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第３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２０年１０月１０日（金曜日）１３：００～１５：１０

２． 場 所 経済産業省別館１０１２号会議室

３． 出席者 別紙のとおり

４． 議事録

○雜賀農地資源課長

本日は、委員の皆様方におかれましてはお忙しい中、第３回の農地・水・環境保全向上

対策第三者委員会にご出席いただきまして本当にありがとうございます。

本日は、松本委員と曽根原委員がご所用でご欠席と承っております。また、冒頭に中條

振興局長からご挨拶を申し上げるべきところでございますけれども、所用がございまして

少し遅れて参るということですので、中條が参ってからご挨拶はさせていただくというこ

とで、早速ではございますけれども議事を始めさせていただきたいと思います。

では、三野座長よろしくお願いいたします。

○三野座長 それでは、早速でございますが議事を進めたいと思います。

お手元に「議事次第」が配られていると思いますが、本日の議題は、「平成19年度の実

施状況について」、「施策評価の考え方等について」です。一括して事務局から資料の説

明をお願いします。

○池田農地・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。

まず質疑応答に入ります前に、中條局長よりご挨拶をお願いいたします。

○中條農村振興局長 農村振興局長の中條でございます。

本日は、委員の皆様方におかれましてはお忙しい中を本委員会にご参集いただきまして

ありがとうございました。

本委員会は、多分先ほどご紹介があったと思いますが、今年の３月に第１回目を開催し、

その後現地の検討会を行いまして、実質３回目ということになります。先ほどからこれま

での実績の紹介ですとか、あるいはこれからのアンケート調査のやり方等について説明が

ございましたが、この後、これらにつきましてご意見をいただきたいと考えております。

おかげさまで、今年の７月15日現在、全国で活動組織がおよそ約１万9千立ち上がって

おります。そしてまたカバーしております面積も約135万5千haということで、非常に広大
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な面積をカバーする活動となっております。これもひとえに委員の皆様方のご指導の賜で

ございます。感謝申し上げます。

これだけ広い面積をカバーする活動でございますし、そしてまた従来私どもがやってま

いりました施設の整備と違いまして、活動を支援するプログラムになっていることからも、

こういう活動に対する評価が非常に重要だろうと考えておりまして、それがまさに本日委

員の皆様方にお願いする点でございます。きっちりと評価をしていただきまして、今後の

施策にこれを反映していきたいと考えているところでございます。

これまでこういった評価につきましては定性的なものが多かったわけでありますが、で

きるだけ定量的なものも盛り込んでの評価としたいと考えておりますので、そういった点

からもご指導を賜れればまことに幸甚でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

○三野座長 それでは、先ほどご説明いただきました内容につきまして、ご意見、ご質

問をお受けしたいと思います。星野委員お願いします。

○星野委員 資料１の９ページの「多様な主体の参画」というところでデータの整理を

していますが、主体が多くなると活動項目が増加している、これは見方によっては活動の

活性化が高いといいますか、パフォーマンスがよいというような評価であるかと思います

が、何でそういう多様な主体が参画できたのか、その参画の条件は一体何なのかというの

をとても知りたいと思います。たくさんあればそれだけ活動が活発になる、それであれば

みんなたくさんしてくれたらいいと考えるのですが、それを実現するにはどうすればいい

のだろうかということを考えますと、ひょっとすると、そういった面での項目を聞いても

意味があるのではないかと考えたわけであります。

事業を実施する上で、例えば活動の単位、規模をどういうふうにして決めていったのか、

それからその参画する主体をどのように増やしていったのか、そこにはどのような政策的

誘導があったのか、具体的には普及の声かけなどをイメージしながらということですが、

そんなことを資料１のこの部分を聞いて思いました。

それに関連してですが、資料２の最初の枠組みを見ますと、政策評価の視点ということ

で、ここには要約したフレームが出ておりますが、今回の調査でなくても別に構いません

が、こういった施策の評価といったことと同時に今後の施策の展開方向をさぐるような項

目あるいは視点というのも、ひょっとすると今後必要になってくるのではないかなと考え

ます。

それは先ほどお話しした一例、多様な主体が参画したのだけれども、何でそんなのがで
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きたのだろうか、どのようにやられたのだろうかという理由をもっといろいろ考えてまい

りますと、この施策は今後どのようにやっていったらより有効な展開方向が出てくるのか、

今ももちろん有効ではありますが、その改善点というのが出てくるのだろうかというよう

な視点から調査の項目を考えるということも必要になってくるのではないかと思いました。

○雜賀農地資源課長 アンケートの方でも、何回か個別にご相談させていただいていま

すが、そういう視点をどういう形で入れていったらいいのか、今のアンケートの中で全体

的に400にわたる地区においてそれをやった方がいいのか、先生のお考えだと、もう少し

インタビュー的に地区を絞ってやった方が、先生がお考えになっているようなところがも

う少し明らかになるのではないのかなという気がしないでもございませんので、その辺の

ところの考え方をまとめて、またご相談したいと思います。今ここでこのようにするとい

うことは即答できませんので、別途ご相談をさせていただければと考えています。

その後でご提言いただいた「今後どのように施策を展開していくんだ」という視点が必

要だということですが、我々も全くそのとおりだと思っておりまして、ここで掲げている

生産資源保全の視点だとか農村環境の視点だとかというものもすべてこういう形で分析し

た結果、今後の施策においてどのように展開していったらいいのか、場合によっては今の

施策においてもいろいろ指導だとかやり方もあると思いますので、そういった点でどのよ

うに考えていくのかということは常に考えて、上がってきたデータの分析だとか評価でも

って、そういったことも考えていきたいと思っておりますので、上がってきたデータなど

を見ていただいて、このようなところをもう少しやってみた方がいいのではないかという

ようなところを、また別途ご指示、ご提案等があれば承って、我々も同時並行に考えてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○三野座長 今のご意見、ご質問のとおりだと思いますが、とりあえず19年度の実施状

況を今日はご報告いただいた上で、これからの政策評価の考え方のご説明、それに対して

ご意見をいただいておりますので、どんどんそういうご意見をいただいた上で、事務局の

方でまた整理して具体的なものにしていただくということでございますので、今日はいろ

いろな意見をいただければということで、その一つとして取り扱わせていただきます。

○丸山委員 質問ですけれども、それぞれの税金というか、お金がどれだけかかってい

るのかというのはどこかにありますか。例えば資料１の13ページをみると、「交付金の使

途の傾向」ということで、使途の費目別割合とか、これは何に充てているかということは

書いてありますが、要するに幾ら使っているかということはどこかにあるのでしょうか。
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○雜賀農地資源課長 データとしてはあります。ただ、基本的に面積に対して反当たり

幾らというような助成をさせていただいていますので、北海道と都府県は分けて、また、

畑と水田に分けて出しています。ですから、基本的にはこの面積に対して単価をかけた額

が地元に行っているということで、その部分の使途というのは、もちろんこういうデータ

としてありますし、それを分析することも可能ですが、単価が一律ですので面積をかけれ

ばわかるだろうということで、ここではデータ整理をしていないというところです。

○丸山委員 そうすると、14ページに中山間地域等直接支払制度との重複というのがあ

りますけれども、この辺のお金は別のお金が落ちているわけですよね。この辺はどうなっ

ているのでしょうか。

○雜賀農地資源課長 農地・水・環境保全向上対策でお渡ししたお金については、こち

らの対策の分だけで帳簿を整理していただいていますので、例えば、中山間地域等直接支

払制度の活動で中山間では草刈りをするけれども、本対策の活動では、農道の整備をする

とします。データとしては農道の整備をしたことによって幾らかかっています、どういう

人が出てやったかというようなところが上がってきています。中山間地域等直接支払制度

にある活動にはお支払いはしませんという整理をしていますので、ダブっているというこ

とはないだろうということで、そういう整理はさせていただいておりません。

○都築農地資源課課長補佐 エリアとしては重なっていますけれども、活動内容につい

ては当然分けております。お互いの施策が重なることによって、その地域では相乗効果が

あるでしょうし、それぞれの制度の趣旨に沿った活動がなされているわけですから、ここ

に書いてありますとおり重複の状況によって連携しているのではないか、ここでは連携さ

れているということでお示しさせていただいたということです。

○丸山委員 現地の方からしてみると、別にどこから金が出ているか関係なくて、その

２つを合わせてやったことでこれだけよくなったという話になるんでしょうけれどもね。

○雜賀農地資源課長 そのとおりで、効果というところを測っていくという点において

は、中山間地域等直接支払制度と一緒にやっているところは、この制度でこういう仕事を

やり、農地・水・環境保全向上対策でこういう仕事をやり、トータルとして地域がこれだ

けよくなったというふうな視点で物をみる必要性があるのではないかというご指摘だと思

います。今まで重複という視点でみていました。ご指摘の視点については、抽出調査をし

ないと分からない面があります。中山間地域等直接支払制度と重なっているところが全体

で約3,000地区くらいあります。今回420くらい抽出調査をかけようと思っておりますので、
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中山間地域等直接支払制度と重複している活動組織は数十というオーダーになると思いま

すけれども、そういう数十の地区において中山間地域等直接支払制度との相乗効果が出て

いるのかというようなところも検討してみたいと思います。

○丸山委員 政策評価の基準というか、そういうのを決めるときには、やはりコストパ

フォーマンスをみないとだめだということはどうしても出てくると思いますので、それを

何がしかの形できちんとみなければいけないのかなという気がします。19年度の実施状況

のご説明をお伺いしている限りは、その辺がよくわからなかったものですから。

○池田農地・水・環境保全対策室長 わかりました。

○阿南委員 今の交付金の使い方とも関係しますけれども、やはりこの施策を推進して

いくためには透明性をどう確保していくのかということが一番大事だと思います。金額も

本当にそのとおりで、地域の参加していない住民に、自分の地域ではこういう施策が展開

されて、これだけの補助金や交付金が使われて、それでよくなっているんだなということ

が理解されることが必要だと思いますので、そのチェックの仕組みというのはすごく重要

だと思います。

そういった点でいうと、地域の消費者の組織ですとか、そういうところの参画をどのよ

うに図っていくのかということも必要だと思いますし、地域の環境づくりが「安全・安

心」な農産物生産にどのように結びついているのかとか、そんなこともはっきりわかった

方がいいし、それがその地域でどのぐらい消費されているのかというようなこともみえた

方が、住民の理解はより高まっていくのではないかなと考えておりますので、その辺のと

ころも仕組みとしてつくっていくということが重要かなと思います。

○三野座長 全国の第三者委員会として何をターゲットとして発信しようとしているか

というあたりと、本対策は、大変広い視野を要するということ、また、評価を行うのと、

道府県の第三者委員会もありますし、それから各協議会自身の活動もあり、構造が一杯あ

りますから、その辺も整理しながら、今のご指摘は大変貴重なご指摘かと思います。その

辺は、何かお答えいただくことがございましたら。

○雜賀農地資源課長 非常に重要なご指摘だと考えておりますけれども、それをどのよ

うに抽出し、どのようにデータをとるのかという点において少し頭を悩まさなければいけ

ない部分もあろうかと思います。

我々としても、「安全・安心」な農産物、例えば環境保全型農業に参加して作っていた

だいているものがどういう形で流通していくのか少しでも解明できないかということで、
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アンケートの中でも、例えば地元の直売所で売っていませんかとか学校給食に使っていま

せんかという選択肢により把握しようとはしていますが、一部の地区で、少し聞いたとこ

ろ、流通ルートは変えずに出荷していますよみたいな回答だったりして、今委員にご指摘

いただいたようなところ、特定の地域だと、例えば地域の消費者でどれだけ消費されてい

るのかとか、こういったところ、ああいったところに出荷しているというのが出ると思い

ますが、全国押しなべての統計データとなってくると、マイナーで見づらいというような

ところもあるのかなというのが現状認識としてあります。さはさりながら、そういったも

のを、委員のご指摘のとおりいかに進めていくのかというのが、政策として重要なところ

だと思いますので、その辺のところは、取り組まれているところを浮き彫りにしていく方

法としてどのようなものがあるのかというのは考えさせていただきたいと思います。

○木村委員 今のところに関連してですけれども、実際には今日お示しの資料の中でも、

地域振興の視点でいわれた、生産側、要するに取り組んでいる側がどういうところに売っ

ているかという調査をまず始めて、そこの中で特徴をつかんだ上で、その先に、先ほど阿

南委員からご指摘のあったような、そこで展開されている購入側の方はどういう意識をも

っているのかという、そういうステップ・バイ・ステップでやっていこうという考え方で

すよね。

○雜賀農地資源課長 そのような形でやるのがいいのかなと思います。例えば地域でど

れぐらい消費されていますかと全国にダイレクトに聞いても「わからない」という回答で

あったり、あったとしてもごく一部で、分析はできにくいというイメージがあるものです

から、これはよく考えてみないとわからないという部分があります。しかしながら、そう

いった地産地消などを中心に据えて一生懸命やっているようなところに焦点を当てて、ま

た全国に紹介していくということで進めていくのが、分析といっていいのかという問題も

ありますけれども、まずは第一ステップはそういうところなのかなというようなイメージ

で今思っております。もう少し実態もみて、委員の皆様のご指摘なども踏まえながら、何

ができるのかというところは検討してみたいと思います。

○阿南委員 ぜひお願いしたいと思います。子どもたちがなぜ参加するのか、あるいは

地域の消費者がなぜ参加するのかといえば、自分たちの交付金という税金が地域のことに

いかに役立つかというようなことでチェックをするわけですよね。ですから、最大のチェ

ックだと思いますので、その辺の取組は強化していただきたいと思います。

○池田農地・水・環境保全対策室長 事例でも、全町的に取り組んでいる、いわゆる消
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費者もいっぱい入ってやられているとか、あるいは子供会の活動は、従前は子供会だけで

やっていたのだけれども、農業者との活動の中で接点が生まれてきたとか、そういうよう

な事例的な考え方で整理はできると思いますけれども、数量的な部分、先ほど委員がおっ

しゃったような地産地消の農産物はどのぐらいあるか、何トンだとか、そういうのは少し

わかりにくい部分があります。しかしながら、その定量的な部分は難しいとしても、実際

上、地産地消でどのぐらい増えてきたかという定性的な部分というか傾向的な部分という

のは、アンケート調査でもとることができるのかなと思いますので、そのようなやり方も

考えていきたいと思っております。

○三野座長 この対策の目的は、全国共通の部分と、地域の多様な活動をサポートして

いこうということがあります。私は兵庫県の第三者委員も兼ねていますが、兵庫県では地

域の「安全・安心ブランド」ということをテーマに掲げながら、今おっしゃったことを直

接問おうとしている活動をされていますし、滋賀県では、先ほども例が出てきましたけれ

ども、琵琶湖の水質の問題と、化学肥料、化学合成農薬50％削減の「安全・安心ブラン

ド」といった、環境というものをキーワードに置かれている。それぞれ地域地域でいろい

ろなことが挙がってくると思いますので、そういう事例をご紹介することで全国に広げよ

うと、先ほどのご説明の最後のはそういうことですね。

○池田農地・水・環境保全対策室長 はい。おっしゃるとおりです。

○三野座長 そういうことですので、これから議論しながら委員のお話のようなものを、

より具体的なものを進めていければと思っております。

○鷲谷委員 多様な視点から評価を行って効果を確かめていくことは重要なことだと思

いますが、いろいろご説明を伺って、アンケートの実際の案などもみせていただきまして、

私の専門に近い分野で生態系に関するアンケートを拝見して、これだけを独立させてアン

ケートをとることで何が把握できるのかと、今考えたところですけれども、主観的な認識

を問う形になっております。

そこで、今の日本というのは、生態系とか生物多様性などに関してはリテラシーがかな

り低い状態で、一般の方たちが思い込んでいらっしゃることと現実がそれほどは一致して

いないことは確かです。そういうところでこういうアンケートをとるとして、それに意味

を持たせるにはどうしたらいいのか、少し考えてみたのですが、１つは、こういう取組を

することによって、そういう主観的な認識と客観的なものが近づいてくるというのは一つ

の成果になるのではないかと思いますが、これは主観的な認識を尋ねていますけれども、
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別のもので、２つやり方があるかなと思いました、１つは、今県とかいろいろなところが

COP10などに向けて生物多様性の評価をしてマップなどをつくったりという取組を進めよ

うとしています。県レベルでそういうことをしようとしているところもあると思いますし、

全国的なものもきっとあると思います。そういう生物多様性のマップが客観的な存在とし

て、もしできたら、こういう主観的なお答えとどういう関係にあるのかということでチェ

ックをしたり、その認識と実態の乖離あるいは一致度を測っていくということが一つある

かもしれません。

もう１つは、この選択肢の中だけで完結させるのはどうしたらいいのかと一生懸命考え

たのですが、こういうお答えの理由を、どうしてそこに○をつけるのか、具体的な生物名

なども挙げて一言説明してくださいと。それで、これをリテラシーのある人が集計すると

いうことが前提ですけれども、そこに書いてあることがどのぐらい妥当性のあることなの

かということでチェックをして、この回答に何か重みづけを与えたりとか、そういう一手

間かけることで意味を持たせることができるかなと思いました。現案では、これを集計し

て何がみえてくるかというのはちょっと難しくて、そういう一工夫する必要があると思い

ます。

○雜賀農地資源課長 なるほど、わかりました。

○鷲谷委員 それから全然違うことですけれども、今日いろいろ多様な取組事例がある

ことがわかって拝見したのですが、その中の11のところで、「遊水池のホテイアオイの除

去に多大な費用がかかっている」という事例がありました。

ホテイアオイの問題は、農村地域の中だけではなくて、時に河川で非常に繁茂してしま

って、その除去にコストがかかっているということがありますけれども、実はこの対策の

ポスターですが、水土里ネットが作っているポスターの中には、環境保全の取組としてホ

テイアオイを使うことを推奨するようなものがあります。一方では環境保全上困ったもの

として挙げて、他方ではそれを推奨している。このように、一方で除去費用をかけて一生

懸命対策をとっているのに、一方でお金を使って導入しているという矛盾があるというこ

とは、前から申し上げていたのですが、これをみたら、この対策内でそういう矛盾も生じ

ているように思いますので、やはりもう少しリテラシーを上げていただきたい。ホテイア

オイは世界の三大害草と国際的には認識されていて、いわゆる侵略的な外来生物の代表種

でもあります。特定外来生物には指定されていないのはいろいろ経緯があると思いますけ

れども、そのあたり、環境にかかわることは目配りをしっかりしていただいた方がいいの
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かなというように感じました。

○都築農地資源課長補佐 我々としては、もちろんホテイアオイは外来種として認識は

しておりますが、農村環境ということで景観形成活動の中で、地域によってはきれいだと

いうことで導入しているところがあります。

○鷲谷委員 そうですね。そういう事例は随分たくさんあると思いますけれども、だけ

れども、きれいだったらいいかというと、そこだけできれいで楽しんでいて完結するので

あればいいですけれども、それが出ていって他で迷惑をかけるようなことを推奨するとい

うのはいかがなものかと思います。

○都築農地資源課長補佐 その地域でまとまっていろいろな活動をする中で、ある程度

地域の自主性をこの対策は求めているものですので、禁止ということまでは、今のところ

なかなかできないかなとは思いますけれども、ご指摘はもちろんそうですので、情報発信

していかなければいけないと考えます。

○雜賀農地資源課長 そういうサジェスチョンをその地域に提示していくという問題は

あると思います。

本対策とは、関係ない話ですが、この前、生態系保全関係のコンクールの中で候補とし

て上がってきている活動の中に、外来種のタイリクタナゴを、あたかもうちの地域は守っ

ている、頑張ってやっているみたいな、どういう感覚でそういうことをやっているのかと

いうようなのがあったわけですけれども、先ほどの委員のお話の中にあるように、生態系

保全のための主観的な思いと客観的に何をどのようにしていったらいいのかというのがず

れている場合が往々にしてあるようですので、そういったところは、もちろん地域の自主

性、主体性というのはありますけれども、やはり全国レベルでいえば、いかがなものかと

思われるものがあります。

○鷲谷委員 正しい情報を伝えていくのが行政の役割ではないかと。

○雜賀農地資源課長 そのとおりだと思います。

○鷲谷委員 理解が十分でないのをそのままにして、その状態を推奨するというのはあ

まり適切ではないのではないかと思います。

○雜賀農地資源課長 はい。ですから、我々も、他の地域では外来種として駆除してい

こうと思っているものですからねということはきちんとお伝えする必要性があるのではな

いかと思います。

○鷲谷委員 そうですね。特にこういう生態系のようにまだまだ理解が不十分な部分は、
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技術的な面での支援、理解を促すような支援というのをきちんとしておかないとちぐはぐ

なことになってしまいますので、適切なパンフレットをつくるとかした方が良いのではな

いかと思います。

○雜賀農地資源課長 パンフレットに出すこと自体が問題だと思いますので。

○鷲谷委員 こういう事例集でも、その観点から評価できる事例としてこういうのがあ

るということを伝えていくとか、評価が中途段階なのでそういうのはまだ出せないのかも

しれませんけれども、一通りの評価が終わったときには、こういう面からよい取り組みで

あるとか、こちらからはいいかもしれないけれども、少し矛盾しているような取り組みは

あると思いますので。

○雜賀農地資源課長 はい。委員の最初のご指摘の、主観的なものと客観的なものにギ

ャップがある可能性があるので、それもきちんとみておいた方がいいのではないかという

ご指摘ですが、確かに我々の方でも生物多様性マップみたいなものの調査を違う部署でや

っておりますけれども、全国何百ヵ所もできるわけではなくて多分数ヵ所だと思います。

ただし、農地・水・環境保全向上対策は、全国で１万9千地区で取り組んでいただいてい

ますので、重なっている部分が幾つかはあるのかもしれないと思います。

○鷲谷委員 そういうところから出てくるパラメーターと、ここでのアンケートのお答

えの間の関係を統計的に解析するなど、マップさえあれば幾らでも分析の手法はあると思

います。

○雜賀農地資源課長 そういうところで重なっている地域があるかないか、重なってい

る地域でどういうふうな対応ができるかというのを検討させていただきたいと思います。

○中嶋委員 質問が一つと、あとコメントのようなものが一つですが、資料３につきま

して、追加でご説明いただければと思っております。

それは、平成19年度から20年度にこれだけ組織数と面積が増えたということであります

が、これから、これ以上増えるのかどうかということと、本来やってほしいところがやっ

てくれているのかどうか、これは施策の意味との付き合わせということがあると思います

が、そういった政策目標的な意味での達成度みたいなものはどのように感じていらっしゃ

るのか、行政の側からのご意見を伺いたいなというのが一つです。

○雜賀農地資源課長 難しいご質問ですけれども、我々としては、農振農用地の半分ぐ

らいを一つのメルクマールとして頑張っていきたいと考えてきたわけです。実際に農振農

用地の半分となると200万ha になるわけですから、こうやって伸びてきているとはいえ、
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今まだ140万弱ですので、そういった意味も含めてもう少し伸ばしていきたいと考えてお

りますし、まだまだ伸ばせる余地はあるのかなと思っています。

といいますのは、当初手を挙げていないところの方々の声は、少し大変なのではないか、

地域にとって労力のわりには効果がないのではないかと思っていたけれども、隣の村でや

っていることをみたら、これはいいのではないかと思っていただいているところが増えて

いるとお聞きしていますので、まだまだそういう余地は地元のニーズとしてはあるのかな

と思います。

あとは、一番のネックは、市町村と県の財政問題でして、ただ、これもプライオリティ

の考え方の問題で、県の方にも全く予算がないわけではないですから、そういう地域の声

があれば、県としても市町村としても応えていかなければいけないという形になるとも思

いますので、県・市町村の方にも働きかけていきたいと思っています。

本来やるべきところでやっているのかということですが、我々としては200万haについ

ても、ここの部分でやってほしいということではなく、「本来」では400万ha全部でやっ

てほしいと思っているわけですが、とりあえずの大きな目標として200万haといっている

ということです。ある意味、現在取り組んでおられる地域が「本来」の地域かどうかとい

う区別はやっておりませんが、400万ha全部でやってもらいたいという意味からは、本来

やってもらいたいと思っているところでやっていただいているということになると思いま

す。課題としては、十分に大きい面積ではありますけれども、それをもう少し伸ばしてい

きたい、次期対策も当然視野には入れていますので、増やしていきたいというのが当方の

考え方でございます。

○中嶋委員 私が感じていたのは、例えば人手が足りないとか、全体にお金が足りない

ところとか、特に施設が悪くなっているところ、そういったかなり手当てしなければいけ

ないようなところにこのお金がつくことで底上げされればいいのですが、それが地域の財

政力と相関していると、そのために良いところはもっと良くなって、悪いところはどんど

ん取り残されるというようなことがあると、それは本来の施策の目標からすると合ってい

ないのではないかと思います。

○齊藤整備部長 補足させていただきますが、資料３の２ページをご覧いただきますと、

本対策は、全国的に展開しているということが分かるかと思います。また、水田、畑、牧

草地の地目で見ますと、水田が圧倒的に多い。特に水田を多くしようとしているわけでは

ないのですが、やはり基礎的に集落の結合というか共同体ができているところが、水田の
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地域であるということがいえると思います。

財政力については、事業の趣旨を理解してやろうと思うか思わないかによってかなりの

差があります。事例の中でも挙げていますが、千葉県の睦沢町では、全町ほとんどやって

おります。我々からこのような地域で実施すべきだなど、政策的な誘導ではなく、十分趣

旨を理解して実施していただいているところです。

それから、一つユニークな例を申し上げると、愛媛県は結構面積が多いのですが、これ

は圧倒的にみかん畑である樹園地が多く、愛媛県の方に聞くと、樹園地の共同活動、つま

り樹園地農道の維持管理に政策的にかなりポイントを絞ってやっているところもあります。

ですから、今委員のご指摘は、全体的にこうあるべきだというのが具体的にあってとい

うより、ある程度メニューを示して、その中でいろいろと創意工夫をやっていただいてお

ります。委員の方々からもありましたけれども、我々が評価すべきは、それがきちんと所

要の成果を上げているかどうかといったようなところかと思っております。

○中嶋委員 わかりました。

○三野座長 中嶋委員のお話に関連してですが、この委員会の評価の視点は大きく２つ

あるのではないかと思います。１つは事業制度そのものを評価して、新たによりよい事業

の中身に、効果のいい、コストパフォーマンスのいい形にしていくということ、もう１つ

は、タックスペイヤーである国民と、今お話になった国の補助50、県が25、市町村25です

が、おそらく市町村の方と県民と国民というのは受け取り方が違います。そういう意味で

は、先ほどちょっとお話し申し上げたのは、この全国第三者評価委員会として、どこに視

点を置くかによって、今部長のお話のように視点がかなり変わってくる可能性があるよう

な気がします。その辺は、ある程度意識して交通整理をしていかないと、いろいろなもの

が複雑になってしまうのではないか、いろいろできる制度であるがゆえに難しい問題もい

っぱい含まれているのではないか、そのような気がしました。

その辺は、事務局の方で、具体的に評価を進める上で、ちょっと交通整理はしていただ

きたいと思っています。

○雜賀農地資源課長 私としては、今、三野座長がおっしゃったとおり、事業の中身を

どうしていくのか、特に次期対策というものを考えた場合、どういうところに視点を置く

のか、こういうところを改めた方が制度としてよくなるのではないかという観点で分析を

していくというのもありますし、それから、もちろん国民の税金を使っておりますので、

やはり国民的視点でみていかに効果があったのか、それがなかなか難しいのですが、委員
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の皆様方にいろいろ頭を悩ましていただいている定量的にはどのように効果が測れるでし

ょうかというようなところ、大きく分けるとその２点が評価の中身として必要な枠組みと

いいますか、評価の目的だと考えておりますので、いろいろご審議いただけるとありがた

いと考えております。

○中嶋委員 今いった評価の方の問題ですが、ソーシャル・キャピタルという概念で代

表されるのは、地域のまとまりをこの施策で高めていくという効果で、私も一つ大事なこ

とだと思いますが、この対策を導入するときに大いに期待していたのは、農家の人たちも

しくは農村に住む人たちが国土とか環境の守り人としての意識が高まるのではないかとい

うことです。それは活動のチェック項目が、はじめは規範という感じで入っていたので、

それがゆえにこういう補助金がつくんだという意味合いを理解しつつ、日々の活動につな

がっていけばいいなと思ったのです。今回のアンケートをみると、そういうことを聞く項

目がなかったので、それが入れられないかと思います。もちろんそれは、本対策を導入す

るときにそのような説明をしていたかどうかによりますが。私は記憶にないのですが、た

だ、副次的な効果として、もしそのようなものが生まれていれば、これは非常に重要なこ

とだと思います。ヨーロッパの農業環境政策はスチュワードシップということでそういう

ことを意識しているので、私はそれがあってもいいのではないかと思っております。

○雜賀農地資源課長 そこはまたアンケートの中で入れ込めないか検討させていただき

たいと思います。

委員のおっしゃるとおり、もともと対策の単価の設定が泥上げや草刈りなどに大体どれ

ぐらいかかるのかというところをベースにしていて、それが地元に説明されているという

ところもあって、そういう「副次的」と呼んでいいのかどうかという問題はありますけれ

ども、ある意味直接的な我々が望んでいる効果ではないかと思いますが、そういう理解が

地域の中にどこまで浸透しているのかというとこがあります。ただ、実際にやっていただ

いている地区で、特に一生懸命やっているところは、泥上げや草刈りが良くなったという

ことで喜んでおられるのではなく、いかに地域がまとまったかとか、景観がよくなったと

か、子どもたちと一緒に楽しいことができて良かったとかというところで喜んで、こんな

にいい政策はないといっていただいているところがたくさんありますので、やはりそこに

焦点を当てて評価というものを考えていく必要性があると我々は思っております。

○中嶋委員 私は、そのような人たちがこの事業に対して使命を感じる、誇りを感じる

ことが大事だと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。
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○阿南委員 本当に基本的なことを申し上げますけれども、私は農地や水や環境が保全

されていくということは、「安全・安心」な農産物の生産の本当の究極の基盤整備だと思

っています。本対策は農村を振興するための施策だということですが、それは大前提だと

考えていいんですよね。いろいろなところを読んでも、言葉としてもなかなか出てこない

ので、今お米の問題でナイーブになっているものですからなおさらですけれど、どこかに

言葉を入れていただくと、消費者もすごく理解が進むのではないかなと思っています。

○中條農村振興局長 非常にいいご指摘をいただきましてありがとうございます。中嶋

委員からご指摘がありましたように、最初この施策を始めるときは、泥上げをしたり草刈

りをするということで、今ある施設をきちんと管理するという視点から始めた、これは正

直なところ、最初のスタートはそうでありました。始めているうちにだんだん項目が増え

てまいりまして、それで、これもやろうあれもやろうというように実は非常に欲張りな仕

組みになってきたというのが正直なところであります。

その際に、これだけは絶対外せないと、検討しながらみんなで確認したところもありま

す。その一つは、阿南委員ご指摘の「安全・安心」というものを国民がきちんと共有する

ためには、こういったベーシックなところをしっかり押さえていく必要があるだろうと。

できれば、本当は水質など踏み込んでやればいいのでしょうけれども、これだけ限られた

予算の中で、そこまでいくのは難しい。とりあえずは施設をきちんと守っていくことが重

要であり、例えば先ほどから話が出ておりますように、まずは、泥上げや草刈りをやるこ

とが前提になるわけですが、また、前段として関係者がそこに集まって話し合いをして、

それがこの地域にとってどのような意義があるのかということを確認する行為がまず必要

となります。検討していくうちに、実はこれが一番大事なポイントではないかと思うよう

になりました。実際にこの事業を実施している地区の状況を聞きますと、今も課長が言い

ましたけれども、まさにその辺のところを皆さんおっしゃるわけです。これまで会って寄

合をやって何回か話す機会があったけれども、これだけ踏み込んでこの地域のことをどう

しようかという話をしたことはなかった。これが地域の活性化につながってきたんだと。

単に泥上げや草刈りだけではなくて、加えて昔やっていたお祭りを復活しようとか、それ

からもっと違う社会活動に発展させようとかという声まで出てきたと、そういう評価を実

はいただくようになったわけです。

さらにそれは、究極の意味で、我々の地域というのは我々が守らなければいけないんだ

と。そして、そこに住んでいる方は、これは国土とは思っていなくて、これはあくまでも
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自分たちの地域だと思っているのだと思いますけれども、それを全国でみた場合に、これ

は国土の保全ということにつながってくるだろうと。

そういう意味で、実は私どもトライアル・アンド・エラーではありませんが、試行的に

やってきましたけれども、非常に大きな効果があったなと実は思っているわけです。ただ、

おっしゃるとおりこれをこのまま終わらせるのではなくて、これをＰＲして、ほかの方も

それをみて、「あそこでああいう活動をしているんだな」、「あれはいいな」と思ってい

ただけるように、そこのところまで極めるのが重要だろうと思っていまして、そういう意

味では、ご指摘のとおりもう少しＰＲをうまくやっていかなければならない。それから、

皆さんのご批判を浴びて直すべきところは直して、これは国民共有のものとしてやってい

かなければいけないなと思っております。

そういう意味で、先ほどご挨拶をさせていただきましたことの繰り返しになりますけれ

ども、こういう活動事業というのは、常日ごろの評価が非常に大事でございますので、い

ろいろな方からの評価を受けて、それを具体的に施策に反映させていくことは非常に大事

だろうと思っておりまして、そういう意味では、今日いただいたご指摘もきちんと政策に

反映していきたいと思っております。

最後に一言だけ余計なことを言わせていただきますと、実は国の側からのねらいとしま

して、一つこれだけは欠かせないというところがあります。これは積極的というよりも消

極的な意味合いですが、何故農振農用地の半分を保全しなければいけないことになったか

ということですけれども、これまで国が投資してこういう基盤の整備をしたところという

のは、実はこの面積の約50％です。国家が投資したものを、無駄にしないで、これから先

もこれを維持・保全していくことが必要だろうというふうに思っていまして、そういう観

点からも実はこの施策に期待するところは非常に大きいわけですね。

ご案内のとおり、これから先は大規模な公共事業を積極的にやるような時代ではありま

せん。私どもに課せられた仕事というのは、これまで投資されてきたものをどうやって次

世代にうまく継承していくかというところがあるわけでありまして、そういう意味で限ら

れた予算を最大限に効果的に使いたいという思いもあります。そういったものが織りまぜ

てあるということをご理解いただきたいと思います。

○鷲谷委員 ご意見の中にはそういう観点が入っていたと思いますけれども、国レベル

の評価というのは、やはり国民全体、納税者といってもいいかもしれませんが、その視点

からの評価がどうしても欠かせないと思います。
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そうすると、多数派といえば都市に住む消費者の視点で、これが都市に住む消費者にメ

リットがあるのか、「安全・安心」というのは一つの観点になるかもしれませんし、もっ

とそうやってそこにできた環境を国民全体が享受するという観点もあるのではないかと思

いますが、それは地域で評価するときとは違う視点ではないかと思います。

○雜賀農地資源課長 「安全・安心」というところについて、確かに委員おっしゃると

おり前面に出ているところではないんだと思いますけれども、そういうふうな視点で考え

ている地域も１万9千の中にはあろうかと思いますし、実際にやっておられることは「安

全・安心」につながることをやっておられると思います。ただ、そういう意識をもってや

っておられるのか、違う意識でやっておられるのかという問題もあろうかと思いますので、

その辺のところも掘り起こせるような、掘り起こしてそれをまた都市だとか地域の消費者

の方にもそういうメッセージを送れるようなことが何か考えられないかというところは検

討させていただければと思っております。

○三野座長 評価の最後の出口の一つとしてご指摘がありましたけれども、その辺は強

調しておきたいと思います。

○木村委員 この施策そのものが、面積規模要件が余りない、社会的な支援施策といっ

た位置づけで、途中でお話があった、重複をみるという、水田・畑作経営所得安定対策、

あちらの方はむしろ農業を産業としてしっかりと育成するための規模要件を備えた支援施

策で、こちらの方は中山間地域等直接支払制度と同様に、むしろ幅広く国土保全も含めて

という位置づけの社会政策的な支援というような、両輪的な位置づけであるというのは、

その関係している人はわりとよく認識していると思うのですが、その辺の認識の浸透はや

はり不足しているんだということを感じます。

今回ご提案いただいたところは、この施策の目標ですとか実施すべきこととして示され

ている事項について評価したということであって、当然その先に、それをどういうように

発展させるかということは考えつつも、まだそこまで具体的に出せないという段階を認識

してつくられていると理解するのですが、その先を出していくというのが全国の第三者委

員会で、こういう方法で、例えば消費の方に投げていくような出し方をしていきましょう

ということが論議されるというように認識しているわけです。

そういう点では、例えば先ほどおっしゃった施策間の重複というところも、ご指摘があ

ったように、これまで施策の実施側としては、それぞれの目的があるので、それの重複、

そういう意味での目的の齟齬がない形でということではなくて、むしろそこの相乗効果に
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ウェイトを置いた評価ができるような見方で、それぞれの支援策を使って各地域がどのよ

うに展開しているか、それを相対的にうまく活かせているところもあれば課題もあるとい

ったような評価ができるようにしていくのだろうなと推定をいたします。

○雜賀農地資源課長 もちろん、委員のおっしゃるとおり、例えば本対策でこういう地

域のまとまりができたから、産業施策としての、例えば担い手への集積だとかというのも

うまくいったとか、逆に担い手にうまく集積できているからみんながそれぞれ役割を分担

し合って本対策の活動もできるようになったとかというような相乗効果がないのか、それ

をあぶり出したいというところは視野に入れております。

○池田農地・水・環境保全対策室長 課長が申し上げたことを具体的に申しますと、ア

ンケート調査では、各施策の連携について、本対策の農道の補修などの活動によって担い

手や集落営農組織の負担が軽くなった、それによっていわゆる経営所得安定対策、産業対

策の方がうまくいっているとか、あるいは共同活動によって話合いが増えて集落営農組織

が発展したなどの選択肢を入れて行おうと思っています。

その回答の結果を見つつ、まさに相乗効果がどうなっているのかというのを、点的にや

るのか、それともアンケートでもう少し広げていくのか、そういうことを検討していきた

いと思っておりいます。

○丸山委員 今のお話で消費者の話が出ましたけれども、アンケートをおやりになるの

であれば、先ほど「安全・安心の側面がある」とおっしゃったのはそのとおりだと思いま

すけれども、これだけの効果が上がっています、ただ、これはこれだけ税金がかかってい

ますという話を明らかにした上で、都市の人にもアンケートをやってみたらどうですか。

私が思うに、この政策をやっているということを都市の消費者、東京とか神奈川の都心

部の消費者はほとんど知らないと思いますので、それを聞いてもしょうがないので、こう

いうことをやっています、それでコストパフォーマンス、これだけお金をかけているけれ

ども、これは実はこういう側面もあって食育とか食の安全とか、そういうものの基盤をな

しているものだとか、そういうことをきちんと説明した上でどう思いますかというのをや

ってみたらどうですか。

○雜賀農地資源課長 そういうことも視野に入れて、例えばＣＶＭみたいな、都市住民

の方にも聞いてみる手法があります。その場合、どうやって聞いたらいいのか聞き方が難

しいということでいろいろ悩んでいる部分があって、委員の皆様方にお示しできるような

レベルにはまだなっていないのですが、そういったことも当然いろいろ頭の中に入れて考
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えております。

ただ、今のお話にあるとおり、まずどれだけの効果があるのかということをお示しでき

ないと都市の方にも提案できないというところがありますので、今回はスケジュールでも

ありますとおり、まずプロトタイプ的に幾つかの地域で聞いてみた上で、今年度の末あた

りに、その結果をお示ししながら、ここはこのように直した方がいいのではないかとか、

ここはこのように聞いたらもう少しいい評価になるのではないかというようなところを、

皆様のお話なども伺いながら、練り直して、来年度本格的にやりたいと考えております。

その際、今度は同時並行的にＣＶＭみたいな手法で何ができるのかみたいなところも考え

させていただいて、都市の方、地域の非農家の方というか参加されていない方だとか、そ

ういう方も含めて聞いてみたらどうなるのかというところも、あわせてステップ・バイ・

ステップで今後考えていきたいと思っています。

○中條農村振興局長 その場合、前段にこの施策を導入したときの背景とか目的みたい

なものをしっかり示さないと、都市の方にはきちんとした理解はいただけないと思います

ね。だから、そこはまさにポイントだと思いますね。

先ほど木村委員からご指摘がありましたように、そもそも導入したときに水田・畑作経

営所得安定対策と、この施策というのはセットで農政改革として出した経緯もありますの

で、その辺のところをきちんと説明する必要があるだろうと思います。

それから、以前からやっておりました中山間地域等直接支払制度とこの施策というのは、

実は全然違う、仕組みも違いますしねらいも違うわけです。その違いもきちんともう一度

説明する必要があろうかと思います。

○宮城委員 ずっと最初から気になっていたのですが、施策評価ということになると、

今まさにおっしゃったように、この施策が全体として効果があったかどうかということを

確認しなければならないと思います。消費者という話が出ましたけれども、活動団体その

ものに評価してもらうのとは別に、協定の相手になっている市町村とか、あるいは県にお

いて、この施策が入ったことによって全体としてどうであったのか、それから水利施設の

保全活動をきちんとやるこにとよって、これまで投資した水利施設がまさに長寿命化する

んですよというのが最初の目的でしたが、そこのところについて、専門ではないので私は

わからないのですが、技術的に確実に長寿命化されて、コストもこれだけは節約されます

ということを、全体の数字としてどこかで出すことが、施策評価の第１段階としては要る

のかなと思います。
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それともう１つは、私も興味はそちらの方があるものですからついつい思うのですが、

地域のまとまりができたといいますけれども、活動団体をつくったわけですから、その活

動団体がどういう力をもてるようになったか、あるいはそのためにさらに必要なのは何か

ということを考える必要があると思っています。その意味では、多様な主体が参加すると

いうことが大きな目玉であったわけですが、団体がとりあえず連絡をとり合ったレベルで

はなくて、活動に実際にどれだけ住民が参加できるようになっているのかという参加者の

広がり、それから住民全体が農地・水・環境についてどういう認識をもつように変わった

かというのは、やはりどうしても要るような気がします。もしかしたら第２段階、第３段

階かもしれません。

それから、これをきっかけに新たにどのような活動が生まれたのかというようなことも

聞けないかなと思います。

先ほどの主体が力をつけるということに関しては、今日ご議論を聞いていて思ったので

すが、透明性を高める、まさに交付金をどのように使ったかということを地域の皆さんに

きちんと伝えていくようなことをやっているのか、総会を公開しているのか、総会にどの

ような方が参加しているのかとか、そういうのもあるのではないかと思いますし、それか

ら生態系のお話でも思ったのですが、活動が本当に全体として正しい、まさにリテラシー

を蓄えられるのか、この事例の中では、最後のところが自分たちの技術を上げるという活

動をなさっていらっしゃいます。そういうようなことと同じような意味があるのかなとい

うように思います。

もう１つ、この調査に関してだけは確認しておきたいのですが、400ぐらいの調査をす

るということですが、モデル的に平成１８年度にやっていたところが600ぐらいでしたよ

ね。

早くから実施しているところは、やはり早くからよい取組をしていると思いますので、

できることでしたら、私は抽出調査の方は、うまくいかない問題発見型の調査になってほ

しいと思います。全体の数字を報告書で上がってくるデータで把握できるところは施策の

評価に一番直接結びつくことだと思いますが、サンプルを確認するときに、問題があって

困っているようなところが出てくるような調査にしていただけると、次の段階のことが考

えやすいかなというように思います。モデル地区を外さなければいけないとまでは思いま

せんけれども、比較ができればいいと思います。

○池田農地・水・環境保全対策室長 技術的な話を申し上げると、アンケート調査の対
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象地区は、ランダムで選んでもらおうと思っているので、モデル実施地区と重なるところ

もあるかもしれませんが、確率的にいうと重なるところは少ないのではないかというよう

に思っています。

○宮城委員 そうですね。１万幾つに対しての600ですからね。

○雜賀農地資源課長 ランダムの仕方が非常に難しいといいますか、それぞれ県、市町

村にお願いしようと思っていますが、本当にサイコロを振ってランダムにするというわけ

にはいかない部分があるだろうと思います。ただ、あくまでも抽出なので、極力ランダム

になるようにというところの歯止めをどうかけるのかというのを、今年はまだ抽出の中の

抽出といいますか、プロトタイプ的にやろうと思っていますので、来年はそういう心配も

ちょっと出てきますので、その辺のところもいろいろ考えていきたいと思っています。

○三野座長 層別抽出という形で今のご意見を反映できることもあろうかと思いますの

で、事務局で工夫をお願いします。

○宮城委員 問題発見型にやるのであったら、項目数がすごく増えたところではなくて

増えなかったところはどうしてかということで選んでもいいのではないかという気がする

ぐらいですけれども。

○三野座長 はい。

予定している時刻からちょっと過ぎておりますが、10分ばかり延長させていただいてよ

ろしいでしょうか（「はい」の声あり）。それでは、事務局の方で補足がございましたら

どうぞ。

○雜賀農地資源課長 あとは、宮城委員からの、例えば長寿命化みたいなものについて

も定量的な、要するに何年延びたのかとか、幾らぐらいの価値があるのかというようなご

指摘だったと思いますけれども、どこまでできるかという問題はありますが、そういった

ことも当然視野に入れて内部では検討しておりますので、今後またご報告していろいろご

審議いただければと思っております。

○木村委員 環境保全効果といいますか、そこのところで、やはり科学的なデータとし

て示すのはわかりやすい話で、その中で水質の改善効果については、共同活動支援と、そ

れから営農活動支援、そこで両方に挙がっていて、それは仕分けて評価するということに

なるのでしょうか。

○雜賀農地資源課長 基本的に営農活動支援でと思っています。

○木村委員 営農活動支援の方は、具体的に水質調査ということが出ていますけれども、
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共同活動の方でも幾つか出ていますね。

○雜賀農地資源課長 共同活動の方は、具体的な数字ということではなく、以前と比べ

てどのような変化があったかというような、主観的な調査にとどめさせていただこうかな

と思っています。営農活動支援の方では、そんなにたくさんの箇所はアンケート調査がで

きないので、全国的な統計データというよりは、そういう地域もあって、そのような地域

ではこの程度の改善になっていると。要するに水質改善というのが意味はあるけれども、

全国的な定量データをとろうと思うと非常に大変なことになるので、そこまでは、今の段

階ではなかなか手が出せないかなと思っています。

○三野座長 それでは、時間も参っております。この辺で議論をおさめたいと思います

が、事務局におきましては、本日の議論を整理した上でアンケート調査等実施していただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

その他、事務局からございましたらお願いいたします。

○池田農地・水・環境保全対策室長 次回の委員会の開催でございますが、先ほどお話

の中でもございましたように、アンケート調査等をやらせていただいた上で、それを分析

して来年の２月ないし３月に開催させていただきたいと思います。また近くになりました

ら皆様のご予定をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○三野座長 以上をもちまして本日予定しております議事を終えたいと思います。進行

を事務局へお返ししたいと思います。

○雜賀農地資源課長 本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、なおかつ活発なご

議論をいただいて本当にありがとうございました。

今日ご指摘いただいたようなご意見については、今後の調査、まず実験的にやる調査で

すけれども、そういったものに活かせるように盛り込ませていただきたいと考えておりま

すので、またその内容につきましてはお話しさせていただきたいと思っております。

では、これをもちまして第３回の農地・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。本当にありがとうございました。

――了――


