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第５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２１年７月２４日（金） 

２．場 所 栃木県宇都宮市及び小山市 

３．出席者 別紙「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 

［「宇都宮市河内農業構造改善センター」にて、意見交換」 

（挨拶） 

吉村農村振興局長 本日は、農地・水・環境保全向上対策第三者委員会の現地調査とい

うことで、栃木県、宇都宮市、地元活動組織の方々には会場準備、資料作成等ご協力

いただき心より感謝します。 

本対策は、取組面積に応じた交付金が交付され、ある程度自由に使えるという新し

いタイプの制度であるため、地元の方々の創意工夫で、効果的に使っていただきたい

と考えております。工夫しながら効果的に使っていただくことが、本対策の評価、継

続に繋がっていくものと考えております。 

また、本対策を評価していく上で、問題点、課題点も挙げながら進めることが大切

であると考えておりますので、その辺も踏まえ、短い時間ではありますが、本日は忌

憚のないご議論をいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 

横松宇都宮副市長 宇都宮市といえば餃子です。なぜ、餃子が美味しいかといいますと、

地元産のキャベツ、ニラ、椎茸など甘みのあるジューシーな食材を使っているためで

あり、Ｂ級グルメではありますが、年間約７００万人の方々が食べに来ておられます。 

また、宇都宮市は、農商工連携のバランスが良く、農業算出額は約２１２億円で全

国の中核市で第４位となっております。宇都宮市の重点農作物はトマト、なし、いち

ごの３種類でありますが、この他椎茸、アスパラなども地元ブランドとして売り出し

ていこうと考えています。この中で、農地・水・環境保全向上対策は非常に地元から

も愛されており、当市では３３地区において取組が実施されています。 

ここ逆面地域は、平成１９年に合併した旧河内町で、自然環境に恵まれ、農業に関

する意識も高いところであります。このようなところで本対策に取り組むことは、生

産者である農家と市民が一体となって取り組むグランドワークの原点になっている

のではないかと評価しており、今後とも継続的な取組を期待しているところでありま

す。また、地域崩壊などが心配されている中、本対策で、集落機能の強化、自然環境

の保全なども一緒に取り組めるということで非常に評価しておりますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 
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（意見交換） 

鷲谷委員 生態系に目を向けた取組は全国的にまだ少ないので、とても先進的だと思い

お話を伺いました。それで、環境の取組を経済に繋げていきたいという話がありまし

たが、その可能性はあると思います。そのためには、ブランド米などにして、消費者

等に受け入れてもらうために、魅力的な生態系の物語を紡ぐことが重要だと思います。

説明いただいた内容自体そのようになっておりますが、もう少しつながりを重視して、

せっかくフクロウ米というのを考えて、一番大きなシンボルとして、フクロウを取り

上げているので、それをもっと活躍させて、取組の意義を説明するとよいのではない

かと思います。住むところと食べ物というものは、どんな生き物でも重要であり、住

むところが不足しているため、フクロウの巣箱を設置するということですが、フクロ

ウの餌を取りやすくするため、草刈りをとてもよくやっているので、一番必要な活動

だと思います。その面から説明してはどうでしょうか。そのように草刈りなどを行う

とキツネノカミソリや「残したい野の花 10 選」がありましたけれども、そういうも

のの生育も保障できるという、一つのお話にまとめ挙げるとよいのではないでしょう

か。水に関係あるところとは、無理に結びつけなくてもいいとは思いますが、ただフ

クロウは先ほど来、強調されていたように、捕食者として生態系の頂点に立っている

ものですから、水の中と陸とのつながりがあれば、全てをカバーしているというお話

をつくることもできます。そういう生態系のつながりについて伝え方を工夫してフク

ロウにもっと活躍してもらうようにすると経済のところまでつながると思います。一

方で、消費者は農薬をもっと減らすことを求めています。そのこととも、草刈りは関

係があり、農薬はカメムシを駆除のために使用することもあると思いますが、カメム

シは緑化につかわれる牧草などイネ科の草が繁茂しているところで増殖して田んぼ

にいたずらしに来ます。そのようなイネ科植物の穂がでないようにしっかり草刈りが

されていれば、カメムシの被害も防ぐことができると思います。まだ、実践で証明さ

れておらず、仮説に近いですが、カメムシの生態の研究の結果からはそういうことが

わかってきています。今ミツバチで訴訟がおこっているのはご存じだと思いますが、

カメムシを殺すネオニコチアミド系の農薬はいろいろな昆虫を地域から消えさせて

いることが疑われています。そこで違うやり方で、その被害を防いでいるのが草刈り

というと、かなりアピールできると思います。おそらく半分以上の農薬をカメムシに

使っていたと思われますが、そのあたりも生態系とのつながりについてよくみながら、

取り組まれれば経済につながるブランド米ができるのではないかと思います。 

星野委員 大変素晴らしい事例で関心いたしました。二点ほどお伺いします。まず一点

目は、テーマになるフクロウですが、ＮＰＯが活動されていたところに、本対策がう

まく組み合わさっているということですが、最初のきっかけというのを教えていただ

きたいと思います。どういう形で手を結ぶことになったのでしょうか。 

逆面エコ・アグリの里 最初から私はＮＰＯに参加しまして、フクロウの巣箱を付け始
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めました。逆面にも巣箱を付けようということで、6 カ所ほど初年度に取り付けまし

た。その内の一カ所で営巣、産卵したので、次も作ろうということになりました。本

対策との組み合わせについては、栃木県では、本対策において生き物調査が必須取組

要件となっているので、宇都宮大学の水谷先生の指導のもと、子供たちと一緒に調査

を実施しました。そうするといろいろな絶滅危惧種が発見されて、この地域が非常に

いい生態系だということに気づきました。そこでフクロウは生態系の頂点であり、こ

の地域の生態系もよいことから、それらを結びつけて活動に取り組むことができない

かということで始めました。２階部分の減減栽培は農薬などを慣行の半分以下にしな

さいという取組でありますので、それをすればフクロウなどの生き物にもやさしいし、

それがこの組織のポイントになるのではないかと考えて、組み合わせたことが始まり

です。 

星野委員 もう一点ですが、このようにフクロウをテーマにしていますが、この活動は

周辺に広がっていく可能性はあると思いますか。フクロウはいろいろなところに飛ん

でいくので、逆面以外の地域でもそういった状況で、減減栽培に取り組んでいれば地

域全体として、フクロウをもっとクローズアップできるような気がいたします。せっ

かくのフクロウ米をある程度まとまった形で流通させることができるかと思います

が、その可能性についてはどうですか。 

逆面エコ・アグリの里 可能だと思います。この上は宇都宮丘陵地帯ですが、その周り、

沢沿いで本対策を取り組んでいる組織もあります。フクロウも増えればどんどん活動

が広がりますので、逆面という小さいエリアだけでなく、宇都宮というエリアでも発

展していければいいと思います。 

松本委員 対策導入後２年が経過していまして、非常に勢いがあるというものを感じる

わけですが、ものめずらしさというのもあると思います。それで、おそらく私はあと

３年、４年こうした状態が続いていく中で、取組がかなり円熟した状態になってくる

と思います。円熟したというのは、外からみると、いつも同じことをやっているよう

に見えてきて、更に質的に非常に高度なものにならざるを得ないと思います。同時に、

逆面エコ・アグリの里も現在中心的に働いていらっしゃる方も同時にお年を召してい

く。そうしたなかで持続的にこうした取組をしていかなくてはいけない、ということ

で次の世代へのバトンタッチというのはお考えですか。対策導入後２年でこういうこ

とをお聞きするのはどうかと思いますけれども、そこら辺は重要であると思うのです

が。 

逆面エコ・アグリの里 ここにいる活動組織のメンバーのご子息で 30 代の後継者がお

り、中心となる後継者は、今活動している我々の世代の息子達になります。ですから、

現在、親が一生懸命に活動しているのをみれば、やはり自分たちもという思いになる

と思います。一生懸命に活動して、それなりの実績を上げて、経済効果も伴えるぐら

いまで、この活動期間内にもっていければ、その次の世代の人たちにも持続が可能で
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はないかと思います。しかし経済的効果を伴ったものを少しでも作らないと、金の切

れ目が縁の切れ目となり得るかもしれないので、補助金がある間になんとかしようと

いうことをこの逆面地区では考えています。 

松本委員 まさに今おっしゃったことを私は次の質問でお尋ねしようと思っておりま

した。恐らく、４，５年後には相当レベルの高い対策が進行するわけですけれども、

今まさにおっしゃったように、環境支払いというのは、最近言葉が良くないようです

が、そうした日当をもらえるからといった単純な方法で人集めをしてきたものが、こ

の逆面の農産物、特にお米を中心としたものが、消費者に高いブランドで受け継がれ

ていて、そして経済効果がうまくそこから出てくるような、これが私は本当の意味で

の本対策の一つの目的ではないかと思います。是非、質的に変わって経済的に、もっ

ともっと活発にして、この農村という文化を作っていっていただきたいと思います。 

木村委員 共同活動は水田を中心として、しっかりとした取組がされていると思います。

先進的な営農活動、いわゆる２階部分になると、特に関東地域はそうですが、日本全

体としてもいわゆる畑とか、野菜といったものへの技術の導入というのはかなり環境

保全的なニーズが高いです。なかなか共同活動をそこに持って行くことが難しいのか

もしれないですが、先ほど宇都宮市から、いちごが主産物と紹介ありましたけれども、

そこではどのような共同活動が行われて、その上で営農活動が行われているのかを教

えていただきたい。 

三野座長 畑についての営農活動はどうかという意味ですか。 

宇都宮市 ２階部分の先進的営農活動は、水田地帯で取り組まれ、畑地帯では今のとこ

ろ取り組まれていません。 

木村委員 全体として、逆面さんもそうですが、確かに前から減減栽培等の利用が高か

った。そこにその共同活動などの取組の中で、減減栽培の先を更に目指していく、共

同活動と営農活動は非常にリンクしてうまくつながっていければ、畑でもニーズが高

まっているので、現在、共同活動で取り組まれているところが更に新しい技術の導入

までつながっていけたら、この事業が活かされると思います。 

三野座長 これは事業全体としての課題として、ご提議していただきました。とりあえ

ず今は水田を中心とした二階部分ということですので、一つのご意見として畑も取り

組んでいこうということです。 

曽根原委員 本対策を実施する主体としてお金の使い勝手はどうですか。また、改善点

があれば、具体な話があればお聞かせ願いたい。 

逆面エコ・アグリの里 お金の使い方として、判断が難しいところはありますが、結果

として本対策の効果が得られるものであればよいと認識しています。例えば、各家に

配っているフクロウの置物ですが、これは本対策の活動を地域に発信する役割を果た

す看板の延長線のようなものと考えているので、他人に譲ったりしないで下さいとお

断りして、配っております。 
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松本委員 お金の使い方については、明確な線引きが難しいと思います。 

丸山委員 資料３の最後の営農の取組に関する地図で、先進的な取組が赤色で、そうで

はないところの営農地域が黄色ですが、これは数年前までは全て黄色だったというこ

とですか。 

逆面エコ・アグリの里 黄色は営農活動対象区域で、赤色が先進的な取組を実施してい

る農地、白色は減反部分です。 

丸山委員 そうすると赤色をどんどん増やしていくということですか。 

逆面エコ・アグリの里 ただ、減反等もありますので、どんどん増やしていくことは難

しいです。 

丸山委員 地図をみると赤色は赤色、黄色は黄色で固まっているようにもみえますが、

赤と黄がばらばらだと農薬を散布するときに障害になったりするものなのですか。も

っと集約したほうがよいのでしょうか。 

逆面エコ・アグリの里 集約したいのですが、持ち主によっては、ばらばらに持ってい

たり、集約して持っていたりとまちまちです。 

丸山委員 土地を交換して集約したりすることはやっぱり難しいのでしょうか。地図を

全部赤くできれば非常にいいし、先ほど経済の話が出ていましたが、体にやさしいも

のは都会でも受けやすいのでいいと思いますが、こういった環境保全型農業をほとん

どのところでやっていますというのを見せたいですね。 

三野座長 私からですが、非常にマイナーな話ですが、キャッチコピーとして「生き物

と農村の共存」とありますが、共存ではなくて共生がよく使われる言葉です。共存と

いう言葉を選んだ特別な意味があるのでしょうか。共存は、絶滅危惧種を保護するよ

うな感じがします。 

逆面エコ・アグリの里 ギブ・アンド・テイク的な意味で選んだ言葉です。 

鷲谷委員 それならば共生のほうがふさわしい気がします。巣箱を設置したり、草刈り

をしたり、フクロウや野の花は人の営みによる利益を受けていると思いますし、その

フクロウや野の花を見て楽しんだり、フクロウをブランドとするなど、こちらも利益

を受ける訳ですから、お互いに利益を受ける双利共生関係なので共生といえると思い

ます。 

鷲谷委員 一つお願いですが、農地の周辺での生態系保全というのは、何かを植えると

いうことではなく、それよりも刈ったり、切ったりすることが重要だということを、

ここからメッセージとして宇都宮市や他の地域、全国に発信して頂ければと思います。

刈ることでどんな生き物たちが利益を得て、またそのことで人に利益が返ってくるか

ということをしっかり言葉にして発信していただければ有り難いです。 
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［「小山市間々田市民交流センター」にて、意見交換」 

（挨拶） 

大久保小山市長 小山市は、水と緑と大地の豊かな自然と古い歴史のある市で、東京圏

からわずか６０ｋｍ、新幹線が停車し、鉄道と国道が伴に交差する立地条件であり、

現在人口約１６万人と宇都宮市に次いで県内第２位の都市となっています。 

当市では豊かな自然と人々の高い絆によって作られた作品をブランド化する「おや

まブランド」の創生をしています。特に農作物につきましては、ビール麦は日本一、

皮膚の新陳代謝を促進する健康的な食材であるハト麦は全国生産の２／３を占めて

おります。また、野菜もレタス、白菜、キャベツの生産は県内１位で、畜産でも黒毛

和牛の生産は県内１位で「おやま牛」としてご好評をいただいております。 

このような小山の農業ですが、高齢化の波も押し寄せてきており、これを背景に、

地域の方々が一体となって農業用施設や環境を守るという観点で、平成１９年度より

本対策を実施し、現在６１地区３，９０３ｈａの農地、農振農用地の５３％において

推進しており、県内ではトップクラスであります。 

本対策の推進により農村地域の環境が保たれるとともに昔の集落の絆が作られる

ということで好評であり、今後も、本対策の推進により、地域活性化に努めてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

（意見交換） 

松本委員 減減栽培については、どういった取組をされていますか。 
迫間田の郷 営農活動は取り組んでおりません。 
星野委員 資料３に市内の活動組織の図がありますが、例えば隣り合わせの地区で何か

協力しつつ、連携をして活動を行っているようなことはありますか。 
小山市 地区間の連携については、生きもの調査を共同で行っているところがあります。

また、農道に景観作物を植えておりますが、連携して農道全域を同じ種類にするよう

にしており、キバナロード、アジサイロードなどを結んでいます。 

星野委員 もう１点、H19 年度から取り組んだ地区、H20 年度から取り組んだ地区、

H21 年度から取り組んだ地区がありますが、遅れて取り組んだ地区の遅れた理由を教

えて下さい。 
小山市 本対策の共同活動自体が相当まとまって活動しなければならないということ

もありまして、最初ためらった地区が、先行して取り組んだ地区の活動状況をみて、

これくらいなら自分たちでもできそうだということで、後から取り組んだということ

がありました。 
星野委員 本対策では色々な活動組織が参加していることになると思いますが、地域に

関係する色々な組織が一つに凝集していく過程で、スムーズにできるところと、少し

準備が必要なところとあったように思われますが、そのような理由もあるという理解

でよろしいでしょうか。 
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小山市 地域がまとまるということは、困難であると思われましたが、実際、先行した

地区をみて、後から参加した地区もあったというところです。 
丸山委員 今後の課題として、毎週開催される地区直売所との兼ね合いというものがあ

りましたが、これはもう少し具体的にいうと毎週地区の直売所が開かれるけれども、

そこで採ったものを販売するということでしょうか。 
迫間田の郷 そのとおりです。 
丸山委員 道の駅などを利用して販売することはありますか。 
迫間田の郷 まだ取り組んでおりませんが、今後そのような取組もしたいと考えており

ま 
す。 

木村委員 その地区のなかでも主産品、例えばビール麦などが主体となっているときに、

実需者、それを買い上げていく人、相手方に本対策の取組について、何か反応があり

ますでしょうか。 
迫間田の郷 私どもの地区では、古代米を生産しまして、古代米焼酎を作りまして、小

山のブランドとして、販売しています。 
木村委員 ビールはどうですか。 
迫間田の郷 やっておりません。 
曽根原委員 本事業により「生井っ子」というブランド米が誕生しましたとありますが、

これは販売されているのですか。 
小山市 販売されています。 
曽根原委員 販売された時期とどれくらいの販売量なのかを教えていただきたい。また、

販売主体と販売流通はどのようですか。 
小山市 「生井っ子」につきましては、平成 19 年に販売開始され、現在 30ha くらい、

道の駅で販売し、新米祭りなどで PR しています。資料 3 の 9 頁ですが、本対策実施

地区の中で、左下の青色部分ですが、東生井地区、西生井地区、白鳥地区、上生井地

区、中坪地区などで営農を実施しており、それらをブランド米として販売していると

ころです。 
三野座長 資料４の１３頁スライドの９、県の必須項目「生物の生息状況の把握」を栃

木県の必須取組要件とした理由は何でしょうか。 
栃木県 本県では、自然環境整備事業「西鬼怒地区」など、生態系保全に係る先進事例

もあることから、環境に対する意識醸成と集落コミュニティの活性化に有効な生き物

調査を対策導入の必須要件として提案したところ、多くの賛同を得られ、現在、全地

区で取り組んでいます。 
木村委員 新聞などをみるとあちこちで水田魚道がみられ、今日のご紹介ではビオトー

プがみられるなどして、本対策のなかでポイントとなっているようですが。 
栃木県 生き物調査の中で、最初に取り組みやすいのが魚ということで、今日の午前中
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に見ていただいた逆面地区の隣の地区では数年前から自然環境整備事業として、宇都

宮大学の水谷先生の協力を得て、数年間生態調査を行いました。例えば、どじょうに

ついて、夏場に産卵しますが、水温の高い水田に上がってきて産卵し、産卵したあと

下っていくという生態を想定しておりましたが、調査によってそれが実際に確認され

ました。現在は簡易魚道が県内で 30 箇所設置されています。 
木村委員 今後、そのような活動が減減栽培にも結びつけば良いと思います。 
三野座長 江戸時代の水田には米と同時に、雑魚をタンパク源として提供していたとい

うことを水谷先生は重視されておられまして、それがまさに復活しつつあり、それを

うまく経済活動と結びつけることができればよいと思います。 
鷲谷委員 生態系の保全と関わる点からお話を伺って、魚道とビオトープを整備してそ

の効果を確かめるために生き物調査をされていることはとても意義のあることだと

思います。ただ、ひとつ驚いたことがありまして、それはホテイアオイの花が咲いて

いたことです。ホテイアオイは世界の三大害草の一つで、日本でも環境に悪影響を与

える植物として認識されており、花はきれいなので園芸植物のような感覚で植えられ

ているのかもしれませんけれど、それが水に流れて外に出て行って、川などに流れて

出て行ったときの影響を考えると、現在のビオトープには他の水草も生えてくると思

うので、ホテイアオイで無くてもよいと思いました。それから、もう一つ関心をもっ

たのは、野焼きをされていますが、これは枯れ草の処分や害虫の駆除を目的としてい

るということで、生態保全の観点からも意義があると思いました。 
松本委員 この小山地区というのは、非常に水の利用も単なる河川だけではなく地下水

をくみ上げており、畑、いわゆる麦畑など、栃木県の中でも農業が多様化していると

いう特色があると思います。それで、お聞きしたいのは、麦を収穫したあとの麦稈、

麦のわらというのは、どのように処理されているのでしょうか。 
迫間田の郷 昔は焼いて処理していましたが、今はほとんどすき込みで、なるべく循環

型ということで処理しております。 
松本委員 私は二階建て部分にこだわるつもりはありませんが、恐らくこれからは二階

建て部分にかなり集中して、ご尽力していただきたいと思うのですが、そうした時に

中心となるのは土づくりであり、有機物の施用ということなので、今後も現在されて

いる麦稈をすき込むというようなことで地力の増進に努めて頂きたいと思います。 
三野座長 これで、意見交換を終わりにします。 

 
－以上－ 

 


