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第９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８月９日（月曜日）１４：００～１６：００

２． 場 所 農林水産省第３特別会議室

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９回農地・

水・環境保全向上対策第三者委員会を開催いたします。

本日はお忙しい中、当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

ました。

なお、本日は中嶋委員、松本委員、鷲谷委員がご都合によりご欠席でございます。

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。改めまして、農村振興局長の吉村でござい

ます。農地・水・環境保全向上対策第三者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。

既に委員の方々には今年度に入って３回ご議論いただいて、中間評価の取りまとめに向

けての議論をお願いをしているところであります。委員の皆様方におかれましては、毎回、

大変お忙しい中、貴重な時間を割いていただいておりまして、今回もこういったお盆の時

期に差しかかった時期にお集まりいただきまして、心から感謝を申し上げます。

本年度に開催いたしましたこれまでの委員会では、本対策において取り組まれている共

同活動や、営農活動の実施状況、またこれらの活動そのものや、地域のつながりを通じた

農村地域の活性化に関する効果、さらには本対策の仕組みや交付単価の妥当性等について

ご検討いただいたところでございます。

今回、事務局からこれまでの議論を踏まえつつ、本対策の中間評価の取りまとめに向け

た骨子案についてお示ししながら、さらにご議論をお願いしたいと考えております。評価

という意味では、かなり中心的な部分のご議論ということでございますので、本日も忌憚

のないご意見を頂戴願いますようにお願い申し上げまして、私の冒頭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。

○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、早速ですが、お手元に配られております議事次第に沿って進め

ていきたいと思います。

本日は農地・水・環境保全向上対策の中間評価取りまとめ骨子案について、これを議題

といたします。

今年度に入りましてから、先ほど局長のお話にもありましたように、２回の委員会で、

対策の実施状況や効果の検証等について議論を進めてまいりましたが、これらを踏まえつ

つ、取りまとめに向けた骨子案について検討していきたいというのが今日の議題でござい

ます。

まずは事務局から、本日配付の資料を一括して説明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 （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、ただいまご説明いただきました内容について、ご意見、ご質問等をお願いし

たいと思います。お願いいたします。

ご説明の途中で、幾つか論議していただきたいという点について、ご指摘いただいてお

りますが、共同活動につきまして、全体的に活動が全国に広がっていると評価してよいか

どうか。事務局案では基本的には広がっている状況というように認識いただいていると思

います。それからもう一つ、営農活動の支援につきましては、環境に優しい農業の取り組

みが十分に広がっていると考えてよいか。これらが基本的な評価の論点かと思います。そ

の辺も含めて、もしご意見いただければありがたいと思います。

○阿南委員 寄り合いが減っているというデータがありましたが、これがその地域の人

のつながり、協働力を低下させていることにつながっているのですが、これは地域の農業

者の皆さん方、あるいはこの共同活動の参加メンバーの人たちの寄り合いだけの問題では

なくて、地域ではこの人のつながりとかという機能が、本当に低下をしていて、地域コミ

ュニティの中で、お互いを支え合う、助け合うという関係が本当に薄くなっていると感じ

ています。消費者被害についても、田舎に行けばいくほど、重篤な被害があるのですけれ

ども、近所に消費者がいてもわからない状況になっています。地域の協働力、つながり力

に焦点を当てていくことが必要だと思いました。ですから、新しいタイプの寄り合いの復

活というか、そんな提案を盛り込んでいければ、次につながるのではないかと思いました。

○三野座長 事務局から何かございますか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 まず、集落においてつながりが弱くなっているか
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どうかということについては、データとしましては参考図表の５ページの④で、まず集落

の数が減っているというところをお示ししております。それからここのデータにはつけて

はいないのですが、集落の規模が小さくなるほど、寄り合いの回数が減っていくというデ

ータもございます。

そういった中で、集落において、寄り合いの回数が全国平均で年間8.5回ぐらい行われ

ているんですが、これが本対策を実施している地区につきましては、プラス５回ぐらい、

年間13回ぐらい寄り合いが行われているという状況になっております。今、いただきまし

たご意見等も、報告の表現の中に盛り込んでいきたいと思っております。

○三野座長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○木村委員 事務局から議論いただきたいポイントとして、幾つかご紹介ありましたが、

共同活動による保全活動が全国に広がっていると考えてよいかということに対しては、中

でもご説明がありましたけれども、これまでの議論の中では地域的に取り組みの精粗はあ

りますが、水田地域を中心にしてみれば、共同活動というのは比較的、全国的に広がって

いると見ていいのではないかと思います。

ただ、一方、共同活動による地域の活性化がある程度図られたという場合であっても、

特に水田農家中心ということで、水田農家は非常に高齢化が進んでいるということを考え

てみると、やはり今の活性化のみならず、要するに農業を担う後継者が確保できないと、

将来的な農業の保全活動に対しての問題点、解決に向けては、少し課題が残るのではない

かと思います。その辺のご見解を伺いたいということが一点。

それから環境に優しい農業の取り組みが十分に広がったと考えてよいか。これは前の時

も申し上げましたし、事務局の説明の中にもありましたけれども、農業からの環境負荷と

いうことを考えたときに、主として水質等への窒素負荷について、現状、日本の農業では

過剰な投入がある、そういう傾向がある。特に園芸作物においては、こうした営農活動支

援農法が非常に期待されると考えています。しかし、これも説明の中にあったように十分

に広がっているかと問われれば、アンケート調査において指摘されたまとまり要件等が阻

害になっている等の課題を含めて、特にその環境負荷を低減する必要性の高い作目で営農

活動がその取り組みが進むように改善するという点では、まだ改める、それを進める点が

あるんだろうと思います。

それから前回までに報告された例として、堆肥の利用によって化学肥料を削減する、５

割削減を達成した中での資料ですけれども、堆肥中の窒素量で評価した場合には、化学肥
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料との合計量で、その取り組み農家の多くが地域の慣行よりは少ない投入実態だったとい

うことで、これは評価できるでしょう。その一方で、土中に蓄積する養分、この供給量を

勘案した養分の収支を適正にもっていくということがさらに重要なのではないかと思いま

す。

長くなりますが、環境の影響については、共同活動でも取り組まれている生き物調査、

こうした生物多様性の保全については、効果の評価に向けて、やはり科学的な指標の検討

がさらに必要だろうと考えます。

それから先ほど申し上げた施肥成分の効率的利用というのは、生産の維持とそれから環

境の保全ということでは、水質だけではなくて、幾つか話題に出てきた温室効果の抑制に

ついても、効果が期待されるだろうということでございますけれども、特にこれを今後、

例えば営農対策の要件化を考えるとすれば、やはり発生抑制の効果といったものに対して、

科学的な知見になるような、そういった集積もあわせて展開していくことが必要だろうと

思います。以上でございます。

○三野座長 ありがとうございます。ただいま、木村委員からのご質問を含めて、事務

局からコメントがあればお願いします。

○田中農地・水・環境保全対策室長 まず、共同活動の取り組みの広がりについてのご

指摘、ご意見の中で、水田地域での取り組みが広がってはいるけれども、高齢化が進んで

いて、後継者の確保という観点でどのような評価、あるいは見解を持っているかというお

話だったと理解しているのですが、本対策の効果としまして、前回ご報告させていただき

ました部分なのですが、地域のつながりの効果としまして、地域のリーダーやその後継者

が出てきたという効果については図表の43ページにございます。①、②、あるいは④でご

ざいますけれども、本対策を通じてリーダーが育成ができるようになったかというのが④

なのですが、役に立っているという評価をいただいております。ただ、このアンケートに

つきましては、共同活動の実施というのが対象ですので、木村委員からご指摘のありまし

たような営農の面での、農家の後継者の確保というところまでは及ばないのではないかと

思っております。それにつきましては別途対策等が必要、あるいはいろいろ講じてきてい

るところだと認識しております。本対策だけでカバーできる課題ではないのではないかと

考えております。

○三野座長 よろしいでしょうか。それでは、そのほかございましたらお願いいたしま

す。
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○阿南委員 共同活動を広げていくという観点で、事業の仕組みについて意見を言いま

す。地域のつながりをどう作っていくのかということと、どういったリーダーをその中か

ら育てていくのかというのが、ポイントになってくると思うのですが、この非農業者のと

ころは、もっと範囲を広げて考えていく必要があるのではないかと思います。それと、農

業者、これはどうなんでしょうか。例えば山や中山間地域では、林業家もいるわけですよ

ね。そうした林業家の人たちにもっと参加を広げていくということ、その範囲の設定の仕

方について、どのように考えていけるのか、提案していけるのかということもポイントに

なるかと思います。あるいは、海で言えば水産業の関係者とどうやってネットワークを組

んでいくのかというところがポイントで、そこからまた新たなリーダーが出てくるのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○三野座長 非農家と一律にくくってしまうのではなくて、その辺の内容も少し必要な

のではないかというご指摘だと思います。

○田中農地・水・環境保全対策室長 今のこの事業の要件の考え方としましては、確か

にご指摘ありましたように、農家、それからそれ以外の方でサラリーマンですとか、そう

いった方を念頭に置いているところでございます。今、ご指摘がありましたように、さら

にこの活動を広げるに当たって、林業者の方というのは恐らく多くは農業もやっておられ

る方、あるいは農地も持っておられる方も多いと思いますので、この枠組みの中にこれま

でも入っていただいている方も多いと思います。水産業の方は、それほどは入っておられ

ないのではないかと思いますけれども、ご指摘の趣旨としましては、一次産業の方、ある

いは恐らくそれ以外の産業の方も含めて、もっと多くの対象の活動に加わっていただく方

を広げていけばどうかというようなご提案かと思っております。

それに関しましては、例えば農村環境向上活動ということで、生態系の保全といったよ

うなテーマに取り組まれているところを見ますと、その地域の方以外にも、ＮＰＯとか、

かなり広く活動を行っているような方も入っておられまして、その活動の幅を広げていく

ことで、さまざまな方が参加していただけるというようなことも、データの中でもわかる

ことですし、今後の方向としてもそういった方向も考えていく必要があると思っておりま

す。

○阿南委員 実績としてどこを見ればわかるんですか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 資料としましては、図表の48ページ、⑤の一番上

のグラフでございます。これはＮＰＯ、あるいは学校、子ども、女性、こういった団体が
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参画している地区と参画してない地区で、農村環境向上活動の実施の項目が多いか少ない

かというのを示したものなのです。例えば一番左のグラフですと、ＮＰＯに入っていると

ころと入っていないところを見ますと、入っているところは活動の項目が8.7、一方、入

っていないところは6.9ということで、入っているところのほうが活動の項目が２項目ほ

ど高い。ほかの団体も同様でございまして、学校ですとか、子ども会、女性会、こういっ

たさまざまな主体が入っていただいている団体ほど、活動の項目が多い、幅の広い活動を

やっていただいているという状況でございます。

それから戻っていただいて、36ページでございますけれども、これは今しがた、個別の

団体ごとに見たものを、活動組織の一団体としてまとめたものです。36ページの③のグラ

フでございますけれども、参加団体の種類が多いほど、農村環境向上活動の活動の項目が

多いということで、例えば活動の団体数が１のところは5.43項目に対して、７以上のとこ

ろは8.85ということになっております。

ということで、活動の組織が多いほど、活発な活動をやっていただいているということ

が、こういったデータから見えると思っております。

○阿南委員 ということは、林業の方たちはどこに入っているんですか。水産業の方た

ちもどこに入るんですか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 林業、水産業に関しましては、林業団体というこ

とでは、この中には入っておりませんけれども、自治会等、89％の団体が自治会に参画し

ていただいております。その自治会の構成員には、その集落の農家以外の方、林業者の方

も入っていただいておりますので、そういった方にも加わっていただいているというとこ

ろでございます。

○阿南委員 その具体的な数値もお持ちなんですね。

○田中農地・水・環境保全対策室長 林業者が何人かというところについては、当方と

しては把握はしておりません。

○阿南委員 していないということですね。では水産関係者についても同様ですね。

○田中農地・水・環境保全対策室長 具体的に、水産業の方がこのうちの何人かという

ところまでは把握はしておりません。

○三野座長 よろしいでしょうか。それではご意見等ございましたらお願いいたします。

○宮城委員 共同活動支援と営農活動支援のその広がりをどう評価するかというところ

なんですが、私は共同活動支援については、全国的な広がりが、かなりのところまで来た
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と見ていいと思っているんですけれども、営農活動支援については、感覚としてはまだち

ょっとかなと思います。

理由としては、ある意味では、農地・水・環境保全向上対策の限界というときついかも

しれませんけれども、もともとのねらいが水のシステムの中で、集落が担当している小さ

な水回り、田んぼの水回りというところが目標で、その共同活動を支援することによって、

全体に波及させようという目的があったわけですから、そういう意味では小さな単位、集

落単位、一集落単位の活動単位がすごく多いということから考えても、やはりそこをねら

ってつくられた仕組みであって、その部分はきちんと対応できたのではないかなと思うん

です。

当然、作目別に見ても、水田地域が主になっている。ですけれども、営農活動支援に関

して言えば、樹園地とか、草地のほうの問題も当然あるわけで、それらについてはこの農

地・水・環境保全向上対策では、基盤として共同活動を置いたわけですから、樹園地や草

地に置ける共同活動、あるいは地域資源というものは何なのかという、そこがもう一つ明

らかにならないと、そこまで拡大できる施策にはならないのかなと思いました。

その意味では、農地・水・環境保全向上対策ですべての農地・農村が復活してくるわけ

ではなくて、水を通してつながりをつくっていた地域に関しては、効果があったと理解す

るのがいいのかなと思いました。ただ、今のお話の林業や水産業のお話は、私も非常に関

心があるところで、まずは自分の地域で、自分の地域の環境を守るという仕組みをつくり、

力をつけた集落の方たちは、きっと水のもっと大きなつながりの中で、林業や水産業の方

たちとも連携をつくっていくと思うんですけれども、その連携するための主体といいます

か、それがしっかりしたということを、この施策では位置づけるべきなのかなと理解しま

した。

○三野座長 今、宮城委員のおっしゃられた、まさにそのとおりで、中山間直接支払と

いうのは、少なくとも条件不利に対する対応という目的がありますし、今の農地・水はど

ちらかというと、掛かり増しの部分の計算にしても、環境支払的な性格があります。まだ

制度の最初の勉強会のときには、多分、資源保全と環境保全というのは、少し違った視点

で切り分けていたんですが、この制度は一体化してあります。その地域の問題なのか、対

象の問題なのかというのは、非常に悩ましいところが幾つかあって、ちょっと分かりにく

い。中山間地域直接支払と、農地・水との重複がすごく強調されているんですが、そもそ

も本来、地域特性の異なるところで制度を考えられているものですから、結果として重複
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した。そういう意味では中山間地域と農地・水の違いみたいなものをどこかで説明しなが

ら、農地・水の特徴を表していけば、今のような話も含めて、この制度の理解が深まるの

かなと思います。若干、その辺がもやもやっとしているのかなという気がしないでもない

ですが、私も今、宮城委員のおっしゃったように、共同活動、資源、水回り、それとして

は非常に広がりがいく。水田を軸にした取り組みであって、やはり畑は環境保全としても

ちょっと水稲とは違う切り口が必要なんですが、それはこの評価の中では両方盛り込んで

考えているので、少し切り分けて説明いただいたほうがいいのではないかなと、今、宮城

委員のお話を聞いて感じました。ちょっとまだもやもやしていてすみません。もし何かご

ざいましたら、その次の項目も含めてご意見いただきましたらありがたいと思います。た

だいまの共同活動支援と、営農活動支援との基本的なスタンスにつきましては、ご意見を

いただいたわけですが、幾つか論点を整理いただいておりますので、その辺をよろしくお

願いいたします。

○宮城委員 すみません、ではもう一つ。私はこの制度が始まるときに一番興味があっ

たのは、非農家の方たちがどのくらい参画してくださって、本当の意味での農業者だけの

コミュニティではなくて、地域、生活している人たち全体のコミュニティになるのかなと

いうところに非常に興味があったんですけれども、その意味で、非農業者の参加がかなり

得られているということが出てきたことは、大変喜ばしいと思うんですけれども、ただ、

非農業者がやっぱり参画できるのは、農村環境向上活動の部分ですよね。基礎活動のとこ

ろになかなか非農業者が参加するというところまではいかないだろうと思うんです。将来

的にはいくかもしれませんけれども、最初からそこは難しい。やはり農業者と非農業者が

問題を共有できるところから活動を始めるほかないと思うんですけれども、そこで共有が

なされれば、基礎活動まで広がっていく可能性もあるとは思いますけれども、それがこの

５年間のうちでそこまでいくかどうかというのは、ちょっとまだ難しいのかなと思います。

ただ、農村環境向上活動を進めていくときに、農業者の側がやはり今まで説明不足だっ

た。今、この環境が守られているというのは、どういう農業活動があって守られているか

についての説明が不足だったと思っています。それがこの活動に取り組むことによって、

多分、集落の中で広がっていっているんだと思うんですけれども、それを維持するために

は、施策が終わったら終わりではないように、どうもっていくのかという、それは次の段

階で考えなければいけないことかもしれませんが、やはり人が暮らしていく空間として、

集落環境が大切なんだというところに国民的な合意が得られないと、これは続かないのか
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なと思っているんです。その意味では、この施策によって、それぞれの活動団体一つ一つ

の中では、小さなコミュニティの中での共有化が図られると思うんですけれども、国民全

体の中では、やはり農村空間が私たちの生活にどういう意味があるのかということをやっ

ぱり伝えていく努力も必要なのかなと思います。何か二面作戦ではないんですけれども、

それが必要かなという気がいたします。

○三野座長 ありがとうございました。これからの文章の作成について、少しご検討い

ただければと思いますが。非常に重要なポイントだと思います。そのほか、何かご意見を

いただくことはございますでしょうか。

○曽根原委員 この２回ほど欠席してしまったものですから、少し的外れかもしれませ

んけれども、今回、お聞かせいただきました私自身の感想をお話をさせていただければと

思います。

私もやはり今回のこの施策に期待するところは、派生効果としては多様な人の参画が得

られるということと、それとその発展形としての営農というか、農村部の経済活動が活発

化すると、こういうことを期待をしておりました。それは今回の参考図表の資料２の６ペ

ージのところの⑧のデータがございますけれども、農業生産資源・農村資源等を維持する

ために必要な施策が示されていますが、これがすなわちもう農村の三大課題ではないかな

と思っております。経済の課題と資源管理の課題と人材確保の課題、私は、これが農村の

三大課題だと思っていますが、今回の施策は特にこの真ん中の資源管理施策をベースとし

つつ、その派生効果が得られるという仕組みになっておるかと思うんですけれども、その

視点でいいますと、先ほど宮城委員からも話がありましたが、水回りの資源管理というこ

とにおいての施策については、非常に有効性があると思います。ただ、まだまだ派生効果

としての人材の確保といったことと、営農と言っているんですが経済活動の活発化といっ

たことについては、まだまだ広がりが出ていないということがあるのではないかなと感じ

ております。

たまたま私が今日この委員会に出るために、朝、山梨から電車に乗ってきて、私たちも

最近ツイッターというのにちょっと凝っていまして、今日、午後にこういう委員会がある

んですよと書いたら、フォロワーの１人がすぐ反応しまして、福島県の方がこういう反応

を示したんですね。農地・水・環境施策の末端組織の役員の一人としてやっております。

自分自身としては、環境保全活動をもっと生物多様性の視点も絡めてやりたかったんだけ

れども、なかなかそれができなかったという意見が出たんですね。ですから、意欲的な人
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はやっぱりいるんだろうけれども、そういった人たちの取り込みといったようなことがで

きていない、あるいは地域の調整ということもあるのかもしれませんが、そのようなこと

があるのかなとこれは一つのエピソードなんですけれども感じました。

もう一つ、私もいろいろな農村地域、特に私は中山間地域に行くことが多いんですけれ

ども、農地・水・環境保全施策に取り組まれているところも行くことがありますが、やは

り、これは大変ありがたい施策だけれども、これが終わった後、これが継続できるかわか

らないということをおっしゃる方が非常に多い。中山間地域対策、中山間の直接支払も含

めて、そういうことをおっしゃられる方が多いです。それはなぜかというと、やはり終わ

った後の営農、経済活動が継続する基盤ができていない。これはもうこの施策はどうのこ

うのというよりも、農村、中山間地域がそうなっているということだと思うんですが、で

すから、そのあたりもやはりできればこういった施策としてもうまく関連づけながら、少

しでも効果が出るようなことができればいいかなと考えております。

そんなことを前提として考えつつ、この施策の中でも今後もし改良の余地があり、また

その次のステップとして可能である方法は何だろうと、ずっと報告をいただきながら考え

たものなんですけれども、それはやはり今日のテーマであるところのまとまり要件、この

あたりなのではないかなと考えました。まとまり要件のところを聞いておりまして、やは

りこれは本当に生々しい声だなと思って聞いておったんですけれども、この資料の60ペー

ジ、61ページですね。②のところ、一定のまとまりが必要であるが、現行のまとまり要件

はもっと緩和するべきであるとか、環境保全型農業は、農家や作物によって栽培方法など

が異なるなど、まとまるのが難しいため、個人であっても支援をするべきであるとか、そ

の下、③、共同活動との一体的な実施について、同じように５割低減に取り組んでいても

支援を受けることができない農業者が出るなど、不公平感が生じる。共同活動のまとまり

と、営農活動のまとまりが異なるため、取り組みの推進が図りにくい。それと次のページ、

⑤ですね。支援対象としたほうがよい取り組みについて、もっとたい肥や緑肥による土づ

くりや冬期湛水など、等々とか、５割低減とは分けて、有機農業について支援すべき、局

所施肥や生物農薬の利用など、化学肥料、農薬の低減技術の導入に対して支援すべき等々、

こういったこのあたりが恐らくモチベーションが高いんだけれども、この施策としてどう

もうまくすり合っていないと、このあたりがあるのではないかなということを感じますの

で、このあたりをうまく取り込むような施策に改良というんでしょうか、プラスアルファ

をすると、まとまり要件の緩和というか、追加というか、こういったことをされると、お
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もしろい展開が見えてくる可能性はあるのではないかなと考えました。その中で、また例

えばまとまり要件というのは、やはり結局は共同活動をベースとしていますから、地域型

ということでとらえられると思うんですね。地域というまとまり要件の中で、その上でい

ろいろなバリエーションの形をつくってやっている。

もう一つは、まとまり要件にテーマ型という設定をして、例えば最近非常に盛り上がっ

ている農商工連携型、これは営農組織の一つのパターンだと思うんですけれども、そうす

ると都市部のいろいろな商工業者の人と連携して、営農の活動に入ってくる可能性もある。

また、最近、法案化している六次産業化、農商工連携と似たようなものだと思うんですけ

れども、六次産業化、そういったテーマ、また人材確保ということにおいては都市農村交

流とか、また最近、企業の農業参入というのが加速していますけれども、新規参入型とか、

こういうテーマ設定におけるまとまり要件の改良、追加みたいなものをされると、営農と

いったことが幅広い形での取り込みが可能ではないかなと思いながら聞いておりました。

こんな視点もあるのではないかなと思っていましたので、ご議論をいただければと思って

おります。

○三野座長 大変貴重なご意見をいただきました。

○星野委員 今、曽根原委員のおっしゃったのと少し関連する部分があるかと思うんで

すけれども、私も営農活動支援については、十分に広がっていると考えてよいかというと

ころまでは、なかなか言いにくい面もあろうかと思っております。

それはどうしてかというその辺の理由を考えていきますと、やはりまとまり要件の吟味

といいますか、再考という部分が必要になってくるのかなと、これは感想ですけれども、

思った次第です。こういった地域的な取り組みは、やはり広がりを持って取り組むところ

に最大の特徴がありますし、そういう広がりがあるからこそ、地域の環境が改善できると

いうところに持っていけると思います。これまでの生産的な視点からだけ、こういった環

境保全型農業の振興というところを見ていくと、点の存在であって、必ずしも地域の環境

にはプラスが出てこないということで、このやる気がある農家がいるんだけれども、こう

いった要件がちょっと厳し過ぎて、こういった事業に手を挙げるところまではいかないと

いうことになるわけですけれども、やはり手を挙げてもらって、エントリーしていただい

て入っていただくというのは、まずは大事なのではないかなと思います。入っていただい

てから、そのメンバーを拡張していただくような、そういった形でないと、いきなり地域

でまとまるところというのは、どんなに考えてもそうたくさん出てくるわけではないだろ
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うと思えるわけです。まずはエントリーで入っていただいて、それからだんだん広げてい

くといったようなことが、一つの発展のルートとして考えられるのではないかなと感じた

次第です。

それと同時に、これは何か科学的な方法でできるのではないかなと思うのですが、環境

へのインパクトの大きなところを、重点的に取り組むような、そういう地域として設定し

ていくというような、若干、全国一律の制度とは言いつつも、そういった部分もあってし

かるべきかなと思った次第です。どうしても、こういった営農活動に関しては、その普及

啓発に時間もかかる、手間もかかる部分もございますし、また技術的な側面でも、いろい

ろと検討しなければいけない部分もあろうかと思います。そういったことを考えると、施

策を遂行する上で、そういったプラスアルファの労力をかけて育てていく必要があるとい

うことになりますと、まずは効果の大きいところから取り組むというのも一つの案ではな

いかと思った次第です。

○三野座長 ありがとうございます。

○阿南委員 営農活動に非農業者が参加をする場というのは、どういう場なのでしょう

か。もし、参加しやすい仕組みができるとすればと思って考えるんですけれども、この営

農活動は、要するに農業者の要件ですよね。農業者が行う取り組みへの支援になっている

ので、非農業者が参加したいという気持ちがあっても、なかなか参加できないのではない

でしょうか。非農業者も一緒にやっていけるような方策が、考えられればいいのではない

かと思います。

例えば環境に配慮した農産物の購入に関する意向の調査では、今購入しているとか、一

定の条件がそろえば購入したいと考えている消費者がいっぱいいます。これを実際の参加

に結びつける仕組みをつくっていくかというのがポイントで、十分に考えられると思いま

す。道府県の第三者委員会の評価結果のまとめでも、販売対策が必要だと書かれています。

ここにも事例が幾つかありますが、例えば新潟でいえば地域の生協がコウノトリ米の生産

販売を一緒に取り組んで支援をして、それをみんなで消費するようにしましょう、買うよ

うにしましょうといった取り組みがあります。こんな参加の仕方を考えていければいいの

ではないでしょうか。

○三野座長 事務局から何かいかがですか。

○橋本農地・水・環境保全対策室課長補佐 農地・水の対策の中で、農業者と非農業者

が一体になって活動するということになっておりますけれども、営農活動支援の５割低減
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の取り組み自体は、あくまでも農業者の行う取り組みという形になっております。ただ、

今回、共同活動を通じて、農業者と非農業者が一緒になって取り組むということで、図表

の35ページを見ていただきたいのですが、③の共同活動と一緒にやることで農家側がどの

ように感じているかという、効果が挙がっております。役に立っている理由の一番大きい

ところは、草刈等が適切に行われるということで、農薬使用量の低減が図りやすいという

ことであり、その次に多いところが、やはり地域の方々に農業への理解を深めていただい

たということで、まさに販売面でも効果が挙がっているというようなご指摘をいただいて

いるところでございます。

○三野座長 いつも大変問題になるところかと思いますが、広がりを持った営農支援と

いうことですよね。農業環境と農村環境というのは、キーワードとしてとらえ方がかなり

違ってきて、どちらかというと農地・水で支援しようとしているのは、農村環境施策とし

ての面ですので、その辺が非常に有機農法全般をどう推進するかということと、結びつき

が非常に紛らわしい点があろうかと思います。これは恐らくこの制度を受け取られた方、

皆、その辺もやもやっとしたものを持っておられるので、その辺については少ししっかり

した評価の記述が必要ではないかとは前々から思っておりました。阿南委員のお話はかな

り全般的な視点からお話しいただいています。制度的に見ると非常に小さいところの制度

になってしまっているので、その辺の中身の整合というのが、下手をすると誤解を生む大

きな原因になる可能性があるかなという気はいたします。

座長として、何となくちょっとお話の答えがちょっとずれているような気がしないでも

ない。

○阿南委員 私のとらえ方がおかしいんでしょうかね。

○三野座長 それはそういうとらえ方が多分なされると思います。ただ、制度の要件と

しての目標と、何か議論がかみ合っていないところがあるような気がしてならないのです

が。

○橋本農地・水・環境保全対策室課長補佐 阿南委員のご指摘、ごもっともだと思って

おりまして、前回も同じような話をさせていただきましたけれども、環境保全型農業に取

り組んだ結果として、高く買ってもらうといいますか、そういうコウノトリ米に代表され

るように、ある意味、きちんと認知されて、それなりのブランド力を持って、それだけお

金をかけた分、買ってもらえるのであれば、むしろ農地・水の支援よりも、そっちのほう

が本当はありがたいんだというような声も聞きます。
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ただ、今、全国的に見るとまだそこまで至っていないということが課題で、阿南委員の

おっしゃられたような、まさにこういう環境保全型農業の取り組みについて、国民の皆様

にさらに理解を深めていただくということが非常に重要だと考えております。

○三野座長 いろいろご議論いただければありがたいと思います。

○坂本委員 まず基本的なことをお伺いしたいんですけれども、今回の報告書をおまと

めになるという中で、確認をしたいんです。一つは実施状況の評価というところがありま

すけれども、今のこの骨子では、評価というのはなされてない。ですから共同活動支援と

営農活動支援に対して、評価がどうなっているのかというところをこの委員会で議論する、

そういう理解になりますか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 ご指摘のとおりでございまして、事務局からお示

しいたしました骨子案につきましては、これまでのデータを整理して載せているという形

でございます。

○坂本委員 そうであれば、まずこの一点目、共同活動支援について思うんですけれど

も、これは以前も聞きましたけれども、目標に対してどれぐらいの進捗率であったという

ことが一つ言えると思います。それで、骨子の3ページには24年度の目標があります。例

えば事業量の面積、200万ヘクタールに対していうと、143万ヘクタールです。このほかの

団体数ですとか、地域については比較するものがこの取組状況からはよく読み取れないの

で、そこの事業面積からいくと７割がやっているということになると思います。つなり進

捗度は70％であると。これをもって全国に広がっていると考えてよいのかと言われれば、

広がっていると言えると思います。ただし、ブロック別の取り組み状況を拝見すると、地

域によってかなり大きく差があると思います。取り組み面積の比率だけ見ても、高いと言

われているところでも55％、42％でしょうか。一方で関東だと18％だというところ。そう

すると、関東地域で18％という数字を見れば、これは広がっているとはとても言えないと

思います。平均をすると広がっているかもしれないけれども、地域によっては広がってい

ないという。このあたりをどう評価するのかということだと思います。それは一義的には

やはり農水省のほうで一つその評価の判断というものをお示しいただいたほうが議論がし

やすいと私は思ったんですが今回はそれがない。例えばそれに付随して申し上げると、営

農活動支援に関しても、ここは恐らく十分に広がっていると考えていらっしゃらないと私

は類推したんです。というのは、十分に広がっていると考えてよいかとここは書いている

けれども、１番の共同活動支援は全国的に広がっていると考えていいのかと書いてあるか
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ら、恐らく皆さんはこっちは全国に広がっているとお考えになっているのでしょう。です

からそういったものをお出しになったほうが議論をしやすいと思います。

私の個人的な感想を申し上げると、これは十分に広がっているとはどう見ても考えられ

ないと思います。この比率は、作付面積のわずか２％であり、共同活動支援の１階部分に

対してみても5.3％というのは極めて低いと言わざるを得ないと思います。

もう一点だけ聞かせてください。効果の検証というⅤの項目がありますけれども、ここ

はこの報告書で今申し上げた、まず実施状況を評価して、次に効果を検証するという運び

になっています。これに関しては、ここの骨子を拝見すると、今申し上げたのとほぼ同意

ですけれども、余り検証したことに関する評価というのは、お書きになっていらっしゃら

ない。保全活動が確実に実施されているとか、そういったものがありますけれども、多く

はアンケート調査をここに書いていらっしゃるということだと思うんです。したがって、

これは今までの委員会でいろいろなご説明を伺ったものを改めてまとめていらっしゃると

いうことになると思います。議論のポイントとして、骨子案に掲げるような評価でよいか

というふうに問題提起をしていらっしゃるのは、ここに書いてある例えば農業環境の保全

向上であるとか、あるいは地域農業の振興であるとか、こういった項目立ての是非につい

てお聞きになっていらっしゃるのでしょうか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 今の最後のご質問でございますけれども、事務局

としましては、本対策の効果につきまして、ここにありますように、農地、農業用施設等

の資源の保全活動、それから２番目は環境に優しい農業の推進、３番目は地域のつながり

という大きな項目を立てまして、さらにそのもとに複数の枝をつくりまして、評価をして

きました。こういった評価の枠組みに対しても、またさらにこういった項目があるのでは

ないかというようなご指摘があれば、いただければと思っております。

それから、今日、お示ししておりますのは、前回、前々回でお示しした内容でございま

すので、アンケート結果等がほとんどではないかというご指摘ございましたけれども、ま

ずは実施状況として、事業のアウトプットとして、共同活動支援に143万ヘクタール取り

組んだことで、例えば農地、農業用排水路等の保全活動が確実に実施されているというこ

とを把握しております。このことは、事業がちゃんと実施されているということのアウト

プットとしての評価であろうと考えています。それからさらにアウトプットの評価ではな

くて、それに対する評価として、アンケート等で活動組織、市町村、都道府県等に対して、

事業の実施により効果があるかどうかというのをお聞きしたところでありまして、そのよ
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うな構成でそれぞれの項目をまとめさせていただいているものでございます。

○三野座長 大変、本質的な評価の部分になりますが、これはあくまで農地・水・環境

保全向上対策という事業制度の中での評価ですので、多分、参考図表の２ページ目の一番

上のところに、その辺をこの事業の制度を説明された上で、評価をしていこうということ

ですので、非常にその辺の理解、この制度自身の理解が非常に難しいということもあろう

かと思いますので、これまではこういう制度の中での枠組みのもとで、どういうことが実

施され、それがどういうアウトカムとしてどういう効果をもたらしたかという構成になっ

ているのではないかと私自身は考えておりますが、これで全部環境問題が解決する、ある

いは農業問題、担い手問題が解決するという枠組みではない。その中の一部を担当しなが

ら進めていくという制度の枠組みが、そのために幾つかこの前段が書いてあるのではない

かというように私は理解しております。

○阿南委員 そうしますと、４ページに、新たな「食料・農業・農村基本計画」におけ

る、この向上対策についての記述がありますが、そこにはこれまでの中間評価をして、効

果と課題を明確化するとあります。その課題というのは、その下の３行につながるものな

のかどうかということを確認させてください。中山間地域等直接支払制度、環境保全機能

の維持向上に関する直接的な助成手法、国土の保全、水田の涵養、自然環境の保全等の多

面的機能の維持の観点から、今後の施策のあり方について検討するとありますが、ここで

はそこまではしないということなんでしょうか。それともこの課題はここにつながるもの

なのでしょうか。確認させてください。

○吉村農村振興局長 まずここで、私どもからお願いしたいのは、ここで言っていると

ころの中間評価を実施して、効果と課題を明確化すると、そこまででありまして、さらに

言えば、この政策の効果のところをまずは明確化をしていただきたい。そのために第三者

としての委員の方々のご意見をいただきたいというのが、私どものその今の時点でお願い

をしたいと思っているところであります。

そういう意味で、先ほど来、ご議論いただいている点でありますけれども、今回、実施

状況の評価というところで、先ほど坂本委員のほうからもありましたし、ほかの委員から

もそれぞれどのように評価を考えるかということがありましたが、この対策に取り組んで

いるところ、取り組んでいないところを含めて、日本全国で見たときに、この農地・水・

環境保全向上対策というのは、どの程度いわば日本の農業なり地域のために、何とかなっ

たのか、なっていないのかという評価をお願いをしたいと思っているところであります。
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それから次の効果の検証というところは、実際に取り組んでいただいたところで、どうい

う効果があったのかということをまとめていくこととしております。そのために、この第

三者委員会でご議論いただいて、ここで挙げているような、効果として挙げていることが

十分なのか不十分なのか。やはり我々としてはこの政策というのも突き詰めていえば、耕

作放棄を出さないで、きちっと農地が農地として管理されていくということが、一番ボト

ムラインにあるアウトカムであって、それがどのように機能してきたのかというのが、こ

の資料でいえば５ページの（３）ですが、ここが基本だと思っています。それを支えるた

めに、先ほど来、水のつながりというご議論がありましたが、そういう観点から施設の保

全管理ですとか施設の機能維持という面で、実際にこれらに取り組んでいるところで、こ

の施策の効果があったのかということを整理をしていったらどうかということであります。

それから環境保全向上については、実際に環境保全向上対策について、どのような取り

組みをしてきて、それが地域でどう評価されているかということが、今の時点での評価で

はないかと思っています。

環境に優しい農業の推進につきましても、取り組んだことによってどのような成果があ

ったのかということをここでは取りまとめているわけですけれども、それ以前の問題とし

て、この程度と言うと語弊がありますけれども、広がり具合が十分かどうかということは、

基本的な問題としてあります。要は日本全体の農業として、取り組んでいる地区だけでは

なくて、取り組んでいないところも含めて、この施策が効果があると評価できているのか

ということかなと思っています。それから地域のつながりも、やはりこれは取り組んでい

るところで、どこまで効果があったかということですけれども、これは実際にやっている

方々の意見を聴取をして、どういう成果があったのかというのをまとめていくことが基本

かなと思っています。

ここまでのところで言いますと、率直に言いまして、この施策の効果がいわば日本全体

でどうなのか、それをやったところでどのぐらいの効果を生んでいるのかということを中

心にやっていた。それに対して、先ほど坂本委員からは農林水産省としてどう考えている

のかを示してはどうかということがありましたけれども、余りお手盛りになってもいけな

いので、一度、第三者委員の方々の率直な意見を聞いた上で、それを取りまとめたほうが

いいのではないかと思い、こういういわば投げかけの仕方としたところであります。

事業の仕組みのところになりますと、これはやはり先ほどのまとまり要件の話なども含

めて、当然、今後の課題にかなり踏み込んだまとめになってくると思っています。まずは
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仕組みについてある程度、客観的に評価をしておくという部分が混在しているかもしれま

せんが、ここのところはそういう意味で評価をし、そして、ある点については、問題があ

る、あるいは問題がまだきちっと整理し尽くせないところは、まだ問題が整理されていな

い状態で実施をし、進んできていると、こういうような評価なり課題の取りまとめでどう

かというのが、今日の私どもからの投げかけだとお受けとめいただければと思います。

○三野座長 いかがでしょうか。少し議論が混乱してしまいましたが、今、局長からの

お話は、これは農水省としてのお立場という形だと思いますが、第三者委員会からもご意

見いろいろ出していただければと思います。

一応、この事業の仕組みに従って、項目立てを行って整理をして、そして今それをまと

める段階に入っているということだと思うのですが。

○坂本委員 今、局長がお手盛りしないとおっしゃったので、あえて伺いたいのですが、

一つはこの報告書はかなり専門的ですよね。つまり私も本当に素人なものですから、皆さ

んの議論についていくのがかなりきついんですね。というのは、この仕分けでいくだけで

も、相当いろいろなご説明を受けて、ようやく何となくついていけるかなと思います。

そうするとこの報告書を初めて見た国民に理解を浸透させるというのが大きなテーマみ

たいですので、出すときに相当かみ砕かないとわからないし、そもそも読んでくれないで

すよ。したがって、一つ提案したいのは、今ここに書いてあること、でき上がりをどのよ

うにお考えになっているかわかりませんけれども、一案としては、結論といいますか、大

きく圧縮した、よく役所は二枚紙の概要みたいなものを出しますが、あれをもう少しわか

りやすくして、冒頭なり、巻末なりにおつけになったらいかがかなと思うんですね。要す

るに多くの人はそこしか読まないんですよ。でも、そこがわかれば御の字だと思うんです

よ。そこしか読まないから嫌だとおっしゃるよりは、まずそういうことを考えるという、

出し方の問題が一つ。

それから前回も申し上げましたが、素人の考えで非常に申しわけないんですが、この２

万組織をおやりになっているというので、先進事例を幾つかおまとめになっています。だ

けれども、一事業者あたり、いかほどの事業資金が行っているのか。それはトータルで10

0億、200億という予算規模になってくると思うんですけれども、それをどこまでディスク

ローズできるのかわかりませんが、主要なところなり、まとめ方等は、その予算措置の裏

づけをこの報告書の中にあわせてお示しになるというのは、極めて大事なことだと思いま

す。これだけの予算を投じてこれだけの効果が上がったということであれば、非常に施策
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について納得できると思いますし、そこもあわせて予算面の措置といいますか、どういう

形でなるかわかりませんけれども、ご検討を、これは注文ですけれども、お願いしたいな

と思います。

○三野座長 今の坂本委員のご意見について、事務局からいかがですか。

○田中農地・水・環境保全対策室長 １点目として、この報告、あるいはそのデータが

非常に大部なのでわかりにくいとのご指摘いただきました。それはもっともだと思ってお

りまして、今ご指摘いただきました方向に沿って簡略なもの、一般の方が見ていただいて

理解していただけるようなものを事務局として準備しまして、次回、報告書の案とあわせ

てお示ししたいと思っております。

それから、予算の状況につきましても、例えば今日お示ししました取り組み事例ですが、

これまで、第７回、第８回でお示ししたものをまとめているのですが、こういったものに

例えば交付金の金額を書き込むなり、そういった面でこういったお金を予算的には投入し

ているということもお示しできるような方法を工夫していきたいと思っております。

○三野座長 よろしいでしょうか。そういう対応で次回までにしていただければ。

○阿南委員 この事業の仕組みの検証の対象組織のところの２つについてですけれども、

私は非農業者についてもさらに拡大する必要があると考えます。声のかけ方ですとかにつ

いても、もっと見えたほうがいいと思います。また、この区域設定のところは、区域の取

り方を工夫するとしてありますが、私は具体的にはちょっとイメージが湧かないのですが、

その活動組織自体の横のつながりをコーディネートしているところは一体どこなのでしょ

うか。いろいろな取り組み事例があって、私にとっては、具体的でわかりやすくていいの

ですが、こうした情報が活動組織どうしで学び合えるような、そうした仕組みがあるのか

どうかというところの検証も必要ではないかと思いました。

○三野座長 その辺もしっかりご記入いただくことになろうかと思いますが、地域協議

会というのがそれに当たる組織ですね。その辺の仕組みをわかりやすく扱いたいと。

あと３名ほどに限らせていただきたいと思います。ご意見、よろしくお願いしたいと思

います。

○木村委員 営農の支援ですけれども、確かに、取組の広がりが十分かというと、十分

ではないということになりますけれども、この施策の中の環境保全的な技術の導入という

のは、非常に大きく期待されるところだと思っています。というのは、この施策自体が初

めて直接的な支援をそういう技術の導入に対して振り向けるというものであるためです。
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ただ、制度の仕組みからして、十分広がったかといえばそうではないということの評価に

なる意見が多いですが、ただ必要なこととしては、やはり非常に期待される事項だと思っ

ております。ですので、ぜひそこが改善されて環境に対して保全効果の高い営農ができる

ようにということを、ぜひ進められるようにしてほしい。例えば環境基準化された硝酸性

窒素についても、10年を経て一向にそれが改善される傾向は見られないというような、農

業が環境負荷を与えているという視点で厳しく言われてくることがありますので、ぜひし

っかりと対応できるような仕組み、これだけに負わせるということではないとしても、そ

の辺の整理をした上で取り組んでいただきたいと思っております。

○三野座長 委員の先生方の総じてのご意見として、共同活動についてはかなり広がり

を、水田を中心に広がり、ただ営農支援活動は、必ずしも十分広がっているとは言えない

というご意見が多かったと思いますが、その辺、今度はしっかり検証をし、何が課題であ

ったかということを分析したうえで、この評価をまとめていだきたいと、私自身もそう思

います。

○星野委員 ただいまの木村委員の意見、それから三野座長の意見、私も全く同感であ

りまして、やはり面的な広がりをもって環境保全型農業の普及拡大を意図しているという

点は、極めてユニークな施策であると思いますので、この事業の非常にいい面というのを

ぜひとも書き込んでいただけたらなと思っております。一方では、十分に広がりがないと

いう点もあるのですが。

それと、もう一点申し上げたい点がありますが、支援の対象活動及び要件という中で、

活動指針について地域の実情に応じた活動が弾力的に行われるよう、これまでの項目の中

で不人気なものを統合し、かつ弾力的という中には必要なものをさらにその地域の判断で

追加をしていくという、そういう点が書かれておりますが、これには非常に私も同感でご

ざいまして、どういったところがこれを担っていくかという点の議論もあろうと思います

けれども、恐らく地域協議会等が中心になって、地域の実情に応じてこの活動の指針を柔

軟に決めていく。この点は今後もぜひ巡視していただきたいといいますか、より広める方

向でしていただきたいと思います。既に現行でもある程度そういった試みが先進的な県に

おいてされてはおりますけれども、よりそれを拡大していただけたらなと感じる次第です。

○三野座長 ご意見として十分反映いただきたいと思います。今日は骨子ということで

すが、課題もたくさん、宿題をいただいたように思います。時間の関係もございますので、

このあたりでご意見いただいたところを次回、まとめていただくという形になろうかと思
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います。

それでは、本論部分についての議論はこの辺までにしたいと思います。事務局におかれ

ましては、本日の議論を十分整理した上で、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。

それでは、そのほか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、報告書の案を示したいと思っております。

その作業の過程の中で、個別にいただいたご意見等も盛り込ませていただくということを

考えておりまして、表現の方法等について、次回の委員会までに、個別にご相談もさせて

いただきたいと思っております。事務局からご連絡を差し上げることになりましたら、よ

ろしくお願いしたいと思います。

また、次回の委員会の日程につきましては、改めて担当者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、また事務局から個別に委員の先生方にご相談が行くと思います

ので、よろしくお願いいたします。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いたします。

○矢野農地資源課長 三野座長、どうも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多くいただきまして、まことにありがとうございました。次回の

委員会に向けて、取りまとめていきたいと思いますので、次回もひとつよろしくお願いを

いたします。

これをもちまして、本日の第９回の農地・水・環境保全向上対策の第三者委員会を閉会

とさせていただきます。どうもありがとうございました。

――以上――


