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第４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２１年３月２５日（水曜日）１０：００～１２：００

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

おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから農地○雜賀農地資源課長

・水・環境保全向上対策第三者委員会を開催させていただきたいと思います。

本日は、阿南委員がご都合によりご欠席と伺っております。まず最初に、開会に当たり

まして、吉村農村振興局長よりごあいさつ申し上げます。よろしくお願いします。

おはようございます。農村振興局長の吉村でございます。○吉村農村振興局長

委員の皆様方には、年度末の大変お忙しい時期にお集まりいただきまして、まことにあ

りがとうございます。天候のほうも大分暖かくなり、桜が咲き始める時期ということで、

これから農作業も本格化し、この対策の活動もこれから活発に始まる頃かと思っておりま

す。

本日の議題であります農地・水・環境保全向上対策の実施状況でありますけれども、11

月15日現在で、委員の皆様方からも応援をいただいて、全国では１万９千の活動組織で約

136万ヘクタールという広がりをもって取り組んでいるところでありまして、昨年に比べ

ますと、取り組み面積で約20万ヘクタール増加をして 1.2倍になったということで、２年

目としてはおおむね順調に取り組まれていると考えております。

また、昨年10月にこの委員会を開催させていただいたわけですが、その後、12月に土地

改良長期計画の閣議決定がございました。その中で、地域協働取り組み活動を通じて農地

・水の保全をするということが明記され、目標がきちっと位置づけられたということで、

これまでの土地改良長計とは大分趣も変わりまして、このように取り組みが閣議決定ベー

スできちっと位置づけられたという意味でも少しずつ前進をしていると思っております。

また、この対策に取り組んでいる地域の皆さん方からも、地域の景観がよくなったとか、

地域が元気になった、あるいは集落のまとまりがよくなったというような評価の声をいた

だいているところでありまして、この対策が順調に全国に浸透しているのではないかと考

えております。今後とも活動の充実を図っていくべく、我々としても対応していきたいと

考えております。
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この委員会でございますけれども、今回で４回目ということでございます。前回は、昨

年10月に、本対策の評価の考え方などについてご議論いただいたところでございます。今

日の委員会では、前回いただいた内容を踏まえ実施いたしました抽出調査やアンケート調

査の結果をご報告いたしまして、今後の進め方などのご討議をいただくという予定でござ

います。

ご案内のとおりでございますけれども、本対策は非常に幅広い活動で、ある意味で、活

用の仕方というのは地域に任されているというところが一番評価をされているところだと

思いますけれども、そういうことで、逆に、これを評価していただくということになると、

今までにない評価の視点が求められていると思っております。難しい課題だと考えており

ますが、委員の皆様方の幅広いご知見からご指導いただければと思っております。この対

策の取り組みがより効果的に展開していけるようにご助言いただければと考えております。

本日、委員の皆様から忌憚のないご意見を賜り、評価手法などの検討を深めていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

ありがとうございました。○雜賀農地資源課長

それでは、委員会の議事進行のほうは三野座長にお願いしておりますので、三野座長、

よろしくお願いいたします。

それでは、早速ではございますが、議事を進めていきたいと思います。○三野座長

お手元に議事次第がございますが、本日の議題は、「平成20年度に実施した施策評価に

関する調査・分析結果について」でございます。まず事務局から資料のご説明をいただき

たいと思います。

（資料に沿って説明）○池田農地・水・環境保全対策室長

ありがとうございました。○三野座長

ただいま20年度に実施した調査と分析結果をご説明いただきましたが、ご自由にご質問、

ご意見をいただければと思いますので、お願いいたします。かなり膨大な量のご説明でご

ざいますが、何かございますでしょうか。何からでも結構でございます。

資料２の47ページで、販売先の多様化について、まだ取り組みを始めたば○木村委員

かりですけれども、実際には販売先の多様化そのものだけが望ましいのではなくて、それ

ぞれどのように売っていくかという戦略があるところでは、必ずしも販売先の多様化とい

う形ではあらわれないのではないかと思います。

それから、ここで区分した、例えば農協であるとか、生協であるとか、その中でどのよ
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うな動きがあったかというようなことも、従来から変わった要因があるとすれば、注目す

べきと感じますが、その点はいかがでしょうか。

木村委員ご指摘のとおりだと思いますので、これ○池田農地・水・環境保全対策室長

からまた具体に聞いてみようと思います。

とりあえず動向みたいな概要を押さえていただいたということで、その辺○三野座長

はこれからさらに深く入っていただくということですね。

はい。○池田農地・水・環境保全対策室長

今回の調査・分析の対象は、当然、農業者が主体であることは明らかです○松本委員

が、非農業者も入っており、非農業者が農業の現場をどのようにとらえているかという視

点が、若干ですが今回わかったというのが非常によかったと思います。

非農業者の視点というのは、景観だけではなくて、例えば、ご自身が農村地域で生活さ

れていて、消費物を、市場とかそこの農村地域から出てきた農産物を購入されて、おいし

いとか、味がよくなったとか、そういうのを実際に私は個人的に聞いているわけで、今後、

非農業者も入れた幅広い農村地域の変化、客観的な非農業者の意見というのは非常に重要

であると思いますので、今後ともぜひこうした調査を継続し、農村振興という中で農村が

どのように変化、向上していくかということがもっと具体的にわかると、さらに結構だと

思います。よろしくお願いします。

それからもう１つ、この対象は、どちらかといえば水田が多いですけれども、畑の場合

というのがもう少しクリアに出てくると、より取り組みやすいかなと思いますが、そうい

うアンケートの方法というのは今後はお考えですか。

もちろん、今回やらせていただいたのは、22年度に中間評価をし○雜賀農地資源課長

ようと思っているんですが、そのプロローグとして、20年度、少し試行錯誤的にやらせて

いただきました。

アンケートをとるときも、全体がうまく評価できるようにランダムでアンケートをとり

ました。その結果、やはり水田が多いという形になるんですが、例えば、畑だけを特に抽

出してやってみようとか、そのような取り組みは、今日、委員の先生方のご意見もいろい

ろ賜りながら、21年度どのようにしていくのかというのを考えていきたいと思っておりま

す。

私個人としてはぜひ畑も重視していただきたいということでございます。○松本委員

よろしくお願いします。
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そういう方向でいろいろ検討してみたいと思っております。○雜賀農地資源課長

私は、多様な主体の中で、女性に非常に期待をしていたのですが、資料２○宮城委員

の20ページの結果でみると、子供たちとお年寄りの参加が増えているというのが、女性を

上回って出てきて、予想外ですけれども、大変おもしろい点ではないかなという気がしま

す。

子供たちの参加というのは、学校とか子供会を通じてというのは十分考えられるんです

けれども、もしかするとこれまで地域での活動の場を少々失っていたお年寄りが子供とか

かわれる場になったのかなというようなことが、この数字だけですけれども、ちょっと感

じられて、もしかすると多様な主体を農家以外の外に求めるだけではなくて、地域の中に

いらっしゃるいろんな世代の方たちが交流できる機会になったのかなと感じました。

もし具体的な地域を調査するような場合、お年寄りの活躍がある、あるいは子供たちが

参加していると、そういう違いによって何か出てくるかどうかみていただけるといいなと

思います。

今、宮城委員からご指摘ございましたが、先ほど雜賀課長からも、本格的○三野座長

実施へ向けての予備調査的な意味もありますので、本格実施に対するご意見もいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。

今、宮城委員おっしゃったところなんですけれど○池田農地・水・環境保全対策室長

も、アンケートで「特に活動でよくなったところはどんなところでしょう」というのをお

聞きしたところ、確かに女性会よりも老人の活性化がされたというか、非常に活力が沸い

てきているという答えが多いんです。そういう視点があるんだなと改めて感じました。

資料１の４ページに、「地域で生産されるたい肥の施用」ということで、○木村委員

地域でつくったものを使っていくのが増えているという結果が出ています。これは、こう

した地域資源を使うという点では、できるだけ物を動かさないで、近いところで使うとい

うのは非常に重要な視点ですので、こういう形が伸びていくというのは望ましい姿だと思

います。

もう１つは、これを実施した時期が昨年の11月から12月ということですので、ちょうど

化学肥料の価格が去年の７月にかなり改定されて高くなったことがこの結果にあらわれて

くる少し前ぐらいの段階なのかなという感覚をもちますので、この後フォローされる調査

等で注目したいと思います。化学肥料をできるだけ減らしたいというのがもっと増えるこ

とが想定される一方で、これまで続けてきた持続型農業とか環境保全型農業の中で、たい
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肥を使っていきましょうということがある程度基礎にあって、今回の調査でたい肥利用が

やや増えていることが、次回なり、もう少し広げて調査をしたときに、それがもう少し明

確な傾向になってあらわれてきて、それにこの事業がかなり効果を示しているということ

になれば、そういった点の評価にもつながっていくのかなという感覚でいますので、その

点、期待したいところでございます。

今お話しになったことと関連してなんですが、これは農地・水なんですけ○三野座長

れども、今のお話のように、ほかの支援制度みたいなものが重なったりしてないんでしょ

うか。中山間の重なりはかなり気にはしていたんですけれども、例えば、有機農法の推進

法だとか、他の形のものと、たまたまこの制度とうまく合わせわざで使っておられたとい

うような形のものは、何かうまく分離できるのかできないのか、その辺が私も気になった

ところです。

具体的に確認してないので、確かなことは今お答えできないんで○雜賀農地資源課長

すが、面的に 136万ヘクタールを対象にやっているような事業というものは、なかなか他

にはないので、そういう意味では、ぽつぽつと重なっている、例えば、バイオ関係で堆肥

のための補助金を出して堆肥施設をつくっているような地域と、たまたま１個２個重なっ

ている例というのはあると思いますが、全体でそれが３割、４割も重なるということは、

具体的には考えがたい。部分的にはあると思いますが、全体に対する率として大きな影響

を与えるほどあるのかないのかというところは、それほどでもないのではないかと今は推

測しますけれども、そういうところも将来的にはあわせて考えていければと思います。

今の件で、実際に道府県のほうで、周辺の施策があって、それは、この対○星野委員

策を契機にというよりも、むしろもともとあったもので、非常に相性のよい施策があるよ

うに思います。

例えば、この３つの視点の中で、農村環境の視点での活動状況に関していいますと、そ

の活動の組織自体が全部マネージできるケースもありますけれども、例えばボランティア

を呼んでくるとか、交流相手とか、環境にやさしいＮＰＯを紹介するとか、周辺部分でア

シストする施策というのが、この農地・水という施策とつながって、効果を大きくしてい

る事例は、シェアに関してはわかりませんが、実際にあると思います。

それがどれぐらい広がっているかというのは少しわからないんですけれども、その可能

性は十分あると思います。道府県のほうもその辺はしっかりみていますので、ベースをこ

の農地・水というのが走っていますので、これまでの施策プラスアルファの施策をこれに
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注入していくような動きはあると思いますし、効果も出ていると思います。

この対策がきっかけになって、うまく引き出してくる要因になっていたか○三野座長

もしれません。先ほど課長もおっしゃったように、非常に幅広の事業ですから、うまい組

み合わせを誘引しているかもしれないなという気はかなりします。

今のお話に関連して、資料２の49ページ、これは、補助金ではなく、ほか○丸山委員

の組織ですね。例えば、水田・畑作経営所得安定対策との重複についての調査結果があり

ますが、ここまで聞いているんだったら、それぞれからどれぐらいお金をもらってやって

いるのかとか、そういうことも聞けるのではないかと思いますが、どうでしょうか。

水田・畑作経営所得安定対策は、個人に対する支払いとなってお○雜賀農地資源課長

ります。例えば、農地・水対策をやっているエリアの中で、水田・畑作経営所得安定対策

でもらっている方がどれくらいおられて、その個人個人の方にどれだけ支払われているか

ということをお聞きしなければなりません。

実際問題、農地・水対策の範囲の中でどれだけの方が、例えば５人なのか、３人なのか、

面積は幾らなのかという細かいところまで調べるのが、地域地域で非常に大変ですので、

ばくっと、例えば２割ぐらいおられますかとか、３割ぐらいですかというような聞き方に

とどめさせていただいて、大体これぐらいの重なりがあるんではないかというような結果

として出させていただいているところであり、そこまで細かく聞いていくという作業が必

要なのか、必要でないのか。市町村、もしくは地域協議会、活動組織の方の負担が相当増

すような調査になりますので、そこのところは、それを聞くべきなのか、そこまで聞かな

くても、大体この程度の調査でいいのかというところをいろいろ考えていく必要性がある

のかなとは思っております。

全部は無理かもしれないけれども、重なっているもので、営農組合と重な○丸山委員

っているものがいっぱいあるわけです。ここについては、サンプル調査でもいいと思いま

すが、聞けるような気がしないでもないんです。

我々もそういう問題意識はもっているんですけれども、端的に○齋藤農村振興局次長

申し上げますと、膨大な行政コストがかかるということです。今、丸山委員がおっしゃっ

た水田・畑作経営所得安定対策と農地・水・環境保全向上対策の重なり具合を確かめよう

と思いますと、現地で、田んぼ、畑を１筆ずつ、対象であるかないかという調査をやらな

ければいけない。確認して重ね合わせないと、実際出てこないということです。

もう一方、どんな問題があるかといいますと、市町村や地域協議会からは、書類が多い
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という意見もあります。つまり、申請の手続きとか、補助金交付のための書類が多いなど

の指摘がある中で、地域の特性に応じた自主的な活動を重んじることが最も重要なことで

ございますので、その様な活動に円滑に取り組んでいただけるよう、手続の簡素化とか、

書類を少なくする、そういう流れもございます。

悉皆調査ができませんから、ご指導いただいたように、まずサンプル調査をやって、そ

れが有意であり、全国をあらわしているということに基づいてやっているということがあ

ります。

協力を得られる範囲でどこかの地区で調査するとかあるかもしれませんが、それが全国

を反映しているものなのかという問題もあります。

今回、県・市町村、協議会の協力を頂いてアンケートを実施しました。そういう中でい

かに実態を把握するかということに苦心しました。ですから、どのようなやり方が本当に

いいのか、またご意見をいただきたいと思います。

コストの問題はやっぱり必要なので、厳密に一筆一筆調べるのは大変なの○丸山委員

はよくわかります。

最後、１点だけ質問ですが、平成20年度に１万 ９千に 136万ヘクタール、ここに使っ

たお金は総額で幾らなんですか。

国費は共同、営農合わせて 286億円です。○池田農地・水・環境保全対策室長

丸山委員の意見は、今後可能なものもあれば、非常に難しい問題もあると○三野座長

思いますので、ご検討ください。

今の丸山委員の他施策との重複の関係でございま○池田農地・水・環境保全対策室長

すが、資料を割愛してしまったのですが、資料２の34ページで、技術的にいろいろ難しい

ので、活動組織に、水田、畑作経営所得安定対策とどのくらいの割合で重複していますか

というのを聞いたところでございます。

まず、全部の 430地区のうち 179地区が重複しているというお話があって、４割強の地

区で重複しています。それから、協定面積に占める割合でみますと、「少し」というのは

０～３割程度で聞いているんですが、回答が40％で一番多いんですが、一方で、「ほぼ全

部（９割程度以上）」とする地区が約４分の１に達しています。「大半」という７割以上

も合わせると、４割を超えるという状況でございまして、このような重複があるというと

ころはわかったところでございます。

さらに、「どのように連携していますか」というのを選択で聞いたところでございます
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けれども、本対策の共同活動によりまして「担い手や集落営農組織の負担が軽くなった」

とするのが５割強を占めています。一方、「集落営農組織が中心になって共同活動が実施

されている」というのが３割を占めておりまして、相互に連携されているという相乗効果

があるということがわかったところでございます。

３点、よろしいでしょうか。○曽根原委員

多様な主体の連携ということが１つのキーワードかと思いますが、その中で、最近、我

々山梨県の過疎地域で活動している者の実感として、あることを感じています。多様な主

体の連携の中で、最近、企業の動きが非常に加速化しているという現状があるかと思いま

す。

実際、我々の今の活動の地域に、７社の企業が入ってきていただいております。食品企

業から、大手の伊藤忠商事さんとか三菱地所さんとか、こういった企業が農村の再生活動

に入ってきていただいて、やっております。

さらに、ちょうど先週なんですけれども、山梨県の我々の地域の遊休農地の視察ツアー

なんていうものをやったら、17社も集まって、実際は遊休農地をみるだけなんですけれど

も、そういうのは非常に関心が高くて、都市側からみると、ある意味では有効な資源にな

りつつあるのかなということを感じたんです。

そんなことも受けて、きのう、北杜市で会議がありまして、そこに三菱地所等々の企業

も参画していただいて会議を行ったんですが、その中で農地・水・環境保全向上対策の話

が出ました。

そういう企業がなぜそういうことに入るかというと、ＣＳＲ活動というのと同時に、さ

らに今後は、消費者の食の安全・安心の欲求とか、国産化とか、こういうニーズに都市側

の企業もこたえていこう、このような動きが加速しているせいかもしれませんけれども、

企業も、都市部に消費者をたくさん抱えている企業があって、それに対する農産物の供給

なども考えているところが最近非常に増えております。一方で、農村の疲弊ぶりというの

も都市側もわかっている状況になりつつあって、企業が参画する中で環境保全型農業みた

いなものが入ってくる。あるいは、この施策を活用して環境保全型農業を行い、できた農

産物を企業が買い取るとか、こういったものをセットメニューにするといいんじゃないか

というようなアイディアが出たんです。

来年度から、それをセットメニューにする形で、北杜市内の農地・水・環境保全向上対

策に取り組んでいるところに、集落の案内に行こうかというような話も出て、ちょうど昨
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日、そういう話があったものですから、ホットなものですからお話をしました。

というように、今、企業というセクターが、農村・農業というものに対して非常に積極

的な姿勢を示す傾向がある。背景には、食料自給率の問題もあるでしょうけれども、農地

法の改正というものもあるかと。その辺は敏感に感じ取っているんじゃないかなと思うん

ですが、そのような状況があるので、「多様な主体の連携」というところに企業という名

前が入ってないということは、現状まだ取り組みがなくても、地域側にとっては普及・啓

発効果もあるんじゃないかということも考えていまして、それを盛り込んだらどうかとい

うのが、１つの提案です。

２つ目ですけれども、先ほど木村委員からもご指摘があったかと思うんですが、私が今

回驚いたのは、販売価格が高くなったと。資料１の４ページ、「４ 営農活動支援」で、

水稲で「高い価格で売れた」が71％、本当かなと驚きました。

さらに、先ほど分析を加えられましたけれども、その中で、価格が上がるということは

２つのパターンがあると思うんですが、新しい販路ができると、当然、生産者は高く売ろ

うという意識づけがされますから、動機が働き、高く売る。あとは、既存の販売先に対し

て価格を上げもらうという２つだと思うんですけれども、これをみる限りでは、販売チャ

ネルは余り多様化していない。ということは、既存ルートで価格が上がっている。どうや

って上げたのかなと。値段交渉はかなり難しいと思うんですけれども、それが、この活動

を契機にどうやっておコメの価格を上げたのか、そのあたりのことを知りたいなと。モデ

ルケースなどがあれば教えていただければなというのが２つ目です。

３つ目は、今後、農村にとって非常に重要なのは人材で、またそのリーダーだと思うん

ですけれども、それもまた非常にすごい結果が出ていて、資料１の中の「３ 地域社会の

視点」がありますけれども、リーダーとなる後継者の育成で、右下の円グラフですが、育

成への本対策の役割、「役立っている」が93％と。これは非常にすばらしいなと思います。

でも、具体的な像がちょっと描きにくくて、どういうリーダーが育成されたのかなと。

意識面なのか、あるいは地域を主体的に引っ張っていくようなリーダーが生まれてきてい

るのか。このあたりも、何か参考となるサンプリングの例があれば教えていただきたい。

そういったところが今後の重要な農村・農業の道筋となるポイントになるのではないかな

と思った点で、指摘をさせていただきました。

まず、企業の参画についてですけれども、やはりまだまだ○都築農地資源課課長補佐

少ない数だと思います。ただ、最近、企業でもＣＳＲということで、社会貢献活動という
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のを展開しなければいけないという話もあって、本対策と連携してやっている活動組織は

あります。大阪の企業が兵庫に行ったり、東京の企業が茨城とかそういうところと連携し

て、県をまたいでやっているような事例もあります。ただ、数はまだまだ少ないのかなと

思います。

ＰＲという観点については、今回はデータで出てないんですけれども、パンフレットな

どには、企業と連携するというものも示して、積極的にとまではいわないですけれども、

可能な範囲でそういうところでも検討してくださいという指導はしています。

ただ、企業との連携があるのかどうか、将来あり得るのか、その○雜賀農地資源課長

ような話があるかどうかなど、アンケートでお聞きしてもいいのかなと思いますので、委

員のご意見を参考にしながら、次のアンケートのやり方みたいなものは考えてみたいと思

います。

私の方にもいろいろな企業から相談などがあるんですけれ○都築農地資源課課長補佐

ども、この対策は始まったばかりで、まずは地域の住民でとりあえずやってみようという

地区がほとんどで、外から全く知らない人を受け入れて活動するというのは、マッチング

が結構大変だという話は聞いています。アンケートなどを行って 、状況を確認すること

はできると思います。

販売価格が上がっているということについては、我々も、委員ご○雜賀農地資源課長

指摘のとおり、少し驚いているところです。今回の調査は、どういう点で農地・水対策の

効果が出ているのかというところを少し探りを入れているようなところもあって、いろん

なことをお聞きしてみたんですが、今回、価格という点において結構いい数字が上がって

きています。これが分析的にどうなのかというところは、販売のチャネルは余り増えてな

いんですが、チャネルの数は増えてなくても、直売に回す量を増やしているとかという可

能性も十分あるのかなと思います。

ただ、今回の調査では、我々もこれだけの当たりがあるとは思ってなかったので、そこ

まで聞いていませんので、今回いい数字が出たということを踏まえて、そういった地区に

対して、もしくは押しなべて全員に対して、そういったところの分析が十分できるような

ことも、次のアンケートでは考えていきたいと考えています。

リーダーの育成も同じでして、一般的な定性的な意見としては、リーダーがいないとか、

リーダーが大変なんだというような意見ばかりお聞きしていたんですが、ふたをあけてみ

たら、結構リーダーの育成をやってますとか、リーダーの育成に貢献しているというよう
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な話が上がってきていますので、そのような答えがあるということは、どのようなリーダ

ーですかとか、どんなことをやっていますかというようなところも、もう少し深掘りで聞

けるのかなと思っていますので、次回のアンケートなどの参考にさせていただきたいと思

っています。

販売価格の関係で、少し補足させていただきます。○池田農地・水・環境保全対策室長

その地域で、あるいは農協でブランド化するタイミングと合わせてたまたま、この対策が

うまく乗ったみたいな、そういう事例もあるようです。おっしゃるとおり、単発のものか

どうか、よくわからない部分があるので、経年的に変化をみようと思っています。

それと、リーダーの関係ですが、直接的なお答えにはならないんですけれども、活動組

織に対するアンケート調査結果で、「取り組みの具体的内容について自由に書いてくださ

い」というのを設問として入れております。

その結果をみて、おもしろいなと思うのは、高齢化の中で、どうしてもリーダーは60代、

70代が多いので、本対策に取り組むに当たって、役員で50代、40代を入れていって、活動

を活性化するというか、企画力をもたせていこうということをやられているというのが、

わりとあるのかなと感じました。

データの分析・評価に関する感想、意見という感じなんですけれども、予○鷲谷委員

備的な調査ということではありますが、基本統計だけしか分析してないというのは非常に

もったいないと思います。

ここでは意識についてお聞きしているわけですけれども、その背後にあるさまざまな事

実としての要因、社会経済的な要因もあれば、地理的とか、さまざまな要因もあると思い

ます。それから、意識を支配する要因、例えば、回答者がどういうお立場にあるのか、年

齢はどのぐらいなのかということによっても影響を受けている可能性があります。ただ、

それを１つずつ取り出すと分析できないのですが、一般線型モデルという、そういう要因

を全部分析する手法があります。

ただ、今回は 400件ぐらいの回答ということで、それだけ多様なことを入れ込んで分析

するのは、もしかすると難しいかもしれませんが、本調査では、もっと件数が多くなると

思いますので、最新の手法を使った分析をしていただくといいのではないかと思います。

それから、まずこういう主観的なアンケート調査の前に、資料３で取組の状況というこ

とで、非常に客観的なデータがあります。共同活動支援の取組状況をみても、営農活動支

援の取組状況をみても、道府県毎にばらつきがあります。どういうことがこの違いをもた



- 12 -

らしているかということは分析できると思います。既にそれぞれの県の実情をご存知の方

は、頭の中にある程度モデルがあるのではないかと思いますけれども、例えば、近畿地方

のあたりをみますと、活動組織数とか取組面積は兵庫県が非常に多いけれども、お隣の大

阪府は非常に少ない。滋賀県はそこそこに取り組んでいる。営農活動支援になりますと、

滋賀県が突出して多いとか、そういう非常に大きな数値的なバリエーションが全体として

みられるので、それが何によって説明できるかというのは、もうこれで十分分析できるの

ではないかと思います。そのへんについて統計的手法で分析することもできますし、これ

を見ただけである程度実情がわかることもあるかもしれないんですが、そういうことにつ

いては、何かモデルのようなものをお持ちでしょうか。

兵庫県とか滋賀県の場合というのは、県の取組が結構影響してお○雜賀農地資源課長

りまして、滋賀県の場合は、本対策のプロトタイプになるような取組を以前からやってお

られるというところが非常に大きいと思います。兵庫県の場合も、本対策に県として力を

入れていただいているようなところがあります。

ただ、それ以外に、昔ながらやっている水稲の占めている割合が多いような県、そうい

ったところは地域のまとまりがもともとあるので、多いというような、なぜ県間において

これだけばらつきがあるのかというところは。

それを客観的に示せると思います。こういうことに関連する取組がいつご○鷲谷委員

ろから始まっていたかというデータとか、耕地面積における水稲の割合とか、そういうの

で、このバリエーションというのはきれいに説明できないでしょうか。

今日はお示ししていませんが、水田の面積と本対策のかかわりに○雜賀農地資源課長

ついて、先ほどおっしゃっていただいたような回帰分析だとか、水田の整備率との回帰分

析だとかというものも、別途やっております。

重回帰だとうまくいかないので、一般線形モデルというのが最近では普通○鷲谷委員

に使われるようになっています。

そのような要素を少しあぶり出してみて、解析がどこまでできる○雜賀農地資源課長

かとか、またいろいろご指導いただきながら検討したいと思います。

もし、大量のデータになって、こういう行政の方にスキルがないのだった○鷲谷委員

ら、データを公開して、研究者の力を借りて分析するというやり方もあると思います。

２つ申し上げますが、１つは、資料１の初めに出ていた、予防保全に係る○中嶋委員

活動とか安全性に係る活動が非常に展開されてきたというのは、大変興味深いですし、意
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義あることなんじゃないかと思うんですけれども、その背景をどのように考えていらっし

ゃるのかというのをお聞きしたい。

資料２をみると、27ページには、「共同活動を通じた参加者の意識の変化」という項目

で、みんなで保全活動をしなければいけないということはかなりわかってきているという

結果が出ておりますけれども、これが背景としてあるのかなと私は考えましたが、どのよ

うに分析されているのか。クロス集計とかすると、何か出てくるのかもしれません。

それに関連して、このように意識が高まってきたのは、どのようなプロセスを経ている

のか。例えば、かなり働きかけをしているのか、そんなことも伺いたいと思います。

例えば、先ほど、こういう資料をつくるのは大変だというお話がありましたけれども、

それをやらなければいけないと思うと、先手を打ってこういう保全活動をするようになる

という効果もあるんじゃないかなと私は思っています。

２点目は、先ほど、おコメの価格の話がありましたけれども、全般に、ある種地域資源

を保全するというのは磨き上げる活動だと思うんですが、磨き上げた後どう使うのかとい

うのが非常に大事だと思うんです。

先ほどのおコメの価格が上がったというのも、私の知っている事例だと、きれいな景観

をつくって、この景観の場所でつくったおコメなんですといって、高く売り出していると

いう事例がございました。せっかく磨き上げたものを、地元の方の心地よい生活のための

基礎となるのもいいですけれども、それをどういう形でビジネスに発展させるかとか、ま

た違うようなことに使えるのか、そういう芽が出ていれば、それを調べていただけると大

変ありがたいなと思っています。

クロス分析については、また委員のご意見をお伺いしながら、追○雜賀農地資源課長

加的なクロス分析はやってみたいと思います。また何かここで新たな要因になるようなも

のが出てくるかもしれません。

あと、追加のところは、先ほどからお答えしているとおり、こういういい数字が出ると

も思ってなかったというのがあるので、要因というところまでの深掘りして確認しており

ませんが、せっかくいい結果が出ていますので、そういったところは今後追加的にいろい

ろ検討していきたいと思っています。

私どもの問題意識として、アンケートを実施する前から、本対○齋藤農村振興局次長

策を導入する前と後で全然違うと思っておりまして、発展段階というんですか、どのよう

に、何がきっかけで集落の団結力が高まったのか、リーダーが育成されたのか、非農業者



- 14 -

の方が入るようになったのか。それから、単に共同活動を行うということばかりではなく

て、環境にも目を向け、営農活動も実施する。中嶋委員おっしゃった、景観の写真を張っ

て、誰がつくったといってＰＲする、販売するということは、農村振興にもつながるわけ

です。私どもの仕事は、究極は農村振興と考えておりますが、例えば歴史的な土地改良施

設であって、それを補修してアピールするとか、いろんな形態があると思います。ですか

ら、なかなか難しいんですが、発展段階をうまく整理して、このような過程をたどってい

くとか、こういう方向に行こうとしているとか、そういうことをできればと思っています。

ただ、言うのは簡単ですが、行うのは難しで、そういった面も含めて検討していきたい

と思っています。委員の先生方がおっしゃっているのはそういうことだと思っています。

参考にですけれども、アンケートで、「この対策がきっか○都築農地資源課課長補佐

けとなってどういう取組が新たに始まりましたか」というものと、「地産地消の取組につ

いてどのようによくなりましたか」というものについて、自由記載で、このような取組を

始めていますというのが若干ありますけれども、こういった観点をもう少し、今後どのよ

うに調査していくのかということを考えてみたいと思います。

１点、コメントになると思いますけれども、感想を述べさせてもらいます。○星野委員

資料１の４ページ目ですが、営農支援活動についての調査結果がありまして、その図の

真ん中のところに２つの帯グラフがあります。この場合は、共同活動のみと、営農活動も

プラスしてやったところの比較が出ておりまして、この２つで差があって、かつ、営農を

やることによって、水質・生態系の状況がよくなっているという結果なんですが、思って

いた結果がそのとおりに出てきて、いいなというふうに思いました。

それで、営農といいますのは、共同活動の中で環境保全をする、そういう活動もありま

すけれども、環境への影響という意味では、営農というのが一番大きな割合を占めている

ということでありますので、それを取り組むことで効果が出ているというのがうまく表現

できて、いいなと思いました。

ただ、営農支援の数は、資料３に示されておりますように、活動数、とりわけ面積等で

はまだまだ少ないということでありまして、環境への影響の大きい営農活動の支援の部分

をより拡大されるような努力、例えば、ハードルが高過ぎるのをもうちょっと低くすると

か、営農支援を、いろんなレベルがあって、非常に評価できるものから、少しそれを考慮

したものまで、いろいろあると思いますので、そのような工夫も、ひょっとしたら環境を

改善する上で効果の大きいことではないかなと思います。
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営農活動支援については、さらに拡大するように、○池田農地・水・環境保全対策室長

普及・推進しているところなんですけれども、要件の緩和ということについては、「まと

まり」の要件をおっしゃっているとは思うんですが、やはり「まとまり」は環境保全の転

で必要で、この部分は変えられないかなと思っております。なお、このアンケート調査に

おいて、さらに拡大したいという地域も多うございますので、それだけまとまりの中で発

展してきて、環境に対する意識も醸成されてきているのかなと思いますので、我々もそう

いうところに積極的に普及していきたいなと思っております。

営農活動は、20年度でも随分伸びていますし、21年度も同じよう○雜賀農地資源課長

に伸びるんじゃないかなと思っていますので、今後、そういう普及活動は頑張ってやって

いきたいと思っています。

資料２の４ページをみますと、半分は１集落の単一集落単位での活動が中○中嶋委員

心だとわかったんですけれども、１集落が理想的で、ここで考えていることを達成するに

は一番望ましい姿なのか、それとも、もう少し複数でやった方がいい結果が出るのかとい

うことは、この後分析していく過程で明らかにしていただきたいなと思います。

逆に、一緒にやるのはなかなか大変で、そういう弊害の方があるから、やはり単一の方

がいいということがあるのかもしれませんけれども、多分、良い面と悪い面と両方あると

思うんですが、そこら辺、私はちょっと興味がございます。特に水の問題なので、１つの

集落ではとどまらないことが非常に多いのではないかと思います。

今の中嶋委員のことに関連するんですけれども、やはり組織を作るときに○星野委員

は、人と人が顔を見合わせていろんなディスカッションをしなければいけないと思います

ので、そういう意味では、時間をかけて組織づくりをする助走の期間がもう少し考慮され

てもいいかなと思います。事業をやるときについての話ですけれども。いついつまでにと

いうことになりますと、手近なところでという形になりますと、比較的これまでの単位が

そのまま受け皿として上がってくるということが多いように思います。

もう１点、コメントですが、別途こういう調査をやらせていただく機会がありましたの

で、そちらの方のことですけれども、いただいたコメントの中に、いい面はいろいろある

んですが、悪い面を書くところがないということでした。なかなか聞きづらい面もあるん

ですけれども。

今おっしゃったところは、自由な意見という形式にしているので、○雜賀農地資源課長

書けないわけではないんですが、全体のアンケートのトーンから考えて、なかなか書きづ
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らくなっているというのが、あるのかもしれません。それはまた少し工夫させていただけ

ればと思います。

大変幅の広い、対象をいろいろな形で網をかけていくという新しい形の事○三野座長

業ですので、このように途中でどんどん変わっていっても、それはそれで、発展していく

という形をとるというのは大事な考え方だと思います。今のそれぞれのお話、事務局でま

とめるのは大変なことかと思いますけれども、次の方向へ向けて、ぜひ整理をいただきた

いと思います。

人材育成のことと販売価格のところは、大変おもしろい傾向だなと、お○曽根原委員

もしろいというか、今後有望な数字だと思います。

念押しでお願いしたいのは、クロス集計をされると先ほどおっしゃいましたので、こん

なクロス集計をぜひみたいという個人的な要望があります。

それは、資料１の３ページの「３ 地域社会の視点」のところですが、リーダーとなる

後継者の育成を「行っている」が44％、そのうち「本対策が役立っている」が93％、そう

すると恐らく40％ぐらいはそうなっているんでしょうか、という組織、プラス、それに掛

け合わせて、販売価格で、水稲とその他作物で、それぞれ高い価格で売れたと。これをク

ロスして集計すると、特徴的なデータが出てきそうな予感がするので、ここがある意味で

は先端的な、これからの有望な農村地域のモデルがあるんじゃないかなというようなこと

を勝手に想定していますので、そのデータをぜひみたいという個人的なお願いでございま

す。

わかりました。○池田農地・水・環境保全対策室長

先ほど、鷲谷委員からご指摘ありましたように、道府県ごとにかなり取組○三野座長

にばらつきがあります。道府県ごとに第三者委員会ができているので、それぞれの委員会

で道府県がまとめた意見をまとめていただくと、鷲谷委員のお話のところはさらに埋まっ

てくるような気がします。

多分、道府県でいろんな戦略をもっている。これがうまくマッチしたところと、マッチ

しないところで、若干差が出てくるような気がいたします。

わかりました。検討いたします。○池田農地・水・環境保全対策室長

局長さんがいらっしゃる前で、極めて僭越なコメントをさせていただきま○松本委員

すけれども、先ほど、曽根原委員から、企業の参画そういうご意見がございました。

私の個人的な考え方としては、農村振興の基本は、集落営農組織の強化であり、それの



- 17 -

発展ではないかなと思います。そういう意味で、企業体とか、あるいは個人の農業者でも、

他県にまたがって規模拡大をどんどんやっている農家が、日本でもいらっしゃるわけです

ね。そういう農地の拡大なり、農業経営ということに関する企業の参画というのは、私は、

農村振興、特に集落営農組織の強化には、逆行というか、非常に摩擦の多いものが出てく

るような気がします。

企業の意識とか、それは明らかに農村振興というよりも営利が先行いたしますので、営

利なしに農業というのはあり得ないわけですけれども、そこら辺を相当慎重にこの委員会

で考えていかないと、非常におかしな日本の将来の農村の状態というのが出てくるような、

そんな心配をしております。大変僭越なコメントでございますが。

それにかかわってかもしれませんが、農村協働推進の研究会というのが、○三野座長

昨年だったですね、ございまして、かなりいろいろ、協働とは何か、どういう形でこれか

ら推進していくかということを議論したところでございます。また、「きょうどう」とい

うのは、代表的な文字が３つありますね。この間、シンポジウムでもそんな話をしたんで

すが、「共同」と、先ほどの長期計画では「協働」、パートナーシップですね。その間に

「協同」もありますし、それぞれかなりニュアンスが違った意味で、そういう意味では、

今の松本委員のお話の、ここで使われる「共同活動」というのは、最も基本的な「きょう

どう」になっていて、これをコアにしつつ、多様な主体をまとめていくということになろ

うと思います。ちょっと何かそんなことを、松本委員のご指摘と同じような形でまた考え

ていただければと思います。

企業の農業経営参入という話について、２点だけ申し上げたいことがあり○丸山委員

ます。１つは、農地法の話とか、そういう環境が変化していて、農地法はまだ国会で審議

中なので、成立していないから、ここはもちろん検討する場ではないと思いますが、さっ

きの20年度の実施状況も含めて、ここで年に１回程度でも、周りの環境の変化も含めてご

説明する場というのが持てないか。この機会に、年に１回、そういう報告の場がほしいと

思います。それで、周りの環境の変化ですね。減反政策の見直しとか、いろんなことに絡

んでくると思いますので、それをここで、検討する場ではないけれども、こういう状況の

変化があってというようなことをご説明いただきたいなという気がしました。今すぐじゃ

なくて結構ですが。

この場は、第三者委員会ですが、事務局のほうで少し検討して下さい。○三野座長

来年度、また同じように委員会を継続させていただきますので、○雜賀農地資源課長
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来年度のアンケートの結果はやはり年度末にならないと出ないと思いますから、１、２回

目ぐらいの会合のときに、減反政策の話もある程度議論の結果が出ているかもしれません

し、農地法の改正も通っている可能性も大分ありますので、周りの環境、農政を取り巻く

状況がどうなっているのかというところは、ご報告させていただくような場を設けたいと

思います。

いろんなご意見をいただきまして、とても総括できるようなディスカッシ○三野座長

ョンではありませんが、非常に幅広い、第三者委員会としてはかなり重要なご指摘をいた

だきましたので、その辺はまた事務局で少し整理いただいて、これからのさらに評価の調

査・分析に反映いただければと思います。

次の「その他」という議題がございますので、事務局からございましたら、お願いいた

します。

それでは、今のいろいろなご意見も踏まえて、21○池田農地・水・環境保全対策室長

年度の調査の関係を少しご説明したいと思います。

まず、20年度の実施状況の報告を受けまして、そのデータの整理・分析をして、19年度

からの経年変化を分析したいと思っています。

それから、抽出調査とアンケート調査ですが、ご意見を踏まえてさらにやっていこうと

思いますけれども、特に、今回実施した地区について、すぐには効果が出ないようなもの

につきましては、同一地区で、必要な項目数に減らした上でやりたいと考えております。

さらに、サンプル数を増やすため、あるいは先ほど畑を中心にやってはどうかというご意

見もございましたので、そういうものも含めて、新たに地区を追加して調査したいと思っ

ています。

さらに、定量的な部分も少しやりたいと思っているのですが、少しまだ試行錯誤してい

る状況でございますけれども、農業施設の長寿命化に係る評価とか、地域のつながりに係

る評価等も、再検討しながらデータを整理・分析したいと思っています。

また、水質調査につきまして、慣行栽培の水田と比較しながらやりたいと思っています。

スケジュールについてですが、今のような調査なり実績報告を踏まえまして、そういう

集計・分析をする、あるいは手法を再検討しながら調査実施をし、第三者委員会を開きな

がら、そこでご説明していきたいと思います。

なお、７月ぐらいに現地調査を予定しておりますので、また委員の皆様に早いうちにご

連絡したいと思っております。
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以上です。

ただいまの事務局からのご説明につきまして、何かご質問がございました○三野座長

ら、お願いいたします。

水質調査というのは、結構細かな化学分析まで入るんですか。○松本委員

今想定している分析項目は、窒素、リン、ＣＯＤ懸濁物質○秋山農地資源課課長補佐

の項目はやりたいと思っております。

わかりました。○松本委員

以上をもちまして、本日予定しております議事はすべて終了いたしました。○三野座長

それでは、議事進行を事務局のほうへお返しいたします。

本日は、委員の皆様方、お忙しい中ご出席いただき、長い時間に○雜賀農地資源課長

わたってご議論いただき、本当にありがとうございました。これをもちまして、第４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。

――以上――


