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１．開 会 

○部会長 それでは、遅れておられる委員があるようですけれども、間もなくお見えだと思います
ので、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会、農村部会の第２回の会合を始めさせてい
ただきたいと思います。 
 予定としましては、４時半を予定しておりますので、およそ２時間ということになります。 
 本日は、会長代理にも御出席いただいております。ありがとうございます。 
○会長代理 よろしくお願いします。 
○部会長 ありがとうございました。 
 なお、会長代理は途中で所要のために退席される予定でございます。 
 本日は日本における農村地域の位置づけということについて議論を進めさせていただきたいと
思います。 
 あらかじめ事務局の方で参考になるいろいろな資料を用意していただいておりますので、これを
御説明いただいて、そしてその後で皆さんの御意見をちょうだいし、議論を進めたいと思います。
この前申し上げましたように、どうか忌憚のない意見を出していただきまして、そしてよい報告がで
きますように論議していただきたいと思います。 
 それでは、事務局の方に御説明をお願いいたします。 

２．資料説明 

○事務局 農林水産省の官房企画室長でございます。 
 それでは、お手元に配布してあります資料につきまして御説明させていただきます。 
 資料ナンバー４「我が国における農村地域の位置づけ」に沿いまして御説明させていただきま
す。 
 まず１ページ目でございますが、「農村の空間的特質」ということでございます。左側の文章でご
ざいますけれども、「農村の明確な定義はないが、都市と比較して捉えることが多い」ということ
で、「一般的には農村地域は農林業的な土地利用が大きな割合を占め、人口密度が低く、農林業
を通じた豊かな二次的自然環境及び土地、水といった公共財的資源を有している地域」ということ
で捉えられているということでございます。右の中ほどにＤＩＤ地区と非ＤＩＤ地区の人口密度の比
較をつけております。ここにおきましては農村地域を非ＤＩＤ地区ということで見ていただきますと、
人口なり面積なり人口密度ということで大体都市的な地域と言われていますＤＩＤ地区との対比が
ご覧いただけると思います。 
 なお、農政審議会等におきましてもこの農村ということについて過去いろいろと議論がされてきて
おります。例えば、昭和55年の農政審議会答申におきます農村の特質ということでまとめられてい
る文を右の一番下に要約してつけておりますが、この昭和55年の農政審答申におきましては、農
村の特質ということで、おおむね①から④にありますようなことで整理されております。すなわち、
農村の特質は優良農地や良質の農業用水など地域の農業的な資源を優先的に保全することが
要請されているということとか、生産基盤と生活環境基盤が相互に関連し合って機能している。あ
るいは、居住の密度が都市に比べて低く、また集落を単位として分散しているということ、さらに適
正な農林業活動により国土の保全と自然環境の維持培養がなされている。こういうような特質が
あるという整理がなされております。 



 それから２ページ目でございますけれども、左の文章に要約しておりますけれども、農村地域と
申しましても、都市近郊から山間地域まで、また自然的、経済的、社会的立地条件の差によりいろ
いろさまざまな形態があり、抱えている問題も一様ではないということでございます。右下に農林
統計で用いております農業地域類型の基準指標をつけております。これは前回の第１回の当部
会の資料にもつけていた定義で、都市的地域から平地、中間、山間と、このように地域区分がなさ
れております。この地目構成が右上のグラフに整理しておりますけれども、農業地域と申しまして
も都市的地域、中山間地域ということでは耕地、林野の比率等がこのように違ってきているという
ことでございます。 
 ３ページ目に参考ということで、諸外国における農村地域の捉え方ということで御紹介しておりま
す。左の文章にありますけれども、諸外国におきましては、人口、あるいは人口密度を指標として
用いまして農村地域を捉える例が多いということでございまして、右に幾つか例を出しております
けれども、例えば西ドイツの連邦空間整備法におきましては、人口稠密な都市地域を稠密空間と
いうことで指定する。それ以外の地域は農村的領域として扱われているということで、具体的には
人口密度が平方キロ当たり200人以上か以下かということで捉えられております。フランスは、役
場所在地の街区人口2,000人以上のコミューヌ、こういったもの等が「都市単位コミューヌ」というこ
とで、それ以外が「農村的コミューヌ」ということで整理されており、アメリカにおきましては、人口５
万人以上の市をその域内に１つ以上有するカウンティ、こういったものを「都市的カウンティ」という
ことで、それ以外を「非都市的カウンティ」というように捉えている例があるということでございます。
 ４ページ目からが「農村の直面する諸問題」ということでございまして、まず農村地域の人口動向
でございます。農村地域の人口は一貫して減少しているということでございます。これは右上の表
に整理しておりますけれども、非ＤＩＤ地区ということで右上の表の一番下でございますが、絶対的
な人口が隔年、これは昭和50年、60年、平成７年と減少していき、またシェアがどんどん下がって
きているということでございます。それから左の２段目に書いてありますけれども、我が国社会全
体が高齢化していく中で、農村地域におきましては、高齢化の度合いが約10年ぐらい先行してい
るという状況です。特に、農家につきましては我が国全体の進行状況よりも20年ほど先行したよう
な形になっているということで、具体的には右の中段の表においてお示ししております。その中で
も、特に中山間地域で、農家の高齢化は他の地域に比べて進んでいるということでございます。
右下の表にございますけれども、平成２年と平成７年の５年間で比較いたしておりますけれども、
平成２年時点におきましては、全国平均で20.0ということですので、さほど各地域における差という
のが読み取れないわけですけれども、これが平成７年においては、増加ポイント数が違ってきてい
るということで、特に中山間地域におきます高齢化の度合いというものが他の地域よりも目立って
いるということがこれでおわかりいただけるのではないかと思います。 
 ５ページ目が農村居住の問題点ということで、上の方に若い担い手の方々を対象としました調査
結果をつけておりますが、平地農業地域では煩わしいしきたりが多いという点ですとか、生活環境
施設の整備が不十分という点、それから中山間農業地域では職業選択の幅が限られているとい
う点ですとか、煩わしいしきたりが多いということが挙げられているということでございます。また、
国土庁で行われております大都市住民のアンケート調査という結果を紹介しておりますけれども、
これも前回お示ししましたように、平成７年の調査におきましては、都市住民の中で農村に居住し
たいという人が増えておりまして、52％がそういった御意向だったという資料になっていたわけでご
ざいますけれども、移り住みたくないという意向の41％の方々、こういった人たちがどういう理由で
農村部に住みたくないかという理由でございますけれども、一番多いのは今の生活を捨てがたい
というある意味では当然の理由がありますけれども、そのほかは十分な収入を得る仕事がないと
いう点ですとか、病院、下水道等の生活施設が整っていないといったことを挙げる方々が多いとい
うことでございます。 
 ６ページ目が耕作放棄地等の問題でございます。耕作放棄地率、これは右の表で見ていただき
ますと、右の表の左に平成２年と平成７年というようにつけております。全国平均で見ますと、平成
７年で3.8％、ただし、中山間農業地域におきましては5.2％という状態になっております。こういう中
で、耕作放棄地が増えたために、中山間地域を中心といたしまして、鳥獣害ですとか病虫害、ある
いは土砂崩れ等、こういった被害が起こっているということでございます。具体的にそれぞれの地
域別に、地域の住民等が受けている被害を整理したものが右の方に載っております。 
 ７ページ目が混住化の問題ということで整理をしております。右上の表でございますけれども、こ
れは農業集落内におきます農家率ということで10％未満から70％以上までの５区分を取っており
ます。また、傾向といたしまして、昭和45年、55年、それから平成２年と経年変化を取っております
けれども、全体の傾向から見てまいりますと、やはり50％以上の農家率の集落、これがどんどん



減ってきておりまして、平成２年の総計で見ますと大体半分程度になっている。片や農家率10％
未満のものが全国平均では15.2％になっているわけです。一方、これを細分化いたしまして都市
的地域を見ていただきますと、その下の欄になりますけれども、10％未満というところが３分の１を
占めているということでございます。一方、中山間地域におきましては、50％以上で６割強というこ
とになっているわけです。このように混住化の度合いが、農家率の減少が進んでいるわけでござ
います。こういった実態を背景といたしまして、全体といたしましては、これは国土庁の平成７年度
の調査でございますけれども、農業生産がやりにくくなったという問題ですとか、ごみ投棄によりま
す環境の悪化、あるいは土地利用の混乱、こういった問題がいろいろ生じているということでござ
います。具体的には右下のグラフですが、都市的地域、あるいは平地、中山間別にどういった点
が問題になっているかということが掲げられております。農業生産がやりにくくなった、ごみ投棄等
による環境の悪化という点では都市的地域ないし平地では目立っている。また、土地利用の混乱
という点でも、同じように都市的地域等でかなり見られるという点がこのアンケート結果に出ている
わけでございます。 
 ８ページ目からが農家経済ということで、農家と勤労者世帯の所得の状況ということで比較をい
たしております。まず８ページ目は、これは若干耳慣れない言葉だと思いますけれども、農業依存
度の高い主業農家ということで、１戸当たりの総所得をそれぞれの地域別に取って比較をいたし
ております。「主業農家」とは右上の表の注につけておりますけれども、自営農業所得が主という
ことで、すなわち１種兼業農家ないし専業農家でかつ世帯員の中に65歳未満で年間自家農業従
事日数が60日以上の方がいらっしゃる農家、こういう農家で取っているわけでございますけれど
も、全体的に世帯別に見ていただきますと、農家平均で見ますと779万円ですので、勤労者世帯を
100万円弱上回っているという状況でございます。ただし、これを１人当たりということで比較したも
のがその下でございます。就業者の数が世帯当たり農家の場合は多いということで、地帯別に取
っているわけでございますけれども、１人当たりということで直しますと勤労者世帯の410万円に対
しまして各地域の農家の場合はいずれも下回る。下の方に括弧書きで勤労者世帯を100とした場
合の数字を載せておりますけれども、特に中山間地域におきましては66％ということで、３割以上
勤労者世帯と比べると下回っているという状況でございます。 
 それから、９ページ目に参考といたしまして、専業、兼業全部ひっくるめました販売農家ということ
で同じように１戸当たりの総所得並びに就業者１人当たりということで取っております。上の方に、
総農家ということになりますので、先ほどの主業農家よりは全体的な１戸当たりの水準が上がって
いるという状況になっております。また、１人当たりの比較ということで下の方にその比較をつけて
おりますけれども、これも全体として見ますとほとんど勤労者世帯と都市的地域とでは変わらない
ような水準になっているということでございます。 
 10ページ目からが農村の有します多面的・公益的利用ということで、10ページの左の方に「農村
は食料生産の場であると同時に」ということで、「土地・水といった公共財が広範に存在する場であ
り、国民にとって重要な多面的・公益的機能を引き続き十全に発揮することが求められる」というこ
とを総括的に文章で紹介しております。 
 11ページ目に「生活・就業の場の提供の役割」ということで整理をいたしております。左の方の文
章にありますように、農村地域は非農家も含めた国民全体の約４割の方々の生活就業の場という
ことでございますけれども、全体といたしまして、地方圏におきます産業構成がどうなっているかと
いうことですが、これは前回専門委員からだったかと思いますが、お話がありましたが、なかなか
適当なものが得られませんで一応このような整理にしておりますけれども、これは地方圏全体の
各産業の構成を取りまして、それを１とした場合、各中核都市、それから中核都市から１時間圏以
内、１時間圏外ということで、どういう産業構成になっているかということを取ったものでございま
す。すなわち、１ということで丸に近いということが平均ベースということでありますけれども、中核
都市、あるいは中核都市の１時間圏内ということになりますと農業のウェートが１からかなり遠いよ
うな格好になり、その分、都市的な産業等に従事するという方々が増えてくる。一方、中枢・中核
都市の１時間圏外ということになりますと農業が２以上ということですので、ほかの地域に比べると
相当農業に特化している。その分製造業関係はそう変わりませんけれども、サービス業関係を中
心といたしまして少ないということでございます。その下の方でございますけれども、農村の恵まれ
た自然環境なり農村景観、こういったもので農業体験の場の提供等のいわば地域資源を活用し
た新たな産業等の動きが見られるということで、右の方に例示といたしまして、北海道八雲町の
例、あるいは長野県の飯山市の例ということで御紹介いたしております。北海道の八雲町の場合
には大手外食産業が実験農場を誘致いたしまして、その中でいろいろな食品開発を行いました
り、あるいは実験農場内のレストラン、研修施設等で観光客を誘致しているという例、飯山市の場



合は農家民宿の経験を生かしまして、一般の方々、あるいは学童を対象としたもの、あるいは生
協と連携してということで、いろいろとツアー等の導入を図っている。この中で、豊かな自然と農林
業が体験できるようないろいろなメニューを提供しているという事例を紹介いたしております。 
 12ページ目が農業集落の役割ということで整理をいたしております。農業集落は地域の農業活
動、土地環境の管理保全、あるいは地域文化の維持・保全ということでいろいろな機能を果たして
いるわけでございます。抽象的には右上の方に農業集落の機能として①から⑤まで整理いたして
おりますけれども、水、土地等の管理・保全、土地・環境の管理・保全、地域文化の維持・保全、地
域の連帯性の維持、住民の生活・福祉の防衛・保全、このようないろいろな機能があるということ
でございます。こういった農業集落でございますけれども、下から２番目の表にありますのは、寄り
合い等を開いている農業集落数の割合でございます。これは平成２年のセンサスの数字でござい
ますけれども、何らかの形で寄り合いを開いている集落が97％、この開いております農業集落が
どういったことで寄り合いを開いているかという議題をその右に記しておりますけれども、一番多い
のは農道・農業用の用排水路の維持・管理、こういったことで話し合いが行われているというのが
46％で多いということでございます。また、農道・用排水路を集落として管理している集落数の割
合ということで、その下の方に掲げておりますけれども、農道で全国平均65％、用排水路で76％と
いう割合で集落がこうした農道なり用排水路等を管理しているという実情にございます。 
 13ページ目からが「国土保全機能」ということで、いろいろな研究の事例を御紹介しております。
まず、国土保全機能の中での土壌侵食でございますとか、土砂崩壊の防止の研究の成果というこ
とで、それぞれ事例的に御紹介しておりますけれども、右上の方に棚田の土壌侵食防止機能に関
する試算という、これは高知県の物部村において研究したものでございますけれども、棚田の水
田、これは棚田のままですと当然年平均の土壌流出等はないわけでございますけれども、ユズに
転換した場合、コナラに転換した場合、全くの耕作放棄になった場合に、それぞれ10アール当たり
どの程度の土壌が流出するかという研究成果でございます。ユズに転換した場合、これは５年後
に年平均1.6トンぐらい、それからコナラは６年後に1.9トンぐらい、耕作放棄園は10年後ですけれど
も、3.5トンぐらいが流出していくという研究結果でございます。その下の水田の土砂災害発生の確
率との関係ということで、新潟県の牧村の例でございますけれども、耕作放棄以前、土砂災害の
発生確立は一定面積の地域におきまして100年間に何回起こるかという回数の研究調査でござい
ますけれども、耕作放棄以前は0.56であったものが耕作放棄率が50％未満で1.62、さらにこれが
50％以上になると2.03に上がっていくという調査結果でございます。 
 14ページ目が水田の洪水防止機能の研究結果の報告でございます。右上の方でございますけ
れども、右上のグラフを見ていただきますと、降雨が上の実線のパターンで24時間雨が降ったとい
う前提で水田域の75％が市街化した場合の雨の流出量。また、水田域において水田が100％残っ
た場合の流出量を点線と太い実線で表したものですが、それぞれ水田のままで残っているのか、
あるいは市街化しているかということで、こういうように流出量が違ってきているという研究成果で
ございます。 
 その下の方に「保健休養機能」ということで、これは経済的な評価ということとなりますので、研
究機関の研究でございます。これはトラベルコスト法と言われているもので環境の経済的な価値
につきまして評価をする方法でございまして、具体的には右下にありますような方法で評価してい
るわけでございますけれども、これによります農村景観なり保健休養機能の評価額は水田と畑を
合わせますと３兆円という結果になっています。こういったものが研究所によってはなされていると
いうことでございます。 
 15ページ目が自然教育なり伝統文化継承の場としての役割ということでございますけれども、農
業・農村は都市住民に対して農作業体験等の自然教育の場の提供ですとか、伝統文化の保存・
継承の役割を担っているということでございまして、自然教育の事例ということで右上の方に長野
県の八坂村の例を挙げております。これは「（財）育てる会」が長野県の八坂村におきまして「やま
なみ山荘」というのを建設し、昭和51年から１年間を単位といたしまして小中学生の山村留学を開
始しているという事例でございます。こういった交流等によりまして、児童・生徒お互いに刺激し合
うことによる教育効果、さらに地元の村にとりましても里親としての収入増加なり行事の活発化な
りの好影響が出ているということでございます。それから伝統文化保存・継承の例ということで、静
岡県の大井川町の例をあげておりますけれども、「藤守田遊び保存会」が結成され、単なる村祭り
ということではなくて、貴重な文化財であるという住民の認識のもとにいろいろなその時代の状況
に合った町の形態を適合させながら伝承されているということで、静岡県の無形文化財に指定さ
れているという例を紹介いたしております。 
 16ページ目に「国民の公益的機能に対する期待・評価」ということで、まず上の方にあげておりま



すのは、これまでの調査会等におきます資料等でも御紹介しております総理府の世論調査の結
果でございますけれども、全体的には地球規模での環境問題ですとか、生活の真の豊かさやゆと
りを求める国民の意識等を背景といたしまして、農業の自然環境と国土保全への貢献に対する期
待が高まっているという状況を御紹介しております。同じく、下の方には最近のアンケート調査結
果におけます農業・農村の有する公益的機能の評価ということで、これはＣＶＭという、右下の方
にどのように行われたアンケート方法かということを御紹介してありますけれども、仮想状況評価
法、これによります評価額を御紹介しております。具体的には、ここに書いてありますように、１世
帯が農業・農村の有する公益的機能にどの程度支払う意思があるかということをアンケート調査
の結果平均いたしますと、大体10万1,000円程度という答えがあるということで、これに全国の総世
帯数を掛けまして４兆円程度が公益的機能ということで評価されるのではないかということでござ
います。 
 17ページに同じような調査等の事例ということで、ヨーロッパ等でどのような役割があるかという
調査の結果を御紹介いたしております。欧州諸国におきましても、農村保全に対します農業者の
役割が高く評価されているということで、具体的には右上に1988年のＥＣ委員会の世論調査の結
果を載せております。「農村保全に対する農業者の役割」ということで、全くそのとおり、あるいは
ある程度役立ってるというのがＥＣ平均で77％でございます。若干国によるばらつきと申します
か、どちらかというと評価が高いのがフランスの88％、一方旧西ドイツ等では66％ということで若
干の差はあるのではないかと思いますが、こういうようなアンケート調査の結果が公表されており
ます。また、その下の方にヨーロッパにおける農業、農村の公益的機能の評価事例ということで、
スウェーデンの場合の農村景観を対象といたしました１人当たりの、これも先ほど出ましたＣＶＭ
によります調査結果でございますけれども、１人当たり約１万3,000円程度は払っていいという結果
が出ているということを御紹介しております。 
 18ページ目からが農村地域に対します現行の施策ということで、概要を紹介しております。農村
地域に対する施策ということは各省庁にまたがっておりますし、いろいろと多岐にわたっているわ
けでございます。まず18ページ目は全国総合開発計画における位置づけということで左の方に御
紹介しております。２段目にありますけれども、昭和37年から全総計画は始まっているわけでござ
いまして、現在まで第４次の全総計画があります。この中では第３次計画で定住構想ということ
で、具体的にはモデル定住圏整備ということにつながっておりますし、また第４次構想では交流ネ
ットワーク構想ということで、多極分散型の国土形成促進法につながっているということでございま
すけれども、いずれにいたしましても、こういった定住構想等におきまして、農村地域が多くの国民
の居住の場ということで整備し、開発されるべき地域ということの位置づけがなされてきているとい
うことでございます。現在、新しい全総計画の計画策定に向けた検討が行われておりますけれど
も、昨年に出ました中間報告におきましては、中小都市と周辺農山漁村が一体となった生活圏域
を21世紀の新たな生活様式を可能とするフロンティアとして位置づけ、「多自然居住地域」を創造
するということが検討されているということでございます。また、その具体的な中身ということで、ど
ういうような施策の検討がなされているかという概要をその右の方に整理をいたしております。 
 19ページ目が「各種の地域振興施策」ということでございます。左の文章に触れておりますけれ
ども、農村地域につきまして、この全総計画の考え方に基づきながら各種の観点から各省庁いろ
いろな施策を講じているわけでございます。アンダーラインを引っ張っておりますように、近年では
農村地域におきます生活環境の整備・改善を図るための施策、こういったものに重点が置かれて
いるのではないかということでございます。右の方に「我が国農村地域政策の概要」ですが、大ま
かに計画的な土地利用の推進、地域の所得の確保、安心で快適な生活の確保の目的ということ
で整理いたしております。まず、計画的な土地利用の推進の関係では、土地利用の整序化という
ことで、各種土地利用計画制度により地域の土地利用の決定及び調整、具体的には国土利用計
画法等、ここに書いてありますようないろいろな法律により整序化を図っているということでござい
ます。また所得の確保では、地域資源を活用した農林業等の振興ということで、これは農業だけで
はなく、産業基盤の整備ですとか、多様な就業機会の確保、地域間交流の促進等を図っていると
いうことでございます。それから、安心で快適な生活の確保での生活基盤の整備ということでは、
都市へのアクセス条件の整備ですとか、住環境の整備、医療・保健・福祉の確保、教育・文化の
充実等々、それから国土・環境保全機能の維持という観点から国土の安全性の確保なり、農林地
の保全・管理等々といろいろな施策を行っているということでございます。 
 20ページ目の「土地利用計画制度」でございますが、土地利用制度の概要を御紹介いたしてお
ります。左の文章にありますように、土地利用計画制度は国土利用計画に基づきまして策定され
ます土地利用基本計画を上位計画として、個別の農地については農振計画なり、都市について



は都市計画等、個別の土地利用計画が行われているということでございまして、農村地域におき
ましてはこれら各種計画が重複しているという関係でございます。 
 全体の体系は右上の表ですが、国土利用計画、これは全国計画と都道府県計画、市町村計画
とあるわけですけれども、具体的には土地利用基本計画、これは都道府県が策定しますが、地域
を都市的地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の５地域に指定され、それぞ
れの各法に基づきます計画に基づきまして土地利用が体系化されているということでございます。
ただし、土地利用計画におきます重複地域がございまして、これは森林地域と農業地域と都市地
域の重なり具合ということで右下の方にその重複状況、あるいは単独の地域ということでそれぞ
れの面積を挙げているわけでございます。例えば、都市地域というものは右上の一番上にありま
すように964万ヘクタールあるわけでございますけれども、森林地域との重なりが134万ヘクター
ル、森林地域、農業地域とダブっているのが159万ヘクタールということになっているということでご
ざいます。 
 21ページ目が「地域振興立法」ということでございまして、農村地域にかかわる地域振興、我が
国全体として均衡の取れた発展を図るという観点から山振法、山村振興法ですとか過疎法、ある
いは特定農山村法等、各種の地域振興法が制定されているということでございます。これらにより
まして、それぞれ計画を策定し、補助率の引き上げ等によります生産基盤、あるいは生活環境基
盤といった社会的なインフラの整備、あるいは産業の振興を図っているということでございます。主
な地域振興立法ということで右の方に離島振興法等の法律をここに掲げております。また、山振
法と過疎法、特定農山村法の概要をそれぞれの地域指定要件、目的、地域指定されました数、支
援内容について右下の方の表に整理をいたしております。この３つの法でそれぞれ市町村等が違
っているわけでございまして、この３つの法律の全ての対象となっているという市町村は735市町
村になります。 
 支援内容等も若干ハード面主体であるかソフト面主体であるか等の違いがあるということでござ
います。 
 最後に22ページでございますが、ヨーロッパにおきます環境保全、景観保全に対します助成の
概要ということで、右の方に、これは全部を掲げているわけではありませんが、主な農村整備事業
関係の制度ということで、イギリス、ドイツ、フランスについて整理をしております。まず、イギリスの
関係は、環境保全対策地域を指定いたしまして、これは田園の自然環境の保全ですとか野生動
物の保護の観点から重要な地域を指定し、その地域の中で環境保全型農業を行う農業者に対し
て助成を行っているということでございまして、予算額なり助成金の水準ということではその下の方
にお示しいたしております。それから、田園管理事業というものは、農業者と土地所有者を対象と
いたしまして、田園地域の景観と自然環境の保全ですとか、歴史的景観、建物の保存ですとか、
あるいは遊歩道の設置等に対します助成ということがなされている。それから生け垣保存奨励事
業、こういったものがなされているということでございます。ドイツの場合は真ん中でございますけ
れども、農村整備対策ということで、農地整備と併せまして、公共用地の創出ですとか、宅地造
成、工場用地の開発、レクリエーション施設整備、こういったものが一体的になされているというこ
とで、ここに掲げておりますような補助率で助成することとなっております。この下の方に書いてあ
りますけれども、農地整備の実施において、「景域保全的付随計画」が立てられ、州独自の基準
によりまして自然保護なり景観保全措置の実行に対する助成を行うということになっております。
一番右のフランスは、農村整備対策ということで、農道ですとか飲料水供給施設、排水処理施設
等の整備を行うということで、括弧書きで「エール県ル・ルモア地区の補助率の例」を掲げておりま
すが、こういう補助率で県からの助成がありまして、残りは市町村なり受益者が負担するというこ
とになってございます。それから、フランスの場合、1993年に公布されました景観の保護及び利用
に関する法律に基づきまして、農地整備事業等の実施に当たりまして、農村地域や集落における
生け垣、階段畑、水利施設等の景観の維持との調整が行われることになっております。そのほか
農村電化基金は、農村の景観対策ということでの電線の地下埋設等を支援するような仕組みもあ
るということでございます。 
 以上が本日の資料として私どもがまとめました概況でございます。 

３．質 疑 

○部会長 ありがとうございました。 
 今、なかなかボリュームのある資料でございまして、短時間の説明でわかりにくい点も多々あっ
たかと思いますけれども、これをめぐりまして御質問、あるいは御意見、また新たな資料の要求等



がございましたら、時間の許す限り御発言いただきたいと思います。 
 どうぞ、どなたからでも御発言いただきたいと思いますが。 
○委員 資料３ページにも諸外国における農村地域の捉え方ということであるわけでありますが、
特に今日の社会情勢から考えますと、農村の定義ということについてはなかなか決めかねる問題
も非常に多いわけでありますが、特に資料にありますように都市近郊農村と中山間地農村という
ものは公益的機能なり、あるいは所得の面でも大きな差異が出てくるわけであります。今日、どん
どん中山間地は高齢化し、そして農地のかい廃がこの資料の中でも相当お伺いできるわけであり
ます。そういう面からすれば、当然我が国におきましてもデカップリングというように中山間地帯に
ついては公的な支援をしていかなければ、我が国の農業というのは保全できないのではないかと
いう感じがするわけであります。 
 次に、そういう意味からしましても、先般、渡辺知事のところで那須の疏水の視察をさせていただ
きました。言うなれば、豊かな水とそして緑というものが大きく日本の文化をつくり、今後、やはり農
業に魅力を持って農業を建て直していかなければならないという気概に燃えるのではないかと思
います。そういう意味で、ある人に聞きましたら、我が国は水田地帯の水の分布といいますか、配
水状況というのは地下水の復元はもとよりでありますけれども、景観的な機能としても非常に先駆
的であるのではないかという声、賞賛があるようであります。 
 そういう意味で、私どもの手取川七ヶ用水、手取川の流域の両岸は那須の疏水のように４万ヘ
クタールではありません。私のところは２万ヘクタールほどでありますけれども、その中に縦横に
水田機能を生かしておると同時に、一方では最近の都市化現象の中でこれらが生活雑排水、用
水、排水機能があるわけであります。ところが、現状では灌漑用水は農林水産省の所管、排水は
建設省の２級河川ということになりますと、溢水対策の問題等では、建設サイドの対応が遅れてく
るということで、農林と建設との調整をやってもらわないと、農地にも浸水するし、また住宅地につ
きましても溢水がある、こういう問題があるわけであります。そういう意味からしますと、農村地域
の21世紀のキーワードというか、そういったような面ではどのように考えていけばいいのか。今申
しましたように日本の文化の源という原点を大事にしながら、今後も農業を進めていく中にありま
して、国民共有の財産というものを守っていかなければならないと思います。 
 そういう中で、特に農村の計画制度、これらを総合的に、あるいは計画的に考えていかなければ
ならない。一方、都市計画サイドでは、都市計画というものがありまして、その中に市街化区域、
市街化調整区域、我々のところでは市街化調整区域は即農業振興地域である。ここら辺で農地
の計画的な制度というものを今後明確にしていく必要もあるのではないか、こんなことも思ってお
るわけであります。今の２点につきましては１つの意見として申し上げたいと思うわけであります。 
○部会長 ありがとうございました。 
 ほかに、どうぞ。 
○専門委員 大変客観的な資料を要領よく作っていただけたと思っております。そういう意味で、
いい意味でも悪い意味でも客観的だと思います。これを見ていますと、農村地帯というのは言って
みれば人口密度が小さい、人口はどんどん減少している。高齢化が進んで若者がいなくて、所得
は低い、こういう非常に暗い面が出ている一方で、文化とかそういった伝統とか自然環境とか、そ
ういうこともまた触れられている。一方で、例えば７ページを見ますと、混住化というのですか、要
するに都市住民と農村住民とが混住するといろいろと問題がありますねということを指摘している
一方で、例えば18ページを見ますと、今度の新しい全国総合計画の中での位置づけとして多自然
居住地域ということで、多自然居住地域で要するに都市住民と農村住民とが、中小都市という位
置づけにはなっておりますけれども、一体となった生活圏を形成していくということも書かれてあ
る。混住したら悪いということも出ているし、一方で一体化していけばいいということも書いてある。
 もちろん、いろいろな面があって、別にだから矛盾があるとか何とかというそんな単純なことを言
おうとしているわけではありませんが、私自身は今後の21世紀に向けての農村のあり方というも
のを考えたときには、都市の中に農業を持ち込む、それから農村部に都市的生活を持ち込むとい
うことが、恐らく、今後農村が、例えば高齢化だとか人口の減少だとか、そういうものに対処してい
くかなり重要なポイントではないかなと、私自身はそういうように思っているわけです。今は農水省
のこの資料を見ていると大体通じていることは、どちらかというと農村というものをやや閉じた世界
というように考えて、余り変な人がいない方がいい。純粋に専業農家がたくさんいて、そこで農業
的な生産をやっている。余り変な人が来ると土地利用が乱れて、ごみが投棄されたりいろいろなこ
とがあってよくないですねと、どうもそういう印象を、まあ私の読み方が悪いのかもしれませんが、
そちらの方を強く感じるわけですが、果たしてこれでいいのだろうか。 
 多分、農村地域にもたくさんいろいろな人に来てもらう。例えば、ジャーナリストが住んだり、デザ



イナーが住んだり、私のような都市で比較的多く生活をしている例えば研究者が住む。同様に、都
市と言われるところでも農業というものをいろいろな形でやっていく。本格的に大都市の中でまた
畑を作って、田んぼを作ってということはもちろんできないかもしれませんけれども、一種の農業と
の触れ合いといいますか、そういったものを求めていく。それは単にそれがあるべき姿としてそう
いうことよりも、むしろ恐らく21世紀の世界の人口はどんどん増えていって、食料の問題が非常に
大きな問題になった暁には、多分都市部から否応なしに人が農村部の方に、恐らく出掛けていく
人もたくさん出てくるのではないか。それから、また都市の中に先進の他の諸国もいろいろとやっ
ておりますような、例えばクラインガルテンだとか、そういったものをもうちょっと日本の中にどんど
ん入れていくということで、都市住民と農業を基盤としている住民とが交流をして、そしてやがて定
住していくという、そういうことが恐らく日本の農業の活性化と持続性を確保するものではないかな
と、そんなふうに私自身考えているわけです。 
 そういう目でこの資料を眺めると、先ほど言いましたように、よくも悪くも客観的だなと。悪い面で
の１つの例を挙げますと、例えば所得のことが書いてあるわけです。１つの例として、農業では１
人当たりの所得は低い。世帯当たりは多少上回っていても１人当たりは低いという話が出てくる。
これは確かに所得を単純に比較すればそういうことになるのだろうと思うのですが、実際には農村
部というのは家は広いし、庭はあるし、自然は豊かですし、それから通勤時間は一般的に言って
多分短いでしょうし、少なくとも生活水準という観点から見ると見かけ上の所得の低さよりも生活の
内容というのはかなり高い場合がむしろあるわけです。それを例えばこのように所得というもの
が、これが客観的に計れるということでこの資料はお作りになっていらっしゃると思うのですが、農
業の生活というものをもう少し多面的に表現し得ないかなという、そういう感じがいたします。 
 それからもう一つ、悪口ばかりで恐縮ですが、例えば農地の放棄があるということが書いてあ
る。耕作放棄がたくさん進んでいろいろな被害が生じているということが書いてある。客観的に書
けばこういうことになるのでしょうけれども、なぜ耕作放棄になったのか。例えば減反政策との関
係があるのか、ないのか、その他いろいろな問題があるということも分析する必要があるのではな
いか。ただ、分析すると非常に難しい問題も出てくるでしょうし、到底１ページや２ページで議論は
できないし、単純に議論もできないということでこういうことになっているのだと思うのですが、将
来、農村の活性化ということを議論する場合にはもう少し別の視点から議論する必要があるので
はないか。 
 それから、農村の人口が一貫して減少し続けているなどと書いてあるわけです。全く客観的に言
えばそのとおりだと思うのですが、なぜ減少したか。明治以来100年、一貫して日本国民は農村の
人口減少という政策を事実上支持してきたと思うわけです。都市にインフラをどんどん作っていっ
て、実際上、農村から非常に優れた人材を都市部に吸収してきた。そういう政策を事実上ずっと続
けているわけですが、その結果として人口は一貫して減少しているのだと私は思っているわけで
すが、そういうところも分析をする必要があるのではないか。それは先ほど申し上げましたような、
農村というものを一体どういうふうに見ていくか。それとかなり関係があるのではないか。私自身
は、繰り返して恐縮ですけれども、都市部にむしろ農業をもっと持ち込む。それから、農村部に都
市的生活をどんどん持ち込む。そして交流をどんどん深くしていって、そして都市と農村とがいわ
ば一体となったような、都市住民と農業従事者とが一体となったような姿というものが活性化の１
つの道だというように思っておりますので、それが正しいかどうかということを議論する場合もそう
いう分析が必要になるのかなと、こんなふうに思っております。 
○部会長 ありがとうございました。 
 都市と農村の交流といいますか、都市部にも農村的なものを、農村部にも都市的なものをという
結合の中で新しい展望が開けるというお話だったかと思いますが、今の御意見の中でかなり資料
についての注文といいますか、出たのですけれども、いかがでしょうか。数字にあらわれたものと
また実際上の価値といいましょうか、そのような話が出ているのですが。 
○事務局 私どもでは、基本的には、いろいろな見方から参考になります数字ですとか資料を探し
ているわけでございます。確かに、豊かさというものが、所得だけであらわし得るのかどうかという
点については御指摘のとおりではないかと思います。ただ、統計上の制約から、例えば通勤時間
の計り方ですとか、なかなか適当なものが見つからないという面もございまして、十分に御紹介し
得ていないという面があると思います。ただいまの専門委員のお話は、これからの各論の際に、
御指摘の点も踏まえ工夫をさせていただきたいと思っております。 
○部会長 「豊かさ指標」とかというものが経済企画庁でしたか、出されている、そういうものも今
の専門委員の御意見には関係があるのかもしれませんね。 
○事務局 「豊かさ指標」というものを詳しくは承知しておりませんけれども、県別の数字だったの



ではないかと思います。都市と農村という比較におきましてその資料が有効に使えるものである
かどうか、改めて調べさせてもらいたいと思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
○会長代理 豊かさ指標はたまたま私ども関係しているものですから、県別ですから、多分ストレ
ートには使えないと思います。ただ、あれと同じ要素で新しく調査をしてみるという価値はあるかも
しれませんが、多分大変難しい作業になるだろうと思います。 
 それから、専門委員の話、一々私などは理解できるのですけれども、地方で行政を担当している
場面で、ちょっとこのペーパーには出てこない、また出しにくいのかもしれませんが、都市と農村と
の差の中で、私などは一番気を使わされるのは病院なのです。農村は空気がよくて広々としてい
いやと言って移ってきても、一たん病気になるということを考えたら、やはり都会がいいということ
になるので、そういうのを１つ１つ比較してどちらがプラス、やはり個人の選択というよりほかない
のだろうと思うのです。 
 もしそういう形で都市からどんどん農村の方に来るとしますと、その次に問題になるのは消防な
のです。都市部では消防署があってやっているので、私も東京都に長くいて10年前に栃木県に移
るまでは、消防というのは全部消防署がやってくれるものだとばかり思っていましたけれども、農
村部に行ったら消防団というものをつくってみんなボランティアがやっているのですね。もちろん消
防自動車等は市町村が用意はしてくれますが、畑で働いていて、どこかで火事だといったらすぐ仕
事をほうり出してすぐ駆けつける。ああいうものの維持が現状においてものすごく難しくなってきま
して、恐らく栃木県はちょうど中間的な農村部だと思いますが、あと10年もしたら消防団の機能は
まず維持できなくなるのではないかということを大変心配をしております。これは都会と比べて絶
対的な不利な点でございまして、消防、病院、そういったものが、例えばお互いに交流するとか何
とかいっても、そういう場面になりますとやはり農村部はかなり客観的に差があるというのが実態
だと思います。 
 ですから、行政で我々がその間をつなぐときは、病院をたくさんといいますか、病院までヘリコプ
ターを用意して、農村で何かあったら大きな病院にやってくるとか、トンネルをつくってやって今ま
で１時間半かかった救急車を40分で来れるようにしてやるとか、そういう形のサービスを随分最近
は心がけているつもりなのですが、単純に農村と都市との比較というものを計量的に云々すると
いうのは、行政をやっている面からいきますと非常に難しいような気がしますね。 
○部会長 ありがとうございました。 
 なかなか統計で表面的に見たこととは違ったいろいろな微妙な問題が含まれているということが
今いろいろな方から出されたと思います。 
○委員 今、会長代理が消防のことを言われましたが、私、申し上げようと思っておりまして、会長
代理からお話しくださったのでその方がずっと重みのある御説明をいただいたのですが、同じよう
に、例えば車が川に落ちたりしても、私たち都会だったら黙って見ていればいいわけですが、やは
りみんなで総出でやっていかなければならない。１つ１つがそうなのですね。そういうことというの
は、数字では出ないにしても、何か材料として列挙でもいいから出していただかないと、都市の人
は知らないと思うのです。 
 先日、栃木県の水を見せていただきまして、やはり終始知事の御説明をいただいたのでより味
わいも深いし、説得力がありまして大変勉強になったのですが、そこで例えばあれほど近代的な
水路、最も近代的な用水でもフェンスを張らなければならない。フェンスの総延長がどのぐらいか、
伺いたいと思っておりますが、水路１つでもそういうことなのですね。そうすると、もっと混住してい
るところで、団地のそばで入ってしまって、昔だったら落ちたら、落ちた側が謝らなければならなか
ったのが、今は裁判に訴えられる。フェンスを負担をして農業の側がやらなければならないとか、
それから委員も言われたように、本来、農業用水が完全に、土地と水というものの網の目のような
システムをバランスよく維持してきたわけですが、そこへ都市化が進んで生活排水が入ってきてし
まうと、農業用水の水源まで、要するに都市化の攻撃ですね。それによって農業の側は自衛をし
て、水路を変えたり、パイプラインに変えたりしなければならなくなって、場合によっては自分で水
の浄水施設を作りまして、ですから米をつくるのに汚い水をきれいに浄化してから水田に入れると
か、そういう類の何重ものしわ寄せを受けているわけで、私は都市問題の研究者でございますの
で、ずっと高度成長期以来のそういう土地にかかわる都市化が農業をどれだけ圧迫してきたかと
いうことをひしひしと肌で何となくわかっているのですが、これは数字とかデータとかいう形で、や
はり何か捉えなければいけないはずが捉えていないので、表面的なことで過保護論がなお出てき
たり、非常に表面的な捉え方しかできないわけですね。だから、都市と農村との関係というのは、
もっともっと深いところで何重にも農業にしわ寄せを与えて、農業者はそれもあって負担がふえた



り、嫌気が差したり、もちろんその前に農業政策の大きな方向付けもありますから、そういう目に
見えない圧力要因、攻撃要因というか、そういうものをやはり何かどこかで捉えておかないと議論
ができないのではないかという気がいたしますので、これは１つ課題として、どんな材料でもいい
から、事務当局、何かあったらお示しいただきたい。お願いいたします。これが１つでございます。 
 それからもう一つは、そういうことで今、水にかかわることに触れましたけれども、ここには諸外
国、ことにヨーロッパやアメリカの材料が出ておりまして、それはそれでもちろん大変参考になるの
ですが、日本とは基本的に全く違うということですね。歴史的にも技術的にも、物理的にも全く違う
のだということをお含みいただいた上でこれを参考にしないといけないと思います。そのために、
本当はどこか参考になるようなところはないのでしょうかね。水田をやっている、ここに出ている欧
米の国以外で何かもし参考になるようなところがあればそういう材料がないかなと思うものですか
ら。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 今の御意見ですけれども、この前いただきました資料をちょっと読み直してきましたので
すけれども、この前の資料の農村地域の振興・活性化というところで提示されているのは、やはり
一番多いのは医療と福祉で、その次が生活環境施設というようなこと、働く場、だから、今、そうい
う農村地域の振興・活性化のためにどんどん農地が減るのは自治がうまくいかなくなったという理
由がありましたね。それはどうしてかというと、人口がどんどん減っていくので捨てられる農地が多
くなった。今ある農地をどうしても確保しておきたいというのでしたら、やはりそういうところが、集落
が減少していかないようにするためにはどうしたらいいかということを考えると、やはり今言った福
祉とか医療の面を拡充するとか、若者にもう少し夢のある施設を持ってくるとかということなのかな
というように捉えているのですけれども。 
 確かに、今委員がおっしゃられたように、日本は全然地形が違いますので、よその国との比べ方
というのはなかなかできにくいので、日本独特のあり方というものを考えなければいけないと思い
ます。本当に食料を生産する場合の農村というのと、それから山村地区というのは、とてもこれは
農業の経済効率で成り立たせていくというのは大変無理ですので別の視点で考えなければいけ
ないと思いますので、これは２つに分けて考えなれけばいけないし、またこの農地の分け方が３つ
でできておりますけれども、これが果たしてこの分け方だけで農村のイメージというのが全部公平
に考えられるかどうかというのは大変難しいので、どのように捉えていいかよくわからないのです
けれども、ただ、自治機能の低下でもって集落の消滅の理由が１位に挙がっているということは人
口がどんどん減るからできなくなるということですので、その人口の減るのをどうにか抑えるために
は何をしたらいいかということと、それから先ほど専門委員がおっしゃられたそういう問題というの
は農業を理解させる意味とか、都市と農村の交流をよくするという、農村のことをわかってもらうと
いう意味ではいいのですけれども、食料をつくる場所としての考え方だと確かにちょっと効率が悪
くなるし、なかなか難しい問題があるかなというふうに思われます。 
 ですから、農村の維持というのが、「農村」というイメージも１つにまとまりませんのでよくわからな
いのですが、やはり食糧を生産していくというところと、それから文化を守ったり、みんなによく農業
を知ってもらうために交流していこうとか、レクリエーション地域を残そうとか、それから今度は空気
とか環境の保全のために、国土の保全のためにどうしても残しておかなければならないものとか、
そういうふうに分けて捉えたいのですけれども、それは今日御提示いただきました問題で見ます
と、私は勉強不足でして、土地の利用計画とか国土庁の問題とか、建設省の問題とか、いろいろ
な問題がありそうなので、ここはもう少し勉強しないと意見が言えないように思うのですけれども。 
○部会長 ありがとうございました。 
 ３つの土地分類というのは何ページになりますか。 
○委員 ２ページの、中間農業地域とか山間農業地域とか、この地域分類、これだけでもって、こ
の分類の仕方でしか仕方がないのかなというふうに思いますけれども、実態としてよくわからな
い。 
○委員 所得のお話がさっき出て、客観的データということで、ちょっとよくわからなかったのです
けれども、１人当たりというのは農業、例えば農家に夫婦とおじいちゃん、おばあちゃんがいたら４
人で割るということかなと理解したのですが、それで勤労者世帯の所得というのは、例えば妻がパ
ートに出ていて100万円稼いでいたら、それも足してちゃんと夫婦の場合に２で割っているのか、そ
れがちょっとよくわからなかったのです。また、農村のマイナスばかりではなくて、今、農村というの
は都市で勤労して働こうと思ったら女性はまだ給与は男性の51％と言われているのですけれど
も、農家の場合でしたら多分プラス面もあるのではないかと思うのです。それは女性も男性と同じ
ように働けるし、子育ての間も子供を近くに引きつけておいて働けるとか、そういうメリットがある、



あるいは高齢になって、今、60歳過ぎて再就職先を探そうと、年金が65歳になりますから大変なの
ですけれども、その場合になかなか勤労者というのは再就職が難しいけれども、農村、農業の場
合でしたら70歳ぐらいまで現役でばりばりやっていらっしゃる方は非常に多いし、そういった農業、
農村ならではのプラスというものをもうちょっと評価するような視点もあっていいのではないか。も
ちろん、問題をいろいろ抱えていることはわかるのですけれども、そこが持っているメリット、生活し
て働いていく場としてのメリットというのもあるはずなので、その辺をきちんと評価し、アピールし
て、今これから農業をしたいという人が増えているわけですから、女性などもそこで聞いたら、最近
は自分たちで事業を興してやっているような生きのいい女性も出てきているとすると、女性にとっ
ても魅力ある生活の場に変換し得る可能性はあるのではないかと思うのです。 
 ですから、１人当たり所得が低い、低いと単純に割って言わないで、そのあたりの目配りが必要
かなというのと、あと逆にどのあたりまで今変化してきているかわからないのですけれども、女性
の目から見ると農村はやはりまだまだ古い因習にとらわれた世界があるのではないかというの
で、ちょっと暮らしてみるには三の足ぐらい踏むような方も多い。それで、この中に煩わしいしきた
りが多いというのがあるのですけれども、この中身はどういうものをイメージしているのかちょっと
わからないのですが、これから農業とか農村とかというものをより魅力的な場にしていくために変
えていかなければいけないものとして、もちろん物理的なインフラもあると思うのですが、そういう
ソフトの部分での障壁があるとするとそれもやはり目配りしていかなければいけないと思うので、
そのソフトの部分でどういったところが今現在若い人たち、あるいは女性たちにとって住みづらさを
感じさせているのだろうか。 
 それはもしかしたら、理不尽な住みづらさと思っている部分かもしれないのですけれども、客観
的に見てまだまだ女性、今は改良されたかもしれませんけれども、農業の主たる担い手でありな
がら寄り合いには男性が出ていくとか、何かの会議にはなぜか上の方の雛壇には男ばかりが並
ぶとか、お金も夫の承認がないと借りられないとか、そういったような話を以前聞いたような記憶も
ありますので、先般、農水省でも女性問題には随分力を入れていらっしゃるということは承知して
いるので今は変わってきているかもしれませんけれども、その辺はどうなのかなという感じがしま
した。 
 あと、都市住民との交流というのはお互いにとってやはり必要なことだろうと思うのですけれど
も、例えば一過性のエコツーリズム、グリーンツーリズムではなくて、都市の人にとっての第二の
ふるさとみたいな感じの、年に何回かは行くとか、そういったような農村との交流というようなもの
も模索していっていいのではないかなという感じがいたしました。 
 とりあえず、そのぐらいで。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 ７ページの混住化に伴う問題の資料なのですが、農村に暮らしておりまして思うのです
が、混住化が進むということは本当はメリットのあることです。意識の改革につながると思うので
す。都市部の方たちが入ってくることによって、視点を変えてみますと、意識の改革につながるの
です。今も委員のおっしゃるような住みにくいという意識も、例えば葬儀のときには２日も３日もお
手伝いをしなければならないとか、地域の方が町長とか村長とか委員の立候補をすると何日もお
手伝いがあるとか、そういうふうなことがたくさん、きっと煩わしいしきたりということの１つにつなが
るのだと思うのです。しかし、混住化によって、お勤めの方とかおられて、これではやっていられな
いという方が多くなれば、だんだんそういうことが暮らしやすい方向へ行くと思うのです。 
 そして、この農業生産がやりにくくなったとかというのは、１つをとってみますと、農薬による消毒
などで、今までは平気でやれたのが、お洗濯物にかかるとか、いい乗用車が止まっていてそれが
できないとかということが住みにくいことの１つにつながると思うのです。それはやはり心がけて消
毒しますので、どかしてくださいとかというコミュニケーションをすればそれが１つ１つ解決していく
ように思います。こういうふうに取り上げて住みにくいとか、暮らしにくいとかというふうな評に結び
つけることにはちょっと疑問を感じます。これからだんだん豊かさとは何かとか、本当に幸せとは
何かということを感じる時代が来るような気がするのです。そうすると、混住化が進んでこういうこ
との問題はたくさん出てくるのですが、農村に暮らしておりまして、大事な農家としての意識もあり
ますが、本当に１つ１つ都市や、全国民と同じような意識になってくる気がします。ごみの問題につ
いても都市ではものすごい問題ですが、都市だけでなく、農村にもそれは波及していることですか
ら、１つ１つの問題がみんな農村もそうだし、都市もそうですよということに私はなっていると思うの
です。 
 また、これから高齢者が農村でたくさん増えるということがあるのですが、両親は忙しくて子供の
世話ができないですので、おじいちゃん、おばあちゃんが持っている知恵とか技とかを孫たちに伝



えていかれるような行政サイドの構想、何かそのようなものをたくさん入れていっていただければ
もっと農村の豊かさとか幸せさとか、遊びとかいろいろなもので子供たちが幸せを実感できるので
はないかなと思うのですが、農村の暮らしの中の意見としまして申しました。 
○部会長 ありがとうございました。 
 本当にいろいろな面があるということが出されておりますが、他の委員の方、いかがでしょうか。 
○専門委員 位置づけをどうするかということになると、もう少し視点を変えて議論をしないと、こ
の前と大体同じようなお話になってしまうのではないかなという感じがいたしますが、農村というこ
こで出された資料で我々はこれは農村、あるいは中山間地域、この資料でいいのだということにな
ると、そしてそれは極めて日本の国にとって大事な共通の財産であるとすれば、一体どうしたらい
いのかという議論になるだろうと思います。先ほど病院の話や福祉のお話がありましたが、現実に
埋め切れない部分があるでしょうが、５ページの大都市住民が農村に住みたくない理由、逆にこ
れを詰めるには一体どうしたらいいのか。十分な収入を得る仕事ができない。農業でしっかり飯が
食えたら、それは収入になるだろう。ここのところ、あるいは病院や下水道、下水道などは時間の
問題で随分解決されると思います。恐らく今、農林水産省のおかげで農村の隅々までも集落排水
が入っておりますから、これは簡単に詰まっていくでしょうが、病院というのはやはり先ほどお話が
あったように、病気が発生したとき、今の救急車よりもっと時間を詰めて運ぶということができると
すれば、それはどんなことができるのか。そうしたら、そういう手だてについてどう応援できるの
か。こういう話になって詰まっていかないとならないと私は思うわけであります。 
 どうしても物理的にできない部分と、お金を出して応援してあげれば、それは随分変わっていくと
いう部分とあるでしょうし、そしてまた変えてはならない、委員から、これも大変昔の生活のスタイ
ル、この中で伝承していかなければならないものは何かという、それを伝承するために一体どうい
う手だてが必要なのか、こういう議論が進んでいって位置づけというのが出てくるのではなかろう
か、こう思うのですが、我々少しでも議論を先に進めていくということが大事だと思います。 
 もう一つは、食料部会が開かれたようであります。ここで大事なのは、一体私ども国民的合意で
食料をどう認め合うか。それは自由経済社会であるから、そんなことは関係なくということになるの
か、食料の自給率はやはりここら辺できちんと押さえておかなければならない。そうなると、この農
村も農業の問題も、かなり議論が変わっていくのではなかろうか。そんな感じがいたしまして、一
言まだよく私もわかりませんが、申し上げました。 
○部会長 ありがとうございました。 
 農村の位置づけというのが今日のテーマでございまして、これはどうまとめるか、部会長としても
なかなかまとめにくいのでございますけれども、やはり農村の果たすべき役割とか、当然いろいろ
な形で今出されましたようにあると思います。それを果たしていく場合にどんな問題があるのか、
あるいは農村が内部から変えていくべきいろいろな問題、あるいは外部から支援をされて変わっ
ていくべき問題、いろいろな問題が錯綜しているように思いますので、これは資料をつくります場
合にも、また文章を書き込みます場合にもかなり注意深くいろいろなことに触れざるを得ないなと
思って聞いているわけでございます。 
 ほかの委員の御意見はございましょうか。 
○専門委員 懇切な資料をありがとうございました。前回の議論では、一体農村に特徴的な問題
というのはあるのか、ないのかというのを質問をした記憶がありますが、混住化にしろ何にしろ都
市と同じような問題が結構あるのではないだろうか。したがって、農村政策としての意義というの
は一体どこにあるのだろうか。それを明確にする必要があるのではないだろうかということで今日
いろいろ資料をいただいて見てみますと、確かに農村の中の地域政策としての必要性を感じる部
分が結構ありまして、それをどのように具体的に政策化するかということもあろうかと思うのです。
 もう一つ、農村に特徴的な問題をクローズアップするということと並行して考えなければいけない
問題があるのではないかという気がするのは、この資料にもあるのですが、これからの農村、農
村と限っていいのかどうかちょっと疑問があるのですが、農村での住まい方のビジョンというので
すか、これがどうも明確でない。明確でないと、結局はあれが足りない、これが足りないという追い
つけ、追い越せではなくて、都市に追いつけ、追いつけの、追いつけばかりの議論になってしまっ
て、したがって農村のデメリットを強調することによって何か政策化するという話になってしまう可
能性があるように思うのです。 
 では、農村での特徴的な住まい方、あるいは農村以外の我々日本人のこれからの将来の住ま
い方のビジョンというのをどのように考えるかというと、確実に人口は減っていくわけですから、少
子高齢化社会のビジョンというようになろうかと思うのですが、これは第１回目でも申し上げたので
すが、中枢都市、中核都市、町場、集落、こういったところのネットワークをどのように考えていくの



か。施設の張り付けもそういう中でどのような構想を描くのか。これは今日お示しいただいた全総
計画の中ではもうすでに出ているのです。多自然居住地域構想というのですか、こういう中で出て
いるわけで、農水省はこの中で政策をどのように具体化するのかという問題が出てくるのだろうと
いうように思うのです。 
 そうなってくると、今まで農水省独自のさまざまな政策も見直していかなければならない話になっ
てくるのでしょうし、例えば今、農協が大型合併して、地域の中で一番困っているのは何かといっ
たら、営農指導員が地域の中で全然自分のところへ来ないとか、手薄になっている。そうすると、
１つの県の中に普及員が200人ぐらいいるわけですから、その機能分担をどうするかとか、具体的
な農業内部での人員の張り付けも含めた機能分担だとか、あるいはある意味では規制緩和という
話になるのかもしれませんが、そういったことが必要になってくるだろうと思うのです。 
 それで、そういう中から物事を考えてみますと、今、委員の方々からの御意見にもあったのです
が、１つの事象であってもそれは困ったことだと感じる委員と、そうではないと感じる委員と両方い
ると思うのです。例えば、人口密度が少ないこと、これはメリットなのだと考えるのと、今日いただ
いたこの資料ではどちらかというとデメリットだという、そういう位置づけですね。だから農村政策は
必要なのだという。それから所得が低いというようなことも、これはある意味でほかのところでいい
ところがあるではないか。この所得が低いところに関して言えば、フロー概念だけではなくて、例え
ば資産のストック概念でもって都市の豊かさを比較してみるとか等々が必要になってくるのだろう
と思うのですが、ですから、それはもう価値観の問題になってくるので、ただその価値観の中で必
要になってくるのは、その価値感の中で地域によってどうしても差が出てくる部分があるよ、そこを
明確にしていくことがこの委員会の１つ大事なことなのではないだろうかなという気がするのです
けれども、１つの機能として視点を、１つの機能を発揮させるときにどうもこの地域の条件によって
不利になっているところがあるよという、そういうことをクローズアップしていくというか、地域条件
の差によって必要とされる施策とは何かということを明らかにしてく必要があるのではないだろうか
という気がしておりました。 
 それから、そういったことからすれば、もう一つ公的機能についてはよくわからないところがまだ
まだありまして、公的機能を重視する必要がある。そのための農村政策が必要であるというような
ことになってくるのだろうと思うのですが、この公的機能をもうちょっと具体化していく必要があるの
かと思います。ただ、私個人がわからないというだけなのかもしれませんが、そういう気もしており
ます。価値観の問題に終わらせずに、政策化するための、具体的に何が必要とされているのかと
いうことを議論していく必要があるのではないかなというような感じでおります。 
○部会長 ありがとうございました。 
 ほかの委員の方、専門委員、お願いいたします。 
○専門委員 最初に、繰り返しになるかと思いますが、農地の確保と自給率、これだけはまずきち
っと示していただいて、それからいろいろやらなければならないと思います。今、農村部会ですの
で、土地の利用等について若干申し上げたいと思いますが、例えばなぜそう申し上げるかという
と、農地の確保は500万ヘクタールを割っている。これ以上減らしたら大変だという１つのあれがあ
るわけであります。いろいろ宅地や何かに転用している。その白地、いわゆる農地から宅地や何
かに転用しながらそれが有効に活用されていない土地がどれぐらいあるのか。一般に私のところ
では昔から宅地は農地の３倍、こういうようなことですので、財産として売り買いするには農地より
も宅地として売った方がはるかに実入りがいいということで、どうしてもそういう傾向になりやすい。
しかしながら、完全にそれがうまいぐあいに利用されているのか。そっちの方が随分と余っていな
がらどんどんまだ農地を転用していくというようなことにはなっていないのか、そういうような感じが
するわけで、その辺のところを少しお示しいただけば参考になるのかなというような感じがいたしま
す。 
 先ほど過疎化とかいろいろな問題がありましたが、やはり農業をやりたくても１人減り、２人減り
しますとどうしても山間部、中山間には残れないような現象が出てくる。最初は通勤農業をやって
も、だんだん通学の問題とか、あるいは病気になった場合とか、いろいろなことを考えた場合にで
きなくなるし、それからやはり所得を少しでも増やそうというようなことになりますと、おのずと通勤
をしながら別な職業もまた兼業でやらなければならない。そうしますと、工場のある、あるいは勤め
先のあるところまでの通勤距離、そういったことも当然考えなければならないとか、いろいろな子供
たちの通学とか病気とか、あるいは別な収入を得るために通勤する距離とか、なかなか近いとこ
ろに通勤の場所がない。こういうことになりますと、否応なしに平場の方に下がってこなければなら
ない。したがって、どうしても荒廃地が出てくる、こういうような形になるのかな、こんな感じがする
のです。 



 したがって、せっかく優良農地があれば、そこに人が住めるような、そんな環境をもう少しみんな
で考えて作る必要があるのか。そうすることによって、そういったものが解決されるのではないか、
そんな感じがするわけであります。 
 それから、もう少し平野部の方に下がってまいりますといろいろな煩わしさ、そのために農村に
住みにくいという話などもあったようですが、やはり農業そのもの、農村そのものを維持管理して
いくには共同作業とかいろいろな人とのつき合いとか、そういったものがある。水路一本管理して
いくにもみんなで、私のところでは農家、あるいは農家以外の人もみんなで春は１回水路の掃除を
やる。夏は農家の人だけでやる、こういうようなシステムで何年かやっていますが、そのような問
題とか、農業を少しでもやれば今度は転作の問題、あるいは米の売り渡し、いろいろなこともしな
ければならない。地域に来れば運動会、お祭り、いろいろな行事にも参加しなければならない。そ
れがＰＴＡの役員ぐらいで終わると思ったら何もかもあるのだということで農村にいたら大変煩わし
い、こういうようなことになるのかなと、こんな感じもするわけです。 
 したがって、そういうようなところをまたみんなと一生懸命乗り越えることによって非常にいい面
があるのかな。皆さんおっしゃるように空気もきれいだし、水もきれいだし、住むにはいいところな
ので、そんなところをクリアするような気持ちで入ってくればいろいろやれるのかなと、こんな感じも
するわけであります。したがって、農地を減らさないようにしてやれるような方法はないかな、こん
なことを考えていますので、皆さんの御意見をいただきたいと、このように思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 今日のテーマなのですが、非常にわかりにくいというか、余りにも大きな位置づけというこ
とで、これは要するに方向付けとして、私個人の意見を先に申し上げれば、とにかく私は環境問
題、国土保全、環境、山紫水明を守るという公益的機能、それだけからしても日本の「農業・農村
地域」という言い方よりも、むしろ「農林漁業」と言ってしまった方がいいのではないかと思います
が、それをこれまで以上にもっともっと大事にしないと、現状では不満なので、これ以上よほど大
事にして、テコ入れをして強化をしないと、食料問題のことを除いても、公益的機能、国土保全の
面だけでも大変なことになる。私自身は常にそう思っておりますし、そういうことを言ってまいりまし
た。これは私の結論でございますが、ただ議論の進め方としては、そういうようによほど農村地域
の位置づけを高く評価して、今後もっともっと強化し、大事にしていかなければならないというの
か、そうではないのかという方向付けが本当は大前提にないと、その後、農村地域の活性化だと
か振興だといってもどの程度の範囲内での活性化なのかということになってしまうと思うのです。
今日の位置づけというのは大きな方向付けをよほどきちっとさせないと議論が分かれてしまって
堂々めぐりになる。ここのところはすごく難しいので、これは今日だけで終わらせることではないの
だろうと思いますけれども、その辺を議論の進め方としてはっきりさせていただいた方が考えやす
いのではないかと思います。 
○部会長 座長の責任もございますが、私としては、いろいろな意見が出て、どなたもやはり農村
が大事だという点ではそれほど変わりがないと思っております。ただ、農村が住みやすいかどうか
とか、経済的にもう十分行けているのではないかとか、あるいは生活環境は、自然とかそういう面
では恵まれているけれども、福祉とかいろいろ面で足りない面があるのではないかとか、プラス、
マイナスといいますか、農村のメリット、デメリット、また必要性においては一致しているけれども、
その中にいろいろな注意深く見なければいけない問題がある。こういうことがいろいろと出てきたと
私は理解しておりまして、しかし農村の方向についてはまだまだ明確でない点もございますので、
残りの時間が20分ございますので、今、何人かの方から議論をもう少し明確化してほしいという御
要望もございましたので、そういった視点からの御意見を残りの時間でちょうだいできればありが
たいと思います。 
○委員 それでは今のお話に補足させていただきますと、例えば資料の13ページの右の方に国
土保全機能の土砂災害のデータが出ておりますが、これは数字で見るとたまたま100年間の一カ
所をお調べになってこういうことなのでしょうが、今度の鹿児島県の土砂災害にいたしましても、し
みじみ思うのですけれども、私は日本の山は米が作ったと言っております。日本の森林はお米の
素、水と土を作っておりますが、その森林を作ったのは米であった。簡単に言ってしまえば、農業
がそこでしっかりとやって、人がちゃんとずっと親子代々、若い世代もちゃんとそこを引き継いでい
る、生き生きとやっていけるということが森林を守るための大前提。そういうことを常に言ってまい
りましたのですが、今度の鹿児島の災害なども、私は現地にまだ行っておりませんけれども、ニュ
ースを聞くだけですけれども、やはり雨が降っていて水が増えていて、そしてまた次に見たときに
は雨が降っているけれども、水が減っていた。そこで普通なら、昔の人なら当然疑問を持ったろう。
あれっという、それがないはずはないと思うけれども、安心してまた引っ込んでしまったというよう



なインタビューのお話を聞いたりテレビで見ていますと、行ってみない限りまだよくわからないけれ
ども、ただ、いずれにせよ、そういうように人口が希薄になり問題が生じてきた。日本列島というの
は森林を守ること１つとっても伝統の産物ですから、外国から技術とシステムをちょっと持ってきた
ら山は守れるなんていうものではないので、もう何千年来の、稲作から言っても3,000年来の伝
統、そこに人が住んで、おじいさん、ひいおじいさんの言ったことが今ごろ災害で出てくる。そういう
ようなことの連続でございますので、やはりだんだんかつてのようににぎやかでなくなっている、そ
ういうことが積み重なって土砂災害のたびにいつもそれを思うのですが、山を守ること１つがなか
なか昔のようにはきめ細かくいかなくなり、お互いの注意深さも、敏感さもだんだん失われてきて
いるのではないか。 
 そういうようなことを考えますと、どうしても中山間地、私はたまたま今中山間地の話をしていま
すけれども、これは大規模農業でなくて、一家に１人でもいいし、兼業でもいいから、とにかくだれ
かが農業にかかわっているというようなことが連綿と続いていってくださらないと、日本列島は守れ
ないのだろうという気がしております、まあ極端な言い方をしますと。 
 そういうのは数字に出ないのですね。たまたまここの数字を見て思ったのですが、こういう形で数
字に出ないのですが、そういう要素が非常に大きいので、どうか国土保全という、水をつくるとか
山を守るとかいうことだけから見ても、とにかく農業の方たちが継続して代々いろいろな土地にか
かわる情報と勘と技術と伝統を継続させるということが日本列島の場合は不可欠である。これは
もうどんな技術革新が起ころうと、日本の山というのはそういうものだということを申し上げたくて申
し上げました。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 当面する問題の中にもう一つ、今ほどもお話がありますように高齢化の進行であります
が、私の地域は大体高齢化率が12.7％です。石川県の場合は16.7％でありますので、県内では３
番目に若い方ですけれども、私の先にあります山麓も広域事務組合、いわゆる消防なり、ごみ、
環境衛生では広域的にやっているわけです。その白山麓の山合いのところでは高齢化率が
29.3％です。それから、石川県の能登地方の中間地帯の山合いが何と37.5％でありまして、資料
の４ページにありますが、この10年先、あるいは20年先だということですが、すでに30年先以上を
超えた地域もあるわけです。消防の面ではどうにか私どもは消防団をみんなでやってくれて頑張
っておりますし、女性消防隊も編成しましたけれども、ある地域へ行きますとほとんどボランティア
ですね。消防団に入り手がいないのです。ですから、消防組織が高齢化しているので、これをどう
しようかと。今、農村部ではいろいろなアイデアを出しながら地域をどう守っていくかということに腐
心をいたしているわけです。そういう問題が１つある。 
 それからもう一点は、今もお話がありましたように、国土の70％は林野であって、そして承るとこ
ろによると林野の30％が国有林だ。そうしますと、やはり日本の国土、あるいは水、すべてを涵養
してきたのは森林である。山をどう守っていくかということになりますと、今日山合いほど高齢化を
していって、だんだん人が入ってこないという所をどう守っていくかということが当面の大きな急務
である。 
 そういうような視点から見ますと、この16ページに「農業・農村の公益的機能の評価結果」という
のが出ておるわけですね。１人当たり10万1,000円負担してもいいのではないかという価値を示し
ておられるわけです。そうなりますと、４兆1,000億だということでありますから、今日、農林水産省
の年度一般会計予算というものがどういうふうになっておるのか。その中でも公共投資にかかわ
るものがどういう分野で占められておるのか。たしか国家財政、今年は72兆でしたか、そのような
ことからすると、当然国民的に総理府の統計では合意があるのではないか。ここら辺はもっと情報
というものが偏らないできちんと農業の多面的な機能というものを明確にやって我が国を守ってい
かなければならない。そこに次の食料の安全の問題とかいろいろな問題がみんな出てくるのだと
思いますし、また日本文化というものもそういう中にあって心豊かな生涯を作っていかなければな
らないということになるわけでありまして、我々も１つの行政の責任者としてそういう教育を今後進
めたい、こう思っているわけであります。 
 またもう一つは、そういうことになれば、高齢者の皆さんにそういう中山間地帯、農村地帯に移住
をしてもらっても結構だと思うのです。そして持てる能力を発揮してもらうという政策誘導もしてもい
い。ただ、そこで今の福祉なり医療ということになりますと、医療法が９月１日から改正になるわけ
でありまして、ここら辺の財政負担は地方財政を圧迫するという問題も若干ありますが、こういった
ようなことを含めて国土なり、農業を守るという観点から施策的な展開が必要であるのではないか
なと思います。 
 最後に、新全総でございますが、国土庁の方で2010年を目途にいろいろ計画案ができているよ



うであります。特に、先ほどもお話がありましたように、多自然居住地域の創造に向けた農山漁村
の整備、こういったようなテーマがあるように承っているわけでありますが、その進捗状況なり、あ
るいは全体のイメージというものをどのように求められているのか。そうなれば、農業の位置づけ
なり、農村の位置づけというものもあわせて検討もできるのではないかなと、こんなふうに思いま
すので、そういう点についていかようになっておるのですか、もしおわかりでしたら御指導なり御発
表いただければと思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
 今の多自然居住空間について、お願いします。 
○事務局 まず、新しい全総計画の策定の状況をお話ししたいと思いますが、昨年の12月に国土
審の計画部会でこれまで議論したものをまとめまして、中間報告という形でまとめております。そ
の中の一部をここの18ページで御紹介させていただいているわけでございます。その後、中間報
告の後も精力的な審議を進めてきていただいているわけでございますが、他方で財政構造改革
等の諸改革も現在進められておりまして、これらの諸改革の動きというものを視野に入れながら
全総計画の議論をしている。こういうことでございまして、財政構造改革会議の最終的な報告は先
般、６月にまとめられたということでございます。そうした厳しい財政的制約のもとで、他方将来に
夢と希望が持てるような新しい全総計画というものを作っていきたいということで、今しばらく時間
をかけて検討をしていきたいと考えております。 
 しかしながら、全国各地から時代の閉塞感というものを打ち破るような夢と希望の持てるビジョン
というものを求める声も強いわけでございまして、そういった要望を踏まえて、９月以降、できるだ
け早い時期に新しい計画をまとめていきたい、こういうように考えております。 
 多自然居住地域の考え方は、地方の中小都市と周辺の農山漁村地域というものを１つのまとま
りとして物を考えていったらいいのではないか。その際に、今御議論が出ていますように、これか
らの国民の生活なり価値観というものも自然に親しむ、あるいは農業に親しむ、また農村部にお
いても都市的な生活、都市と同じような生活ができるというような新しい生活様式というものが実
現していくのに耐え得るような地域として作り上げていこう。誇りの持てる美しい自然と文化、アメ
ニティを持つ地域として作り上げていこう。それは農村地域だけではなくて、地方の中心都市と一
体となって連携、交流する中でそういう地域を作り上げていこうという考え方が示されているわけ
でございます。 
 以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
 よろしゅうございますでしょうか。 
○委員 大変よくわかりました。18ページの「多自然居住地域の創造に向けて」ということですが、
混住化が進むということは周りに消費者が増えるということにつながると思うのです。そうすると、
農業が大変やりやすくなって、大都市へコストをかけて農産物を輸送するということもなくなって、
日本国民は昔から自分の四方にある食べ物を食べていれば健康で暮らせるということなのだそう
です。農村ではそういうことをよく言われております。だから、外国から輸入されたものをたくさん食
べていることによって長生きはできないということを農村では言っております。自分の四方の範囲
から取れたものを食べて暮らしていくことによって健康で長生きができるということが昔からの言い
伝えなのですが、本当に今の18ページの資料をよく読んでみますと、これは農家、農村には大変
いいことだなと、私は期待をしているのですが、以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
 まだ御意見をちょうだいしていない委員の方、委員、いかがでございますか。 
○委員 私は事務局で用意していただきましたレジュメといいましょうか、まとめと、それから先ほ
どの部会長のおっしゃったまとめ、農村の果たす役割、使命、機能、そのために現状の農村をど
のように、綿密に位置づけを区分するかという問題はありますけれども、そこで外的なもの、特に
これは公共的なものということになるのでしょうけれども、そういうものの改革と、それから内部か
ら改革しなければいけないものということで、これから整理をしていけばいいのではないかなと思
っていたものですから、ただ先ほどおっしゃられたように、これからの議論で価値観の違いでこの
問題の議論が右に行ったり左に行ったりということになるのはできるだけ避けなければいけないの
かなという思いでお聞きをしていました。 
 １つは、例えば今いろいろ農村と都市との比較もありますけれども、こういう場所で言っていいか
どうかわかりませんが、実は私たちは電機産業に働いている組合としては、このままの状態が続く
とすれば、今までのように１人の収入で４人が生活をするという今のような都市の生活態度はもう
でき得ないのではないだろうか。ですから、これは女性の地位の向上、これから個の確立とかとい



うことと相まってダブルインカムという時代に入ってくるわけで、これは当然製造業や都市の勤労
者の収入水準がそういう形で１人の収入だけではとても全体の生活ができないということになれ
ば、それはいずれサービス産業に波及し、大学の先生も国家公務員の方も同じようなことになっ
ていくのだろう。そういうふうに思うと、例えば今、都市と農村の収入の問題で比べることがそうな
った場合にどういう意味があるのかという思いと、一方ではそうならないためにどうすればいいの
かということでは、前回もお話をしましたけれども、やはりいかに国内における全体的なコストを下
げていくかという部分が一方では必ずあるのではないでしょうか。 
 ですから、私はある１つの問題でこれが絶対的なものだという思いをそれぞれの価値観でお持
ちになるのは構わないと思うのですが、絶えずやはりバランスを持って考えていかないと結論にな
っていかないような気がしているわけです。ですから、例えば都市が非常に便利であるといいます
けれども、都市の人たちはその便利さの代償を払っているわけでして、例えば農村ももっと便利に
なって、病院もいっぱいできて、ありとあらゆる公共機関も充実しろということになれば、当然そこ
では車の往来は激しくなるのですから空気も悪くなるでしょうし、だから、便利さとそういうものとあ
わせて空気のよさは残しておかなければいけないとかということは両立しないものです。 
 そうすると、どこまでが公共的なものとしてやり得ることなのかという意味で考えていかなければ
いけないのではないだろうかなというように思いますので、このレジュメと部会長のまとめられた考
え方でこれから各論に入っていく際は、やはり絶えず一方にはまた別な要素なり代償があるという
ことを前提にしながら、そしてあるべき日本で一番望ましい、ですから、それはある意味で言えば
100％完全なものではないのだろうと思うのですけれども、まあまあ全体の人がそのぐらいならと。
ですから、１人当たり10万円ぐらい負担してもいいよというのは、ある意味では今の収入を前提に
して考えているのであって、これは生活が苦しくなったらそんなに負担できないよという議論が当
然出るわけですし、あるいはまた文化的なものに価値を見いだすといっても、それは生活が豊か
だからそういう余裕ができたのであって、明日の食事を心配する時代になったらそんなこと言って
いられないわけですから、ですから、そういう問題をトータルでそれぞれの委員の人でもちろん意
見を交わすことは必要だと思いますけれども、考えながら全体をまとめていくべきなのではないの
かなというように思いますので、長くなりましたが、結論としては私は事務局の案と部会長のまとめ
を中心に、次回から各論で論議していけばいいのかなというように思っています。 
○部会長 ありがとうございました。 
 御意見としては全委員からちょうだいいたしましたが、私としてはとてもこれを今日の段階で何か
座長がまとめるなんということは不可能でございますし、また今の段階では必要もないと思ってお
ります。今日いただきました意見は本当に多彩でございまして、相互に矛盾するような内容もはら
んでいたかと思います。こういった点は注意深く整理をして、そして農業、農村の果たすべき役割、
またそこにある問題、また問題の解決にはどんなことが必要なのか、また財政的にどんなことが
可能なのか。いろいろな問題があると思います。また、それがほとんど出たと思っております。 
 それから、林業、山村の問題が出ましたけれども、これにつきましてはやはりここは農業が中心
ということになっておりますけれども、林業、山村の問題を抜きにして農村地域を語ることはできな
いということでございますので、これは今後も必要に応じて大いに議論をしてまいってはどうかと思
います。 
 資料のつくり方につきまして、数量化できるもの、またできないもの、こういうことをどのように整
理していくかという、事務局にとっても大変困難といいますか、難しい問題も突きつけられたように
思いますが、いかがでございますか、資料の今後のつくり方について。 
○事務局 当部会のテーマにつきましては、なかなか客観的な形の特に全国ベースでの調査が
ないのが現実でございます。いろいろと御意見に沿うような資料をこれからできる限り探していき
たいと思いますけれども、若干古めの資料でございますとか、場合によりましては見つからないと
いうこともあるということはあらかじめお断りさせていただけたらと思います。 
 なお、先ほど委員の御質問の中でありました所得の統計の取り方について、この場を借りまして
少し補足御説明させていただきたいと思います。８ページの資料で、勤労者世帯の所得において
内職の収入等はどのように取り扱われているのかというお話がございました。この８ページの上に
ありますけれども、勤労者所得の場合、パート収入等は内職収入等ということで総務庁の家計調
査上はカウントされております。ただし、これがどの程度カウントされるかということにつきまして
は、時間数で案分されて加味されているということでございまして、１人当たりの所得を得ている就
業者数が下の方には1.67人と書いてあるということは、そのような案分でカウントされているという
ことを１つ補足して申し上げておきたいと思います。 
 それから、５ページの因習にとらわれているとか煩わしいしきたり等が多いという内容の統計で



ございますけれども、これは実は私どもの「若い担い手の動向等に関する調査結果」という昨年の
統計でございます。この調査は、こういう項目を郵送いたしまして、項目のどれに該当するかという
ことを回答していただいたものを集計した結果でございまして、例えば煩わしいしきたりという中身
がどういったものかということまでは調査しておりません。お答えいただいた方々において若干の
違いがあるということはこの調査の性格上の限界であり、郵送によります調査に限界があるという
ことを申し添えさせていただきたいと思います。 
 以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
 時間も参ったのでございますが、資料等についてはいろいろ今日の御意見を入れてまた御用意
いただくと思いますが、特にこういう資料を用意してほしいという具体的な点がございましたらぜひ
この機会にお出しいただいておけばいかがかと思いますが。 
○委員 よろしいでしょうか。 
○部会長 どうぞ。 
○委員 資料のことについては私はよくわからないのですが、先ほど、高い土地は宅地にどんど
ん転用されているとおっしゃられたのですが、そういうところの制度はどうなっているのかわからな
いのですが、今日いただいた資料をよく読めばわかるのでしょうか。山振法とか過疎法とか、特定
農山村法とかというので決められているわけですか。やはりある程度、もし優良な農地がなくなっ
ていくということはどこかで歯止めをしなければいけないわけですから、そういうところはやはり規
制を強化しなければならないし、どうしても山間地区でどんどんなくなっていってしまう、土地も幾ら
でもお金をかけて保護すればいいかということはちょっと考えられないところもありますので、そこ
はそこでもって今度は山林として残すかどうかは別といたしまして、農地としては残せないという部
分もあると思いますが、今あります500万ヘクタールを割っている数字という農地は、日本の国民
の食料を守る上ではどうしても保持しなければならない農地だと思うのです。それがどこかにもっ
といい農地が開拓してどこかがなくなるということならいいのですけれども、全体量として確保しな
ければならない農地が何万ヘクタールというようにあるとしたら、それをどこかがなくなっていった
らどこかにいいところを確保できるのか。両方から流出していってしまったらどうしようもないので、
その辺が勉強不足でどういう押さえがあるかわからないのですけれども、もしお出しいただけたら
わかりやすく教えていただきたいと思います。 
○部会長 今の件、よろしくお願いいたします。 
○事務局 はい。 
○委員 関連ですが。 
○部会長 どうぞ。 
○委員 農地の土地の問題ですが、農業部会で土地の問題を御議論されるというように伺ってい
ますし、もう御意見が出ているようにお見受けしておりますが、やはりこちらの部会も土地にかか
わるものを議論していただきたい。最初から部会に分かれない方がいいという御意見が第１回に
随分出ましたぐらいで、内容はみんなダブるわけですから、この部会でも土地の問題はやはりちゃ
んと議論をしていただきたい、議題にしていただきたいということをお願いをいたします。 
○部会長 今、土地問題が出てまいりましたけれども、これはやはり土地問題抜きに農業、農村も
語れないと思いますので、ただ中心は農業部会でこの問題は恐らく大いに議論されると思います
し、また合同部会で当然皆さんが議論されると思いますので、ここでも必要に応じて資料を御提供
いただいたり、また情報を御提供いただいて、必要な限りで議論していくということが必要かと思い
ます。 
○委員 合同部会ですと１つのことでそんなに回数を重ねるわけにはいかないと思いますし、やは
りこれはすごく大事な課題でございますので、ぜひこの部会でも十分議論していただきたいと思い
ます。 
○部会長 ありがとうございました。 
 ほかにございますか。 
○専門委員 １つお願いしておきますが、将来の担い手として都会から農村に移るという、そういう
推計が成り立つとすれば、どの程度そういうことができるのかという、もし御調査ができたら資料を
出していただければ幸いです。といいますのは、現実に農村に後継者がいないという状況の中の
１つは公的に支えてあげる部分と、そういう従来、農業以外の産業に働いておられる方々が移っ
て、もし農業をやっていただけるというようなことがあるとすれば、それはもう10年、15年先の農村
の展望としては極めて大事なことだというように思うわけで、そういう推計が成り立つとすれば、こ
れは難しいでしょうが、お調べいただければありがたいと、こう思います。 



○部会長 ほかにございませんでしょうか。 
 それでは、時間も７分ほど過ぎましたけれども、これで本日大変座長の不手際もございますし、
まとまりの悪いと言えば悪い会でございましたけれども、出るべきものは非常にたくさん、ある意味
では出尽くすほど出てまいったと思っておりますので、これをどういうふうに整理するかが今後の
課題と言えるのではないかと思います。 
 では、本日要求のありました資料につきましては事務局の方でひとつよろしくお願いをいたしま
す。 
 次回以降の部会のスケジュールでございますが、前回打ち合わせしていただいたかと思います
が、第３回の部会を９月５日の２時半から開催したいと思います。また、第４回を９月下旬、第５回
を10月下旬という感じで予定させていただいたらと思っておりますので、大変お忙しい方ばかりで
ございますけれども、何とぞよろしくお願いをいたします。それから、各部会の合同部会につきまし
ては、９月９日が予定されているようでございますので、この点もよろしくお願いいたします。 
 それでは、次回の会合につきましては、内容等につきまして事務局からまた案内を差し上げると
思いますので、よろしくお願いいたします。 

４．閉 会 

 本日は大変熱の入った議論をいただきまして、どうもありがとうございました。これで閉会したい
と思います。  


