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第１０回 

中山間地域等直接支払制度等に関する 

第三者委員会 

 

平成２６年８月２１日（木） 

会場：農林水産省第２特別会議室 

時間：１０：００～１１：３２ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開会、あいさつ 

２．議  題 

   中山間地域等直接支払制度の最終評価（案） 

３．閉  会 
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午前１０時００分 開会 

○中山間地域振興課長 おはようございます。ただいまから、第10回中山間地域等直接支

払制度等に関する第三者委員会を開催いたします。中山間地域振興課長の宮森でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議事に先立ちまして、三浦農村振興局長からご挨拶させていただきます。 

○農村振興局長 おはようございます。農村振興局長の三浦でございます。きょうはお暑

い中、ご参集いただきましてありがとうございます。 

 この委員会では、これまで第３期対策の実施状況につきまして、当方から中間年評価の

結果などをお示しするとともに、現場関係者の方々からのヒアリングなども行いながら、

委員の皆様にご議論いただいてきたところです。 

 本日は、第３期対策の最終評価（案）について、ご説明をしたいと考えております。こ

れまでの委員会において、委員の皆様から、本制度について、全体としては評価をいただ

きつつも、新たな人材の確保に向けて、さらなる工夫を要するのではないかといったこと

など、現場の実情を踏まえた運用面での対応について、様々なご意見をいただいたところ

でございます。 

 これから、平成27年度予算の概算要求の提出に向け、内容を固める時期に差しかかって

おります。中山間地域等直接支払制度についても、今般いただいたご意見、ご要望等も十

分踏まえながら、引き続き中山間地域等の集落における前向きな取り組みを支援するとい

う方向で取り組んでいきたいと考えております。 

 特に、この制度は、来年度から、先般成立いたしました法律に基づく事業として実施さ

れることとなりますので、現場からのご期待にも応えられるように、充実を図ってまいり

たいと考えております。 

 本日の会議は、第３期対策の最終評価についての議論の最終回となりますので、忌憚の

ないご意見を賜りますようによろしくお願い申し上げます。 

○中山間地域振興課長 本日の委員会は、公開で行っております。傍聴の方もお越しにな

っておりますので、よろしくお願いいたします。また、資料及び議事録につきましても、

原則として公開することとなっております。よろしくお願いいたします。 

 なお、事務局側の担当者を１人紹介させていただきたいと思います。８月１日付の人事

異動でこれまで担当しておりました松村室長が異動になりました。後任に西浦が着任いた

しましたのでご紹介致します。 
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○中山間整備推進室長 西浦でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○中山間地域振興課長 それでは、髙橋委員長に議事をお渡しします。よろしくお願いい

たします。 

○髙橋委員長 それでは、第10回中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会を開

催いたします。 

 本日の会議につきましては、お帰りの時間、ご予定等もおありかと思いますので、遅く

とも11時半ごろには終了したいと考えておりますので、円滑かつ活発な議事進行にご協力

をお願いいたします。 

 なお、本日は市田委員、林委員が所用によりご欠席でございます。 

 また、先ほど事務局より説明がありましたが、本委員会の議事録、これは委員の皆様の

お名前が記載されたものとなり、後日公開をされますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の配布資料一覧にしたがって確認させていただきます。 

 資料１として、本日の議題になります最終評価書の案です。それから、その参考資料が

ございます。資料３として、第三者委員会における主な意見等の整理という資料がござい

ます。そのほかに委員の方々にご確認いただいた第８回と第９回の第三者委員会の議事録

を添付しております。 

 以上でございます。ご確認いただければと思います。 

○髙橋委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、早速ですが議事に入りたいと思います。 

 本日は、お手元に配付されております議事次第にございますように、中山間地域等直接

支払制度の最終評価（案）についての議論を予定しております。 

 それでは、まずは事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○中山間地域振興課長 それでは、宮森から説明をさせていただきます。 

 お手元に資料１、２、３と３つありますが、私からは、今回の最終評価の評価書となり

ます資料１についてまず説明させていただきたいと思います。それとともに、資料２は参

考資料ですので割愛させていただきますが、資料３として、委員の皆様にご議論をいただ

いた様々なご意見を「主な意見」という形で取りまとめております。また、参考として、

前回お配りした都道府県からの意見として、最終評価書に書ききれなかった県の意見をま
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とめたものを添付しております。 

 それでは、資料１をお開き下さい。前回、定量的な表、グラフを中心にご説明申し上げ

ましたが、今回は、最終評価書ということで、コメントを加え、体裁を整えました。 

 前回、委員の皆様方からご指摘いただいた点、あるいはご質問をいただいた点を加えな

がら説明していきたいと思います。 

 開いていただくと、最初に目次をつけてございます。 

 １ページ目には、この評価が一体何なのかということについて、初めてご覧になる方に

もある程度ご理解いただけるように、この最終評価がどういうもので、どのように取りま

とめたかについて記載しております。順番としては、市町村がまとめて、県に報告し、そ

れを各県の第三者委員会で議論してとりまとめたものを、この第三者委員会で御議論いた

だいくという仕組みになっております。 

 それから、本文にある表、グラフの基になった調査項目については、冒頭に整理をして

おります。 

 次に、２ページ目には、中山間地域等直接支払制度の仕組みそのものについて、全体像

を整理しております。具体的に、この制度によって、現場ではどういう活動が行われてい

るのか、あるいはどういう要件から選択して活動がなされているのかを整理しております。 

 次に、３ページ目でございます。 

 まず、都道府県と市町村による総合評価についてです。中身については、前回と変わっ

ておりませんが、都道府県の「Ａ：おおいに評価できる」というのが、若干少ないのでは

ないかというのが目につきます。これは、市町村が比較的現場に近いところにいるのに比

べ、都道府県はやや離れたところから見て評価していることによるのではないかとも考え

ております。実際に、都道府県の第三者委員会で、どのような議論があったのかについて、

守友委員からご指摘をいただいておりました。それについて、若干説明をさせていただき

ます。 

 まず、都道府県の第三者委員会で、どういう方が委員になってらっしゃるかといいます

と、大学の先生であったり、地元新聞社の論説委員の方であったり、地域づくり関係のコ

ンサルタントの方であったり、あるいは地元の生協の方とか、生態系の専門家の方、それ

から地元で協定に取り組んでらっしゃる方、このようなさまざまな分野の方がメンバーに

なって、議論がなされております。 

 市町村の「おおいに評価できる」の回答数と比べると、都道府県ではその回答の割合が
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半分ぐらいになっています。このことについて、県の第三者委員会の議論を総括して申し

上げますと、こんな言い方になると思います。本制度が耕作放棄の発生防止等に効果を発

揮しているということは、確かに評価できるのだけれども、時代認識として、今後、高齢

化がさらに進んで、協定の担い手が不足していくのではないかというような現場の実態を

考慮したときに、手放しで「おおいに評価できる」とは言えないのではないか、というよ

うな議論がなされたというふうに整理できると考えております。 

 具体的には、中山間地域では農業の担い手の確保が難しい現実について、第三者委員会

で議論された結果だと考えております。 

 後継者の確保に関しては、この中山間直払だけでは、なかなか難しいのではないかとい

うことであるとか、あるいは高齢化による担い手不足にこれからどう対応していけばよい

のか、なかなか妙案が浮かばないとか、あるいは、５年くらいは何とかなるかもしれない

けれども、しかし10年、15年後のことを考えると、次の担い手を育てるために、どんなこ

とをしていけばいいのか、こういう現場の実態を踏まえた上で、都道府県として、ある程

度将来を見据えた議論がなされた結果と考えております。したがって、そういうところに

重きを置いた県は、「おおいに評価できる」というＡにランクづけするというよりは、

「おおむね評価できる」というところで、やや心配なことをＢ評価につなげていたという

ようなことがあったと考えております。 

 以上が３ページ目の①の都道府県の評価についてでございます。 

 それから②でございます。市町村による総合評価結果について、村田委員から、「Ｄ：

さほど評価できない」というのが１個あるのだけれども」という話がありました。具体的

な市町村は申し上げませんが、香川県のあるところでございました。その真意をお聞きし

たところ、「本制度により農用地の最低限の維持管理はできているのだけれども、後継者

の確保とか鳥獣害への対応とかというのは、まだまだ対策を講ずべき課題が多いのでＤ評

価としている」ということでございました。 

 次に、４ページをお開きいただきたいと思います。４ページと５ページは定量的な評価

でございますけれども、前回ご説明したことと変更はございません。それぞれのタイトル

の下に、表の読み方とコメントを加えてございます。 

 それから、６ページをお開きいただきたいと思います。これは、体制整備として、どの

ようなことに取り組んでいるのですかというアンケート結果でございます。一つここで訂

正がございまして、ア、イ、ウのうちのウですけれども、「高齢化等を踏まえた活動継続
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のための体制整備」ということで、私どもはＣ要件と呼んでおりまして、かなり多くの協

定で活用されております。病気とかけがとかという不測の事態が生じ、農業生産活動が出

来なくなった場合に、代わりにこの人がやりますというルールをあらかじめ決めておくと

いう仕組みでございます。そして、そのルールを設定し、実際に発動したのが、前回

4,000以上と報告しておったんですが、ルールを決めているということをもって実際に使

ったと勘違いして、アンケートに答えてくれたところがあって、再度確認したところ、ル

ールを決めていて、実際に不測の事態が起こり、代わりの人にやってもらったというとこ

ろは2,257協定ございました。これもそう少ない数ではなくて、実際に１万6,000のうちの

2,000ぐらいは不測の事態が起きて、あらかじめ決められた人が営農を続けたということ

でございます。 

 次の７ページは、前回と同じですので、割愛させていただきます。 

 それから、８ページについて、これは、第３期対策による定性的な効果について市町村

から聞き取ったもので、最も効果があったと考える事項、地域が変わったと感じる事項、

今後とも農業生産活動を継続的に行うときの課題をアンケートしたものでございます。 

 ①の、本制度の効果としては、耕作放棄防止効果が一番大きかったですし、②の地域が

変わった点として、集落内の話合いの回数が増えたという効果を実感していらっしゃる方

が多かったということでございます。③の今後の課題としては、高齢化の進行がやはり一

番の課題であるというのが現場の実感ということでした。 

 それから９ページでございますけれども、９ページから11ページは、農用地の減少防止

効果及び耕作放棄地の発生防止効果についての資料でございます。これにつきましては、

浅野先生から「このやり方はこのやり方で一つあるのだけれども、この数字を検証する意

味で別のやり方についても検討してみたらどうか」というご意見もいただいております。 

 私どもとしましては、いろんな手法があるので、まずは推計に当たっての仮定とか、計

算の方法を明示的に記載するということで、この最終評価書の中の効果の算定について、

前回ご説明させていただいた前提なり、方式なりというものを、冒頭に記入いたしました。 

 なお、このことについては、今後とも、浅野先生及び先生の研究室の方には、当方で農

用地の減少に関連するような統計指標を準備して、チェックをする方法について、これか

らいろいろとご指導を賜っていきたいと考えております。 

 それから、10ページ目でございますけれども、山本委員から「センサス、あるいは農業

センサスという単語が唐突に出てくるので」というお話がございましたので、10ページ目
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の中ほどのところで、センサスとか、農林業センサスというものについて解説を加えまし

た。 

 以上が最終評価書と、前回先生方からいただいたご指摘、ご意見に対するご説明でござ

います。 

 それから、次に資料３をご覧いただきたいと思います。 

 これは、委員の皆様からこれまでいただいたご意見から、私どもで主な意見をピックア

ップし、類型化をして、タイトルをつけさせていただいたものでございます。本対策が第

３期から第４期に移るということもあって、委員の皆様方から、様々な意見を頂戴して、

これを踏まえた形で、次の第４期対策につなげていくという性格のレポートとして、これ

もホームページ等で公表してまいりたいと考えております。 

 かいつまんでご説明したいと思います。 

 まず、１ページ目の１番、制度の全体的な評価に関するご意見でございます。 

 一番上は、この中山間直接支払制度は、中山間地域の現場では、地域農業の振興の基盤

になっているというご意見でございます。 

 それから、本制度は農業だけではなく地域の存立基盤ともなっているというご意見もご

ざいました。 

 それから、集落マスタープランで目指すべき将来像としては、守りだけでなく、攻めの

要素を組み合わせたというところが、集落での特徴であろうということ、また、機械の共

同利用化等、持続的な体制整備という取組が多くの地域で行われていて、本制度が農業の

みならず、集落の維持にも効果を上げているというご意見もいただきました。 

 それから、最後のところでございますけれども、集落の連携促進とか、小規模・高齢化

といったものに対する支援の加算が、あまり多くないけれども利用されているということ

を踏まえると、この制度が、担い手の確保・育成プラスに働いていると言えるというご意

見を頂戴しております。 

 以上が制度の全体的な評価でございます。 

 それから２番目として、人口減少や高齢化に対応した新たな人材確保等に関連して、１

つ目は、現実70代後半になると、いよいよ農業の現場からリタイアするケースが増え、そ

うなった場合、その土地が不在化していくということがあるので、次期対策に向けては、

そういうことも考慮して対応を考えていかなければならないだろうというご意見をいただ

きました。 
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 また、人材確保に関しては、農業だけで十分な所得をすぐに確保するのは難しいので、

他産業なりとあわせて所得を確保していく仕組み、あるいは外から人を呼び込むというよ

うなことにつなげていければいいのではないか。そのための体制づくりや組織横断的、地

域横断的な組織づくり、人づくりというのがポイントになるだろうというご意見がござい

ました。 

 それから、２ページ目でございます。次期対策では、協定を担うリーダーを育成してい

くべきであるということで、その際、人材としてはフィールドワークが得意な方と、デス

クワークが得意な方、様々な方がいらっしゃるということも意識すべきであるという意見

をいただきました。 

 リーダーシップのある人を誘致したい、あるいは、そういう人の受け入れ体制をどのよ

うに整備していくかということも検討すべきではないかというご意見もございました。 

 それから、３つ目は、役員構成を見た場合に、これからリタイアしていく団塊世代の皆

さんが持っているノウハウを生かしていくということも、次期対策に向けて考えていくべ

きではないかという意見がございました。 

 それから、交付金の使途につきましては、集落の話合いで主体的に使えるところが利点

だろうというご意見をいただきました。 

 それから、事務負担の軽減に関して、現場の事務が煩雑にならないような手続の整理が

必要だろうということ、また、事務局体制についてみると、役員の世代交代をスムーズに

進めていく必要があるだろうというご意見がございました。 

 その他として、現場の実態として、５年間取り組む自信がないことから、次期対策への

取組をあきらめる地域が出るのは好ましくないので、遡及返還という仕組みがもたらすス

トレスを何らかの形で緩和することを検討すべきではないかというご意見もございました。 

 それから、この制度に取り組んでいただく地域を拡大するために、表彰制度というよう

なものも効果があるのではないか、また、積極的にＰＲもしていくべきではないかという

ようなご意見をいただきました。 

 以上が、第三者委員会における主な意見等でございます。 

 その他に、都道府県からもご意見をいただいております。これは前回お配りしたものと

同じです。第三者委員会の皆様の意見が、ほとんどの事柄をカバーしておりますので、都

道府県からの意見に特徴的に見られたキーワードについて、幾つかご紹介いたします。 

 ３ページ目では、新たな人材のところで、具体的に女性とか若者とかというキーワード
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が出てきております。 

 次に４ページ目でございます。都道府県からは、個人配分の限度額100万円が支障にな

っているのではないかという意見がございました。これに関しまして、前回、浅野委員か

ら「実態がどうなのか。特にＥＵはどうなっているのか、情報があれば提供していただき

たい」というご意見がございましたので、ここでご説明をしたいと思います。 

 調べてみたところ、現時点で100万円上限で受給している人は、全国で254人いらっしゃ

いました。最も多いのは北海道で201人、次いで新潟県が23人となってございまして、そ

の他は県で１人から３人程度でございました。100万円上限で受給している地域の意見と

しては、これから規模拡大を進めていく上で、100万円の上限を引き上げてほしいという

意見が出されております。 

 ただ、誤解のないように申し上げておきますと、個人配分は100万円が限度となってい

ますが、100万円を超えた分について、交付額を減額しているわけではなく、その分を共

同活動に振り向けて、皆さんで共同活動経費として使われております。 

 現状の上限100万円に関する実態はそういうところでございますが、そもそも制度創設

当時になぜ100万円という上限を設定したかということについては、制度創設時、本制度

が我が国の農政史上初めての直接支払制度ということもあって、金額に一定の上限があっ

たほうが国民の皆さんの理解が得やすいのではないかという議論があったようです。それ

を踏まえて、市町村の皆さんにアンケートを実施し、「上限としてどれぐらいの金額がい

いと思いますか」という質問に対し、30万円、50万円、80万円、100万円、「100万円より

高い金額」、「上限を設けるべきではない」という６つの選択肢から選んでもらい、50万

円と100万円という回答が４分の１ずつあったということであります。それを踏まえて当

時の議論として、100万円に上限を設定して運用が始まったということでございます。 

 それから、最近のＥＵの情報を調べてみたのですけれども、2014年の１月から開始され

ておりますＣＡＰにおける支払いでは、個人への受給額が15万ユーロを上回った分の５％

を減額して、その財源を農村開発財源へ振り向けるというような仕組みになっております。 

 本制度で言う100万円とは色彩が違うのですけれども、いずれにしても個人配分に関し

てシーリングを15万ユーロという形で設けております。15万ユーロといいますのは、日本

円でいうと2,000万円ぐらいですので、経営の規模もちょっと違いますけれども、個人に

直接交付されるお金として、ＥＵでは、15万ユーロ、2,000万円を一つの目安に上限を設

定している状況でございます。 
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 また、意見の整理紙に戻っていただきたいと思います。次に、５番目の交付単価につい

ては、現場からいろんな意見をいただいております。例えば、新規就農者を確保した場合、

あるいは企業とか大学とかと連携した場合、あるいは外から新しい人を迎え入れた場合等

に追加的な支援をしてほしいという意見があり、それから、少し今のとは色合いが違いま

すけれども、樹園地とか超急傾斜地とか、こういうところでは、特別の支援が必要ではな

いかというような意見がございました。 

 それから、最後の５ページでございますけれども、これはもっともなご意見だと思いま

す。第３期から第４期対策に移行するについて、かつ来年度から法律に基づく仕組みとし

てスタートすることに伴って、事務手続を簡素化するとともに、十分な周知期間、地元に

対する丁寧な説明と準備期間をとってほしいという意見がございました。 

 以上、資料３として第三者委員会における主な意見等の整理ということで、県とそれか

ら委員の皆様方のご意見について説明いたしました。 

 説明は以上でございます。 

○髙橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問やご意見、コメント等、何でも結構で

すのでご発言をいただきたいと思います。 

 どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。 

 じゃ村田委員、お願いします。 

○村田委員 この第三者委員会における主な意見等の整理の「その他」のところに遡及返

還ルールの緩和という指摘があります。この遡及返還ルールの緩和とＣ要件との関係をお

聞きします。Ｃ要件を設けたことによって、遡及返還ルールの対象とならなくて済んだと

いうことでしょうか。つまり、代わりに他の人が農地を引き受けたので救われたというの

でしょうか。遡及返還ルールの緩和とＣ要件との関係は、どのようにワークしているのか

について、教えて下さい。 

○中山間地域振興課長 先ほどＣ要件についての説明で、発動した実績が2,000協定ある

と申し上げました。これは、どういうことかと言うと、2,000協定では農地の耕作者の方

が高齢や病気等で耕作できなくなったということです。 

 しかし、この2,000協定では、あらかじめ決められた方が農地を引き受けたので、耕作

放棄状態にはならず全額遡及返還はしなくて済んだということであり、それは、Ｃ要件の

効果であると考えています。また、Ｃ要件に取り組んでいなくても、もしも何らかの理由
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で耕作ができない状態になっても、集落みんなで助け合って５年間農業生産活動を継続す

るのが協定を締結する趣旨なので、何らかの事が起これば、どうやって農業生産活動を継

続するかを考えるのが基本形だと思います。ただ、私どもとして、Ｃ要件を措置したのは、

そういう事態になったときに、より確実にかつ機動的に対応できるように、誰がその農地

を引き受けるかをあらかじめ決めておいた方が、農業生産活動を継続していくための体制

整備には重要な要素だと考えて、体制整備の１つの要件として位置づけているということ

でございます。 

 したがって、私どもとしては、現場の方々にはＣ要件にもぜひ取り組んでいただいて、

全額遡及返還という事態が起きないようにしていただくということが、地元の皆さんにと

ってもそうですし、我々にとっても５年間継続していただける確実性が高まるわけですか

ら、そういう気持ちでＣ要件をつくったということでございます。 

○髙橋委員長 それで、よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○村田委員 そうすると、実際には、遡及返還ルールを適用された協定というのはないわ

けですね。 

○中山間整備推進室長 データ的なことでお答え申し上げますと、この３期対策の間で全

額遡及返還をした協定数として14件で、額としては2,100万円強ということでございます。 

○髙橋委員長 14件あったということですね。 

○中山間整備推進室長 補足しますと、内訳といたしましては、多くは農業外への転用で

ございまして、耕作放棄になって返還した事例はないと承知しております。 

○事務局 農業の発展に資する施設のための転用の場合は、その転用部分の返還をすれば

いいのですが、農業外の工場などをつくる場合の転用は、全額遡及返還となります。遡及

返還した事例は、農業外の転用がほとんどであり、協定として適切に活動せずに遡及返還

になった事例は、ごくわずかでございます。 

○村田委員 工場にするというのは、ある意味では確信犯という言い方はおかしいですけ

れども、今ご説明のあったように、交付金を返還して、転用して工場を建てたほうが集落

にとってはいいことだと判断したということなのでしょうか。 

○事務局 他に適地がなかったので、そこで建設することに決り、やむを得ずの判断で返

還をしたということなので、このことについて、国として、どうこうコメントはできない

と思います。 
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○村田委員 わかりました。 

○髙橋委員長 それでは、次に山本委員、お願いします。 

○山本委員 ２ページのその他のところに、制度の普及についてのＰＲなどのことが書い

てありますけれども、一般国民へのＰＲというのが抜けているような気がするのです。私

もここに来るまでは、全然こういうことは知りませんでしたので、それも加えていただき

たいと思います。 

○中山間地域振興課長 わかりました。制度の取り組みについて、広く国民一般にその効

果を広めていくというようなことを、追記したいと思います。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○髙橋委員長 ほかは、いかがでしょう。図司委員、お願いします。 

○図司委員 ご説明ありがとうございました。 

 先ほどの村田さんからのＣ要件に関することで、６ページのところです。Ｃ要件を設定

している協定が１万6,533で、全体が２万7,000ですから約６割の数になるのですけれども、

これらの協定が、高齢化への対応として、一つ大事な焦点になってくるかなと。この数を

どう見るかというのは、おそらく次期対策に向けても、すごく重要だと思います。 

 先ほどご説明いただいたように、いざというための保険の議論をしっかりやっておきま

しょう」ということが、Ｃ要件として制度に取り込まれていて、それに取り組んでいるこ

とが、先ほどのお話のように、いざというときに功を奏したというようなところもあるの

ではないかなと思います。とすると、やはりこのＣ要件をもうちょっと広く打ち出してい

くことが重要だと思いますし、そうすると、今回の最終評価においても、もうちょっと前

向きに打ち出してもいいのかなという印象を受けました。 

 また、それを実現するに当たって、今回の委員会での議論や、現場の方々からのお話に

もあったように、メンバーシップをどう広げていくのかというのが、非常に大事になって

きていると思います。担い手を新規就農とか、多様な担い手だけでなく、もうちょっと手

前のところで、地域の中にいる人たちに確かにちゃんと声がけをしていくとか、あるいは

次の世代、先ほど若者という話がありましたが、そういう世代に声がけをしていくとか、

ささやかでも協定を次につなげることに対して、プラスになるようなものを要件として加

えるとか、県からの意見にあったように、企業とか団体とか学生との連携など、何かそう

いうところを取り込みながら、このＣ要件に厚みを持たせていくというような発想も、考

えられるのではないかと受けとめました。 
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 いずれにしても、高齢化で先行き心配だからどうしようというような守りの議論も大事

だと思いますが、もう少し前向きに、そういうものに対して伍していけるような、何かし

らの対応が、次期に向けてあってもよいのかなと思います。 

 そういう意味で、Ｃ要件について、私は非常に大事なものだと受けとめました。 

 以上です。 

○中山間地域振興課長 ありがとうございます。 

 Ｃ要件についての私の先ほどの説明として、本制度は、耕作放棄発生させないというこ

とを求める制度なのに、不測の事態に対応することで何かプラスアルファが得られるかの

ごとくのような説明になっておりました。現場の実態としては、きれいごとだけの言葉遊

びだけしていて、誰かが必ずそこでいざというときに引き受けてくれるというようなこと

でもないぐらい厳しくなっているというのも実態だと思います。 

 そういう意味で、Ｃ要件については、人によっては、それは当たり前でしょうという意

見もありますが、集落すべてが余裕をもって活動しているわけではないので、何か事が起

こった場合に集落の外の人にもお願いする場合もあるかもしれないし、そのことは、事が

起こる前に準備をしておくというようなことに意味があるというようなことを主張しなが

ら、この要件を引き続き大事にしていきたいと思っています。 

 それから、図司先生から、Ｃ要件に厚みを持たせるというご意見につながるかどうかわ

かりませんが、農林水産省ではご承知のとおり、人・農地プランを進めており、５年先、

10年先に、誰が、地域の中心となる経営体となって、その人に農地を集めていくかという

ことを農地一筆毎に整理していくもので、そういう意味では地域マネジメントの観点から

５年先、10年先にじわじわと誰に農地を集めていくかというマスタープランは、人・農地

プランででき上がっているということです。 

 ですから、５年タームぐらいで考えると、この直払制度も人・農地プランの議論と一緒

になって、できるだけ自分たちで営農が続けていけるような足腰の強さを蓄えつつ、しか

し不測の事態に対応するＣ要件みたいなものを準備していく、さらに言うと、今までのメ

ンバーシップだけでは足りなくなるとすれば、定年退職で集落に帰ってきたサラリーマン

の方、あるいは女性の方や、あるいは大学を出て戻ってきた若者の方や、そういう多様な

人材も取り込む形で、地域の総合的な人材力を何とかこの協定の中にインボルブしていく

というようなことも支援していきたいと考えています。 

 一つの対策でオールマイティーに解決できるという問題は多くないのですが、しかし、
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体制を強くするということ、将来を見据えるということ、それから、具体的な誰に農地を

集めていくかというような目線を大事にして、地元の実情に合ったような支援メニューを

つくっていきたいと考えております。 

○髙橋委員長 どうぞ、村田委員。 

○村田委員 ということは、つまりＣ要件を推進する上でも、遡及返還ルールは、むしろ

効いているというか、このルールがあることに非常に意味がある。ペナルティー風に受け

取られるけれども、むしろ前向きに、つまり農地を絶対守るのだという意味の歯どめにな

っているという意味では、これは非常に重要なルールだと思います。そのあたりは、どう

考えたらいいのでしょうか。つまり、ここに「緩和」って書いてありますけれども、緩和

すべきなのかどうかということの議論だと思いますが、いかがでしょうか。 

○中山間地域振興課長 前回似たような議論があって、農村政策部長が答えましたけれど

も、この制度としては５年間営農継続してくださいというのが基本であります。それを、

ペナルティーとしてとらえるのではなく、それができなかった場合には全額遡及返還とい

う重みで考えてくださいということが、この制度の第一のメッセージであります。 

 ところが、先ほど申し上げたように、現場では高齢化やそれによる人材不足が進んでお

り、全額遡及返還という道連れ的な集落、運命共同体的な、連帯責任的なメッセージと受

け取られて、第４期対策には取り組めないというムードがあります。このようなことにつ

いては、農林水産省としては、むしろそこで一歩踏み込んで頑張ってもらうための制度な

ので、無用な不安を与えて、取組が減退してしまうのは、本意ではありません。したがっ

て、５年間営農を継続していただくについて、全額遡及返還というのは、非常に大事なル

ールなので、我々としては、現場の実態をよく見ながら、そういう不安感というのを丁寧

に払拭していくように努めていかねばならないと考えています。 

○農村政策部長 宮森課長が申し上げたとおりですが、２期対策が終わって３期対策に移

るときに、今後５年間、耕作放棄地を出さないでやっていかないと、全額遡及返還になっ

てしまうということで、次の対策に移行するときに、もうやめようかという議論が集落の

中でなされたのが実態としてございます。 

 したがって、３期対策から４期対策に移行するについて、そういう不安を払拭していく

ことが重要で、仮にそういう事態になった場合に、誰がその農地を引き継いでいくか。そ

ういうことをきちんと対策の初めに考えておいていただければ、単価としては10割支給い

たしますし、遡及返還もしないで済む可能性が非常に高くなるというようなことで、この
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Ｃ要件がございます。そういう意味では、村田委員がおっしゃった全額遡及返還と、この

Ｃ要件というのは密接に関係しております。 

 前回も申し上げましたが、我々としては、第４期対策においては、全額遡及返還につい

て一定の見直しを加えることを考えております。仮に、全額遡及返還の要件を見直すとい

うことになれば、図司委員がおっしゃったようなＣ要件の利用というのは、あるいは少な

くなるかもしれません。そこは、まさにこれから第４期対策に向けて、どう取り組んでい

くかという、それぞれの協定集落での話合いによるとは思います。 

○村田委員 全額遡及返還をやめるということはないということですか。 

○農村政策部長 全額遡及返還をやめるということまでは、今のところ考えていません 

○髙橋委員長 それじゃ守友委員、お願いします。 

○守友委員 関連してお尋ねします。先ほど課長から説明がありましたけれども、この制

度ができるときに、初めての直接支払ということで、財務省との関連で、国民の理解を得

られる形で実施するということから、遡及返還等の厳しいルールを適用しているというご

説明があって、なるほどと思って聞いておりました。 

 しかし、現場からは、なかなかそうもいかないよということは農水省で理解していると

思いますし、私どもも、そういう意見があるというのは、そのとおりだと思います。 

 仮に、もしある程度は遡及返還ルールの見直しを考える場合に、財務省との関係で、厳

しく運用しないと、この制度が成り立たないという前提との関係が大丈夫なのかというこ

とが気になります。 

 現場からは、何とか緩めてほしいという声が出ていることは、事実としてあります。し

かし、制度の一番の前提として、新しい制度だからこそ厳しくやって国民的な合意を得る

のだというのが出発点だったと思います。そのこととの関連がどうなっているのか、つま

り、規定を少しくらい緩めても、制度の根幹は揺るがないということが確約できるのかと

いうことが、問題になるのではないかと思います。それについて、何かご意見があれば教

えていただきたいと思います。 

○中山間地域振興課長 一つは、全額遡及返還の厳しさと、この制度の効果的な推進とい

うのですか、それは確かにある意味でギブ・アンド・テイクの関係にあるんだと思います。

しかしながら、現場の実態としては、私も田舎者だからわかるのですが、確かに全額遡及

返還は怖いのですが、しかし、みんなで協定参加者になって５年間頑張ろうよという前向

きな気持ちを持ち続けられるから５年間頑張れるんだと思います。 
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 常に耕作放棄になったらどうしようかというネガティブチェックだけで５年間頑張れる

ものではないし、楽しくないと思います。そういう意味では、心配している人は声が大き

くなるし、その気持ちもよくわかりますけれども、むしろ行政としては、いろんな応援を

しながら、つらい仕事ではあるけれども、この制度によって地域に少しでも元気が出て、

自立ができるという道を歩んでいくような形に支援をしていくという目線は、忘れてはい

けないと考えてます。 

 私は、個人的には必ずしもペナルティーの厳しさだけで、地域を追い立てているという

制度ではないと考えております。 

 このことについては財政当局も同じ思いで、むしろこの制度がなくても自立していける

ようにというのが制度創設当初の財務省の考えだったのではないかと思います。しかし、

現実は厳しいのが実態です。実態としては、例えば、水田で10アール当たり２万1,000円

お支払いするのは、何らかの効果の発現、機運を生み出すための種まき、シードマネーだ

と考えております。これだけで全てが解決するわけではありませんが、このお金をきっか

けにして、地域のいろんな人が寄ってきて、いろんな活動とかアイデアとかが出てきて、

ネットワークができて、新しい価値なり取り組みなりが進んでいくということだと思いま

す。将来的には、少しでも自立していけるような集落になっていくというのがあるべき姿

だと思います。そのため、先ほど図司先生からもご意見いただいたように、人材確保の取

り組み、新しい活動を後押しする加算みたいなものを、これから充実させていきたいと考

えております。 

○髙橋委員長 よろしいでしょうか。 

 それじゃ、ほかに何かありますか。 

 じゃ藤山委員、お願いします。 

○藤山委員 ３つあるのですが、１つは、全体的な評価というのは、私も繰り返し申し上

げているように、この中山間直接支払は誇るべき制度であり、農業のみならず、地域社会

の存立基盤をきちんと支えてきたということは言えると思います。 

 願わくは、この最終評価は淡々と粛々と書かれていますので、本当は少しそういったも

のも盛り込んでいただきたいなというのが委員としてのお願いですが、しかし、委員や都

道府県からの意見も整理されて、付記されるということであれば、それでよいと思います。 

 それから２番目は、今のＣ要件のこともあるのですが、Ｃ要件は甘いという議論もある

んですが、現場をきちんと見ていれば、現状を持ちこたえていることが非常にチャレンジ
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ングというか、その地域としては、非常に頑張っているということなので、現場の対応と

しては、積極的に評価すべきじゃないかなと思います。 

 そして、関連して、実はこの制度が素晴らしいのは、こちらの８ページです、参考資料

の協定参加者数を見ていただくと、この人口減少の世の中にあって、実は参加者が減って

いないというのは、実はすごいことだと思います。今、中山間地域の人口は、平均して年

に１％強減っています。だから10年たったら１割減ることになります。しかし、この制度

に取り組んでいる集落は、何とか持ちこたえているということは、実はすごいことである

ということを、改めて力説したいと思います。この辺は、もっとＰＲしてもいいのではな

いかと思います。 

 それから３番目として、ちょっと気にかかるのが、どうしても今の人口減少社会の議論

でも、数字がすぐひとり歩きするのです。だから非常に慎重に出さないといけないと思い

ます。何が言いたいかというと、この10、11ですね。ここもやり方自体について、間違っ

てはいないと思いますが、最後にこの666億から740億円というのが、ひとり歩きすると非

常に怖い気がします。 

 このような数字を出すとすると、いわゆる費用対効果があるのか、年間に500億投入し

ているがどうなのだという議論になります。だから、このことについては、限定的に算定

したものであるという説明をしないといけないと考えます。例えば、ここの推計式の中の

「壊廃」に転用率があります。この転用率というのは、全国的なもののはずなのです。中

山間で、今耕作をやめて転用されるというのは、実態としてはほとんどないのです。平地

の非常に便利なところだとスーパーになったりとか、工業用地になったということはあり

ます。だけれども、中山間の場合、転用は、ほぼ耕作放棄になるということで計算される

のではないかと思います。 

 それから２番目は、耕作放棄の復旧費について、これについては実は当方の中山間セン

ターでもいろいろ開発していますが、もちろん条件が厳しければ厳しいほど水路部分等も

含めて高くなるのですね。これも全国的な数を当てはめると、中山間の実態とは違ってく

ると思います。 

 それから、次は、一旦耕作放棄あるいは転用もされると、農業生産額なり、収入という

のは、ほぼ永久的に失われます。それをどう扱うのかということが本当は必要だと思いま

す。これかなり大きくなると思います。しかも、ある意味、未来永劫に失われかねないと

いうことになります。 



 

－18－ 

 それから、あとはほかの補助金との関係もあるでしょうが、実際には単なる生産額とか

にとどまらない多面的機能を評価するというのは、まさに本当はこの後にくると思います。

これもいろんな計算方法があるのですが、実は実際に集落に住んでいる立場からすると、

目の前の田んぼがことごとく荒れたら、はっきり言って、もう住めなくなるということに

なります。だからみんなも頑張ってやっている部分もあると思います。 

 だから、集落移転になりかねないというところが本当はあるわけです。それを食いとめ

ているというのが、実は生活実感からしても、実態からにしても非常に大きいと思います。

こういうのを組み込むと、実は今回出された数字はすごく控え目であって、その一部分を

単にやっているにすぎないということをきちっと書いておいて、今みたいな組み込めるも

のは組み込んで出さないと、費用対効果の議論になって「1.0を下回っている。」となり、

非常にまずい方向になると思います。 

 冒頭、申し上げたように、この制度は地域の営農のみならず、社会の存立基盤であり、

しかも現場の担い手を持ちこたえさせている制度なので、変に過小評価されるようなこと

あっては非常にもったいないと思いますので、ちょっとその辺は少し工夫というか、しっ

かり説明していただけないかなと願っています。 

○髙橋委員長 貴重なご意見ありがとうございました。 

 何か事務局から、今の話ございますか。 

 じゃ守友委員、どうぞ。 

○守友委員 私も藤山委員と同じ感想で、藤山委員は淡々と書いているとおっしゃったの

ですけれども、私はあっさりと書いているなという感じがしております。 

 実はこの評価については、基本はこれでいいと思っているのですが、実はこの第三者委

員会は、以前の中山間総合対策の検討会から移行する際に名称が変わって、この制度を評

価する委員会となりました。しかし、その名称には「等」という言葉をちゃんと入れて、

制度の評価だけでなくて、これからの中山間のあり方についても検討するということを議

事録で確認してあるわけですね。 

 そういたしますと、今回、私はこの評価の内容そのものに異議はないのですが、これに

対して藤山委員がおっしゃったように、これだけの成果が出ているのだから、もう少し積

極的に評価すべきであるとか、この制度が農村社会、地域社会を支えている、もしくは、

農村に若い人が入ろうとする条件を支えている等の意見など、第三者委員会における意見、

県で出された意見を、もう少し評価の中に組み込めないかという感じがいたします。 
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 先ほどのご説明では、「主な意見」もホームページで公開するということで、それは非

常に重要だと思いますが、その全文を評価に取り込むのは難しいものの、少しは取り込ん

でより積極的な評価をしておく必要があるのではないかと思います。 

 藤山さんのご意見に、ちょっと補足的に感じたことを申し上げました。 

○髙橋委員長 どうも貴重なご意見ありがとうございました。 

 じゃ事務局からございますか。 

○中山間地域振興課長 まずは、最初の藤山委員の復旧に関する何百億という話なのです

が、内部でもよく議論したんですが、一部分だけを得意げに計算しているということなの

で、違和感があるんですが、つい前例主義ではこう書いているので、かえってこれが全部

だというふうに思われるぐらいであれば、ミスリードな表現であるなというふうに、今聞

いてて思いました。これについては検討させていただきたいと思います。ただ、なかなか

全てのものを定量化するのも恐らく無理なので、そこは少し工夫をするか、あるいはこう

いう局所的な表現であれば、誤解を招くような数字をあえて書く必要もないのかもしれな

いなと思いました。この数字的なところは、再度事務局でチェックさせていただきます。 

 もう一つの守友委員からのお気持ちは、私どもとしては非常に、むしろ心強いのですが、 

最終評価のレポートとして、客観性、中立性が求められていることではないかとも考えた

ので、ちょっと検討させていただきたいと思います。ただ、気持ちとしては独立した資料

として先生方の意見をまとめて、とにかくこの紙がいろんなところで引用されるようにし

たいという思いでまとめたということを説明させていただきたいと思います。 

○髙橋委員長 ありがとうございました。 

 事務局のほうで、今までの貴重なご意見を十分参考にして、また必要な補足等をしてい

ただきたいと思いますが、私も全く同感で、繰り返しになって申しわけないのですが、最

初から見せていただきますと、あまりにも事務的で、数字だけがぽっぽっぽと出ている感

じです。 

 例えば３ページのグラフにしても、説明で、宮森課長が実態はこうですよということを

説明されているけれども、文章には何も記入されてないということで、この報告書を読む

人は文章しか読みませんので、その辺のニュアンスがよくわからない。少し解説があった

らわかりやすいという印象ですし、先ほどのご意見のあった耕作放棄の防止効果の計算に

いたしましても、委員の皆様のご意見を考慮して、補足として、解説を加えていただいた

ほうが誤解がなくてすむのかなというふうに思います。 
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 ほか、どうぞ。 

 じゃ浅野委員、お願いします。 

○浅野委員 折衷案みたいな話なのですけれども、この最終評価は、大体同じような形式

で過去にも掲載されているものなので、少なくとも最後に出てきた666億から740億という

部分だけを削除して、これはこの形式で、今回は取りまとめてはどうかと思います。その

後に、実はこれ一番大事なことだと思いますが、この結果をどういうふうに国民に周知す

るかということなので、パンフレットあるいは啓発資料というのを別途作成してはどうで

しょうか。その際には、今議論されている政策評価の視点をもうちょっときちんと入れて、

例えば、この評価に関しても、複数の評価値があり得るのであれば、それも掲載するし、

この数はどう読むかということも、解説も踏まえて書くようにしてはどうでしょうか。来

年度から、この制度が法制化されて、国民に広く理解を求める必要がより一層出てきてい

るわけですから、パンフレットのような形で、今出てきた意見を生かされてはどうでしょ

う。 

 私は、この時期に最終報告書（案）を大幅に修正することは、時間的には少し不可能で

はないかと思っておりまして、それ以上に大切なのは、まず形式としては統一性を持った

ものを、できるだけ早く、速やかに報告すること。その次の段階として、国民に啓発する

ための資料を別途作成して、そのときにはもう少し議論を深めたものを出されたらどうか

という、そういうふうに思いますが、どうでしょうか。 

○髙橋委員長 どうも、ありがとうございました。 

 そういうふうな、後で解説版を国民向けに広くつくっていただくと。これは、山本委員

のおっしゃっているＰＲにも通ずることではないかと思います。 

 はい、どうぞ。 

○山本委員 ８ページ、②のところで、協定締結前と比べて地域が変わった、というとこ

ろで、「集落内の話し合いの回数の増加が３１％と最も多く」とあるのですが、その内容

には触れられていません。例えば、遡及返還の厳しさを「厳しいよな」と言って愚痴った

のか、鳥獣害について、どうやったら効果的だという話だったのか、または、なにかが一

段落した時にちょっと集まって話したのかなど、「最も多い」と書いてあるだけではわか

りません。 

 

また、制度の厳しさというのも話合いの回数の増加にもつながり、ある程度の厳しさも必
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要かなとも思いました。こちらは個人的な意見ですが。いずれにしても、話合いの内容を

説明いただければ、私などはこの制度がもっと身近に思えます。 

○髙橋委員長 アンケートの取り方にもよると思いますが、何か事務局からございますか。 

○農村政策部長 先ほどの山本委員のご指摘について、実際に、集落での話合いでは、あ

らゆることを話し合います。例えば、稲の刈り取りが終わった後、来年、誰が、どれだけ

お米をつくるのか、あるいは冬の間田んぼに水を張るのか張らないか、あるいは春に向け

ての用水路に水をしっかり流すために、いつ、どういうふうな役割分担で泥あげをやるの

か、あるいは、来年の中山間直接支払にどのように取り組んでいくのかなど、農業面での

話の他、農業以外の生活全般も含めて、ありとあらゆることを話い合うのが、この集落の

話合いです。 

 それはもう地域によって、集落によって、ばらばらというのが実態だと思いますので、

この話合いの中身として、一番多いものを書くというのは、ちょっと物理的に無理かなと

考えますので、ご勘弁いただければと思います。 

 ここで言いたいのは、農村では高齢化・人口減少も進んできて、集落の寄り合いを開催

しようと思っても、人が集まらない。それで、話合いの回数がどんどん減ってきているの

が実態でございます。 

 しかし、この中山間地域直払制度が実施されることにより、集落の区長さんが集まって

くれと声をかけると、集落の寄り合いに来てくれて、そこでいろんな話合いが活発化した、

そのような契機になったということに意義があるというふうにご理解いただければと思い

ます。 

 そのようなことをここで書くかどうかについては、別途の問題としてあるかと思います

けれども、個別の話合いの中身までは、都道府県もつかんでないと思いますし、市町村で

もどんな項目を話し合ったかまでのデータは、多分ないと想像いたしますので、それにつ

いては、ご理解いただければと思います。 

○山本委員 わかりました。 

○髙橋委員長 よろしいでしょうか。 

 それじゃ、どなたか。 

 じゃ玉沖委員、お願いします。 

○玉沖委員 私は、このレポートに何か書き加えていただきたいということではないので

すが、２点お伝えしたいと思います。 
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 １点目は、私も、本制度の成果について、非常に控え目という印象を受けました。この

制度に詳しい方にとっては、そういうコミュニケーションミスは起こらないと思いますが、

そうではない方が、このレポートをご覧になった場合、例えば、３ページ目の総合評価の

ところで、数字だけ見ると、私も何度かご質問させていただきましたが、この制度が広く

支持されているというふうには、読み取れません。けれども、なぜＡではなくてＢを選ば

れたかというところのフリーアンサーを分析してみると、制度の評価と自己評価が混在し

て回答している、その割合は全て検証したわけではないのですが、制度はいいんだけれど

も、自分たちがそれを使い切れなかったのでとか、自分たちの体制が今一つ追いつかなか

ったので、ＡではなくてＢをつけたということも多分にあったかと思います。 

 なので、ここで、Ａを選んだ県、Ｂを選んだ県の事例を少し紹介されると、制度が悪い

のではなくて、自己評価という点でＢになったのだという共通理解が持てることになると

思います。 

 また、定性面の効果について、レポートには入れづらいことだと思いますが、前期対策

の議論のときにも申し上げたんですが、６次産業化とかで、いろいろな取組が行われてい

ますが、一次産業として、この制度で花を植えるとか、用水路の掃除とかで、観光的に非

常に景観の美観が維持されております。また、農村風景のフォトコンテストなんかもあり

ますし、この制度によりそのような三次産業まで成果があらわれているというようなこと

まで、評価や効果が伝えられたらいいのにという感想を持ちました。 

 そして、２点目として、このレポートには、直接関係ないのですが、高齢化への対応と

して、協定に事務専任の方を置くとかという意見もございますし、反面、現場からの意見

として、事務の煩雑さという意見が、まだずっと残っています。このような事務局体制づ

くりですとか、組織体制のマネジメントというのでしょうか、そういう面でいろいろな工

夫がされ、成果を出している事例の共有や、体制づくりについても工夫している事例を、

今後、伝えていけたらいいなということを感じております。 

 その一つに、委員からのご意見で、モチベーションを高めるための表彰というような手

法のこともございますが、この先も、制度に取り組んでいくことの工夫として、組織体制

だったり、組織マネジメントだったりということの工夫をしようよということと、うまく

いっているところの事例共有のようなことが図れていければ、次の評価では、今までと違

う成果をお聞きできるのではないかということを感じております。 

○髙橋委員長 どうもありがとうございました。 
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 じゃ近藤委員、お願いします。 

○近藤委員 どうもありがとうございます。 

 最終報告書の内容自体について異存はありません。淡々と書いてあるという点で意見が

分かれていますが、淡々と書いてあるほうがどこか説得力があるという場合もあるので、

書きぶりはお任せします。私はこだわりません。全体的にいいと思いますし、政策自体も

書かれているとおり評価の高いものだと思います。 

 それで、今回の評価とはちょっと離れるかもしれませんが、先ほども都道府県レベルで

はあまり評価が得られていないという理由について、課長から説明がありました。担い手

対策だとか、鳥獣害だとかについて、この制度では、全部解決できないというお話でした。

市町村や都道府県の危機感は健全だと思いますが、そもそも数百億円規模のこの政策で全

てを解決できるわけではありません。 

逆に言うと、使い道が自由であり税金の使途としては違和感を持つ人がいてもおかし

くない政策も、数百億円規模の少額の政策であればこそ国民の理解も得られてきたという

面はあると思います。だから、現場が望んでいるからとか、こうした方が親切だからとか

いった理由で、現場からの注文がどんどん膨張し、それを採用してゆくようなムードにつ

いて、僕は少なからず懸念しています。 

 次期対策以降、どんどん農村の構造が変わっていくと思いますが、１０年以上経過すれ

ば政策効果は次第に逓減していくわけです。都道府県からいろんな要請・要望が出ていま

すが、そもそもこの政策は「漢方薬的」な政策で、もちろん直接効くところもあるけれど

も、そもそも条件不利の補正であり、集落協定を活用した集落機能の強化ということです。

そこに効果が発揮されていれば、これ自体の政策目的は達していると思っています。さら

にそれに上積みするため、利便性や使いやすさを工夫・追求するのも大切だとは思います

が、もっと大切なのは、人・農地プランなどいろいろな政策との相乗効果を上げるだとか、

それといかにサポートしあうのかという視点が、次期対策以降の評価において、特に必要

になってくると思います。 

 とにかく思うのは、条件不利の補正というところから始まって、規律を持ってやってき

たこの政策が、効果があり、喜ばれ、世間の理解も得ています。財務当局との軋轢はいろ

いろあるのでしょうけれども、外から入ってくる人や大学等との連携による活性化を目指

す取り組みへの加算措置など現場からの要望がどんどん膨らんできていますが、その結果、

規律がなくなって、徐々に予算が膨らんで、これが４ケタ億円に近い規模になれば、せっ
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かくのこの政策自体が、世間の評価も含めて、厳しい逆風に遭いかねないのではないかと

思います。抽象的な話で恐縮ですけれども、当初のスタートしたときのある程度の規律を

持った遡及返還の話も、僕はそうだと思います。 

 そういうことを考えてやっていかないと、政策の継続性に影響が出てこないかと思いま

す。繰り返しになりますが、都道府県からの要望を見ると、制度そのものについていろん

なことが要求され始めていて、僕は危険かなという感じがしています。次期対策策定以降

にそういう視点も生かせたらなというふうに思います。 

○髙橋委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかには、どなたか、よろしいでしょうか。 

 じゃ村田委員、お願いします。 

○村田委員 評価とは関係ないのですが、今、近藤さんがおっしゃったように、都道府県

の意見の中に交付単価の話があって、要するに単価もっと上げろというか、あるいはいろ

んな加算を措置すべきではないかという話なんですが、それとは別に、交付単価そのもの

の再計算というのをやってみたらいかがかなと思います。 

 都道府県の水田で２万1,000円ですが、これは平地との生産コスト差を割り出してはじ

いているわけです。15年経っておそらく変化しているはずで、再計算したら、ひょっとし

たら米価が下がっているので、金額が下がるかもしれません。その場合、取り扱いに注意

が必要かもしれませんが。いずれにしても、交付単価を今計算し直してみたら、どういう

ふうになるのかやる必要があるのではないか。もしかしてやっているのかもしれませんが、

いかがでしょうか。 

○髙橋委員長 交付単価に対する新たなご質問ですが、何かありますか。 

○中山間地域振興課長 交付単価についても、時期を問わず、いろんな人からいろんなご

意見を頂戴しているところです。 

 我々も交付単価に関しては、平場とのコスト差を常に重視しております。県からの交付

単価の議論もそうなのですが、自分の場所、自分の県、自分の地域を中心に物を考える人

にとってみれば、平均値はかなり遠いものに見えるらしく、そういう意見が多いです。 

 平場との差額というのも、中山間の非常に条件が厳しいところが感じている平場と、新

潟平野のような平場もあれば、中四国のような平場もあって、様々なので、平場の値その

ものもなかなかコンセンサスを得るのは難しいということもあります。ただ、我々が常に

考えるのは、全国均一の単価設定のあり方というのを考えたときに、かなり幅のあるもの
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の真ん中あたりの値をとっているという自覚があって、そこにある程度差が存在すること

は、やむを得ないことだと思っています。 

 単価も正確に計算していますけれども、例えば構造改革でいうと、平場と中山間の１戸

当たり経営面積の比というのは、実は、ここ15年あまり変わっておりません。実感と違う

ような感じはしますが、全国平均をとるとなると、そんなところです。 

 つまり、何を申し上げたいかというと、全国平均の中山間と平場の差の全国平均を見る

という作業をしていけばしていくほど、実は中山間の中の差とか、平場の中の差というも

のも飲み込むような形で議論しないといけないので、統計からうまく出してくると意外に

あまり差の開きというのはないものだなというのが、現段階で我々認識しているところで

す。 

 ただ、先生がおっしゃったように、いつまでも固定的に考えるのがどうかということも

あるので、その差については注視していきますけれども、今のところ、我々のレビューで

は急激にここ数年で差が開いたとか、縮んだというデータは手元にはないということを確

認しています。 

○髙橋委員長 ほかはいかがでしょうか。 

 それじゃ大体ご予定のいただいた時間に近づいてまいりましたが、活発なご意見、どう

もありがとうございました。この委員会においても、中山間地域等直接支払制度及び今回

の最終評価（案）に関しても、おおむね肯定的な、あるいは積極的に支援していただける

ようなご意見が多くて、委員長としても非常に助かっております。どうもありがとうござ

いました。 

 その中で、本日、特に私の印象に残ったのは、前半では、いわゆる厳しい条件としての

遡及返還の是非の問題、あるいはそれに対応するＣ要件を含めたいろいろな要素への対応

の問題。それから、後半のほうでは、耕作放棄地の防止効果及びそれを含めた環境保全効

果だとか、地域の維持効果だとか、いわゆる多面的な機能について、非常に積極的な議論

をいただき、ありがとうございました。 

 また、様々なご意見等を踏まえて、パンフレット等で広く世間にＰＲしていくというこ

とになろうかと思いますし、それから、今後、高齢化への対応は、ほぼ100％の地区が将

来的には直面する問題であると思いますので、単なるＰＲということじゃなしに、これは

前々回ですか、県のほうからの説明していただいたことにもありますように、各県、各地

域でいろんな工夫をされて、対応されている地域もございます。いわゆる優良事例といい



 

－26－ 

ましょうか、いろんな工夫をされております。 

 そういった工夫の仕方、事例等を、実際にこの制度に取り組んでおられる、あるいは悩

んでいる地域に、積極的に情報提供していただくことが必要だと思います。そして、集落

の話合いの中で取り組んでいただくというふうな、情報提供が非常に重要になってくるの

ではないのかなと思います。委員の意見の最後にございましたように、ただＰＲに努める

ということに一言で済ませておりますが、やはり優良事例等を含めて、いろんな取り組み、

対策について積極的に情報提供する、あるいは、各府県のセミナーあるいは講演会を開く

とか、いろんな対応もあるかと思いますが、ただ、印刷物にしたからそれでいい、あるい

はネットに出したからそれでいいというだけでなく、ネットというのは見てほしい人はな

かなか見ないものなのですね。そういうことで、あらゆる機会を使って情報提供していく

ことが重要だと思います。 

 それから、広く国民全体に対しては、この取り組みの効果を、実態や課題も含めてＰＲ

していただくということで、国や県等の責務としてやっていただくということが、これか

らの対応に必要じゃないかなというふうに思います。 

 そういうことで、時間になりましたので、議論を終わりたいと思いますが、もう一言何

かというお方おられましたらお伺いいたしますが、よろしいでしょうか。 

 じゃ守友委員、お願いします。 

○守友委員 前回、いろいろなことを言いまして、先ほど課長から、丁寧に県のご意見を、

紹介いただき、ありがとうございました。 

 私が言いたかったのは、県もいろいろ悩んでいる中で、ああいう判断になったのかなと

いう感じがいたします。 

 私も、県の第三者委員会の委員長も務めたこともありますので、いろんなが意見が出て

います。それがなかなか国までは届かないようなところもありますので、そういったとこ

ろの豊富なご意見を、事務局サイドで押さえていると思いますけれども、なるべく反映し

ていくような形が大事かと思います。 

 今日のご説明で大変よくわかりました。その点、お礼申し上げます。 

 以上でございます。 

○髙橋委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、まだまだご意見もあろうかと思いますが、ご予定しておりました時間の都合

がございますので、このあたりで議論は終了させていただきたいと思います。 
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 なお、追加等でご意見をお持ちの場合には、事務局にメール等で対応いただければと思

います。 

 それから、本日ご議論いただきました中山間地域等直接支払制度の最終評価（案）につ

きましては、本日のご意見を踏まえ、それを修正した上で、本委員会として認めることと

させていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 なお、字句・表現等の修正につきましては、委員長に一任していただきまして、事務局

と調整した上で最終版を作成させていただきます。 

 それから、本日の議事録の公開につきましては、各委員のご承認をいただく必要がござ

いますので、ご発言の内容等につきまして、従来、同じでございますが、改めまして事務

局から確認の連絡をさせていただきたいと考えております。 

 それでは、事務局に司会をお返しいたします。 

○中山間地域振興課長 ありがとうございました。 

 ただいま委員長からお話がありましたとおり、最終評価（案）につきましては、まずは

委員長とご相談をさせていただきたいと思います。要綱・要領では８月末日までに公表と

いうことで、カレンダーを見ますと金曜日に公表したいと思っております。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、最後に農村振興局の小林次長からお礼のご挨拶をさせていただきます。 

○農村振興局次長 本日は、活発なご議論をいただき、大変ありがとうございました。 

 本日をもちまして、中山間地域等支払制度の３期対策の最終評価に関する議論は終了い

たしますが、私どもといたしましては、いただいたさまざまな意見を踏まえまして、これ

から概算要求に取り組んでまいることとしております。 

 現場で、より一層効果的な事業実施が図られますよう、施策の普及推進に努めていきた

いと考えておりますので、今後ともご指導のほど、よろしくお願いします。 

 最後に、委員の皆様方のこれまでのご協力に厚く御礼申し上げまして、閉会の挨拶とさ

せていただきます。本当にありがとうございました。 

午前１１時３２分 閉会 

 


