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第８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７月２６日（月曜日）１４：００～１６：００

２． 場 所 農林水産省共用第１０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 本日は、お忙しい中、第８回農地・水・環境保全向上対策第三者

委員会ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。ただいまから第三者委員

会を開催いたします。

なお、本日は阿南委員、曽根原委員、宮城委員、鷲谷委員がそれぞれご都合により欠席

でございます。

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 皆さん、こんにちは。農村振興局長の吉村でございます。農地・

水・環境保全向上対策の第三者委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げ

たいという思います。

既に申し上げましたとおり、本対策につきましては本年度に中間評価をするということ

で、この委員会につきましても本年度に入りまして２回目ということになります。委員の

皆様方には、お忙しい中お集まりいただいて、ご熱心なご議論をいただき、感謝を申し上

げている次第でございます。

前回、第７回の委員会におきましては、本対策において取り組まれている共同活動、そ

れから営農活動の実施状況と効果について、ご議論をいただいたところでございます。今

回は事務局から本対策による地域のつながりを通じた農村地域の活性化の効果、それから

本対策の仕組み、交付単価の妥当性等について資料を準備させていただいておりますので、

それをお示ししながらご議論をお願いしたいと考えているところでございます。

今後、本委員会につきましては８月にも開催をさせていただく考えであります。委員の

皆様方には重ねて貴重な時間を割いていただくということになりますけれども、何とぞご

理解を賜りますとともに、本日も忌憚のないご意見をいただきますようお願いを申し上げ

まして、私の冒頭のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○矢野農地資源課長 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

をお願いしたいと思います。三野座長、よろしくお願いいたします。
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○三野座長 それでは、早速でございますが、お手元に配られております議事次第に沿

って進めたいと思います。

まず最初に、１として効果と検証について、２として事業の仕組み、交付単価の妥当性

について、それから３として道府県第三者委員会の評価について、これらの部分に係る資

料を一括して事務局からご説明いただきたいと思います。それではお願いします。

○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。ただいま効果の検証について、事業の仕組み、

交付単価の妥当性について、道府県の第三者委員会の評価について、一括してご説明いた

だきました。これからのご議論におきましても、一括してご質問、ご意見を伺いたいと思

います。どうかよろしくお願いいたします。松本委員、お願いいたします。

○松本委員 事務局の非常にご苦労もあって、着実に農村におけるこうした農地・水・

環境向上対策の施策が進行している。全体としては非常にいい方向に行っているのではな

いかなと思います。ただ、残念ながらというか、最近ちょっと、例えばエコファーマーの

件数が当初ほど伸び悩みのある状況にあるということを聞いておりますが、これはこれで

また何か時期があれば出てくると思いますが。

私が一番期待するというかあるいは調査を通じてお聞きしたいのは、こういう施策を通

じて農家自身が自発的に取り組んでいる事例とか、あるいは地域で期待した以上の方向に

彼らが積極的に行っている事例など、こちらで予測するようなこと以外に自発性を持った

動きというのがあったのかないのか、あるいは調査はしていないのか、お聞きしたいと思

います。

○三野座長 ただいま松本委員のご質問、事務局より何かございますでしょうか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 松本委員のご質問でございますが、共同活動、そ

れから営農活動を両方を含めてということでございますか。

○松本委員 両方でお願いいたします。

○田中農地・水・環境保全対策室長 全国的に標準的な取り組みとして農地・水の保全

活動、それから農地・水・環境を向上させる活動に取り組んでいただくことを期待してお

ります。その要件を上回るような取り組みがなされているということは全体としては把握

しておりまして、それにつきましては、今回の資料で申しますと、例えば資料２－10の活

動要件でございますけれども、①の活動要件は100％、これは必須ですので当然のことで

すけれども、イの例えば農地・水向上活動は50％程度やっていただくことを要件としてい
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るのですが、地域としてはさらにそれを上回る活動をやっていただいて、平均で68％にな

っているということもございます。それから、農村環境向上活動についても、国の定める

要件は４項目ですけれども、平均で6.9ということなので、かなり多くの項目もやってお

られるというところもございます。

個別の事例については今回はお示しはしていないんですけれども、こういった状況でご

ざいますので、当然その地区においてはかなり高い水準の活動をやっていただいていると

いう地区もございます。

○松本委員 そういう事例に対して積極的に何かこちらからよくやっていただいたとい

う、そういうやっぱりリアクションも当然必要じゃないかなと思うんですが。

○三野座長 むしろ自主的な活動というのを推進していくというのがまた一つの大きな

目標だということでしょうか。

○松本委員 そう。最大の目標だと思います。

○三野座長 事務局からいただいた、目標としている活動よりもずっと活動のレベルが

高いというご説明だったと思いますが、ただ、その１つ前の２－８なんかには、地方裁量

による活動項目の追加というのがあって、地方の協議会レベルではその地方地方に特有な

ものはこれ以外にも設定されている。それをさらに個別の活動単位まで拡大してはという

ようなご意見にも受け取れるんですが。

○松本委員 はい。そこまでいけば非常に私はいいんじゃないかなと思います。

○三野座長 以上、ご意見としてお伺いいたしたいと思います。よろしいでしょうか。

○松本委員 はい、結構です。

○三野座長 では、その他にございましたら。木村委員、お願いいたします。

○木村委員 質問ですけれども、一番最初にこの参考資料の２という大枠を説明されて、

対策の枠組みの中で共同活動支援と営農活動支援を一体化したというのが真ん中に書いて

あります。一体化・総合化した支援がポイントで、その効果として多岐にわたってご説明

いただいた中で、両方が一体化して初めてそういう効果が出ているというようなところが

非常に強く読み取れるというのは、どういうところなんでしょうか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 前回の資料の部分で、営農の活動支援の部分の中

において、営農活動支援と共同活動支援を一体的に行うことで営農活動支援が広がったと

いうご意見、それから営農活動支援で環境に優しい農業を行って、その作物をその地域の

方が理解をされて買っていただけるようになったといった面での効果もあったというよう
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ご報告をさせていただいております。そうした面が、共同活動と営農活動を両方行ったこ

との効果として農村地域の活性化につながっているのではないかと、そういう事例として

考えております。

○木村委員 わかりました。

○三野座長 大変この事業の基本的な根幹にかかわるご質問かと思います。星野委員、

お願いいたします。

○星野委員 資料１のところなんですけれども、地域のつながりの強化を通じた農村地

域の活性化という面で、今回非常にうまく効果が出てきたので、個人的にはよかったなと

思っております。

もうひとつ私が申し上げたい点は、は効果のタイムスパンの件です。中間評価というこ

とで、今現在見えてくる効果ということで、時間の流れからいうと比較的短期の効果が明

らかにされておりますが、今日、ご紹介ありましたような、活性化あるいはその中に出て

きます人の育成、地域リーダーの育成等、これらは、実は長期的な中で初めて実現されて

くることだろうなと思います。今の段階で長期のことまで言うのはどうかというご意見も

あるかもしれませんが、もし拾い上げられるような長期の効果があるなら、入れてもいい

のではないかなという気がしております。抽象的なコメントで申しわけありません。

○三野座長 すみません。具体的にこういったリーダーの方が育成されたとか、そうい

ったようなことを評価すればというようなご趣旨でしょうか。

○星野委員 今回、リーダーの件もアンケートという形、主観的な評価ではありますけ

れども、かなりよく出ていたと思うんです。具体的に言いますと、１－８の④のところで、

「かなり役立っている」、そして「役立っている」という回答の割合が82％ということで、

本当にこれはいい結果だとは思うんですけれども、リーダーの育成というのはすぐになる

ものではなかなかありませんので、スパンとしては長期的な効果だろうと思うんです、人

の育成とかそういった内容のものは。そのように考えますと、今回アンケートではこのよ

うにうまく出たんですけれども、長期的な効果というのがほかにもいろいろあり得るので

はないかと。この短い期間の中だけでわかること以外にもあるのではないかと。そういっ

たことがもし拾い上げられるのであれば、効果の中に加えて書き込んでもいいんじゃない

かなと思った次第です。

○三野座長 難しい課題が含まれているかもしれませんが、リーダー養成なんていうの

はまさに長期的な効果じゃないかと、実際としてはアウトカムとして評価ができないとい
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うご指摘ということでしょうか。

○星野委員 それもそうですし、例えばもう一つ言いますと、効果の中でいろいろ出て

きたプラス・マイナスの効果というのがありましたですね。１－９のところに出ておりま

すけれども、ここにも非常にいい効果が出ているんですね。知恵の伝承あるいは経験の伝

承と理解なんていうのが非常に増えたといったようなことだとか、実はこうしたことの効

果が出てくるのはだいぶ先になってからなんですね。長期的に検証されるべき効果という

のが恐らくこの事業の中には含まれているはずだと思った次第です。リーダーの育成、そ

れからこういった知恵の伝承とか、いずれも世代をわたる話ですね。どちらも今いい効果

が出ていますので、それ以上何をということではありますけれども。

○三野座長 ありがとうございます。ご意見等も加えて、今後まとめていくに当たって

十分参考にしていただきたいと思います。そのほかございますでしょうか。中嶋委員、お

願いします。

○中嶋委員 今の星野先生の質問にも少しかかわることなのかしれないのですが、地域

貢献、地域への思い入れの部分が今回は非常によく出ているということなんですが、今さ

まざまな事業が導入されていて、それに対するいろいろな知恵というか取り組みの仕方と

か、皆様が開発されているように思うんですが、今回、この農地・水の事業の効果として

どのぐらい純粋に影響度を抽出できているのかというのを、少し感覚的なものでも結構な

ので教えていただければと思います。以前に、ここの委員会だったか忘れてしまいました

が、ある非常に取り組みのいい場所に訪問させていただきますと、ほかの事業も既にやっ

ていて、それが積み上がっているということでした。それが悪いというわけでは全くない

んですが、そういう相乗効果という評価の仕方もあるかもしれませんが、その辺りの感触

みたいなものを少し教えていただければと思って質問いたします。

○田中農地・水・環境保全対策室長 難しいご質問だと思いますが、今回の資料の範囲

でもう少しご説明をいたしますと、例えば１－12ございますが、１－12の右の下の相関を

見ているグラフで、話し合いの機会がふえた、減ったというのを見ておりますけれども、

この活動をやっているところにお聞きすると、当然活動として話し合いの機会は増えてい

るわけです。この取り組みに対する話し合いの機会というのは、先ほどお示ししましたよ

うに５回ぐらい増えています。それと話し合いの機会の変化とネットワーク・ソーシャ

ル・キャピタル得点の増加の傾向を掛け合わせると、この部分については農地・水で実施

した農地・水の効果として、分けて評価は可能ではないかと思います。
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ただ、一般として、これは非常に細かな話でございまして、農地・水全体の効果をその

他の事業と分離してその部分を評価するというのは、効果の項目ごとに分離の仕方が違う

と思いますので、なかなか難しい話と思います。今は活性化の話でございますけれども、

例えば環境の向上ですとかあるいは施設の長寿命化というような効果にしますと、やはり

そのベースにこれまでの事業の蓄積ですとかあるいはその地域におけるその他の取り組み、

そういったものがあるので、それに対してこういったソフト活動での支援ということで行

ったもの、そのものだけの効果を見るというのは、かなり詳細な分析等を行わないと切り

離して評価するというのは難しいのではないかと思っています。この辺についてはご指導

をよろしくお願いします。

○三野座長 私も多分、星野先生、今、中嶋先生と同じように、ソーシャル・キャピタ

ルの視点が非常に今回クリアに説明がついて、余りにもきれいにちょっとついているので、

星野委員がうまくいったという声があるかもしれませんが、もともとこの事業でサポート

して初めて出てくる効果なのか、あるいは自立運動がこの事業で行われるから、この事業

がもし仮に将来別の形になったとしても、それは自立運動としてずっと続いていくのを効

果と言うのか、それは多分、木村委員からのご指摘、農家が元気になれば地域が元気にな

って、まさにそれが農家を元気づけてというスパイラル運動を何とかこの中で交差してい

くというのは、そもそもこの事業の最初の動機としてはあったような気がしたのですが、

それを今度はきっちり評価していくということになると、大変難しいなと。効果はどうい

うレベルでどういう形で評価したらいいのか。同じことでも評価の切り口を変えると変わ

ってしまうのかなという、若干、不安に思ったんですが。

いずれにしても、アウトカムとしてすごく評価が難しいところを今回おまとめになって

いただいた。これをどういう具合に報告書として組み立てていくかという次の段階で、大

変今お話のあったことは大きな整理の一つの観点になるかというような気がいたしました。

ちょっととり方は違うかもしれませんが、これは感想ですので、まとめる際にまたいろい

ろご検討をいただければと思います。

○齋藤農村振興局次長 各委員の皆様からご質問がありました。中嶋委員が言われたこ

とについては、どの事業をやっているかはすごく影響はあると思います。例えば、農地・

水の単位が水系単位でやっているか、圃場整備の単位でやっているか、昔からある町内会

的な組織でやっているのかで、そのソーシャル・キャピタルは、もちろん違うと思います。

ただ、今回の例えば１－10とか、こういったソーシャル・キャピタルをスコアで示したの
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は、活動であって、それは非農家も入れて、何年か前と比較してどうですかということに

していますから、純粋に農地・水だけの効果かと言われるとなかなか苦しいものもありま

すけれども、それなりに効果は出ているのではないかと思います。

それから、本当はこういうソーシャル・キャピタルだけではなくて、例えば公共事業は

施設を整備して生産性の向上を図るということですが、もっと大きな役割とは、やはり地

域コミュニティの創造とか再生とかにあると思います。それから、もっと言えば、先ほど

冒頭に松本委員から話がありましたけれども、農地・水をやっているところですごいなと

思うのは、農村振興につながっているようなところもあるということです。例えば、資材

を買ってきて農産物の直売所を作るという活動をやっているようなところもあります。で

すから、今、各委員の方々がおっしゃるように、もっと幅広く、いろんな視点で検討して

いければと思います。

○三野座長 ありがとうございました。坂本委員、お願いいたします。

○坂本委員 全体の前提になるようなことをお聞きしたいんですけれども、さまざまな

角度で論点が検証がなされています。前回から今回にかけてその３つの分野で検証されて

います。それで、１つお聞きしたいのは、今回のこの事業そのものがどれくらいの農業者、

非農業者の方がやっていらっしゃるかという人数、組織数というのはこれ以下に書いてあ

ります。面積ベースの話が前回あったと思うんですけれども、大体どれくらいの政策目標

として、今どれくらいの、全農村、全水系ということを目指していらっしゃるのか、ある

程度目標があって、多分やや頭打ちという話もお聞きしたような気もしますが、３カ年で

集計をするわけですけれども、今後どれくらいの団体あるいは規模、カバー率といいます

か、そういうのを目指そうとされているのかをお聞きしたいなと思います。というのは、

今回いろんなアンケートで問題点の指摘などをされています。市町村や各団体からお聞き

になっていますけれども、例えば財政問題、市町村の反応を聞くと、市町村のつまりやっ

ていないところの要因としては、財政が厳しいというところがあります。あるいは、高齢

者が多くてリーダーがいないですとか、そういった限界があると思うんですね。今回いろ

いろ検証されているものは、今やっていらっしゃるものに関して有用かどうかと、効果が

あるかということをお聞きになっていらっしゃるのが中心だと思います。今後、まだ対応

していないところ、地域にこれを広げていくとすれば、そういったもの、今障害になって

いるもの、ネックになっているものを取り除かなきゃいけないと。現状の対応していらっ

しゃるところの改善も必要になるというふうになると思います。そういった問題意識から、
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大体どれぐらいの規模といいますか、政策目標として考えていらっしゃるのかというのを

お聞きしたいと思います。

○三野座長 いかがでしょうか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 本対策の目標としましては、政策目標としまして、

農地・水、142万ヘクタール取り組んでいるんですけれども、大体200万ヘクタールぐらい

を目標として設定しております。今のところ、平成19年で130万人ほどの個人と団体が参

画しておりますが、参加者数については220万人という目標もございます。実際に今どこ

までいっているのかというのは、先ほどの200万ヘクタールに対しまして142万ヘクタール

ということなんですけれども、実は前回の資料の中でお示ししましたけれども、農振農地

に対して35％ぐらいの面積をカバーしています。一方、我が国の農村集落で農業用水路・

排水路を集落で管理しているところが大体７割ぐらいあります。この対策で取り組んでい

るのは35％ぐらいで３割ぐらいなんですけれども、ほかにも中山間地域の直接支払い等も

ございまして、そういったものを合わせますと地域の共同で農地あるいは農業用水等の保

全管理を行っている集落というのは、大体６割ぐらいであるというような状況です。

ただ一方、地域間の格差もございまして、活動の取り組みがなかなか行われていないと

ころ、すなわち、集落で水路、農道等の保全管理を行っているという集落の比率に対して、

カバー率がまだまだ達していないところというのもございまして、そういったところが今

後のさらに本対策を進めていく必要があるところではないのかと考えております。

それから、進めるに当たっての障害については、本日の資料にも一部示しておりますが、

市町村等にお聞きしたところ、地域を取りまとめるリーダーの方がなかなかいないという

ような理由も多く聞いております。それから、財政の問題も聞いております。リーダーに

関しましては、今回の評価の中でも地域のリーダー等がこの活動を通じて育成されてきて

いるというところもありますが、何とか地域のリーダーを育てていくような取り組みがい

ろんな観点から必要ではないかと思っております。

○三野座長 よろしいでしょうか。多分、それと同時に、もう一つの課題であった事業

の仕組みの検証、ここでは掛増しは妥当であった、あるいはそれ以上に、当初想定した以

上に高い単価を安く仕上げたという形だと。

○田中農地・水・環境保全対策室長 もう少し説明を加えさせていただきたいと思うん

ですけれども、きょうの資料の２－14ページをお開きいただきたいのですが、当初想定し

ました活動時間というのは、府県の水田ですと10アール当たり4.5時間、畑ですと2.9時間
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でございます。この部分につきましては、今回の実績からすると平均的には4.8が4.3とい

うことで上回っております。そういう意味では、平均としては、上回っているということ

になります。ただ、今回データをお示しできていない例えば北海道のデータ等はまだ少な

くて、一部分析ができていない状況でございます。

それと、右の③のほう、活動量の話なんですけれども、一番下の交付単価を設定したと

きに国、地方、農業者等に１対１対１で6,600円ほどの活動をしていただいてということ

を考えていたんですけれども、今回無償でやっていただいている部分が多いので、結果と

しては1.5倍ぐらいの活動をやっていただいているという結果になっています。この部分

は交付単価を設定するときの活動量としては、当時データがございました農地・水等の保

全に係る時間ということで考えておりましたが、今回の活動時間は全体の活動の時間でお

聞きしておりますので、農地・水の保全、それから環境の向上の部分を含めた活動時間と

してお示ししてあります。もともとの単価の考え方がそういうことでございますので、こ

ういう結果になるというのは、想定したようになっているのではないかなと考えておりま

す。

○三野座長 一応4,400円は妥当だったというスタンスでよろしいでしょうか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 4,400円を設定したときの活動量を上回る活動を

得られているというふうに考えております。

○三野座長 星野委員、お願いします。

○星野委員 簡単な点を何点か先にお伺いしたいと思うんですが、資料２で２－５のと

ころですが、活動組織の構成と区域の設定の状況と課題ということで、その丸の３つ目の

ところに３点ほど①、②、③ということで、今後さらに検討を進めていく必要があるとい

う課題を出されています。この中で例えば①の場合でありますと、非農業者について、基

礎活動や農地・水向上活動への参画を促進する必要があると。②のところでは、広域的な

取り組み、これをもっと進めていく必要があると。③については、大事な点が非常にコン

パクトに述べられていると思うんですけれども、実際にはだれがこれを推進していくのか

というのがちょっと教えていただきたいと思います。推進する主体のイメージを知りたい

と思います。

２つ目でありますが、２－９のところに、地方裁量による活動項目の追加状況というこ

とで、それぞれの県ごとに追加で活動指針が加えられていることを示した図でありますが、

この設定自体はかなり自由に地元側といいますか、地域側で設定可能なんでしょうかとい
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う、それが２つ目の問いです。

３つ目も、簡単な問いになってしまうんですけれども、２－10にありますが、活動指針

に基づく活動状況と課題というこの中に、国の指針というのを余り細かく設定せずに、か

わりに地域側でより適切な基準を設けるという、この点は私も賛成したいと思うんですが、

この場合の「地域」というのはどういう主体を指すんでしょうか。

○三野座長 その３点、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 まず、２－５の課題に対してどのように対応して

いくのかというご質問と思いますけれども、まず非農業者ですけれども、今回も前回のデ

ータも含めてお示ししましたように、非農業者の方、一定の参画をいただいてきています。

ただ、その活動については、まだ非農業者の活動の割合というのもそれほど高くはないと

いうことと、それから活動の内容についてはやはり農村の環境活動ということが取り組み

やすいので、そこの部分が多くなっているという状況になっています。

○星野委員 発言の途中すみません。私が申し上げたのは、だれがやるのかという主体、

それだけでいいです。

○田中農地・水・環境保全対策室長 わかりました。それについては、まず我々として

もこういった課題に対して、①、②、③に対して対応できるように、事業の仕組み等で見

直すべきところがあれば見直していきますし、またその推進に当たっての課題の部分につ

いては、地域でも対応していただくということでございます。よろしいでしょうか。

○星野委員 はい。続いて２番目についてお願いします。

○田中農地・水・環境保全対策室長 それから、２番目の２－９ページの追加活動は地

元が自由に設定してよいのかということなんですけれども、国が示した活動指針をやめて、

項目を減らしてしまって置きかえるというのではなくて、追加するということで設定して

いただく分には構わないということです。その設定に当たっては、地域協議会で案をつく

っていただいて、国に相談していただくことになっていまして、その際、ダブっていない

かということのチェックや、国としての要件を下回るようなことになっていないかという

ことのチェックをさせていただいています。

それから、２－10の「地域において」ということなんですけれども、地域活動指針を定

める単位は地域協議会なんですけれども、ここの文章として書いてある地域は、これは活

動組織になります。

○星野委員 活動組織ですか。
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○田中農地・水・環境保全対策室長 保全活動に取り組まれるのは活動組織なので、こ

こに書いてある文章の２行目の「地域」は、活動組織になります。ただ、地域活動指針を

設定するのは地域協議会になります。

○星野委員 地域協議会ですね。わかりました。実は、この最初の質問は、２－19の図

を見ながら思った話なんですけれども、かくのごとく地域協議会に非常に大きな役割が期

待はされているということで、それを表現した図が２－19になっているんですけれども、

実際これは、どれぐらい当てはまっていますでしょうか。この図でいいますと、地域協議

会が直接指導・支援を活動組織に行うという、そういうスタンスで、市町村とそれから都

道府県と国がそれぞれのレベルから連携をしながら地域協議会を支援するという、そうい

う形になっていますが。

○田中農地・水・環境保全対策室長 すべての地域協議会において、このような役割で

やっていただいています。ただ、２－21ページに、活動組織の意見として、それから市町

村の意見として、例えば指導・助言については市町村、道府県の役割が大きいのではない

かと。つまり、地域協議会として指導・助言を受けているのではなくて、市町村、道府県

から受けているというふうに活動組織が思っておられるというようなこともございます。

ただ、ここは地域協議会というものがどのようなものかというところの理解にもよるので

はないかと思っています。具体的に申しますと、地域協議会は都道府県、市町村、農業団

体等の協議する組織でありますので、それぞれの構成員が必要に応じて指導・助言をする

ということも可能なんです。ただ、形式的というんでしょうか、交付金の交付をするとか、

あるいは国等からの通知が流れた場合に、それを地域協議会に流して、活動組織に伝えて

くださいというときは、ここからやってもらわなきゃいけない。それは必ずやっていただ

かなきゃいけないですし、やっていただいていると思うんですが、具体的な指導・助言等

については、中身によっては恐らく市町村、道府県がやられるところというのもあるので

はないかと思います。それはその枠組みの中で各構成員が了解されていれば、そういう形

もあるのではないかなと思います。ただ、そのことに対して役割分担が不明確ではないか

ということを逆に意見としてもらっているのではないかなと思っています。よろしいでし

ょうか。

○星野委員 わかりました。ありがとうございました。

○三野座長 これは次の第三者委員会の活動の状況とも関連してございますから、含め

てもしご意見、ご質問ございましたら、お願いしたいと思います。
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私も星野委員と同じような認識を持っていまして、まだかなり社会的実験の段階の部分

も幾つか残されていて、これを通じてほぼいろんな方向が全国的に情報交換の中で何とな

くまとまってきたような気がしておりますので、これまでの活動をそのまま評価すると、

今、星野委員の言うように、かなり協議会によってはまちまちの位置づけになっているよ

うな気はしないことはないと思います。これは感想だけですみません。中嶋委員、お願い

します。

○中嶋委員 活動への非農業者の方の関わり方についてちょっとお伺いしたいと思うん

ですけれども、２－５の部分に、「今後、農業者だけで農地や農業用水を保全していくこ

とは可能だと思いますか」という問いに対して、「非農業者の協力が必要である」という

お答えが非常に多いというのをこちらに示していただきました。今度また前に戻りまして

２－２を見ますと、やはり非農業者の方は農村環境向上活動が中心で、農地・水の向上と

か基礎活動は相対的にですけれども少ないという結果が出ているんですけれども、これに

関してはやはりもう少し伸ばしたほうがいいものなのかどうか。ただ、現場の話を聞くと、

ちょっと危険な部分もあるので難しいところもあるんじゃないかという意見も漏れ聞こえ

てくるものですから、ここら辺の環境が中心、50％という数値がどの程度のものと考えて

いるのか、もっと伸ばすべきものなのか、まあこのぐらいのものかということか、その辺

をお伺いしたいと思います。

それから、ちょっとねらいの部分にかかわるところなんですが、非農業者の方々には、

私の感想ですけれども、地域のことをよく知っていただくということも大事なんですが、

農業というものをもっと深く知っていただくというようなことにもかかわっていただきた

いような気がしておりまして、先ほどのソーシャル・キャピタルの議論のところにも、地

域貢献、地域への思い入れというあたりの効果が高いという話が出ておりましたけれども、

そこら辺と同時に、農業全体への理解度の可能性とか、そういったものの効果はないのか

どうか。ちょっと違う観点の質問になってしまって恐縮なんですが、それについて事務局

のほうでお考えのことがあれば教えていただければと思います。

○田中農地・水・環境保全対策室長 最初のほうのご質問の、非農家のかかわりが必ず

しも十分でない、特に農村環境向上活動のほうにウエートが高い、これについてどのよう

にというご質問だったと理解しておりますけれども、確かに非農家の方にいきなり農業用

水路・排水路のあるいは農道等の管理に参画していただくというのは、かなりこれは難し

いというふうに考えています。ただ、環境向上活動等を通じて、その場所に行かれて、そ
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の地域の農業用水路なんかに行かれて、その状況をごらんになっているわけですね。ある

いは、そこの環境活動には参加されているわけですよね。そういった意味で、今の段階で

例えば環境向上活動に参画された方が将来的には農地・水の保全の部分というところにも

関わっていただくということになっていけば良いと考えています。

それで、比率はどうかという話もあるのですが、絶対的な時間数というんでしょうか、

非農業者の方の参画の数ですとかあるいは非農業者の方の参画の時間といったものはやは

り伸ばしていかないと、今後、高齢化等も進んでいきますので、ますます資源の保全が困

難になっていくのではないかと考えています。

それから、すみません、２番目の質問の確認ですが、こういった活動を通じて農業全体

への理解を地域の方がしておられるんじゃないかということでしょうか。

○中嶋委員 そういうことも期待したほうがいいんじゃないかというのが私の意見で、

国が行う事業として、もちろん地域のことに目配りをした、そういうきめの細かい対応を

するのは非常に重要だとは思うんですけれども、もう少し日本の農業全体に対する理解度

を高めることにもこの事業は資することがあれば、国が関与することのより一層の意味が

出てくるんじゃないかなということを考えて、質問した次第です。

○三野座長 何かございますでしょうか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 質問が非常に大きなテーマなので、私から、今の

段階ではこれといった具体的なお答えは難しいんですけれども、将来的な課題として、ご

指摘を踏まえて検討していきたいと思っています。

○三野座長 今ふと、中嶋委員のご質問を聞いて、最初の木村委員のご質問、共同活動

支援と営農活動支援が一体化しているというのを、アンドととらえるのか、オアとしてと

らえるのかにあるような気がしますよね。評価側としてはなるべくアンドで、両方共通し

た一体性というのをあれですけれども、中嶋委員は、これらに留意しながらむしろ営農活

動も含めて消費者へもずっと広げていくという視点を多分想定されてご質問されたと思う

んですが。もともとの今の共同活動は、むしろ地域の中のいろんな農地やら農業用水の保

全活動というのに非農家の方も参画ということが頭の中にあったんだと思いますね。その

辺、これから難しいところ、この評価を最後に結論をつくっていくときに、今、先生のお

話は少しご検討をいただいたほうが、私も大事な問題だと思いますので、そういう切り口

もちょっと今までなかった切り口かと思いますので、ご意見をいただいたということにさ

せていただければと思います。では木村委員、お願いします。
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○木村委員 今の三野座長のご指摘のことを踏まえてといいますか、当初この対策が始

まったときとほかの施策との関係がものすごく変わってこようとしているわけですよね。

なので、これまで進めてきた環境とこの対策の置かれている位置付け、全体の農村振興な

り農業施策の中の位置付けがかなり変わってくる可能性があります。だから、新たな目的

を持たせるということが必要かもしれませんけれども、特にそういう点で、たしか最初の

ほうの論議の中で、この施策が始まった時点では担い手を中心としたものと、もう一つ車

の両輪として農水省では中山間と農地・水ということを位置づけた展開というのを基本的

に考えているということであります。その片方の担い手中心の話がかなり変わってきてい

て、変わってきた新たな施策においても環境という視点と直接支払いというのがいろんな

ところに出てくるように感じます。では農地・水を、開始時点での全体的な施策の枠組み

の中に位置づけてどう評価できて、次に向けては、農地・水に関連する施策が変わろうと

することに対応して何をすべきかというところに先ほどのようなご指摘が入ってくるのか

なと思うんですが、ちょっと具体的にこうしたらという提案がなかなかなくて、その辺が

ちょっと漠としていますけれども、やっぱり意識しておく話なのかなと感じております。

○三野座長 より具体的にご指摘いただきました。ありがとうございました。これから

まとめるに当たってご検討をいただければと、そういう次第です。そのほかございますで

しょうか。坂本委員、お願いします。

○坂本委員 先ほど、座長のご指摘、途中で終わったような形だったので改めてお聞き

したいんですけれども、支援単価のお話。今回、一連の話をお伺いしていると、もちろん

さまざまな効果が出ているということだと思います。一方で、予算に見合った効果なのか

どうかという。やらないよりはすべからくやったほうがいいに決まっているわけで、ここ

までの予算を投じてやるべきなのかどうかということがやっぱり政策強化の最大の問題だ

と思います。共同施設については、先ほどの単価の話があって、4,400円ということで1.5

倍だということのご説明がありました。それで、営農については、活動組織のほうからは

やはり生産コストに見合わないというお話もある模様ですが、これから例えば対象地域を

拡大していくとなると、単価に見合った予算の総額がふえていくのかどうかということも

あると思うんですが、現時点でこういった1.5倍になっているというお話がありましたけ

れども、単価の考え方が妥当であるということなのか、あるいは1.5倍なのだからそれに

見合ったものになり得るべしものなのか、あるいは営農についてはこの結果からどういう

ことが判断されるのかと。現時点、どういうふうにお考えになっているのかというものが
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あればお聞かせください。

○三野座長 大変難しい問題ですが、現時点でいただけることをお願いしたいと思いま

す。

○田中農地・水・環境保全対策室長 共同活動の部分に関しましては、今しがた坂本委

員からもご指摘されましたが、当初想定した時間を上回っているということと、また活動

量にすれば1.5倍ぐらい得られているということなんですけれども、これは、だからとい

って単価を見直すというものではないと考えています。もともとの地域の無償労働も6,60

0円の中と、その他の部分にも期待していたという部分がございますので、この単価につ

いては現段階では今回検証した部分については妥当であったと考えています。

それから、営農部分については、２－17ページにお示ししておりますが、もう一度詳細

についてご説明いたしますと、今回検証いたしましたのは、例えば水稲ですと支援単価6,

000円というのを設定したときに、掛増し経費は１万円程度だったわけですけれども、１

万円を国と地方と農家で１対１対１の負担ということで、国と地方で3,000円、3,000円、

合わせて6,000円ということで設定したものです。それが今回、掛増し経費を見ますと9,7

00円ということで、当初よりも５％程度低くなっていた、結果としては9,000円以上なの

で、支援単価の6,000円の1.5倍以上になっており、麦、豆についても、4,500円以上とな

っていますので、この範囲では妥当と考えています。この辺、単価の見直し等についても

し何かあれば補足願います。

○橋本農地・水・環境保全対策課長補佐 今、室長から話がありましたとおり、今回検

証してみたのは、この制度を創設したときに比べて、現在の掛増し経費がどうなっている

のかということで、掛増し経費については５％下がっていますけれども、おおむね当時考

えていたぐらいの掛増し経費はかかっていると考えています。

ただ、一方で、坂本委員からご指摘があった予算に見合った効果という意味で申し上げ

ると、実際、営農活動支援で環境負荷を低減しているんだから効果はあるであろうという

ことなんですが、それでは具体的にどれぐらいということが、前回の委員会等で資料でも

お示しいたしましたけれども、なかなかまだ定量的な分析が十分にできていないという状

況でございまして、ほとんどが定性的な評価にとどまっています。環境保全の効果が高い

ということで納得いただける形で、効果というものをきちんと検証していかなければなら

ないだろうということは認識しております。

○三野座長 ありがとうございました。
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全体を通して何かご注意いただくことはございますでしょうか。そろそろ決められた時

刻が参りましたので、本日の第三者委員会はこの辺で終えたいと思いますが、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きたいと思います。

よろしくお願いいたします。その他、何か事務局からございますでしょうか。

○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が、８月上旬の開催を

予定しております。詳細につきましては、担当から改めてご連絡をさせますので、よろし

くお願いいたします。

○三野座長 事務局のほうから、また回数が非常に多いですが、お問い合わせが行くと

思います。よろしくお願いしたいと思います。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。進行を事務局にお返しいたします。

○矢野農地資源課長 ありがとうございました。

本日は委員の皆様方から大変貴重なご意見をいただきまして、まことにありがとうござ

いました。次回以降も引き続きご議論のほどをよろしくお願い申し上げます。

これをもちまして、第８回農地・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。ありがとうございました。

――以上――


