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第６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３月３１日（水曜日）１３：００～１５：００

２． 場 所 農林水産省共用第１０会議室

３． 出席者 別紙のとおり

４． 議事録

○田野井農地資源課長 定刻になりましたので、ただいまから農地・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、鷲谷委員がご都合によ

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。

○吉村農村振興局長 農林水産省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第６回ということでございます。昨年は、３月２５日に委員会

を開催させていただいておりまして、若干間があいておりますが、７月には栃木県で現地

調査を行い、ご議論いただいたところでございます。委員会の開催は間隔が開いておりま

したが、その間、本対策について平穏無事な日々というわけでもなく、委員の先生方もご

案内のことかと思いますが、昨年の後半には事業仕分けがございまして、本対策について

も事業仕分けの対象となったところでございます。そこでも厳しい、難しい議論もありま

したが、この委員会を通じて、本対策の成果を少しずつ蓄積してきたこともありまして、

２２年度予算についても、必要な予算額はきちんと計上できたという状況でございます。

一方で、農林水産省全体として、新しい食料・農業・農村基本計画を議論してまいりま

して、昨日、閣議決定したところでございます。その中でも本対策については、「平成２

２年度には、本対策についての中間評価を実施し、共同活動の強化や環境保全型農業の推

進等を図る観点から、これまでの実績や現場の意見も踏まえ、効果と課題を明確化する。

その上で、中山間地域等直接支払制度や、環境保全機能の維持・向上に関する直接的な助

成手法（例えば「環境支払」）のあり方も含め、国土の保全、水源の涵養、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。」となった

ところでございます。この２２年度内に中間評価をきちんとしていきたいと考えていると

ころでございます。

本日の委員会におきましては、中間評価に資するよう、本年度に実施しましたアンケー

ト調査の結果などを報告し、ご討議いただく予定でございます。
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これからは頻繁に第三者委員会を開かせて頂き、議論をお願いするということになると

思いますが、その点、よろしくお願いいたします。

本日は、委員の先生方から忌憚のないご意見を賜って、評価に関する検討が更に深まる

ようにと考えておりますので、よろしくお願いします。

○田野井農地資源課長 それでは、委員会の議事進行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。

○三野座長 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めていきたいと思い

ます。まずは、議題（１）農地・水・環境保全向上対策の取組状況（平成２１年度）につ

いて、（２）平成２１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、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。それでは、ただいまご説明のありました内容に

つきまして、ご意見・ご質問等お願いしたいと思います。

○松本委員 大変膨大なデータをまとめられて、傾向がよくわかったところであります

が、土壌協会をはじめ、いろいろな所で同じような調査をしている中で、特に都道府県で

環境保全型農業に取り組んでいる担当者から、かなり切実なお願いが聞かれます。本日の

せっかくの機会を使わせていただいて、そうした声をいくつか紹介させていただきたいと

思います。まず一つは、共同活動を行っている地域であることが、営農活動支援の要件と

なっているわけですが、共同活動の取組のベースが無い畑作地帯ではなかなか支援が受け

にくいというのが、関係者にとって困難な問題でございます。畑作地帯でも支援が受けら

れるような取組をお願いしたいという声がございました。

共同活動のまとまりの単位ですが、集落単位や水系単位というところでは、共同活動の

まとまりの単位として動くわけですが、一方、営農活動のまとまりの単位は、例えば農協

や営農部会であり、それぞれフィールドが異なるために、全体でのまとまりを確保しにく

いという指摘がいろいろなところで出ておりました。

化学肥料・化学合成農薬の５割低減の取組については、一方では収量の低下など、直接、

農家経営のリスクに大きく跳ね返ってくるので、いきなり５割低減に取り組むというより

も、ステップアップしていくような、段階的な支援というものもいただけないかという意

見もございました。

また、これは全体的に共通して言えることですが、現在の経済情勢では地方負担分の確
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保が非常に難しい。結果として取組の拡大に大きく寄与できないという苦情も聞かれたと

ころでございます。

いずれも同じような意見を聞かれたりしていると思いますが、こうしたところが、今後

の大きな課題となるのではないかと思い、あえてこの場で紹介させていただきました。

○木村委員 資料の21ページに化学肥料・化学合成農薬の削減の調査結果が出ておりま

す。化学肥料由来の窒素成分量が下がっていますが、それによって逆に堆肥等の有機質肥

料を使うことによって、トータルの投入がどれだけに至っているのか。この点に関して、

検討あるいは予定も含めて、お考えがあればお聞きしたいと思います。

○阿南委員 13ページにおいて、耕作放棄地の発生防止について、具体的な事例も紹介

されていますが、今後の評価のポイントになると思われます。自己耕作を開始した率とい

うのはどのくらいか、利用権設定で利用集積が進んだ所はどういう状況となっているか、

１地区だけのデータが示されていますが、こうした事例は定量的に把握されているのでし

ょうか。把握されていれば紹介いただきたい。

33ページにおいて、活動組織への多様な主体の参画として共同活動がおこなわれている

ということですが、農業者以外、非農業者とはどういう人たちを指すものなのか。例えば

農業者で、その家族が婦人会や子供会を作っていたりということはあるわけですが、そう

いうことなのか、それとも、一般の消費者といった、全く農業に関係のない方たちも参画

されているのか。「農業者以外」の中身についてお聞きしたいと思います。

地域住民にどれだけ評価されているのかということについては、直接、農業者以外の地

域住民にアンケートを取ったのではなくて、共同活動組織の代表者が「こうではなかろう

か」と感じていることを集計したデータとなっているわけですが、周りの住民たちの評価

をアンケートした調査はあるものなのかということもお聞きしたいと思います。

○池田農地・水・環境保全対策室長 まず、松本委員のご指摘でございますが、色々な

ところでご意見をお聞きしております。今回のアンケートにおいても、参考資料３－２の

26ページにありますように「問題がある点について教えてください」ということでご意見

を頂いているところです。今後のあり方について検討する上での、一つの課題であると考

えております。

木村委員のご指摘につきましては、化学肥料低減と有機質肥料の投入について、ご指摘

を踏まえた上で、今後どのようなことができるのか検討してみたいと考えております。

阿南委員からのご指摘でございますが、耕作放棄地について、利用権設定をしたかどう
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かといったような具体的な状況については、定量的には把握しきれておりません。耕作放

棄地について、どのような状況にあるか、どのように保全管理しているかという数値につ

いては、実績として捉えねばならないと思っておりますが、利用権設定をしたなどの具体

的なところまでは、掴んでおりません。

次に、農業者、非農業者について、確かに、婦人会には農家の奥様方が入っていること

もあると思います。しかし、そうした婦人会は農業団体ではありませんので、女性会や婦

人会が参画している場合には、非農業団体としてカウントしております。資料33ページに

もありますように、学校、PTA、消防団、老人会等を非農業団体としているところです。

地域住民の評価という点でございますが、地域住民の方に直接聞くのは難しいかと考え、

活動組織の方に聞けば、活動に対する参画状況や周囲の方から応援の声があるなどの状況

を捉えられるのではないかということから調査しています。客観的とは確かに言えません

が、感覚は得られるということで整理させていただいています。よい方法をお聞かせ頂け

ればと思います。

○三野座長 座長からで申しわけありません。今回は活動組織に対するアンケートを行

っていますが、前回、客観性についてご指摘があったことから、客観的な形で市町村アン

ケートを行おうとしています。都市住民など地域全体からみた運動の評価の調査、そのあ

たりのこれから行おうとしている計画等ご説明いただければわかりやすくなるかと思いま

す。

○池田農地・水・環境保全対策室長 ありがとうございます。お話のとおり、できるだ

け客観的な評価となるようにするために、市町村の職員に対して、活動組織に対する評価

をいただこうと考えています。更には、市町村の評価を受けた形で、都道府県の段階でも

第三者委員に意見を聴くことも含めた上で評価をしていきたいと考えています。

○阿南委員 市町村というのは、役場の職員ということですか。

○池田農地・水・環境保全対策室長 市町村の担当者でございます。

○三野座長 そういう意味では、かなり主観的、あるいは直接関係している方の評価と

いう限定的な受け取りが必要かと思います。これからどうしていくべきか等も含めてご意

見を頂ければと思います。

○星野委員 資料の16ページですが、農村環境の多面的機能の維持向上ということで、

景観形成・生活環境保全のところでは非常に大きな向上が見られます。生態系保全と水質

の保全については、向上は見られるものの、対策前からの伸びという観点で比較すると、
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若干、出ていない。両者の間にはっきりと目に見えるもの、見えにくいものがあるように

思われます。景観が良くなるのは一目でわかりますが、他方、例えば水質は一目見てもな

かなかわからない。生物の多様性もただちにわかる部分もあるが、全体的には見えにくい。

活動の実践自体は大きく伸びていることが示されていますが、なかなか効果が見えないと

活動されている方も手ごたえがない、長期的にみると継続性に問題が出てくることも懸念

されると思います。目に見えにくい部分を専門家の方等が評価する形で、活動によってい

い方向に動いている、改善されているということを外側から指摘するなどの、もっと住民

の方たちに目に見えるような形で示す努力があったらいいと感じました。

○松本委員 資料１にある、共同活動支援の取組状況では、数値的には大きな数となっ

ているわけですが、前々から指摘されているように、ある県によっては、全体的に高いレ

ベルに達していて、さらにその高さに上乗せをしていくような取組がある一方で、この第

三者委員会で現地を訪問した際に、まだレベルとしては低いなと感じた先生方もいるかと

思います。数の上では全体的に非常に大きいが、中身はかなりの差がある。そうした点を

見えるような形で表示するというのはいけないことなのか。非常に程度が高いものや、よ

うやく１階部分をクリアした程度のものなど、取組状況の中で達成率のようなものが見え

るような形でしていただくことはできるのかどうか。

○曽根原委員 私も実際に農村で活動しており、いろいろな農村での活動も見て感じる

ことですが、平場と中山間では状況が異なると思っています。水田と畑、果樹でも状況が

異なってくる。そうした視点から、本調査結果を反映する、パターン化したものを出すこ

とは可能でしょうか。例えば、中山間地域と平場で特徴的な点を抽出する。地域特性と栽

培品目によって、本対策により、良い影響が出るのか、あるいはそれほど影響が出ないの

か。実際の施策を考える上でもこうした観点からまとめることは有効ではないかと思われ

ます。

○池田農地・水・環境保全対策室長 星野委員からのご指摘ですが、おっしゃられたと

おり、アンケートにおいても、水質や生態系はすぐに効果が出るわけではないという声も

ございまして、どのように見極めるかが難しいと感じております。資料３の31ページです

が、生物多様性について、営農活動支援を行っている水田と慣行水田を比較したところ、

環境保全型水田でカエル類、クモ類が多くみられるようになっています。こうした見える

化も取り入れながら評価を検討したいと考えています。

松本委員からの達成率に対するご意見ですが、なかなか難しいと思っておりますが、各
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県レベルにおいて、優良事例について、発表していただく場を設けております。そうした

場で実例を聞き、苦労した例などが紹介されることで啓発されてきていると感じておりま

して、そうしたことを積み重ねていくことが重要と考えております。直接的な回答ではな

く申し訳ありません。

曽根原委員からのご意見ですが、アンケートの回答について、地域類型、田畑別に整理

はしております。それらをまとめることによって、より分析ができると感じています。デ

ータの出し方について今後、検討してまいりたいと思います。

○齋藤農村振興局次長 本対策は２階建てとなっており、各項目がありますので、ご指

摘いただいた事項にすべて対応すると膨大な行政コストが発生することとなります。一つ

一つの項目を掘り下げていくことも重要ですが、我々の問題意識としては、どうやったら

共同活動が盛んになるか、どういう因子、どういう要素が絡めば、もっと共同活動が展開

できるのか、共同活動と営農活動がどうリンクすれば、本対策が上手く進むのか、そうし

た分析を行って、次の活動に活かしていくということを行っていきたいと考えています。

現在の分析は、全体を集計しているのであって、今後は、クロス集計、これとこれに着目

したら関係性が強くなるなど、そうした分析を充実させていきたいと考えております。

また、水田と畑、樹園地で活動が異なることについて、定量的に分析ができないかとい

うことでしたが、おっしゃられたように愛媛あたりでは樹園地内の農道整備や石垣の整備

に力を入れたりと各地で様々な取組がありますが、分析とともに、良い事例を集めて発信

することも一つの重要な方法と考えております。

○三野座長 そもそも本制度は、地域の個性、独自性を重要視したいということで議論

がされてきております。各道府県に第三者委員会が設置されており、それらで、まったく

違う地域で住んでいる方の視点、または府県として支援していく立場からどうかという、

切り口の違う第三者委員会が行われていますので、国としての第三者委員会がどう活用、

整理していくかというなかで、また問題点が浮かび上がってくるのではないかと思います

ので、その辺も今後の整理の方向に入れていただければと思います。私が関係している県

の第三者委員会では、都市側出身の委員から、かなり厳しいご指摘を頂いているところも

ございます。

○阿南委員 第三者委員会がそれぞれ機能しているのであれば、その評価を選択してま

とめることは可能でしょうか。

○池田農地・水・環境保全対策室長 座長からありましたように、道府県にも第三者委
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員会を設けることとなっており、各分野の方々に集まっていただいております。道府県ご

とに地域の特性に合ったような形で、独自に要件を設けているところもあり、実績、取組

状況についても調査しておりますので、それらを踏まえた上で、委員会で議論いただく形

となっています。

その後、我々としても、全体的に趣旨・目的に沿った形でどれだけ効果が出ているかと

いうことと併せて、地域の独自要件としてどのようなものがあったかを加えて、集約でき

ればと考えています。その評価については、今年の春くらいに集約・整理するスケジュー

ルとなっております。

○阿南委員 全国各地の消費者団体が、そうした道府県の第三者委員会に参画している

というのを聞いたことがないので、どのような構成となっているのか、参考に教えていた

だきたい。道府県の第三者委員会が機能しているのか、客観性を保っているのかという観

点から教えていただきたいと思います。

○宮城委員 アンケート結果を拝見して、全体としては、この施策が広がっていきつつ

あり、効果がじわじわ出ていると感じたのですが、施策として３つの大きな柱があります

が、相補的であればあるほど、地域の違いに応じて、評価するものが違ってきてしまう気

がしています。ある地域では水利施設の長寿命化を図るところで効果を発揮し、ある地域

ではコミュニティのつながりを増すところに効果が出ているというように差が出ているの

ではないか。全国レベルでのアンケートでは、全体として効果が上がっているとはいいな

がら、地域での違いが見えなくなっている気がします。地域特性別、作目別、営農の範囲

別などで細かく見ていくことが今後、大事になると思われます。

共同活動を行うことで地域のつながりを向上させることは大きな目標となっていますの

で、コミュニティの特性として、例えば人口規模や密度、農業者割合等の特性がどのよう

なところで本対策が有効なのか、市町村アンケートから見えてくるのではないかと思って

います。生物多様性は、活動地域の対象よりも広い範囲に波及するでしょうし、水利施設

の長寿命化の部分は、集落内の水路なので限定的な波及効果となります。客観的に比較で

きるような、活動組織と協定を結んでいる市町村の立場での評価がアンケートで取れると

よいと思っています。市町村アンケートはすでに実施されているとのことなので、こうし

た観点から市町村アンケートの結果を読んでほしいと思います。

○中嶋委員 資料３の33ページに活動組織への各団体の参画割合が示されており、多様

な組織が参画されていることがわかりますが、外形的にこのような構成となっているとい
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うところから、もう一歩、参画の程度、関わり方というのがよく見えてこない。難しいと

思いますが、トータルに評価するときにデータとして工夫が必要なのではないでしょうか。

自治会の参画割合が非常に多いように思いますが、人数、年齢層を分析していくと今後の

展開が見えてくるような気が致しました。

○三野座長 ありがとうございました。ただいま報告いただいたアンケート結果の分析

については以上とし、次の議題である中間評価に移らさせていただきます。事務局より説

明願います。

○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。それでは、ただいまご説明のありました内容に

つきまして、ご意見・ご質問等お願いしたいと思います。

○丸山委員 先ほど環境支払という言葉が基本計画に入っていましたが、戸別所得補償

のときに、来年度は見送られても規模加算と環境加算を別途行うということでありました

が、そのことでよいでしょうか。

○別所農業環境対策課長 環境保全型農業の推進の考え方自体について、これまで化学

肥料、農薬を減らすということを中心に進めてまいりましたが、地球温暖化の防止、生物

多様性の確保など環境保全型農業の捉え方をもう少し幅広くとらえるべきではないかとい

う議論が、私どもの施策に対してありまして、そうした方向で支援をするやり方の検討課

題について、基本計画の中に記述がされております。その中でもいわゆる環境支払へのコ

メントがございまして、環境保全型農業の推進施策の検討、また、この農地・水・環境保

全向上対策の検討と相まって、全体としての基本計画に基づく検討が進んでいくことにな

るものです。戸別所得補償における環境加算との関係についても、きちんと整理していか

なくてはいけないということが基本計画に入っておりまして、その関係が、今、明確にど

うだということは難しいですが、整理しつつ全体の検討を進めていくということになろう

かと思います。

○丸山委員 つまり戸別所得補償の環境支払に該当するものではなく、とりあえず戸別

所得補償制度とは関係なく、環境保全対策の充実の一環として考えて、それが将来的に戸

別所得補償の環境支払と重なるかもしれないが、そこは議論の当然の終着点ではないとい

う理解ですか。

○別所農業環境対策課長 環境加算が環境支払になるかどうかということの整理はとも

かくとして、あまり予断を持たずに、全体としての政策のあるべき姿を考えていくことに
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なると思います。

○丸山委員 共同活動への支援の単価、10a当たり単価4,400円の根拠を簡単に教えてい

ただけないでしょうか。どうして4,400円としたのか。戸別所得補償の場合には、10a当た

り単価は生産費マイナス販売費という根拠がありますが。

○池田農地・水・環境保全対策室長 共同活動支援の場合の水田の10a当たり単価4,400

円は国費分に、県費、市町村費分を合わせたものであります。平成17年度に実態調査を行

い、草刈り等の活動経費や人件費を集約したところ、10a当たり6,600円でしたので、国と

県、市町村と地元でそれぞれ負担するという考えで設定しております。

○丸山委員 道府県と北海道で単価が異なるようですが、これは経費からして違うので

あって、これだけもらえれば十分な活動ができるということでしょうか。

○池田農地・水・環境保全対策室長 北海道の場合は、面積換算した場合に資源量が小

さくなります。すなわち10a当たりの資源の密度が低くなりますので、単価が低く設定さ

れています。

○丸山委員 予算から捻出できる額ということで決めているわけではなく、経費から算

定している決めているというわけですね。

○星野委員 地域協議会については、今回の中間評価でなんらかの対象となるのでしょ

うか。

○池田農地・水・環境保全対策室長 中間評価では事業の仕組みについても併せて検討

することとなりますので、地域協議会についても検討していくこととなります。

○星野委員 地域協議会というのも大事な役割を果たしていると思っています。個々の

活動組織を孤立化させると、自力のあるところでは、それをチャンスととらえて上手く活

用できますが、そうでないところは、それなりの程度となり、波及の効果が大きくならな

いのではないか。地域の特性等に十分配慮しながら、それぞれの活動組織の展開を考えて

いかなくてはなりませんが、その際に、全国ベースの話ももちろん大事ですが、地域ごと

に活動のノウハウ、取組の手法等を学びあうことは重要と思いますし、そうした役割を担

っている主体の一つが地域協議会であることからも、どうあるべしといった評価が必要と

思います。

○阿南委員 EUのいくつかの国が採用しているように、中山間地に農林業があるという

こと自体が環境保全、国土保全にとっても重要なことであるという位置づけで支援が行わ

れていますが、そういう仕組みはとても重要であると思っています。同時に直接支払とす



- 10 -

ると国民に見えやすくなり、チェックもできるようになります。政策が見えやすくなるの

で、そうした制度を早く導入すべきと考えます。現在の農地・水・環境保全向上対策は、

基金なので国民に見えにくい。今回の中間評価では、透明性確保をどのようにしていくの

か、国民のコンセンサスを、理解をどのように図っていくのか、図ってきたのか、第三者

委員会は本当に機能しているのか。こうした視点を評価項目に挙げて検討すべきではない

でしょうか。それが次の施策を考えていく際に重要ではないかと思いますので、よろしく

お願いします。

○曽根原委員 中間評価について提案をさせていただきたい。資料４に取りまとめの方

向として３つ挙げられています。３つめの「地域のつながりを通じた農村地域の活性化」

については、あいまいな書き方がされていると思っています。この文章の意味するところ

は、農業者だけでは当然できない、担い手が不足しているという背景があります。全国の

中山間地を回っていると悲鳴に近い声があがっています。地域のつながりだけでもできな

いというところも多々あると思います。そうしたところでは、今回の施策の中でもキーワ

ードとして出てくる、多様な主体との連携、巻き込みというものが重要となります。しか

し、取りまとめの方向として「地域のつながり」としてしまうと地域を限定してしまう。

多様な主体という範囲が都市住民、もっと広い範囲での巻き込みを排除してしまう可能性

があるので、この表現を、もっと広く、都市や企業などいろいろな主体の参加が可能なイ

メージとして、農村地域の活性化がどうなるのかも含めた評価をしていただきたい。もっ

と広くアナウンスができるようにもなるかなと思っています。また、昨年12月の農地法改

正により企業が新たな担い手として動き始めるという状況もあるので、そうした視点も考

えると、「地域のつながり」という部分を、もう少し吟味をしていただければありがたい

と思っています。

○中嶋委員 この施策が、直接支払制度の一つとするのであれば、直接支払制度の政策

としてのアドバンテージとして、ターゲットを絞って政策を推進していく手段を持ってい

るということだと思います。その時に、先ほど議論にもありましたが、取組が県によって

かなり差があるということがありました。もう少し細かく見てもいろいろあるのではない

かと思います。基本的に現地が手を挙げて参加するという、自主的な参加に任せていると

ころがあります。その時に、本当はここに入れたかったのに、なかなか入らなかったとい

うことがあると思います。制度としての問題点や政策を遂行していく上で変えていかなけ

ればいけない枠組み等を評価の中で見出していただければと思います。その際に、検証の
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項目で、資源保全と環境保全、地域の活性化の３つの政策目標がありますが、それぞれで、

ここに入れたかったというのがあったと思いますが、明確に書けるかは別として、結果的

にうまく入ったのかどうか確認していただきたい。

○松本委員 中間評価を第三者委員会に諮り、それは施策にどのように反映されるのか。

それともされないのか教えていただきたい。

○吉野農村振興局長 当然、評価の結果ですので、公表することが基本となります。こ

の政策をやってきて、これまでお金やそれ以外のエネルギーを投入してきたことと、実際

に得られた効果、成果を国民に見ていただく。我々としては、まず委員の方々に見ていた

だいて、ある程度整理した形で公表する、これがまず基本だと思います。

評価そのものという点では、一つのことが達成できたということだと思っています。そ

こから先の政策にどう反映させるかということについては、これまでの中間評価というこ

とで受け止めて、まず農林水産省の中で、政務三役も含めて議論をします。政策の主なあ

り方については、戸別所得補償制度の検討といった、この場を超える議論と関わってくる

問題ですので、それだけでは整理しきれない話になりますが、その際に、少なくとも、こ

の施策がどのように動いてきたかをまず前提に議論する必要がありますので、その材料と

して使わせてもらうことになると思います。

現在は１階があって２階があるということを要件としていますが、それがどのように機

能してきたのか。畑地帯では制約要因として働いているものの、一方では、１階があった

から２階がうまくいったケースも事実としてあります。そういったところまでは、この場

で一定の整理をするということだと思います。１階と２階を分けたほうがよいのか、さら

に進んで、それとも戸別所得補償の加算措置として行ったほうがよいのかということとな

ると、この場を超えた議論となります。ただ、先ほどのような点が整理されていると当然、

今後の議論の参考になるということではないかと考えております。

○三野座長 市町村が負担し、県が負担し、国が負担する。全体のタックスペイヤーに

対する透明性というものが、一番最終的には説得力が必要となってくる。国としてイニシ

アチブをとって、どういう形で、どういう課題を整理できるかという形で取りまとめるこ

とになろうかと思いますが、委員の皆様方にもよろしくご協力のほどお願いいたします。

事務局においては、本日の議論を整理した上で、検討を進めていただきたいと思います。

その他、事務局から連絡する事項はありますか。

○池田農地・水・環境保全対策室長 次回は、５月ごろから議論をさせていただきたい
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と思います。後日、担当から委員会の日程調整をさせていただきますのでよろしくお願い

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はすべて終了いたしました。

それでは、議事進行を事務局へお返しいたします。

○田野井農地資源課長 本日は、委員の皆様方、お忙しい中ご出席いただきありがとう

ございました。これをもちまして、第６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。ありがとうございました。

――以上――


