かということについて、当方として取りまとめし

てございます。そういった組織につきましては、従前の活動が一部できなくなってくると

ころもございます。具体的に言いますと、例えば毎年農村環境向上活動で花を植えていた

というところがある。そういったところは、被災をした状況からすると、まず今年は復旧

が最優先であって、そういった活動までできないようなところもあると。今年度は、農

地・水対策の活動としては、復旧を重点的に行いたいというところがあれば、そういった

使い方をしてもらうことができるように、要件を緩和をしております。それを４月の中旬

に、既に措置を講じてきたところでございます。それから、先生からご指摘がありました
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ように、あくまでも復旧そのものは、やっぱり災害復旧の中でやっていくということなん

ですが、地域でも細かなものを自主的に取り組みたいというところがあれば、今、申し上

げたような、緩和した仕組みを使ってやっていただくという位置づけでございます。

それから、福島原発の関係で、活動が停止している地区もございます。その対応に関し

まして、警戒区域は人が立ち入ることが規制されておりますのでできませんけれども、計

画的避難区域につきましては、一次立ち入りは可能であるということがございまして、そ

の範囲の中で防災上の観点等で、可能な活動に限って、これは農地・水対策だけというこ

とではなく、農水省としてその地域の方に計画的避難区域の中で、こういった活動に限定

してやっていただくことは可能ですということを、今週の月曜日に取りまとめて、町、村

にお伝えするとともに、ホームページでも公表しているところです。ですから、そういっ

た枠の中で、今後、農地・水対策を使って原発の災害区域のうちの計画的な区域について

も一部活動が再開されていくと考えております。

○三野座長 よろしいでしょうか。

○阿南委員 わかりました。ありがとうございます。

○三野座長 ありがとうございました。

そろそろ時間が参りましたので、本日の議論はこのあたりにしておきたいと思います。

事務局におかれましては、本日、大変貴重なご意見をたくさんいただきましたので、意見

を踏まえて課題の整理と必要な検討を進めていただきたいと思います。

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 次回の委員会につきましては、秋ごろ現地調査を計

画させていただきたいと思っております。詳細につきましては、改めて担当からご連絡さ

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 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。

それでは、進行を事務局のほうにお返しします。

○田中農地・水・環境保全対策室長 本日は貴重なご意見を多くいただきまして、まこと

にありがとうございました。これをもちまして、本日の委員会を閉会させていただきます。


