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第 2回農地・水・環境保全向上対策第三者委員会 

（現地調査及び意見交換） 

議事録 

 

１．開催日     平成２０年７月２５日（金） 

２．場 所     福島県相馬郡飯舘村及び伊達郡川俣町 

３．委員及び出席者 別紙「委員名簿」、「出席者一覧」のとおり 

４．行 程     別紙「現地調査及び意見交換行程」のとおり 

５．議事録 

［飯舘村宿泊体験館「きこり」にて、意見交換］ 

（１）飯舘村長、川俣町長あいさつ 

 飯舘村長 人と人とのつながりを大切にして、スローライフを目標にした村づくりを進

めようとしましたが、村民の理解を得ることができませんでした。そこで、地方の方

言であります、「までいライフ」としてスタートしております。 

 「まで」とは昔から使っていた言葉でして、できるだけ丁寧に大切に慎ましくという意

味で使っておりました。調べたところ、語源は「真手」でありまして、左右揃った手、

両手という意味です。「までいライフ」で日本人の考え方、生き方、自治体のあり方を

考えていかなければいけないと頑張っております。 

   その様な中、農地・水・環境保全向上対策という事業が国から示されまして、まさ

に我々にとっては願ったりの事業で、全部で２０地域ありますが、全地域で取り組ん

でおります。「農地・水・環境」まさにこれからのキーワードがすべて出ていると感じ

ています。農地・水・環境保全対策の実施についていろいろ苦労はありましたが大変

すばらしい事業と思っており、地域で取り組んでおります。 

   日本にはこのような事業が大切でありますが、もう少し柔軟性があればいいとも思

っています。あるいは、複線制度といいますか、いろいろなものが選べる様にしてい

ただきたいと思います。その様にしていただければ我々も地域のために、また、日本

のために人と人とのつながりを再生させる取組を行いたいと思っています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

川俣町長 川俣町は合併をしないまちづくりをしようということで、取組始めたところ

です。 

   農業の振興については、産業の中心は農業と言っておりますが、現実的には営農活

動を活性化するに達しない現状です。この農業政策は多岐にわたっているのですが、

それぞれ農家の方々が工夫をしながら農協を中心にあるいは農事組合を中心にして取

組を継続しています。しかし、なかなか新たな取り組みには至っておりませんが、消

費者のみなさんに喜んでもらえる農業活動をして行かなくてはと思っています。 

   その様な中で、農用地、あるいは山林の持つ多面的機能がよく言われています。私
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どもの多面的機能を持っている農用地を大事にしていかなくてはならない、そのため

にはどうしたらいいのだろうと環境問題も含めながら議論してきた次第です。 

   このような状況の中で、平成 19 年度から、農地・水・環境保全向上対策が始まりま

して、私どもの地域隅々まで行き渡る事業となりましたことをありがたく思っており、

協働のまちづくりをテーマに挙げて取り組んでおります。この事業を取り組む意義は

大きなものがあります。川俣町では 9 つの地域で取り組んでおります。活動組織は様々

な組織の方が参画しており、環境問題も含め身近な課題にみんなで取り組むことがで

きると言うことが大切と感じております。 

   この事業では、事務的な面では地域の皆さんだけできないこともありますので、役

場の職員を貼り付けまして、役場の業務とは別として、地域の皆さんと一緒になって

事業に取り組んでいこうと、そして職員自身も自分の住んでいる地域を改めて見直し

をしながら町全体の発展、活性化につなげていこうと取り組んでおります。 

   まだ取り組んだばかりでありますので、いろいろな面で悩みながら取り組んでおり

ますが、この事業をしっかりと受け止め、地域に根差し推進することにより、協働の

まちづくりが進むのではないかと期待を持ちながら取り組んでおります。これからも

変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（２）意見交換 

松本委員 までいな農業、お伺いして非常に感動して聞いておりました。 

   まず、簡単な質問から入らせていただきます。昨今農業資材の高騰が続いており、

農家の経営が圧迫されています。そういう中で、私も農家の出身ですが、昔は泥さら

いとかそれから畦草を刈って、その畦草の一部は牛の飼料にしたり、たい肥化して完

全な形の物質循環ではないですが、物質循環をしていました。村長のお言葉を借りれ

ば、までいな心で農村経営はやっていたわけです。前田地区では、水路から泥あげし

た泥、あるいは大変な量のバイオマスである草は、どういう処理をされているのでし

ょうか。 

保全会 泥処理については、田んぼに入れますが、刈った草を運んで捨てるという力は

農家にはないです。運べるところは運んで捨てたり、草を自分の畑に持って行って、

たい肥にしている人もいますが、全体的にできないのが現状です。 

 松本委員 私ども環境関係に携わるものの精神論ですが、物やお金と心をたすと一定に

なる。つまり、物とかお金がふんだんにあると、どうしても心が貧しくなる。逆に、

貧しいけれども心が豊か。高齢化社会で精神論を言っても仕方無いかもしれませんが、

ここは非常に重要なところだから、是非前田地区でも、環境というのは精神論がしっ

かりしていないと、物やお金で動いていく社会をつくってしまったら、環境なんてあ

り得ないと思います。これは質問ではありませんが、是非そうした格好で苦しいかも

しれませんが推進していただきたい。 
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木村委員 飯舘牛を上手くやっているようですが、牛の実際の頭数にも依るのですが、

耕畜連携みたいなことを考えていますか。また、遊休農地で飼料米をつくることを考

えていますか。 

飯舘村 耕畜連携についてですが、水田・畑作経営所得安定対策による耕畜連携という

ことで、水田で飼料作物を作っています。また、個々の農家は自分の物をつかってい

ますが、振興公社で出来たたい肥をハウス農家、畑作農家で循環しています。稲わら

を畜産農家の方に戻すという連携もやっています。いまどんどん牛が減っており、現

在のところはできていますが今後は難しいと考えています。 

   それから遊休農地で飼料米ということですが、現在のところ飼料米はつくっていま

せん。生産調整している部分については牧草で、更に水田で畑作作物を作っています。

そういうもので生産調整していますので、飼料米はつくっていませんが、飼料が高く

なってきていますので検討項目と思っています。 

宮城委員 どの地区も区長が保全会の会長になっているということでしたが、区の組織

と、保全会とで違うところを教えてください。具体的に言いますと、例えば老人会、

婦人会、子供育成会、消防団は以前、区単位ではなくて、全町組織でやっていたとい

うことなのか。それから、世代、年代別の組織とこの推進体制になってどこが変わっ

たのか。それからもう一つ、２０保全会で協議会をつくっていますが、保全会と協議

会の役割分担を教えてください。 

飯舘村 村には２０の行政区があり、それぞれの行政区に保全会 1 組織ということで、

同じ地域で同じ人が保全会と行政区を組織しています。それで村が一つになって協議

会というものをつくっています。それぞれの保全会においては、それぞれの地域の協

働活動なり営農活動などを行います。その中で一番苦労されているのは、事務整理で

す。協議会では２０の保全会で書類作成や写真管理など統一したものにするよう、協

議会の事務局が主導して行っている状況です。その様な役割分担を行っています。 

飯舘村長 飯舘村には２０行政区があり、多いところは２５０戸、少ないところは３５

戸で、すべてのことは区長を中心に進めている長い伝統があります。転作であろうと、

農地・水・環境保全向上対策であろうと、村の行事であろうと、区長を中心としてい

ます。 

   また、１０年の間に１千万円を用意しまして、自分たちで住みよい村にするため自

分たちでやってくださいという取組を行っており、体制はずっと根付いていますので

区長を代表にすることが一番進めやすいと考えております。 

宮城委員 この事業で、多様な主体が参加する組織作りという大きな目標がありますが、

飯舘村ではその様な組織がすでにできていて、そこで農地・水・環境保全向上対策が

うまく運用されているということですね。 

星野委員 区長さんが途中で変わった場合は保全会の代表も変わるのですか。 

 飯舘村  区長が変われば、保全会の代表も変わります。村の行政と同じで、様々な課
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題は、区長をトップにいろんな組織と話し合う仕組みができています。 

阿南委員 林業も盛んなようですが、林業との連携はいかがでしょうか。また、構成員

として、非農業団体とありますが、どのような方々がどのような動機で参加されてい

るのですか。 

飯舘村 村の 75％が山林で、その内の半分が国有林です。林業家はほとんどおりません。

国有林が多いものですから、昭和 30 年前の林業革命前までは、薪や炭が収入を支える

など、林業は労働力として行ってきた経緯があります。 

飯舘村長 今のところ、林業をどの様に守っていくか、これからの課題と思っています。

ただ、少なくともこれだけ山ですから、なんとか資源を生かさなければいけないと思

っており、たとえば、遊歩道がありますが、子供達にチップにして遊歩道に敷いても

らったり、特別養護老人ホームの燃料をバイオマスで行ったり、少しずつ取り組んで

おります。 

   それから、非農業者の動機ということですが、昔はみんな農家でしたから、米のこ

とをいえば青年会はまとまったわけです。今は多種多様な職業を持っていますので、

そういう意味では、バラバラになった。農地・水・環境保全向上対策によって、自分

たちの地域をきれいにし、守って行かなくてはならないという意識が直接農業と関係

ないまた、野菜しか作っていない農家も一緒に活動する土壌ができてきたのではない

かと思います。 

曽根原委員 耕作放棄地についてお聞きします。まず、耕作放棄地の割合はどのくらい

ですか。また、農地・水・環境保全向上対策の活動によって耕作放棄地発生の抑止が

有効であるかどうか、有効な点、更に有効でなければどういった点が有効でないかお

聞かせください。また、この施策を利用してより有効に耕作放棄地の抑制に効果を上

げるためにはどのような点を改良して欲しいかお聞かせ下さい。 

保全会 耕作放棄地というのは、いままで牛を放牧していたところ。いまでは牛がいな

くなってひどくなってきた。これではいけないと分かっているが、なかなかうまくい

かない。今年で３年目になりますが、２０町分の放牧地で、５７戸みんなに集まって

いただき、２年間かけて掃除することとしました。今ではワラビを作っています。１

年に延べ８００人で作業しました。 

飯舘村 有効であるかということについて、農地や水が維持されていると、そのことに

よって災害が起きにくくなるという有効な部分はあります。ただ、この事業を進めて

行くに当たって、一番大変なのが人を確保する、これが５年後、あるいは１０年後に

その担い手がいなければなりません。その担い手をつくるため、若者を定住させると

いう大きな課題があります。若者が定住するには、農業で生活できる所得を得られな

ければなりません。そういう部分で、有効な施策ですが、不安を感じています。 

   改良点を希望したいのは、やはり、事務手続きの簡素化です。農業の方は仕事をし

ながらその事務を行わなければいけないというジレンマがあります。地域の資源を守
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っていくのは地域の人たちですので、地域住民を第一に考えて欲しいと思います。 

齋藤整備部長 事務の簡素化の件ですが、私どももそういう話を伺って、かなり簡素化

しております。 

   目的があって行っているということと公金であるということでご理解いただきたい

と思います。 

飯舘村長 事務の簡素化の件ですが、私どもに伝わるまでに紆余曲折があるということ

です。他の県では大丈夫だったりこちらではいいけどとなりの県ではだめだったりと、

いうことがあります。 

   また、ここは山間地でありますので、遊休農地に関しては悩んでおります。例えば

飯舘村では牛の村ですので、草地造成を補助事業でやっていますが、なかなか対応で

きない。どうしてもだめな場合は山に戻すということも検討する必要があると思いま

す。補助事業を行うと、４０年５０年は変えられないという話になります。これだけ

時代の変化が激しいときに、農地を地元に任せていただけないかと思います。あると

ころは地元、あるところは国が守るといった、複線制度のような運用をお願いしたい

と思います。 

松本委員 会計事務についてですが、私の知っている地域では、税理士に 1 年間報酬た

った 3 万円で頼んでいます。経理事務は農家にとっては大変なことですが、地域全体

で努力していただきたいと思います。 

丸山委員 1 次産業より 2 次産業の方が多いようで、前田地区の活動で農地・水向上活動

には、ほとんど農家の方が参加し、また、環境保全向上活動には、婦人会等も入って

いるようですが、この施策は、高齢化等で農地の保全が農業者だけでは行えなくなっ

ている現状で、地域住民を巻き込んで一緒に活動する為に、お金が支給されていると

私は理解していますが、肝心の農地の保全が農業者頼みになっているという状況は致

し方ないのでしょうか。 

保全会 農業者とありますが、農業を主体としておらず、兼業で、主たる収入はそれ以

外の産業からがほとんどで、専業農家はほとんどおりません。 

 

［川俣町小島公民館にて、意見交換］ 

（１）意見交換 

松本委員 このあたりの水田の平均反収はどれくらいですか。また、田んぼの土に、黒

ボクは入っていませんか。 

協議会 反収は４００キロくらいです。また、田んぼに黒ボクは入っていません。 

宮城委員 協議会の組織構成についてですが、農業団体とは、農振会、水利組合、ライ

スセンターということでよろしいですか。また、参加されている方というのは、基本

的に専業農家の方ですか。 

協議会 農業団体は、農振会、水利組合、ライスセンターです。また、非農業者の方も
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全員参加しております。 

 構成員の内訳ですが、専業農家１７名と、非農業者のうち 200 名ほどが兼業農家で、

残り 20 名が田畑を持たない完全な非農業者です。花づくり運動等に対しては、非農業

者の方々も参加しているということです。 

星野委員 自治会の件で関連して、協議会と小島自治会は組織としてはどういう関係に

あるのですか。重複するメンバーの方はいるのですか。 

 協議会 自治会の中には３０程度の組織があります。この対策を行うときに、多少の選

別をして、事業に主に関わる組織を絞りました。 

星野委員 もう一点、小島自治会の活動なり、役割に関して大きな変化はありましたか。 

協議会 だいぶ変化はあります。今までは水路の草刈り等に参加しない人がいましたが、

今回、協議会の中で話し合い、協力をして参加する方が増えました。 

昔から共同で活動を行っていましたが、都合の悪い人はお金を払えば参加しない、い

わゆる“出不足”ということがありました。今回の取組では、我々の方から日当を出し

て、できるだけ多く参加することを目的としますから、皆参加するようになりました。 

阿南委員 出不足をもう少し詳しく説明していただけますか。 

協議会 皆で協力しようとしても、夜間や時間差で働いている人は参加することが出来

ない。その場合、やむなく、1 日の日当で計算した金額を水利組合や行政区に支払うこ

とで活動しなくてもすむというものです。仕事によってはお金で解決できない場合も

あります。暗黙の了解として出不足を行っていた。この対策が始まって、開水路の草

刈りに参加できない人は、水路補修等の別の作業で時間を工面してできるだけ参加し

ていくことがこれからの課題だと思っております。 

曽根原委員 年間を通じて相当な作業量があるのではないかと思いますが、協議会の事

業全体のマネジメントを協議会役員で行っているのですか。 

協議会 4 月に点検活動、機能診断等を行い、今年度どのような作業が必要かという事業

計画書を作り、行政区区長や農振会長等に依頼して、実際の作業は事業計画に基づい

てやっています。 

曽根原委員 日当のお話しが出ましたが、実際作業をやられている方に支払っていると

いうことですが、ここに居られる方の日当というか間接経費はどの様に算出しており

ますか。 

協議会 一日に農地水業務に従事した時間を計算して１時間当たり単価を乗じています。 

曽根原委員 安心しました。 

木村委員 もともとこの地域では共同で作業する仕組みがあった様ですが、この対策に

取り組んだことで、農地水以外に共同作業や人間関係等に作用・波及したということ、

活動の幅が拡大したということはありますか。 

協議会 今回、8 月 2 日に「おじま一番の市」というイベントを行います。農地水の活動

以外で初めてこのような活動を行います。 
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齋藤整備部長 「おじま一番の市」の内容を教えてください。 

協議会 要望して作られた農協の支店が合併するということで、5 年くらい前から支店引

き上げで無人になってしまった。この支店の建物と広場を有効に使おうということで、

3 年前からアンケートをしたのですが、有効に使うことには全体的には賛成でしたが、

誰がやるのかということが課題となりました。生産活動（主に野菜）を行っている人々

を中心として支店を利用して、集落営農サイドからの事業、市場をやります。しかし、

消費者が買いに来るのかどうか不安でしたが、第一歩として、まずやろうということ

で始めました。 

中嶋委員 確認させていただきたいのですが、資料４の構成員では農業者が 17 名となっ

ており、現地説明では農家が２３０名程度いるといっていましたが、この場合の構成

員はどの様になっているのですか。どういう基準で非農業者としているのですか。 

協議会 専業農家でも非農業者の欄に記入されていることがあります。これは消防の班

長や役員等をやっている場合、農業者であっても非農業者として区別していることが

あります。 

中嶋委員 各活動の実施者が構成員、各水利組合、各行政区というように別々に書かれ

ていますが、実質、集落の方と同じだという理解でよろしいですか。 

協議会 協議会は各水利組合、各行政区、ライスセンター等で構成し、各組織の長が構

成員となっています。 

宮城委員 「おじま一番の市」は、野菜を地区外の方に売るための市と考えているよう

ですが、地元の方より日常的な品物が欲しいというニーズはないのですか。他の地域

で例としてありますが、日常的な買い物が遠くなってしまったから、逆にそういうも

のを売る場所を皆で作ろうというのがあります。小島ではそういうニーズはでてきて

いないのでしょうか。 

協議会 まだ、そういう取組まで考えておりません。 

三野座長 耕作放棄地・遊休地で何か農地水との関わりがあれば教えていただけますか。 

協議会 遊休地は非常に大きな問題。ここは江戸時代から養蚕の盛んなところでした。

ところが、20 年くらい前から、養蚕が衰退し始めて、養蚕で生活していけなくなって、

他産業に従事し始めました。それから遊休農地が増え始めました。 

この事業の中で、きっかけを作って、長期的なスパンで地域の人々の意識改革、例え

ば、集落がなくなってしまうから都会に行ってしまうというようなものを解消していく

方法は何かということが今後の課題になると思います。 

松本委員 水路の土を上げるときに自分の背丈ほど高く上げないといけないくらいに土

砂が堆積している、つまり相当の土壌浸食量があるのではないかと思います。地力を

保持するために皆で団結して、繁栄のある地域づくり、まちづくりが必要じゃないか

なと思いますが、いかがでしょうか。 

協議会 短期集中的な豪雨のために、土砂が入りやすいところから入ってしまい、水量
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の割に土砂が多くなってしまいます。この対策が終わっても、地域の人たちが連帯責

任を持ちながら年間に活動を行う力・習慣をつけていかなければならないと思います。 

三野座長 この対策の西日本での優良事例として、耕作放棄地が京都の大原の改良区で

観光農園として活用された例があります。組織がかなり機能していたということで、

使い方によっては耕作放棄地が有効な地域資源となる場合もあります。 

齋藤整備部長 三野座長が説明された事例は場所がいいという点もあるかもしれません。

私が行ったところで感心したのは、愛媛県の内子町で、標高差がかなりあり、それを

利用して農業を行っています。1 個あたりの畑地面積は少ないですが、栽培時期がずれ

るため、いろいろな農産物が収穫できます。直売場で販売して、売り上げも携帯電話

で分かります。皆活き活きしています。こういう形も一つの切り口かなと思います。

コンビニのように少量多品種で、季節によって違う農産物がとれる。土地の諸条件に

よって異なりますが、地域で創意工夫することにより、現金収入の道が開かれる。地

域でこの対策を機会にもっと話し合いを行えばうまくいくのではないかと思います。 

星野委員 事業を導入されたことによってプラスの面があったかと思いますが、もしも

マイナスの面がありましたら教えていただけないでしょうか。飯館村の場合は、地域

産業が話題になっていましたが、何か懸念される点等あれば教えていただけないでし

ょうか。 

協議会 マイナスと言うほどではないのですが、燃料費の値上がりが耕作放棄につなが

ってしまうのではないかと思っています。半分程度の農業世帯が、作業機械を所有し

ておらず、よその人に頼んでいるような農業形態です。燃料費が値上がりすると、こ

のような世帯の活動意欲を失わせてしまうのではないかと思っています。 

  昨年までは、この事業はいったいどこに焦点が向けられているのかなという疑問が

ありました。生産・農業よりも住環境の整備が大事だなと思いますが、こうした事業

は長い間農業をやって直接生産組織にお金が補助されるという信頼はなかったと思い

ます。集落そのものに事業費が交付されるということは驚きで、活動の種類も多くて

とまどってしまいました。やっていくうちに自分たちなりに解釈して、効果的な配分

をするようになり、突破口を見出しました。 

三野座長 これで、意見交換を終わりにします。 

－以上－ 


