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第９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７月２４日（木） 

会場：農林水産省第２特別会議室 

時間：１５：３０～１７：０２ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開会、あいさつ 

２．議  題 

   （１）中山間地域等直接支払制度の第三期対策最終評価の概要 

      都道府県最終評価の結果 

      都道府県最終評価等の集計による現行対策の実績 

      農用地の減少防止効果等の一定の仮定に基づく推計 

      都道府県からの本制度に対する意見 

３．閉  会 
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午後３時３０分 開会 

○中山間地域振興課長 定刻になりましたので始めさせていただきます。 

 本日は暑い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。ただ今から「第９回の

中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会」を開会いたします。私は、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をさせていただきます。 

○農村振興局長 農村振興局長の三浦でございます。本日は、今回の中山間地域等直接支

払制度の最終評価に係る議論の第３回目ということになります。前回は、現場の関係者の

方々からご意見を伺うということで意見交換をしていただきました。今回は今般の第三者

委員会のテーマとなっております最終評価のおおよその形をお示ししてご議論いただきた

いと考えております。 

 内容としては、第三期対策の実績データ等により、第３期対策に取り組んだ結果として

現場がどのように変わってきたか、また、現場の方々が本制度についてどのように考えて

おられるのかといったことをお示しした資料となっております。 

 また、第２期対策の最終評価の際にも試算した本制度による農用地の減少防止効果、ま

た、耕作放棄地の発生の防止効果といった推計の結果もご説明をしたいと考えております。 

 中山間地域等直接支払制度は平成12年度から３期15年にわたって取り組んできたことに

より、耕作放棄地の発生の防止、地域活性化等にも効果を発揮してまいりました。 

 一方、前回の現場関係者の方々からのヒアリングでは、ご出席いただいた地区は優良な

地域だと考えておりますが、そういったところでも協定の担い手の確保や役員の世代交代

など将来に向けた活動の継続ということについて課題があるというお話もお聞きしたとこ

ろでございます。 

 こうした中で、今回の最終評価は、来年度からの５年間の政策を決めていく上での基本

となる報告となりますので、集落の方々、あるいは市町村等の地方自治体の方々からの関

心も高いものとなっております。 

 委員の皆様におかれましては、前回お聞きいただいた現場の実態等も踏まえつつ、忌憚

のないご意見、ご提案等をいただければ幸いでございます。本日も限られた時間で恐縮で

ございますがよろしくお願いいたします。 

 

○中山間地域振興課長 それでは、議事に先立ちまして幾つか事務的なご連絡を差し上げ
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ます。 

 本日の委員会は公開で行っております。傍聴の方々もお越しになっております。また、

資料及び議事録については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。 

 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９回の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、お帰りのご都合等もあるかと思いますので、遅くとも17時

30分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、近藤委員、林委員、図司委員が所用で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ますが、後日公開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 では、私のほうから資料の確認をさせていただきます。 

 何ページかめくっていただいて配布資料一覧というのがございます。 

 まず、中山間地域等直接支払制度の第三期対策最終評価の概要という資料がございます。

この資料に、先ほど局長からの挨拶にございました現行対策の実績、評価結果、推計結果

等が書かれております。 

 それから、参考資料として、最終評価の参考資料というデータ集がございます。その他

に、最終評価の根拠規定として、中山間直接支払の実施要領と運用の抜粋を添付しており

ます。 

 その他、今回の最終評価をとりまとめるに当たって都道府県等からご報告いただいた評

価結果書の記載例を添付しております。 

 不足があれば、事務局までお申しつけください。以上でございます。 

○髙橋委員長 資料のほうはよろしいでしょうか。 

 それでは、早速、議事に入りたいと思います。 

 本日はお手元に配布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

払制度の第三期対策最終評価の概要についてご議論いただきます。 

 それでは、まず事務局から説明をお願いいたします。 
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○中山間地域振興課長 それでは、お手元の「資料１」と書いてある円グラフが２つつい

ているページをお開きいただきたいと思います。 

 この資料は最終評価の全体の構成と基礎となるデータを取りまとめたものでございます。 

 まず、１番目として、都道府県最終評価の結果をご説明いたします。 

 （１）について、これは、都道府県と市町村による現行制度についての効果や課題等に

ついて総合的な評価を行った結果でございます。Ａの「おおいに評価できる」からＧの

「その他」までの７段階で評価したものであります。 

 ①の上の円グラフでございますが、これは都道府県による総合評価の結果であります。

これによると「おおいに評価できる」が８県、「おおむね評価できる」が37県ということ

でＡとＢで４５すべての道府県が回答しております。 

 下の②のグラフは996市町村の総合評価の結果であります。それによると、Ａ「おおい

に評価できる」が343、Ｂ「おおむね評価できる」が613という結果になっております。Ａ

とＢを足すと、おおむね96％ぐらいの市町村がＡ、Ｂ評価をしているという結果になって

おります。 

 次のページをおめくりください。 

 ここからは本対策の実績を定量的にまとめております。 

 （１）の実施状況の概要は、全国における取組結果を数字的にお示ししたものでござい

ます。交付市町村数は996市町村、協定数が２万8,000、交付面積が68万6,000ヘクタール、

この数字を頭に置いていただければと思います。 

 それから（２）の「第３期中間年評価時要指導・助言協定の現状」は、取組結果を質的

に評価したものでございます。この表の下の箱をご覧下さい。これは、第３期対策の最終

年度の26年度までに集落協定が取り組むべき事項の目標を達成するには市町村等の指導・

助言が必要であると市町村が判断した集落協定の数を整理したものであります。 

 この指導・助言が必要な協定数について中間年評価の時点では、2,136協定、全体の

7.8％は市町村が何らかの指導をしないと目標達成が難しいという状況でしたが、今回の

最終評価においては、71協定、全体の0.3％程度に減ってきている状況です。 

 それから、（３）の農業生産活動等として取り組むべき事項についてでございます。こ

こからは、具体的に、現場でどのような取組がなされたかという活動量を整理したもので

ございます。①番は、耕作放棄等の防止等の活動がどれぐらいの面積で行われていたかを

示したもので、全体の取組面積68万ヘクタールの相当部分となる67万7,000ヘクタールで
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行われたという結果になっております。 

 それから、②の水路、農道の管理活動としてどれぐらいの管理延長があったかというこ

とでございますが、水路、農道ともにおおむね７万キロを管理したという結果になってお

ります。 

 それから、次のページに移っていただきまして、③多面的機能を増進する活動について

でございます。これについては、協定によって様々な活動が行われておりますが、今回の

取りまとめに当たっては、その代表的な取組として周辺林地の下草刈り、棚田オーナー制

度、市民農園、体験民宿といったものについて整理いたしました。 

 次に（４）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項についてでございます。

以前ご説明したかもしれませんが、現在の交付単価について、水田の急傾斜であれば、10

アール当たり２万1,000円をお支払いするということになっておりますが、制度としては

耕作放棄を発生させないという最低限の活動だけを行う地域には、２万1,000円の８割の

単価を交付することとし、その活動に加えて何らかの前向きな取組を行う場合には２割プ

ラスした満額の２万1,000円を交付する仕組みとしております。そして、その前向きな取

組として、ここに書いてある①、②、③の中から１つ選択して取り組んでいただくという

枠組みになってございます。 

 それを、本制度では「Ａ要件」「Ｂ要件」「Ｃ要件」と呼んでおり、それぞれの取組の

実績として、実際に活動した面積、確保した担い手等の数をお示ししております。 

特に、③の集団的かつ持続的な体制整備、Ｃ要件については、1万6,000協定で取り組

まれております。先ほどご説明しましたように、協定の総数が2万8,000でございますので、

Ｃ要件を設定しているところがかなり多かったという状況になっております。 

 Ｃ要件については、下に解説が書いてございますが、協定参加者の方が急にお亡くなり

になるとか、ご病気になるとかの事情で農業生産活動ができなくなった場合に、実際にそ

ういう事態が起きたときに、誰かが代わりに農地を引き受ける仕組みづくりということで

ございます。 

 次に（５）は、その他協定締結に関する活動ということで、先にご説明した体制整備に

関する取組の他に、加算措置として、農業生産活動に関連する特別な活動を行った場合に

別途10アール当たり数千円を加算するという措置を設けております。活用状況として、交

付面積68万ヘクタールからするとあまり大きい数字ではございませんが、ここに書いてあ

るような加算措置を受けながら、地域の取組を少しでも前進させようとしたところがこれ
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だけあると考えていただければと思います。 

 それから②についてでございます。まず、注書きをご覧下さい。第３期対策から、対象

農用地について、それ以前は、まとまった土地で１ヘクタール以上あることが要件でした

が、中山間地域ではなかなかまとまりのある土地ばかりではないということから、第３期

対策からは、飛び地であっても合わせて１ヘクタールあれば対象とするよう要件を緩和し

たところ、それによって、団地数1万9,000、団地面積として7,000ヘクタールが新たに取

組を開始したということでございます。 

 ③番は、離島の平坦地等における特認基準適用による取組の増加についてです。新潟県

の佐渡等の離島には平坦な農地があって、地形的には必ずしも条件不利ではありませんが、

しかし、離島であることから輸送コスト等がかかり、いわゆる傾斜地と同等の条件不利性

があるのではないかという意見を踏まえて、都道府県知事が特別に設定する特認基準とい

うものを設けて、離島の平坦地等を取り込んできたことによって、どれぐらい取組が増え

たかということを示しております。具体的に、離島の平坦地等の1万8,000ヘクタールで取

組を進めていただいているところでございます。 

 地区としては、新潟県の佐渡市とか長崎県の対馬市とか沖縄県の久米島町などで、知事

特認基準が適用され取り組まれています。 

 次に５ページをお開き下さい。 

 これは、本対策の効果を一定程度定量化したものでございます。 

①は「最も効果があったと考える事項は何か」という問について３つ選択していただい

たもので、結果として、「耕作放棄の防止」「多面的機能の増進」「水路・農道の維持管

理」の３つがトップスリーでした。 

②は「協定締結前と比べ集落が変わったと感じる事項は何ですか」という問でございま

す。下の円グラフにありますように「集落内の話合いの回数が増えた」「鳥獣害対策の推

進があった」「都市農村交流の推進があった」が回答数の上位３つを占めております。 

次に、今後の対策を考える上でも重要なもので、「今後、適切な農業生産活動が継続的

に行われるための課題」という問について３つ選択していただいたものです。その結果

「高齢化の進行」、「担い手の不在」、「５年間の短縮」が上位を占めております。なお、

「５年間の短縮」というのは、本制度が５年間の農業生産活動の継続を要件としているた

め、この期間の短縮を望むという意見であります。 

以上が、都道府県及び市町村の評価を取りまとめた概要でございます。 
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 次に６ページです。まず、農用地の減少防止効果等の一定の仮定に基づく推計について

です。すなわち、中山間地域直接支払制度によって農地をどれぐらい守ることができたか

という値を推計したものです。 

 推計に当たって仮定した前提条件が２つございます。 

 まず、（２）をご覧下さい。中山間地域直接支払制度では５年間以上農業生産活動を継

続するというのが要件になっており、協定期間内に協定農用地面積は減らないと仮定して

おります。 

 その上で（１）についてでございますが、比較するエリアとして中山間地域等直接支払

制度の対象となり得る地域であって、まだ本制度に取り組んでいない集落における農地の

減少率を算出して、もし本制度に取り組まなければ同程度の率で農地が減少しただろうと

仮定して、この減少率を中山間地域直接支払制度の取組面積に乗じて、その減少防止効果

を推計しております。 

 実際の計算方法を下に書いてございますが、右の箱をご覧下さい。全国のセンサス集落

数が14万8,000ございます。この中で中山間地域直接支払制度の対象になり得る農地を有

している集落が4万1,000ございます。その中で協定を締結していない集落が1万1,000ござ

います。この1万1,000が比較対象の集落になるわけですが、地形的に平野部が多い集落も

ございますので、それを除外して8,718集落、これが中山間地域直接支払を行った地域と

の比較対象とする集落となります。 

 ７ページをご覧下さい。 

 この8,718集落の平成17年と22年の経営耕地面積を比較すると、５年間の間に11.6％減

少しております。 

最後に第３期対策の協定農用地面積の68万ヘクタールに、先ほど算出した農地の減少率

11.6％を乗じて、おおむね８万ヘクタールの農地の減少が抑制されたであろうという推計

をしているわけでございます。 

 １ページおめくりください。 

 次に、耕作放棄地の発生防止効果についてです。これも、農用地の減少効果の推計の延

長線上で計算しております。推計式をご覧下さい。全国データを分析してみますと、農用

地面積が減っていく要因として「耕作放棄地になったために減った」というのが全体の

46％である他、転用、植林など、様々な理由で農用地がかい廃されています。したがって、

この耕作放棄地の発生による農地のかい廃割合46％というデータを用いて８万ヘクタール
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のうち46％は耕作放棄による農地の減少を防止したと仮定し、８万ヘクタールに46％を乗

じた3.7万ヘクタールを、本制度によって、耕作放棄地の発生が防止された面積と推計し

ております。 

  それから、最後の資料でございます。 

 これは、都道府県から今回の最終評価に関する報告をいただいた際に本制度に対する課

題として自由に記載していただいたものを全体の傾向がわかるようにおおまかにまとめた

ものでございます。簡単にご説明をいたします。 

 （１）の制度の継続についてです。 

 意見をざっと眺めていただければと思います。全体としてこの制度は来年度以降もぜひ

継続をしてほしいという意見が数多くありました。 

 それから、（２）について、「人口減少、高齢化への対応」とちょっと大げさなタイト

ルをつけておりますが、意見の中で多かったのは、１つ目にかなりストレートに書いてお

りますが、「５年間継続の自信がない」ということで、次期対策に取り組むかどうか迷っ

ているという声もあります。 

 ３つ目にございますが、もし協定に違反してしまうと、すなわち耕作放棄状態になって

しまうと、協定農用地全体について遡って交付金を返さないといけない事態になるので、

そういうことがすごく心配で、不安だという声があります。 

 それから、（３）番の新たな人材の確保でございます。これもかなり多くの意見が出て

おります。協定参加者の高齢化が進む中で外から新たな人材を確保したり、リーダーを育

成したり、特に女性や若者の取組を進めたりなど、多様な人材を確保するための取組を支

援してほしいという意見がございました。 

 それから、（４）の交付金の使途についてです。少し具体的な意見になりますが、中山

間地域直接支払制度では集落にお支払いしたお金は、個人に配分してもよいし、集落の共

同活動で使っていただいてもよい、配分は集落でお決めくださいという仕組みになってお

ります。特に個人への配分については、１人当たり100万円が上限という運用をしており

ます。そのことが、意欲ある担い手にとってみれば、農地の引き受けが増えていることを

踏まえ、この規定が支障になっていること、担い手の経営安定にも支障になっているとい

う意見がございました。 

 １ページおめくりください。10ページ目でございますが、今のとは少し違う意見で、交

付単価は、傾斜の度合いや地目によって異なります。また、国では半分以上は個人に支払
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ってもらえればいいなという─最終的には集落の話し合いで決まるのですが、そのよう

な指導をしております。そういう交付についてのもろもろのルールが現場の集落では共同

活動に取り組むときにいろいろ考慮しなきゃいけない、どうもそれが煩わしいという意見

もございました。もっと自由にしてほしいという意見もございました。 

 それから、（５）の単価についてです。上の３つの意見は、新規就農者を確保する話、

企業、大学などから若い人を確保する話、集落の外から新たに移住してくる話、こういう

外から新しい人に来ていただくことに関して何か応援すべきではないかというのが上の３

つの意見であります。 

 それから、下の３つは少し具体的な話として、例えば、樹園地は非常に作付けが大変な

ので何か支援がもらえないかとか、あるいは急傾斜よりもさらに高いところの超急傾斜と

言われるようなところを何か応援してもらえないか、そこは石積みもあって大変であるな

ど、こういう意見でございます。 

 それから、（６）と（７）は似ているのでまとめてお話いたしますが、事務処理、ある

いは役員の負担、こういうものが結構大変になってきているので、今回27年度からは日本

型直接支払制度ということで多面的機能支払とともに一緒にやっていくことも考えられる

ので、ぜひ事務負担の軽減をお願いしたいということでございます。 

 それから、（７）の一番下にございますけれども、いろいろ制度の見直しもあるでしょ

うから、十分な準備期間を確保して第４期対策をスタートしていただきたいというような

意見がございました。 

 以上が第三期対策の最終評価の骨子の部分とそれから今回都道府県からいただいたご意

見の概要でございました。 

 それから、最後に１点、追加をさせていただきます。 

 前回の委員会で、山本委員から農水省の「aff（あふ）」の発行部数等について質問が

ございましたので、簡単にご報告しておきたいと思います。 

 前回お配りした農林水産省の広報誌「aff（あふ）」については、全体で２万部程度発

行しております。配布先は官公庁、合同機関、地方公共団体であり、また全国の全ての公

立図書館に配布され、あとは農林水産省の団体とか消費者の団体ということです。それか

ら、医師会に所属している病院とか金融機関にも配布しています。 

 それから、若干手前味噌な宣伝になるのですが、農林水産省では各農政局で２年ごとに

消費者モニターを募集して、いろいろなアンケート等にお答えいただいており、そういう
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消費者モニターの方にもお配りをしているということでございました。 

 以上で私からのご説明を終わらせていただきます。 

○髙橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明を踏まえまして、ご質問、ご意見をいただきたいと思います。

どなたからでも結構ですので、ご質問なりコメントをよろしくお願いいたします。 

 山本委員、どうぞ。 

○山本委員 私は、６ページの「推計の方法」というところの「センサス集落」の「セン

サス」というのがよくわからないのですが。 

○中山間整備推進室長 当方で用いている「センサス集落」の「センサス」の考え方につ

いてご説明いたします。農林水産省では業務として様々な統計をとっており、その業務の

名称として、「センサス」という表現をしております。しがたって「農水省の統計におけ

る集落」という捉え方で整理した場合、全国で、一定のまとまりがあって人の住んでいる

エリアというものが全国で約14万8,372あったと考えて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。 

○山本委員 農水省特有の考え方というふうに捉えたらよろしいのでしょうか。というか、

私は消費者代表なものですから、ここに書いていることが国民目線でわからなければイエ

スとは言えないと考えております。 

○髙橋委員長 国民の皆さんが理解できるような説明ということであれば、「センサス集

落」で片づけてしまうのではなく、何か一言解説のようなものも付け加えた方が良いので

はないかということですね。 

○山本委員 そうです。私は日常使うような言葉ということを望んでおりますので。 

○髙橋委員長 ありがとうございました。それでは、このことに関しては、分かりやすい

解説を付けていただくことにしたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

 では、村田委員お願いします。 

○村田委員 前回、前々回欠席したので、既に意見はあったのかもしれませんが、１ペー

ジの市町村における総合評価結果の「Ｄ」についてです。「さほど評価できない」という

のが１市町村あった。これはどの市町村で、どういう理由で、そのように答えたのかを教

えてください。 

○中山間整備推進室長 申しわけございません。ここの１市町村については、今手元にご
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ざいませんので、別途ご報告させていただきたいと思います。 

 ちなみに、市町村の総合評価の概要でございますけれども、全体としては２期対策の同

じ時期の総合評価の結果と比べまして、Ａの「おおいに評価できる」がやや微増、そのよ

うな結果が出ているところでございます。 

 ２期のときでも「さほど評価できない」というところが実は２市町村あったのですが、

今回それが１つに減ったというのが２期から３期に当たっての１つの分析結果でございま

す。 

○髙橋委員長 他にいかがですか。 

○村田委員 もう一つ質問させて下さい。４ページの離島の平坦地についてですが、中山

間地域というと、傾斜地、と思いがちですが離島の平坦地も対象にしたということは大変

いいことだと思います。 

 全体で1万8,000ヘクタールが対象になったとされていますが、全体の対象面積のうち、

どのぐらいがこの取組を申請したのか。つまり、離島平坦地を対象にしたことについて、

地元ではどういうふうに評価されているというか、歓迎というか、前向きに受け取られて

いるのかどうか。つまり、そういう制度があっても、あまり評価せず、魅力を感じないで

申請が少なかったのかどうか。その辺の全体的な位置づけ、対象にしたことの評価につい

て教えていただければと思います。 

○中山間整備推進室長 離島の平坦地の取り扱についてでございます。これは、第３期対

策の途中で要件を緩和し、取組を拡大してきたところであり、それによって、新たに離島

の平坦地について知事特認制度に取り組み始めた市町村が増えてきました。 

 例えば、協定数で述べますと、平成22年度におきましては６協定だったのが平成24年度

で261協定に増えるなど、この取組の輪が確実に広がったと考えております。地区名で言

いますと、例えば、新潟県の佐渡市などは今回の要件緩和を受けて、積極的に本制度の取

り組み始めたという流れも起きております。今後、このような知事の特認制度、これを活

用して、できるだけ多くの条件不利地において、中山間直接支払制度に取り組んでいただ

けるよう、来年度以降いろいろ知恵を絞っていきたいと考えております。 

○村田委員 対象となり得る面積のうち、これまでは面積としてどのぐらい申請されてい

るかというのは、わかりませんか。 

○中山間整備推進室長 それについては、ベースとなる分母をどのように捉えるかという

ところがなかなか難しい課題でございまして、全体のうちどれだけという数字はなかなか
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示せませんが、面積ベースでいきますと、先ほどは協定数で説明いたしましたが、平成22

年度で交付面積3,550ヘクタールだったのが平成24年度では1万3,350ヘクタールに伸びた

という実績があり、特認を活用した取組が広がってきたということはある程度言えるので

はないかと考えております。 

○髙橋委員長 村田委員のお尋ねになっているのは、例えば新潟佐渡の場合には7,737ヘ

クタール取り組んだのだけれども、ほかに、例えば、高齢化等で取り組めないところもあ

るかもしれないし、最初から興味ないかもしれないしということで、佐渡市全体で対象が

いくらあって、そのうちの何％が取り組んだのですかというご質問ですが、これについて

はいかがでしたか。 

○中山間整備推進室長 少し補足いたします。 

 先ほど、分母の考え方が難しいとお答えした理由についてですが、離島の平坦地を対象

にする場合、県が、これらの農地を一般の平坦地と比べ生産条件が厳しいということにつ

いて、いろいろなデータを分析した上で、基準を設定するというプロセスがございます。

そういった意味で、分母をどう捉えるかというのがなかなか難しいテーマだと認識してお

りまして、現段階においては、交付面積の伸びという形でこの取組の輪がどのように増減

しているか評価分析しているところでございます。 

○髙橋委員長 よろしいですか。この特認の取組を始めて数年でこれだけ面積が増えたと

いうことで、離島の方々にとっては非常に魅力ある取組でこれだけ増えたのだろうという

ことは理解されるかと思います。他によろしいでしょうか。 

 守友委員お願いします。 

○守友委員 先ほどの村田委員の質問に対する室長のご回答の中で、知事特認を活用して

今離島でこのように増えたということについて、私もこれは大変いいことだと思っている

のですが、そのときのご説明で、今後もこのような知事特認を活用していきたいというご

説明があったのですが、今後とも何か、知事特認のような形で条件不利と認められる地域

があれば、第４期対策でも積極的に取り入れることもあり得るという理解でよろしいでし

ょうか。 

○中山間地域振興課長 今のご質問についてですが、離島の平坦地の特認基準については、

離島を特例的に支援しようと考えたものではなく、知事の特認制度は制度設計そのものに

組み込まれていて、県知事が第三者委員会のご意見も伺いながら、条件不利性が一般に納

得できる形で説明できれば取り組めるという仕組みになっております。 
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 離島の平坦地のように、その要件緩和に関する要望が、全国的にも非常に大きな声にな

ってきたときに、県知事として一般の理解を得て、必要な措置をしたということでござい

ます。今後とも、各県にもそういうような特認制度があるということを知っていただいて、

特にこの取組を認めるためには地元の皆さんに条件不利性をきちんと説明できることがポ

イントだということを伝え、推進する努力は我々もしていかないといけないと考えており

ます。 

 その他、私は昨年度まで北陸農政局にいた経験から、ちょっと補足させていただきます

と、少なくとも、佐渡は生産地として佐渡全体がトキと環境の島ということで、非常に統

一したコンセプトで市長さんが取り組んでいて、「トキ米」とか「朱鷺踏んじゃった米」

とかいうのも最近あるらしいのですけれども、それのみならず、トキの野生回帰のために

環境省とも連携しながら、例えばトキの餌になるように、冬場の田んぼに溝を掘っておく

とか、あるいは水路からトキの餌になるようなドジョウが上がれるような階段の水路をつ

けてあげるとか、あるいは「冬水たんぼ」にするなどの取組を単独の予算で措置し、いわ

ゆるトキ認定田んぼみたいなものを認定する制度も独自に運用しておりますし、面積もか

なり大きくなって、島を挙げた取組になっております。 

○守友委員 課長からの説明で大変よくわかったわけで、ですから、もう少し広げますと、

そのような知事とか国民の理解が得られて、これは条件不利だということが明らかになれ

ば、これ以外に増える可能性はあるという、こういう理解でよろしゅうございますね。た

だ、その前提としては知事の理解だとか、もっと言うと国民の理解があるとか、さらに言

えば定量的にどの程度算定できるのかという、こういったことさえあれば可能であるとい

う、こういうご理解でよろしゅうございましょうか。 

○中山間地域振興課長 はい。 

○守友委員 ありがとうございました。 

○髙橋委員長 どうぞ。 

○村田委員 交付金の使途の話なのですが、今般法制化された日本型直接支払は、共同活

動に注目した直接支払であるという説明だったと思います。 

 日本型直接支払の中にもいろいろありますが、多面的機能支払というのは、全額が共同

活動、集落を対象に支払われるものだと思うのですが、中山間直接支払は、概念としては、

制度としては個人に支払われるけれども、半分以上、共同活動に使うことが望ましいと当

初、指導されたわけです。その後、民主党政権のときに、直接支払というのはそもそも個
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人を対象とするものだからということで、半分以上を個人に支払うべきであると変更され

た経緯があります。しかし、実際は、集落の話合いでご自由にどうぞという取扱いになっ

ていて、理念との関係でよく分からないというのが実情だと思います。 

 日本型直接支払と言っておいて、半分以上を個人にというのは、確かに現場では非常に

運用しにくい。行政指導ですから配分はどういう割合でもいいということで、現実的に

100％個人もあるし、100％共同活動になるし、それは自由なのですけれども、何かそのあ

たりをきちんと整理したらいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 環境保全型農業直接支払は、個別の農家向けで、共同活動への支払ではないと思います

が、全体として、もう少しわかりやすくしたらいいのではないかと思います。つまり、個

人配分を50％以上という指導は、今でも生きているのでしょうか。 

○中山間整備推進室長 ただいまのご質問にお答えします。 

 現時点で、交付金は２分の１以上を個人配分という形になっておりますが、ただし、最

終的な配分は集落の話合いで決めてくださいという点については、以前と変わっておりま

せん。配分のあり方については、個人配分を重視すべきだという声と共同配分を重視すべ

きという両方の意見をよくいただくことがございます。このような状況を踏まえますと、

やはり私たちとしては現場の一番ニーズに合った使い方をしてください、使途は集落の話

合いで決めてくださいというのが、行政からの大きなメッセージになると考えております。 

○髙橋委員長 よろしいでしょうか。 

 では、浅野委員お願いします。 

○浅野委員 都道府県からの交付金の使途に関する意見について100万円の上限を超える

事態が発生しているというふうな事例が出ていますが、100万円の根拠について教えてい

ただければと思います。 

○中山間整備推進室長 個人の受給額の100万円の上限設定の経緯についてご説明します。

これは、この制度ができたときに設けられたものでございます。そのときの考え方といた

しましては、このような直接支払という制度が日本の農政において初めての取組というこ

ともあったものですから、国民の理解を誤解なく得るためには、個人の受給額について一

定の上限を設けることが、ばらまきなどの誤解を招かないためにも重要ではないかと考え

たところです。 

 ではどれぐらいの金額であれば国民の誤解を招かないのかという点につきまして、市町

村の方々からアンケートなどを通じて意見をくみ取り、その結果、100万円としたという
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のが当時の政策判断だったと聞いております。 

 一方、現在はどうかというと、人口減少、高齢化の中で担い手の方々に農地を集積して

農業生産体制の強化を図っていこうという流れがある中で、この100万円上限というルー

ルが担い手の方々が農地を引き受けるに当たってネックになっているような話を聞くよう

になりました。そういった背景が、今回の都道府県から寄せられた意見にあらわれている

のではないかと考えております。 

○浅野委員 担い手に農地が集積されるということは政策として狙っている効果だと思い

ます。ところが、政策的に狙っている効果が、制度創設当初の財政負担に対する国民から

の懸念を払拭する意味から設定している上限に抵触し、地域では担い手がますます不足し

て、特定の方たちに農地が集まるとなると、この制度はもともと条件不利を是正するため

なので、個人への交付金額を100万円で抑えなければいけないという根拠というのがだん

だんなくなってきたといえるのではないかと考えます。参考までに諸外国の事例で直接支

払を中核と据えたヨーロッパ、特にスイスでそういう条項があるのかとか、それがどうい

うふうになっているのかを少し調査されて、100万円ということにあまりこだわらないほ

うが現場にとってはいいのではないかと思います。 

○中山間地域振興課長 外国の例もそうですし、現場の調査から100万円上限をもってい

る方が何人いらっしゃるかというのを、それなりに把握しており、実際、北海道で多かっ

たりもするのですけれども、今、先生がおっしゃったように集積が進むにつれて経営規模

が大きくなってということなのだろうと思います。その辺の実態も調べながら、現場の実

情をよく見て考えていきたいと思います。 

○髙橋委員長 どうぞ。 

○浅野委員 評価のところについて、少し質問したいのですけれども、今回行われた推計

というのは、農用地の減少防止効果を試算するということで、やり方としては、この政策

がなかったら、どれだけ農用地が減少したかということを、できるだけ政策実施地区に類

似した政策を実施していない地区を探してきて、そこでの減少率を政策実施地区面積に掛

けるという計算方法です。一般に政策評価については学術的には正解というのはなかなか

なくて、方法によっていろいろな答えがありえ、正解は神のみぞ知るで、絶対の正解とい

うのは存在しません。だから、これも１つの妥当な方法だと思いますが、ただ、推計に当

たって設定した仮定の１番を扱っておられるように見えるのですが、２番を特に使われて

いるようではないので、あるいは２を使うような形の推計をされる予定があるのかどうか
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をお聞かせ願います。 

○中山間地域振興課長 ２をどのように使っているかと申しますと、まず、本制度に取り

組んでいる地域はこうやって抽出しましたということです。一方、本制度に取り組んだ地

域は、基本的に農地の減少がゼロと仮定した上で、ここで言う11.6％そのまま掛けた数字

が減少防止効果であったとしております。つまり、本制度に取り組んでいるところでは、

農地の減少はゼロだという前提で、そのまま11.6％を乗じるという方法です。 

○浅野委員 ただ、それだと現実には協定締結集落の中でも協定を締結していない農地が

存在するので、その部分もゼロというふうにみなしていることになってしまいますが。 

○中山間地域振興課長 正確に申し上げなかったので、すみません。減少率に掛けている

68万ヘクタールというのは協定を締結している農用地面積です。対象農用地はもう少し大

きくなります。したがって、センサス上の本制度の対象となる農地がある集落の農用地の

合計値に掛けているわけではなくて、直接支払を実際に取り組んだコアの農地面積に掛け

ております。 

○浅野委員 実は私は別のことを少し考えており、例えば、この協定締結集落の非対象農

地の農地減少率がわかると、それも１つの類似地区になり、試算可能となります。さっき

も申し上げたように、いろいろな想定によって答えが違うものですから、絶対これが正し

いという答えはないので、できるだけいろいろな方法を試してみて、お互い大体似たよう

な傾向を示していればそう間違っていないかなというようなチェックが必要だと思います

ので、もし時間的な余裕がございましたら、ご検討されたらと思います。 

 以上です。 

○髙橋委員長 委員からの要望ということで、また次回までにもしお答えいただけること

があれば、お願いいたします。 

 関連して、推計の話が出ましたので私も印象を申し上げさせていただきますと、最初の

11.6％というのは、いわゆる協定に参加していない条件不利地域集落の減少率ですから、

感覚的には、例えば高齢化が進んで協定に参加できない、より条件が厳しいところが多く

含まれているのではないかと思います。そうすると、減少防止効果は少し過大評価になる

のではないかと考えます。 

 また、２つ目の耕作放棄地によるかい廃面積の率46％で割り戻した推計について、これ

は恐らく全国平均の数字だと思いますので、耕作放棄地としてはかなり過小評価している

のではないかと思います。 



 

－17－ 

 もしできましたら、中山間地域に限定した耕作放棄率が把握できれば、おもしろいので

はないかなと思いますが、以上です。 

 その他いかがでしょうか。では、藤山委員お願いします。 

○藤山委員 総合評価結果について今回の市町村や県から上がってきたものを素直にまと

めると、このような結果になっていることについて異論はないのですが、ただ、１ページ

の７段階というか、６段階は、実は選択肢Ａ、Ｂ、Ｃまで細かく分かれているからこうい

う結果になったのであって、「高く評価できる」、「やや評価できる」という選択肢だっ

たら、多分全て「高く評価できる」になったのではないかなと思います。「おおいに」と

「おおむね」というのが、ではどれだけ違うのか。少しでも問題があったら、「おおむ

ね」になったのではないかなという感覚を持っています 

 ということで、私が再三再四申し上げたように、中山間地域の現場では、この制度は非

常に評価が高いものであります。この中山間直接支払は、地域の農業全体の振興基盤、経

営基盤になっています。ご承知のように、中山間地域での農業で物凄く儲かっているよう

な状況はないわけで、かなりぎりぎりでやっている中で、もしこの制度がなければ、さら

に落ち込むところを何とか維持しているというのが実態です。 

 我々も、将来のシミュレーションをやっていますが、この制度があれば新規参入も数え

て何とか黒字にできるという結果になったところです。実はこういう大切なキャスティン

グ・ボードのような役割を果たしているということについても、前回いろいろな報告があ

ったと聞いていますが、本当はこういう評価の部分をきちんと示しておくべきではないか

と思います。 

 集落ごとの交付額については、島根県でも各集落200万円弱ぐらいですが、小学校区ぐ

らい、あるいは一次生活圏、また旧村ぐらいだと、2,000万円、3,000万円になります。そ

れだけのお金が安定してちゃんと集落に交付されるということは、地域の営農のみならず、

その地域のいわば存立基盤になっているということを私は強く申し上げたいと思います。

そして、そういった事例をちゃんとアピールしておかなければいけないのではないかなと

思います。 

 それから２番目は、これは農水省さんとしてもやりにくいところかもしれませんが、私

どもは地域を分野横断で見ております。そういう観点で見れば、地域に届いているいろい

ろな補助金とか助成金とかの中で、実は中山間直接支払は群を抜いて普遍的に現場までき

ちんと届いていますし、しかも、それが５年間、安定的、継続的に実施されているような
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施策は、この制度の他にありません。 

 それから３番目は、地域が主体的に使えるような補助金もほかにありません。これは他

の施策と比べてどうかということが議論になって言いにくいところもあるかもしれません

が、実はこれが本制度の非常に際立ったすばらしい特徴でありますので、本当はそういう

面をきちんとアピールしていただきたいと思います。 

 それから耕作放棄に関して、耕作放棄が増えるのは、まさにこれからです。そのときに、

中山間直接支払によって地域で助け合って耕作放棄の発生防止に対応できる体制ができて

いるということが、実はこの制度の本当に大きな成果です。だから、これから、本制度に

取り組んできたところと、そうでないところで差が出てくると思います。昭和一桁世代の

引退が急ピッチで進んでいるので。 

 それから、先ほどの100万円上限について、現在は100万円を超えるような認定農業者が

出つつあるということを我々としてはしっかり評価して対応していかなくてはいけないと

思っています。 

 最後に、先ほどの交付金の配分に関して、実は中山間直接支払の肝は、集落の話合いで、

主体的に、共同でそれを活用できるというところにあるわけで、それを非常に表面的に一

種の所得補償面だけにスポットを当てるのではなく、実際には、個々の農家から見ても、

各人がばらばらで機械を買わずに一緒に買うことですばらしい効果にもなり得るというあ

たりを総合的に評価するような視点が必要だと思います。 

 何が言いたいかというと、単に「機械的に個人にいくら配りました」ということでは見

えない効果が集落の話合いや地域共同で取り組む部分にあるということを、我々は本当に

きちんと認識すべき事実ではないかなと思っています 

 以上です。 

○髙橋委員長 ありがとうございました。 

 では、ほか。どうぞ。 

○玉沖委員 私の活動分野であります地域振興、主に観光や産品開発などを含めた経済活

動を地域振興という観点から１点お伝えしたいと思います。 

 資料１の９ページの５の（２）の「人口減少、高齢化への対応」というところ、また

（３）の「新たな人材の確保」というところについてですが、これは過疎地と呼ばれると

ころの日本全国共通の課題であります。釈迦に説法ですが、これは周知の事実です。どの

地域も同じような課題を持っています。しかし、すぐに人口を増やせない、担い手の確保
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も難しいという状況になると、リーダーシップをとれる方、（３）の２つ目のところにも

「むらの人格者的な存在」という表現がされていますが、マネジメントができる人材を誘

致したいという要望もあります。しかし、それも簡単に募集できるものではありませんし、

また、募集しても受け入れる体制がつくれていない地域がほとんどです。したがって、全

国から非常に評価されているこの制度を今後も継続していくに当たっては、新たな人材に

移住してもらわなくても機能する仕組みをつくるということにも挑戦していくべきじゃな

いかと感じております。 

 （３）の２つ目のところに、「機能的に作っていく制度の追加を要望する」ということ

に全く同感でございます。私も過疎指定市町村と言われるところからいろいろな要望をい

ただいて、現場へ出向いておりますが、今も、離島の複数の市町村で農林水産業も含んだ

観光振興に取り組んでおります。現地を訪問して聞いてみると、いろいろなことをやろう

と思っても、本当にやる人がいないのが現状です。私たちは事業マネジメントのところで

はお手伝いができますので、どうやって成果を出していくかについて、私自身も新たな挑

戦をしており、東京の４社で現地にＬＬＣ、合同会社を設立して、私たちがリーダーシッ

プをとり、マネジメントを図りながら地域の皆さんと一緒に成果を出していくということ

ができないかと思って、今月末、設立登記をいたしました。東京から来た人間ということ

で人間関係がギクシャクしないよう、商工会にも加入して、皆さんといろいろな活動に取

り組んでいくことになっております。こんなふうに、あくまで一例ではございますが、移

住者を獲得できなくても地域に今いる皆さんと何らかの成果を一緒に出していける、こう

いった取組への支援を、今後の対策にぜひ含めてほしいと感じております。制度に組み込

むことが難しければ、今あるものにうまくブリッジをかける、せめてそういうことをやっ

てすぐに人口が増えない、すぐにマンパワーの強化ができないような状況でも何かの打ち

手を見出す、そういったことに取り組むところに支援の手を差し伸べるということをぜひ

考えていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○髙橋委員長 ありがとうございました。 

 では、山本委員お願いします。 

○山本委員 きょうの全体の感想としては、効果があるということと、それからこれから

続けていくのに５年間続けられるのかという懸念みたいのが伝わってきました。 

 それで、10ページの６番、事務負担軽減のところなのですが、前にも事務の負担という
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話が出たような気がするのですけれども、どういう事務があってどういうことが負担かと

いうのは、私は今まで出席してきた中では直接把握し切れていないのですけれども、例え

ば国への報告事務などが複雑だとしたならば、それをひな形にして、ただ数字を入れてい

くようにするとか、国のほうとしてはもっともっと現場の人が負担にならないようになる

ようなお手伝いというのがすぐにできるのではないかと思います。 

○髙橋委員長 以上でよろしいでしょうか。 

○山本委員 はい。 

○髙橋委員長 ありがとうございます。事務局のほうから何かありますか。 

○中山間整備推進室長 ただいまの質問にお答えします。 

 事務負担の軽減につきましては、私たちも、現場から寄せられている１つの課題だと認

識しております。私たちもこれまで事務負担の軽減については、いろいろ工夫してまいり

ました。例えば、協定書など、または国へ提出する報告書などは、何か記述すべき項目で

ここまではさすがにもう要らないだろうといった項目は簡略化するとか、また、何を書い

たらいいか、イメージがつかみにくいというような声もありましたので、作成に当たって

のマニュアルを作るとか、もしくは実際自分でいろいろ記述しなくてもいいように選択肢

を提示して、その選択肢の中から自分たちが取り組む項目をチェックなどするような形で

書類をまとめることができるとか、そういった工夫をこれまで重ねてきたところです。 

 私たちもいよいよ来年からは法律に基づく制度という新しいステージに入りますし、法

制度に基づいて、多面支払いとか、その他直接支払等一括して申請するに当たって、地元

の方々の負担にならないように、どちらかというと利便性が増すような、そういった工夫

をこれから考えていかないといけないと考えているところです。 

○髙橋委員長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○藤山委員 事務負担の軽減に関する要望は確かにあるのですが、例えば、ワードやエク

セルを使える人がいれば、かなりな部分クリアできるぐらいのレベルだと思います。現在

の制度に関する提出書類等も、数十ページ書かないといけないという実態にありません。

ですから、その集落に公務員のＯＢの方とか会社で経理やった人がいたら、ほとんど問題

ないのです。だけれども、全部の集落にいるわけではないのです。65歳から70ぐらいの人

が主体で、そういう人に今からエクセル勉強して下さいというのはなかなかしんどい。だ

から、そこを本当はどうするかということで、そういった公務員ＯＢや会社を定年になっ
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た団塊世代にお願いしてもいいし、また、数集落まとめて誰かにお願いするとか、あるい

はＮＰＯ等にお願いするとか、そういった体制ができれば、これはかなりクリアできるの

ではないかなと思います。 

○山本委員 もしかしたら、デジタル化というのが複雑、難しいというような印象を与え

ているのかもしれない。そういうことはないですか。 

○藤山委員 ただ、これもどんどん簡単にすればいいかというと、そうでないと思います。

これからの農業のやり方にしても、農業だけじゃない、ほかの地域のいろいろなマネジメ

ントにしても、しっかりした計画をみんなでつくって、必要なデータも収集・分析してい

くというのは、非常に大切だと思います。それを今度は集落ばらばらじゃなくて、今２階

建てとか経営サポート体みたいな仕組みでやっているので、そういう仕組みを応援するの

が必要じゃないかなと思います。 

 先ほど玉沖委員も言われましたけれども、私は、移住もあると思っています。実は今島

根の田舎で結構増えているのです。 

○玉沖委員 はい、海士とかよく存じております。 

○藤山委員 ただ、何が難しいかというと、移住しても農業だけでは１年目から100の所

得がいきなり生み出せない。20とか30ならいけます。だから、それを集落で調整し、例え

ば農業とか林業とか、あるいは土木とか、こういう合わせ技をやって100にしていくよう

な仕組みがあれば、移住を十分実現していけるというふうに実際の事例からも思っていま

す。 

 そういう中で、この中山間直接支払は非常に大きな下支えになっていると思います。今

度の第４期ではそういう体制を集落、地域も横断する、あるいは場合によってはほかの業

種等も含めて受けとめるような組織なり人材をつくっていくというのが非常に大きなポイ

ントになるのではないかなと考えているところです。 

○髙橋委員長 ありがとうございました。 

 ほかは。では、守友先生。 

○守友委員 素朴な感想なのですけれども、１ページ目になります。 

 先ほども出ました都道府県による総合評価と市町村による総合評価について、藤山委員

から「おおいに」と「おおむね」の話があったのですけれども、私はこれを見て、市町村

でＡの「おおいに評価できる」の比率が高いというのは、現場でご苦労している中で、ま

さに藤山委員がおっしゃったように、非常に効果があるということを感じているから、こ
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の比率が34.4％なのだと思います。それに対して、同じ地方にありながら、県のほうがど

うして17.8％なのかというのは逆に気になるところでありまして、市町村は現場ですから、

現場の方から意見を聞いて、これはぜひ頑張ってやりたい、続けてほしいという声が来る

のでしょうけれども、県のほうにはワンクッションあるせいか、伝わっていないのかなと

いうところでちょっと心配です。ですから、各県の委員会でもいろいろご議論があると思

うのですが、そのあたりの状況をいろいろ教えていただきましたら、ありがたいと思いま

す。率直に申しますと15年たっていますから、日常的な業務的になってしまっていて、国

から来るものに対してデータそろえるというような状況になっているのではないかという

……ちょっと表現がきつくて申しわけないのですけれども、その辺のところも少し点検が

必要ではないかなと思います。 

 市町村のほうはまさに現場ですから、現場でこれが大事だ、というのは、はっきりして

おります。ですから、市町村でＡ「おおいに」が34、都道府県でＡ「おおいに」が17です

か、この差について私はちょっと心配しております。市町村のほうは頑張っているなと。

県ももう一息頑張ってくださいという感想をいだきます。 

○髙橋委員長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○浅野委員 県からの意見で「遡及返還の免責事由の緩和」ということがたくさん挙げら

れているのですけれども、これについては農水省のほうではどういうお考えかというのを

教えてください。 

○中山間地域振興課長 本制度の趣旨が５年間営農を継続していただきたいということで

すので、５年間耕作放棄状態にせずに営農を継続していただくのが要件になっています。

それによって、比較的自由度の高い交付金の支払いを５年間続けていきますということに

なっていますので、その趣旨を受けた格好で、もしそれができないときには全ての面積に

ついてさかのぼって返還してくださいというのが制度の基本的な枠組みでございます。 

 その一方で、実際そういう事例というのは、ほぼ無いに等しいのですけれども、具体的

に現場のほうに聞いてみますと、我々の要綱、要領の中でも決めておりますのは、例えば

やむにやまれぬ転用みたいなことが起きる場合もあるし、あるいは先ほどＣ要件のところ

で説明した急に健康を害するとか、ご病気になられるとか、ちょっと突発的なことでやむ

を得ず営農ができなくなるという場合もあります。そういう場合については、全面積とい

うわけではなくて、そこの面積だけについて返還していただければよいというような規定
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も設けております。 

 このことについては、私どもも、全体のバランスの中でどちらを強調するかについて、

注意しないといけませんが、制度上は現場の実態を何も見ずに全額をすぐに遡及返還して

いただくというような運用をしているわけではないということでございます。 

○髙橋委員長 よろしいですか。 

 どうぞ。 

○農村政策部長 都道府県からこういう声が出てくるのは、５年間の取り組み途中で耕作

放棄地が１カ所でも出れば、協定面積の全額について、過去に遡って返還しなければなら

ないという規定がすごく厳しいのではないかというのが現場の受け止めだと思います。 

５年間耕作放棄地を全く出さないというのはきついので、期間を短くしてくれ、ある

いは期間はそのままだとしても耕作放棄地が万が一出たとしても全額遡及返還、つまり集

落の連帯責任まで問うことはやめてくれと、こういう声だと思います 

 これは高齢化の進行や現在の中山間地域の実情を考えれば、ごもっともなことでござい

ますので、第４期対策に向けて今のままでいいとは思っておりませんので、内部で検討し

ているところです。 

○藤山委員 関連してよろしいですか。ぜひそういった検討を進めていただきたいと思う

のですが、特にこれから、今もそうなのですが、頑張って引き受けてやる人が出てきてい

るのですが、その人がタイミング悪く、田植えの直前のときに倒れられるみたいな事例が

実はあるのです。そうすると、これはもうどうしようもないような部分がありまして、し

かも一種の法制度としても、一部の耕作放棄で遡及返還させたとして、訴訟まで行った場

合、果たして耐えられるかというところも現実問題あるような気がします。ですから、こ

れはＣ要件も含めて何らかの手だてはありますが、それを厳格に連帯責任というのではな

く、それ以外のところをきちんと守っている事実があれば、それはそれで評価するのが自

然な流れだし、地域はそういうことがあっても怠けてしまうみたいなことは事実上ないの

ではないかなと思っています。 

○浅野委員 検討いただくときに、要するにペナルティーの部分がどの程度妥当かという

ことを少しお考えいただいたほうがいいと思います。少なくともやむを得ぬ事情で耕作放

棄地が発生するまでは、耕作放棄地は発生せずに農地は守られています。だから、ここで

守られている農地というのは、地域の方々ががんばって農地を守ってきたという側面があ

り、それを一概に完全に守らないとだめだというのは、今の時代状況からすると、少し厳
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しすぎるような気もします。 

 そういう意味では、日本国土の守り手に対してペナルティーがきついのではないかとい

うふうに私なんかは少し感じたりするので、一方、甘くなりすぎてはいけないということ

もわかりますので、合理的な範囲で、人は誰しもやがては高齢化していって作業もできな

くなったりという、そういうのは不可避的に起こることですので、そういうことにあまり

厳しいペナルティーを課すのはどうかと思います。そして、少なくとも今回の調査でわか

ったことは、この直接支払の制度に入ると入らないでは、それだけでも11.6％の農地の減

少を抑えるという効果があるわけで、それだけでも十分に国民的な意義を持っていると思

うのです。私は、そこを重要視すべきではないかなと思います。 

 以上です。 

○農村政策部長 制度ができて15年になりますが、15年前に中山間地域等直接支払制度が

できた当時、個人に交付金を直接支払うという制度は農政史上なかったわけです。社会保

障の分野では当たり前にありましたけれども、産業政策としての農業政策の中で初めてだ

ったと思います。これは15年前にいきなり出来たわけじゃなくて、平成の一桁のあたりか

らずっとチャレンジしてきては、なかなか財政当局の理解も得られず、平成12年にようや

くできたわけです。そういうような経緯もあるものですから、15年前の制度創設時に財政

当局との話合いの中でかなり厳しい条件が組み込まれたという経緯もございます。その１

つがこの全額遡及返還であり、あるいは100万円の受給上限であります。先生のおっしゃ

ることも踏まえて、第４期対策でどこまでできるか、今検討しているところでございます

ので、ご指導よろしくお願いします。 

○髙橋委員長 それでは、ほかにはいかがでしょうか。もうよろしいでしょうか。藤山委

員、また何かございますか。よろしいですか。 

 約束のお時間からまだ少し時間的余裕があるような気もいたしますが、特になければ、

それでは局長。 

○農村振興局長 佐藤農村政策部長から話をしましたので、ほぼ同じようなことになるの

ですが、私は、この制度創設１年目に中山間地域直接支払担当の室長をやりました。佐藤

部長から話があったとおり、この制度創設にあたり、非常に慎重に設計されたという経緯

があったと聞いております。国民の税金をこういう形で現場へ交付するのは農政史上初と

いうことから、慎重な設計がなされて、それについて、１５年たった今、社会経済情勢の

変化や、これまでこの制度が果たしてきた役割ということを総合的に考えて、どういうふ
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うにしていくのがいいのかという視点が重要となっていると考えております。 

 おかげさまで、中山間直接支払制度を含む法律として多面的機能の促進に関する法律が

制定され、来年度からは新たに法律に基づく制度となりますので、その法制度化という、

これは長年の関係者の悲願でもあったわけですから、この法制化を実現した機会に改めて

この制度の意義ですとか、効果、役割といったようなことを、我々はもとより、関係者の

皆様にもいろいろ考えていただいて、先生方のご意見もいただきながら検討に当たってま

いりたいと考えております。 

 ともすれば、15年もたつと日常業務化しているという守友委員のご指摘もありましたが、

まさにそういう感覚で仕事をしていただいている方々、それはそれで大変ありがたいので

すけれども、改めてこの制度の意義とか役割、効果等を踏まえて、この制度をどのように

活用していくかといったことについて関係者で思いをめぐらせて、よりよい制度にしてい

きたいと考えております。 

○髙橋委員長 それでは、特にほかにご意見等ございませんようでございますので、この

辺で議論を終わらせていただきますが、本日も各委員から非常にたくさんのご指摘、貴重

なご意見をいただきました。事務局のほうでまた整理いたしまして、必要に応じて、また

次回の会合等で補足いただければ幸いでございます。 

 他にございますか。 

○守友委員 実務的なことでよろしゅうございますか。 

○髙橋委員長 はい。 

○守友委員 今後のスケジュールですけれども、日程調整の案内が参りまして、次回どの

辺になるかぐらいは、ある程度決まっておりますでしょうか。 

○中山間整備推進室長 次回ですけれども、今のところ８月21日の午前中を予定しており

ます。 

○髙橋委員長 それでは、次回は８月21日の予定ということでございます。日程調整の連

絡をいただいてから返事してから決まるまでがちょっと時間があるものですから、その間

にまた皆さんいろいろご予定等入ることになってしまうかということで、なかなかご都合

のつかない委員の方もおられるのではないかと思いますので、今のところは、ひとつそう

いうことで21日午前中ということで予定されているようでございます。 

 それでは、本日の議題に関する議論はこれで終わりにさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 
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 なお、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、また改めて事務局から確認の連絡をさせていただ

きたいと思います。 

 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 委員長、どうもありがとうございました。 

 次回の開催に当たりましては、ご迷惑をおかけすることのないようにしっかりと調整を

して、ご連絡を差し上げたいと思います。 

 では、最後に農村振興局の小林次長からご挨拶をさせていただきます。 

○農村振興局次長 本日も貴重なご意見を賜りまして、大変ありがとうございました。ま

た事務局のほうで再度整理いたしまして、８月21日の委員会に向けましてまたご議論いた

だくよう準備してまいりますので、今後とも引き続きよろしくお願い申し上げます。あり

がとうございました。 

午後５時０２分 閉会 

 

 


