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１．開 会 

○部会長 それでは時間もまいりましたので、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会農村
部会第４回会合を始めさせていただきます。 
 本日は４時半までを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

２．資料説明 

○部会長 本日は、「中山間地域の位置づけと中山間地域農業のあり方」ということで御審議いた
だきますけれども、本来は、この問題は２回にわたって議論するという予定でございましたが、これ
まで意見が出されましたように、21世紀の農村について全体的な視点というものがなかなか出て
こないという意見がございまして、最後にもう一度総括的な視点から御意見をいただいてはどうか
ということになりました。そこで、中山間につきまして、本日一日で「位置づけとそのあり方」というこ
とについて御議論いただきたいと思います。この点につきましてはヨーロッパ等でも特別の観点を
持って施策をしているようなこともございまして、関心の高いところであるかと思いますので十分御
議論いただければと思っております。 
 それでは、初めに事務局の方で御用意いただいた資料がございますので、まずその御説明をお
願いしたいと思います。 
○事務局 それでは、資料４の説明を行います。 
 １ページ目でございますが、「中山間地域の現状」ということで「中山間地域の位置づけ」でござ
います。 
 中山間地域は全国土の７割程度の面積、また総人口の14％が居住する地域であるということ
と、もう一つ、農業の面でございますが、耕地面積、農家数、農業粗生産額、こういったものを取り
ますと、いずれも全国の約４割を占めているということでございます。また、全農業集落数の約５割
は中山間地域に存在するということでございます。 
 従いまして、こうした中山間地域は、左の２段目の段落にありますように、農林産物の供給のほ
か、国土・環境保全ですとか水資源のかん養、豊かで美しい自然環境に恵まれた国民の居住空
間等の提供等々の多様な役割を果たしているということでございます。右の方に「中山間地域の
主要指標」ということで、全国ベースの数字及び中山間地域、これは中間地域と山間地域に分け
たものを付けておりますが、そうした主要な数字につきまして御紹介をいたしております。 
 それから２ページ目の左の文章でございますけれども、中山間地域と申しましても、その地域の
置かれた諸条件が大分異なりまして、姿は多様であるということでございます。耕地条件としての
水田率と農家人口の高齢化率の分布ということで、右の方のグラフにブロック別にその分布状況
をとっておりますけれども、一言で申し上げますと、中山間地域は平地の農業地域に比べますと、
相対的にバラつき度合いが大きいということがいえるのではないかと思います。 
 また、左下の段落に書いておりますが、地域ごとに非常に多様性を有しているわけでございます
けれども、概して傾斜地が多く、農業の発展ですとか多様な就業機会の創出、あるいは生活の利
便性の享受、こういった面で不利な面を多く抱えているのではないかということでございます。 
 ３ページ目からは「農業条件の不利性」ということで何点かふれております。 
 まず、一番目が「多い傾斜耕地」ということでございます。平地の農業地域では、傾斜度が 100
分の１未満の田が８割を超えていますけれども、中山間地域では５割程度ということでございま



す。また、傾斜度がきつい20分の１以上の田は２割以上ということでございますし、１団地当たりの
田面積も平地の農業地域に比べますと小さいという耕地条件だということでございまして、その状
況をグラフ等で示しております。 
 それから左の文章の方にふれておりますが、傾斜度が20分の１以上の水田（棚田）におきまして
は、標準的な区画のほ場整備は困難であるということで、20ａ未満、あるいは不整形という水田が
全体の９割を占めているということですが、これは右の下から２段目の表に示しております。 
 こういった水田の状況等が悪いということで、稲作の作業時間でございますけれども、平場地域
の約３倍に達するというデータがあるということでございます。 
 続きまして４ページ目でございます。中山間地域では、農業生産基盤の整備水準が低いというこ
とでございまして、右の方のグラフに、これは平成５年の数字でございますが、全国ベースで、田
が51％、畑が55％、右２つ、中間地域で田が48％、畑が53％、山間で田が40％、畑が49％、こうい
う状況であるということを示しております。 
 また、このほか中山間地域におきましては、傾斜地ですとか標高の高いところの水田が多いとい
うことで、日照時間等々の影響を受け易く、概して稲作の単位面積当たりの収量は低いということ
を右下の方にグラフで示しております。 
 ５ページ目でございますが、二番目といたしまして「経営規模の零細性」ということでございます。
先ほど申し上げましたような耕地条件ということで、中山間地域では零細規模層農家が大半を占
めるということでございまして、これは右上のグラフでございますけれども、中間農業地域は、１ha
未満が、合計いたしますと72％、また山間農業地域におきましては１ha未満が８割を超えると、こ
ういう状況でございます。 
 また、三番目といたしましては「低い農業生産性」ということでございますけれども、機械化等の
限界、あるいは経営規模の零細性ということから、各種の農業生産性は、この中山間地域におき
ましては他地域に比べて総じて低いということでございます。 
 右下の方にグラフで労働生産性ということで時間当たりの生産金額、あるいは土地生産性という
ことでのヘクタール当たりの金額に触れております。 
 それから、６ページ目は四番目といたしまして「低い農家所得」ということでございます。これは主
業農家ということで、自営農業所得が主である農家を対象にして中山間地域の平均農家所得をと
っておりますが、これは右上の表にありますように 681万円ということでございまして、平地あるい
は都市的地域と比べまして 200万円近くも差のある場合もあるということで、他の地域に比べまし
て農業所得、農外所得はいずれも少ないという状況でございます。 
 次に、７ページ目は「社会・経済条件の不利性」ということでございます。 
 まず「就業環境」という点でございますけれども、ＤＩＤ地区までの所要時間が30分以上かかる地
域が中間地域では36％、山間地域では62％と多くなっておりまして、こうした交通条件の不利性が
就業機会、あるいは通学等に制約を与えているということでございます。 
また、左下の方に中山間地域への工業等導入の状況ということでふれております。これは右下に
表で示しておりますけれども、立地決定企業数を１市町村当たりで見ますと、都市的地域が14.9企
業、平地が 7.9企業ということになっておりますが、中間地域、山間地域ではそれぞれ 5.0ですとか 
2.8と非常に低い状況ですし、雇用者数にしても出荷額にいたしましても、平地等と比べますと少な
いということでございます。 
それから８ページの上の方には、中山間地域の市町村が多い高知県を例にとりまして、中核都
市、この場合は高知市から１時間圏内外別にみて、産業別に総生産額の割合はどうなっているの
かということを示しております。グラフを見ていただきますと、１時間圏外の方でウエイトが高いの
は農林水産業、それから建設業、並びに政府サービス関係というようなことで、こういったものの
地域経済に占めるウエイトが高くなっており、必然的にほかの産業活動が停滞しているということ
でございます。 
 それから、下の方に就業機会の確保のための緊急の課題について、これは市町村へのアンケ
ート調査の結果でございますが、「農林漁業生産の振興・再編」ですとか「地場産業の振興」、こう
いったものを回答している市町村の数が多いということでございます。 
 それから、９ページ目は「生活環境」の問題でございます。これはたびたび資料等でお示ししてま
すように、汚水処理施設あるいは道路等の面におきまして、こういった生活環境施設の整備が立
ち遅れているということでございます。 
 また、市町村へのアンケートによる地域の活性化を図る上での生活環境整備の緊急課題という
ことで下の方に示しておりますけれども、下水道、さらには上水道、交通網、医療施設の整備、こ
ういったものを緊急の課題として掲げている市町村が多いという状況でございます。 



 次に、10ページ目からは「中山間地域の抱える諸問題」ということでございます。まず、一番目は
「人口の減少と高齢化の進行」ということでございます。 
 中山間地域では、全国平均に比べますと高齢化が著しく進行しているということで、また、近年、
人口の自然減をも引き起こしている市町村が約８割を占めていることから、今後とも大幅な人口減
少と高齢化の進行が見込まれるのではないかということでございます。その状況を右の表で示し
ております。 
 11ページ目は、中山間地域の人口構成でございます。平成７年の数字ですけれども、総人口、
農家人口とも40歳代を境に若年層は薄く、高年層が厚いという構造になっているということで、特
に山間農業地域においてはこの傾向が強いということでございます。 
 次に、12ページ目は「農業の担い手の脆弱化」の問題でございます。農業の担い手という点から
60歳未満の従事者割合が少なく、65歳以上の従事者割合が多いということで、担い手面での脆弱
化が進んでいるということでございます。 
 また、その下に同居の後継者がいる農家数の割合、及びそのうちの農業に従事している後継者
がいる農家数の割合ということで、右下に示しておりますが、平地農業地域に比較いたしまして中
山間地域の割合は低いという状況でございます。 
 13ページ目はＵターン就農者のみられた市町村ということで、全国では約半分の市町村におき
ましてＵターン就農者がみられたわけでございますが、山間農業地域におきましては約３割という
ことで、Ｕターン就農者がみられない市町村の方が過半を占めているという状況でございます。 
 また、こうした農業後継者の確保を図るための課題ということで、「農業所得の増大、確保」、そ
れから「労働条件の改善」、こういったことが課題として挙げられているわけでございますが、山間
農業地域では「配偶者問題の解決」ですとか「生活環境の整備など快適なむらづくり」、こういった
ものが多いということでございます。 
 14ページ目は「耕作放棄地の増加」の問題でございます。耕作放棄地も中山間地域におきまし
ては他地域と比べ、その率が高いという状況で、具体的には右上にグラフの形で示しております。
なお、この耕作放棄地については、基幹的農業従事者、主として農作業に従事する方々の高齢
者人口比率が高いほど耕作放棄地の発生が多いという傾向があるのではないかということを、右
下にグラフの形で示しております。 
15ページ目でございますが、傾斜水田においては、耕作放棄により土砂崩壊が発生する確率が
高まるということで、特に地すべり地帯等では、農地の維持保全が重要な課題ということでござい
ます。 
右下に、これは前々回も示しております農林水産省の研究調査報告ということで、耕作放棄率が
高くなれば、それだけ災害が発生する確率も増えていくという調査結果を示しております。 
16ページ目は農業集落の関係で、これは中山間地域の市町村にアンケート調査をした結果です
が、過去に消滅した集落、これは北陸、東北、関東等で多く、また、今後消滅すると予測されます
集落は、北陸、中四国等で多いという状況だということでございます。 
集落が消滅する理由としては、「人口減少による自治機能の低下」とか、「買い物が困難など日常
生活が不便」といったことが指摘されております。 
17ページ目でございますが、以上のような中山間地域の様々な困難な状況から中山間地域が果
たしております多面的な機能、この発揮に支障をきたす懸念があるのではないかということでござ
います。 
18ページ目からは「参考」ということで、「中山間地域の森林・林業の現状と問題点」ということで概
略を御紹介いたしております。 
まず「概況」でございますが、我が国の森林面積は約2,500万haで国土の約７割を占めているとい
うことで、先進国中でも高い森林率になっております。このうち４割に当たる約1,000万haが人工林
で、また、我が国森林の８割は中山間地域に位置しているということでございます。 
 それから、林家の林業所得は、平成７年度で１戸当たり平均63万２千円ということでございます。
19ページ目でございますが、先ほど申し上げましたように、森林面積の４割が人工林ということで
ございますが、その約７割は35年生以下の若い森林ということでございます。従いまして、間伐が
必要だということですけれども、材価が低迷したり、あるいは経費が増嵩したりということで間伐の
実施が停滞しているという状況でございまして、右下に示しておりますように大体５割程度の実施
状況だということでございます。 
 20ページ目は担い手の問題でございますけれども、林業収益性の悪化とか山村地域の過疎化・
高齢化の進行等から、林業就業者は年々減少してきているという状況で、右上のグラフにありま
すように、平成７年は９万人ということでございます。また、高齢化の割合ということで、65歳以上



の就業者の割合が18.9％を占めているということでございます。 
21ページ目は「不在村者所有森林の増加」ということでございますけれども、不在村者の所有する
森林が年々増加する傾向にあるということでございます。少々数字が古いですけれども、平成２年
で２割を超えているということで、森林の管理水準が低くなるなどの問題点が指摘されているとい
う状況でございます。 
 22ページ目からは中山間地域に対します現行施策の体系でございます。 
まず、農山村関連振興法による中山間地域対策ですけれども、山振法、過疎法、特定農山村法と
いった各種の地域振興法が制定されておりまして、各地域の立地条件に応じた営農条件の整備
とか、地域産業の振興、生活環境の整備、こういった施策が各面から講じられているということで
ございます。各法に基づく地域指定要件、あるいは目的、地域指定市町村の実態、あるいは支援
内容については、右の方に表の形で整理しております。 
23ページ目は「農業生産基盤と生活環境の整備」でございます。中山間地域において、農業生産
基盤と生活環境の整備を総合的に推進しているということで、具体的には、アにあります「山村振
興等農林漁業特別対策事業」でございますとか、あるいは、イの「中山間地域総合整備事業」、こ
ういった事業等によりまして各中山間地域の農業生産基盤と生活環境の整備を総合的に推進し
ているということでございます。 
ただ、左下にふれているように、中山間地域は、地形上の制約から生産基盤の大区画化には限
界があり、整備コストが平地に比べ割高になるということや、高齢化が進んだ中山間地域におい
ては、農家の基盤整備への投資意欲が低いという問題が指摘されております。 
24ページ目は「地域の特色を活かした農業振興への支援」ということでございます。具体的には、
アにありますような「中山間地域活性化推進事業」ということで、市町村に中山間地域活性化推進
資金を造成し、これに基づき、ソフト面での活動を地域の実情に応じてできるようにという手助けを
おこなっているというものでございます。 
また、個々の農業者に対しましては、イの「特定地域新部門導入資金」（無利子資金）でございま
すけれども、地域の特性を活かした新規作物等の導入を図ろうとする農業経営の後押しを行って
いるということでございます。具体的な状況ということでは、右の方に活用事例を紹介しておりま
す。 
25ページ目は「多様な農業の展開による地域の活性化」ということでございます。中山間地域は、
地理的条件等、不利な生産条件に置かれているということを続けて申し上げましたけれども、地域
によりましては逆に標高差とか冷涼な気象条件、豊富な水資源等を活用して特色ある作目の導
入に取り組んでいる事例があるということでございます。具体的な事例ということでは、例えば、福
島県の昭和村の「かすみ草」ですとか、長野県の生坂村で「巨峰ぶどう」ですとか、こういった取組
をしながらそれぞれ高い収益を上げている農家が出ているということでございます。 
26ページ目は「国土・環境保全対策の推進」でございます。中山間地域が有します国土・環境保
全機能の維持・増進を図るためということで、農地、土地改良施設等の保全対策が実施されてお
ります。 
まず、事例の１つ目は「中山間ふるさと・水と土保全対策事業」でございますけれども、具体的には
都道府県が基金を造成いたしまして、その運用益により、住民活動支援のための調査研究等を、
市町村の地方単独事業等と連携をとりながら実施するというものでございます。 
 それから、「中山間農地保全対策事業」でございますとか「中山間地域農地保全支援事業」、こう
いった事業を行いながら、農地保有合理化法人、市町村農業公社が行います農作業受委託活動
に対しまして所要の助成を行っているということでございます。 
 27ページ目は、市町村あるいは第３セクター等による農地の受け手への助成、作業受委託の促
進等、農地保全に向けた独自の取組が各地で行われているわけですけれども、こうした取組にお
ける主な問題点ということで、右下の方に紹介しておりますが、財政上の問題、あるいは受託体制
の整備の問題、ほ場条件が悪くて作業効率が悪い、こういった様々な問題が指摘されているとい
うことでございます。 
 28ページ目は、最近、いわゆる棚田について、棚田のオーナー制度等の取組が行われていると
いうことでございまして、こうした営農を通じて農地や水源・水利施設の適切な管理による国土や
景観の保全が図られているということで、具体的には高知県の檮原町の例ですとか、長野県の更
埴市の事例ということで右上の方に紹介しております。 
また、これとは別に、森林を保全するための地方公共団体による取組ということで、「上下流連携
のシステムづくり」が行われているということを下の方に紹介しております。具体的には神奈川県
が、水道料金への森林整備費の上乗せを行っているという事例や、長野県の根羽村が下流域の



安城市と分収育林契約を締結している事例を右下の方に紹介しております。 
29ページ目からが、外国の条件不利地域対策ということで、「ＥＵにおける条件不利地域対策」を
紹介しております。 
 まず、ＥＵの条件不利地域対策の導入の背景・経緯でございますけれども、一番上で触れており
ますように、1973年、英国がＥＣに加盟した際に、それまで自国で実施してきた丘陵地域農業に対
する助成の継続を主張したこと等を背景にいたしまして、ＥＣ全体におきまして1975年から導入さ
れているということでございます。 
具体的な制度の仕組みでございますが、２段目の段落にありますように、各国毎の基準により山
岳地域等の条件不利地域が指定されまして、３ha以上の農用地を保有し、かつ最低５年間は農
業に従事することを約束した農家に対し、家畜頭数あるいは農用地面積に応じた補償金が支給さ
れるということでございます。 
 下のほうにありますように現在の指定面積は、ＥＵの総農用地面積の約55％、また、受給農家
数は 111万戸で、ＥＵの総農家数の約15％となっております。また、支給の単価は大家畜１頭、あ
るいは農用地１ha当たりということで、最高 1.3万円まで支給されるという状況でございます。 
実施状況ということでその下にふれておりますが、１農家当たりの平均、これはＥＵ全体の平均で
すけれども、約17万円。そのために要しております予算、これはＥＵのみならず各国政府が出して
いるということで、総支給額約1,870億円になっているということでございます。 
この助成の概要につきましては、右上の方にＥＵと主要国ということで、若干のバラつきはござい
ますけれども、その状況について紹介しております。 
 なお、この下の「農村保全に対する農業者の役割」に対します世論調査の結果でございますけ
れども、ＥＣ全体におきましては「全くそのとおり」あるいは「ある程度役立っている」という返事が
77％ありますけれども、他方、西ドイツのように７割を切っている国があることや、「全く役立ってい
ない」「それほど役立ってはいない」という回答割合についてアンケート結果を示しております。 
 30ページ目は、ＥＵと我が国の条件不利地域に関する比較ということで付けております。ＥＵ全
体と我が国の単純な比較については種々の問題がありますけれども、まず、土地利用とか農業条
件、あるいは農村社会の実態等、様々な面で事情を異にしているのではないかということで、右の
方にいろいろな要素につきましてＥＵと日本の条件不利地域の比較を付けております。 
 31ページ目でございますが、直接所得補償について、我が国への導入を図るべきではないかと
いう御指摘もあるわけでございますが、このことに関する論点について、左の方に３点ほど付けて
おります。 
 まず一番目は、我が国は零細な農業経営が大半を占めているということで、脆弱な農業構造を
温存し、構造政策の推進を妨げるおそれがあるのではないかという点。二番目の個人助成という
ことになりますと、いわゆる「ばらまき」批判を受ける可能性があるのではないか、また、農業者の
経営感覚を喪失させるおそれがあるのではないかという点。それから三番目は、米国は従来の不
足払い制度を廃止した代償措置として導入しておりますし、ＥＵも農産物価格の大幅な削減、これ
は３年間で３割の引き下げですけれども、その見合いとして措置されたものであるということを踏ま
えながら検討を進める必要があるのではないかという点。こういう論点があるということでございま
す。 
 以上が本日用意いたしました資料の概略でございます。 

３．質 疑 

○部会長 ありがとうございました。たくさんの資料を短時間に御説明いただきましたので、皆さ
ん、この資料につきましても御質問があればしていただきながら、今日のテーマにつきまして御意
見をいただきたいと思います。 
○委員 私も中山間地域といわれるところで暮らしておりますが、この資料にもございますように、
全国土の約７割を占めるということで、本当に国土の骨格部分に値するのだと思います。耕地面
積とか、農家数とか、生産額なども４割を占めるという、本当にこの資料の説明のとおりでござい
ますが、我が国の農業というか、食料を生産する場として大きなウエイトを占めている地域だと思
います。その地域において高齢化と人口の減少が続いているということは、私達農業者をはじめ、
国民の皆様方それぞれが、食料難というか、そういう時が近づいているんだなということを、私達
農業者も、それから国民の一人一人も、それは危機感として、自給率が今以上に低下するという
ことにつながるわけですから、食料難の時代が訪れるかもしれないという危険性を想定しなけれ
ばならないのかなと思います。 



 中山間地域の農業のあり方なんですが、今現在、私は、果樹栽培をやっておりますが、今年は
春先から随分早く気温が上がりまして、その結果、果物はとってもおいしかったんですが、出荷の
最盛期には全国の産地が競合してしまいまして、価格の暴落で今年は本当に大変な年なんで
す。 
 そういうことを考えますと、農家というのは年間の中でも限られた期間しか働いていないわけな
んです。そういう点を踏まえて考えてみますと、これからの農業は、私が思うには、多角経営で行く
必要があるのではないかと思うんです。 
 １つの例としまして、この資料にありましたように、農業後継者確保の一番手っとり早い方法は所
得の確保だとあります。そのとおりだと思うのですが、我が家でも息子が農協に勤めていたんです
が、果樹栽培は年間を通して４月から８月までが集中的に多忙で、バラのハウス栽培は、年間を
通して収入が得られるということで、多角経営というところまでは行っていませんが、今そのように
変換をしつつあるんですが、今年はそのようなわけで、果物の値段がとても暴落したので、今年は
収入がある息子達に食べさせてもらおうと。多角経営のメリットというか、息子達に少し今年は食
べさせてもらわなければならないかなと思うんです。 
 そういうことを考えますと、話は飛びますが、今、私どもの地域でも農協の合併が進んでおりまし
て、金融面はそれはいいかもしれませんが、私たち農業者にしますと、農協の営農指導なり様々
な指導について、県内でも早々に農協が合併した地域の皆さんの話を聞きますと、農家の人たち
のメリットはほとんど無いというのが皆さんの意見です。そして、その代償というか、農協がそのよ
うになってしまう傾向にあるので、これからは普及センターの役割が本当に大きいのだろうと私は
思うのです。多角経営する場合も、作物の導入等についていろいろ検討したり相談をするのに、こ
れから普及センターの役割は今以上に大きくなるんだろうなあと、私たち農家が相談に行って、す
ぐに相談に乗っていただけるという窓口が、農協よりも普及センターに変わりつつあるということが
現状です。 
 先ほどの資料の中にもありましたように、農業後継者の確保のために「労働条件の改善」とあり
ますが、今、農水省の方でも謳っておられます家族経営協定をもっともっと幅広く進めていけば、
家族の中の役割分担が明確になってとてもいいことではないかなと思うんです。我が家の場合も
若夫婦と私ども夫婦で農業をしておりますので、その家族経営協定のおかげで、若夫婦の方の作
物栽培の手助けはしますが、経営面への口出しは、相談をかけられたときだけしかしないというこ
とで、若夫婦というか、若い人たちも、そのような取り決めがもっと幅広く、深く進められていけば、
後継者にとってもやり甲斐のある農業になるんじゃないかと思うわけです。 
 簡単ですが、終わります。 
○部会長 ありがとうございました。大変貴重な御意見をちょうだいいたしました。他の委員の方、
どうぞ。 
○専門委員 農協合併の話が出ましたので、少し申し上げたいと思います。 
 産業革命によって非常に大きな機構の改革があったのと同じように、今、少し機械が導入されて
非常に生産が明るくなるのと同時に、農家の数がどんどん減ってきて、旧来のような農協の運営
というか、形態そのものが維持できなくなった。そうすることによって、組織なり事業を３段階にして
おくと非常に農家の足手まといになって、手数料だけが多くて農家のためにならない組織ではな
いのかと、こういうような批判などもいただきまして、そのようなことから、今、事業のあり方や組織
のあり方を、単協と中央の全国連と直接利用できるような組織の事業のあり方に変えようと、こう
いうようなことで今、取り組んでいるところであります。 
 私の所も昭和50年に、１市町村、１農協ということで一回合併しまして、今回、広域合併というこ
とで平成６年に１市４町の農協を合併しました。御指摘のように組合員の中からはサービスの低
下の問題が言われております。しかしながら、あらゆる生活購買事業、あるいは金融事業、そうい
ったものが自由競争の中にあって、昔と違って利益を得ることが非常に難しくなってきたと。そんな
ことから、昔は金融をやっておれば相当な収益があって、それで営農指導も十分賄えたと、このよ
うな時代もあったわけですが、今はなかなかそういうふうにはいかない。各部門で採算がとれるよ
うな、そんな仕組みを創っていかなかければいけない、こういうことで非常に苦労してやっておりま
す。 
 私の所は、いろいろ営農指導には力を入れながら、現在、県庁職員を辞められた方も応援しな
がら、60名に近い営農指導普及員の資格を持った人たちを養成しながらやっています。しかしな
がら、農家の皆さんから言わせれば、資格を持っているから十分指導できるというような態勢でな
い。今は、農家の方が非常に専門的な技術が進んでおりまして、むしろ指導員の方が習いながら
あちらこちら農家を指導して歩かなければならないという形になっています。しかしながら、少しで



も手助けをしたい、一人でも多く育てようということで、今現在、50数名の営農指導普及員の資格
を持った人を配置しながらそれぞれの任務に当たらせている。これが実態であります。 
今後も非常に大変なことが予想されますが、まずは農家が農協から離れないような事業の展開を
していかなければならないだろうなと。そしてまた、過去においても非常に社会のために農協は役
立ってきたんだろうと。これからもその力は必要なんだろうと。農協不要論などをいう人も中にはい
るようですが、私はやはり農協が基本になって地方のいろいろな農業振興の取組をやっていかな
いと、今後ともだめだろうと。今からどのような取組をしていけばいいのか、その辺を勉強しなが
ら、時代に合った農協運動に振り替えてやっていかなければならないのだろうなと。そちらの方の
面だけについてまず申し上げておきたいと思います。 
○部会長 農協の組織論も含む中山間の問題についてお話しいただきました。 
○専門委員 随分大変な資料をわりあいに分かりやすくおまとめいただいたと思っております。冒
頭にありますように、今もお話がありましたが、中山間地域の占める役割、国土全体の７割を占め
るという、このことがやはり日本の将来の根幹に関わることでなかろうかと、中山間地域だからどう
でもいいということになると、日本の国がおかしくなる可能性があるのではなかろうかということを
まず思います。 
 今までの御議論の中で、農村あるいは中山間は、都会の真似をするなと、そういうお話がよく出
ました。簡単に申し上げると、農村は贅沢を言うなと、そんな気持ちもあるでしょう。しかし、農村や
中山間地域の皆さんが都会のような暮らしをしたり、あるいはそういうむらづくり、地域づくりを考え
ているということではありません。これは全く誤解ではなかろうかと思います。ただ、今でも、子供
が自転車で学校に通うのに30分もかかる。山越えをして学校に通っている、あるいは職場に通勤
している、そういう実情からすると、やはりどんな中山間地域でも生産基盤の整備率、これは即生
活環境の整備率とイコールだと私は思うんですが、そこからいくと、山の中の道路でも生活するた
めに必要な道路はやはり舗装して、そういう応援というのは、これは従来の構造改善事業になる
のでしょうが、一番遅れているのはこういう地域でありますから、そういう点では生産基盤は、即生
活環境という意味で、支援をするような形をぜひこれからも続けていただきたいし、やって行く必要
があるのではなかろうかと思います。 
 生活環境整備では集落排水など、むしろ建設省の下水道よりきめ細かに実施していただいて、
最近、大変良くなってきておりますが、この中山間地域の下水問題、都会の真似をするなとまた言
われるでしょうが、都会の子供や孫が遊びに来ると「帰ります」と言うそうです。何で帰るのかと聞く
と、トイレへ行きたくないと言う。そういう笑えぬお話があるわけですが、それを救うために、それな
らば今の集落排水の仕組みでカバーできるということになると、これはもったいないことだと思うん
です。ですから、もう少しやり方を変えまして、厚生省が進めている一戸単位の合併浄化槽、これ
を複数戸で設置できるような、そして応援していけるような仕組みにぜひ変えていただきたいし、
奨励していただきたい。中山間地域のこれからの生活環境の一番大きな部分は、道路整備と、ど
うやって汚水処理をするかというところにあるだろうと思いますし、また、ある意味では、地球全体
を守るという意味でもぜひ新たな、まあ少しは試験的にやっていただいておりますが、もっともっと
中山間地域ではそういう方法に取り組んでいただければありがたいと思います。また、やはり就業
の機会を増やすということは、特に農業そのものが活力を持つということが第一義でありますが、
第二にはやはり他産業で働けるような、そういう状況の応援というものはぜひ必要であろうと思い
ます。 
 たまたま今日は林業のことが出てきております。昔の中山間地域の農業というのは、田植えをし
て、そして一段落したら間伐したり、木を伐採して皮を剥いで、そして冬場まで寝かせておいて、軽
くして出材をすると、大まかにいうと、そういう林業と農業との組み合わせが有効な生活手段であ
ったし、所得の拡大につながっていた。最近はそれがうまくいかないし、特に間伐などは、ほとんど
お金にならない。手入れだけである。ですから、相当応援しないと山はもたないのではないか。中
山間地域は林業と農業を一体にセットできるような、そういう仕組みがこれから大変大事なのでは
なかろうかと思います。 
 今、農協の合併の話がありましたが、私も、もう少し農協さん、頑張ってくださいよと、こう申し上
げたい。森林組合の合併は、うまくいっていると思います。森林組合が合併して良かったということ
は、従来なかったことです。農協は事務職は随分雇っているんですが、現場の作業班を合併して
抱えたら、高校卒業から四、五年の連中、若い連中を五、六名引っ張ってきて、言わば林業での
給料取りなわけですが、これが国有林ではみごとに失敗しているんですから、そのまま礼賛してい
いのかどうかとなると、将来どうなることか。若いうちは一生懸命なんですが、だんだん欲が出てく
ると身分保障とか何とか大変難しい。身分保障はある程度したと思うんですが、まだまだ難しい問



題が出てくるだろうと思いますが、しかし、林業と農業とをドッキングさせた有効な手立てというの
は、日本の国土を保全するためにもぜひ必要なことであろうし、これから中山間で生きる道は、や
はり自然環境を都会の皆さんに、交流をしながらどう提供していくかということになるだろうと思うと
一層そのように感じますが、ひとまず終わります。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 私の地域は平場地域でありますけれども、先般申し上げましたように、広域的には一部
事務組合で山間地を抱え込んでいるわけであります。今までにも、話がありましたように、国民の
共有財産であり、あるいは水資源なり、かん養という面では、中山間地域は、非常に重要な位置
を占めている。そこに人が住んでいないということになれば、その地域が荒廃の一途をたどる。そ
して現在、高齢化率が非常に高くなっていて、私の地域の中でも高齢化率32％の地域もあるわけ
ですが、そういう地域は地域なりに今、例えば、定住化策の一環としてスキー場をつくってみたり、
あるいは洋ランをハウスでやったり、あるいは村営の住宅をつくったりしています。そしてもう一
つ、伝承される文化の面でもありますが、昔古来の紬、そういうものを営んでいるわけであります。
たまたま一昨日からＯＥＣＤの理事会が石川県でもたれまして、私も初日だけはちょっと出ました
が、昨日は、石川県でシンポジウムがあったわけであります。その中で、和紙すきの見学コースが
あったのですが、そこで言われたのは、和紙の基本的な原料は、まず木である。そして水である。
木と水によって日本の和紙が作られている。そういうところに一つの大きな文化なり、今日発展す
る製紙といいますか、いろいろなものが生産される基本というものがあることを忘れてはならない
のではないかということが皆さんから言われていたわけであります。 
 特に今日、新聞を持ってまいりましたけれども、その中に文化や自然、景観などのアメニティとい
うことでありましたが、石川県でも、この資料にもありましたが、棚田の問題があるわけです。輪島
の千枚田というのがあるわけです。この棚田の保存についてはコミュニティによる協力が必要だと
指摘をされておりまして、石川県では千枚田の景観は公共の財産であり、一旦失われればもとに
戻らないということで県も基金を創設して、この保全に取り組む条例を制定しているわけです。 
 そういう中でＯＥＣＤ側からは、千枚田のシステムは、農村アメニティを市場化する上で重要な役
割を果たしているという評価があったようであります。ギリシアの女性の方からは、伝統工芸の保
存と商品化を通じて地域の活性化を図っている事例を発表された。またフランスでは財産目録を
つくって住民の意識を高めているということも言われました。またルクセンブルクの方からは、農民
の会員組織による農村観光推進事業というようにいろいろ提言があったようであります。 
 輪島の千枚田は現在、１割しか機能しておりません。皆さんも観光で御存知だと思うんですが、
そこでは今度労働組合、連合の皆さんがボランティアで奉仕活動をやってくれているわけです。ど
ういうふうにやっているかといいますと、連合の皆さんが粗起こしから稲刈りまで一貫体制で奉仕
活動をやっている。そして家族の皆さんもそこへ、その時期に応じて応援に行くというようなこと
で、いわゆる生産者と消費者、そして労働組合の皆さんが真剣に一次産業の実態と景観保全、あ
るいは農村の重要な分野、そして体験農業をやるというような気風をつくり上げているわけであり
ます。私はこれは非常に価値の高いものだと思います。 
 現状では大体 900枚の田んぼがあります。その中での約１割しか現在耕作をされていませんけ
れども、これらがもっと都市と農村との交流、あるいは団体なり、あるいは教育施設との提携によ
って、こういう地域は、特殊な地域ですから、保全をして、それを守っていかなければ地すべりが
起きて大変なことになるわけであります。 
 こういったようなことを御紹介申し上げておきたいと思っております。 
 もう一つ、石川県は細長く、我々の加賀地方は、白山を源とする手取川の平坦な扇状地で、手
取川の水域は約１万2,000haの潅漑をしているわけであります。しかし、その中で今、私どもは、排
水対策協議会というもので、水利組合と行政が折半をしながら今後の河川維持を計画しておりま
す。私も帰ってからその総会をまたやりますけれども、これは今までなら循環機能で、水田の機能
でほとんどこれが抑制されてきましたけれども、今、宅地化してきたり、工場用地になってまいりま
すと、鉄砲水が出て、梅雨時になると一雨で市街地が氾濫する、こういう問題があって排水対策を
整備しなければならないというのが喫緊の課題であります。 
 それからもう１点は、石川県能登半島というのは非常に水利の不便なところなんです。ですから
石川県は手取のダムをつくったわけです。そしてダムからパイプラインで能登半島まで水を送っ
て、能登の生活用水、工業用水として利用しています。能登島まで約180キロぐらい整備したんで
す。これについてはその当時、水利権を買ったわけでありますから、金額はちょっと省略しますけ
れども、相当な金が水利組合に入って、水利組合はそれによって今、水利の維持をしているわけ
です。ですから今、言いました排水対策事業については組合員の賦課金、行政の負担金でどんど



ん運営していきますと水利組合の経常賦課金はあまりないわけです。そうしますと、そういったよう
な一時的な基金をどんどん崩しながら、河川と潅漑を守ってきている、こういうことであります。 
 聞くところによりますと、神奈川県では水道料金に森林整備費を上乗せするということで、一家
庭当たりの負担措置があるように伺っておりますけれども、もしそういうことがどういう程度になっ
ているか、おわかりでしたらまたお知らせをいただきたいと思っております。 
 そういう中で何としてもやはりこの中山間地域、日本の国土面積の７割といわれますが、こういう
ところに全国のわずか14％しか住んでいないわけですし、高齢化も進んでおりますので、何とか人
が定住する施策をやっていかなければならない。そうなりますと、やはり所得といいますか、何ら
かの支援策を講じなければならない。これはやはり国民の財産であると同時に、そういうことにな
れば、国民が負担するのも当然の義務であろうと、こういうふうに思っているわけであります。 
私どもの平場では、今、企業誘致なりいろんな立地がありますが、そういう場合には、農地提供者
には譲渡所得の免除なり、あるいは企業側にすれば資産の買い換え、あるいは償却の減免とい
うような特例があるんですが、さっき言いましたように、中山間地域へ移住したりということになれ
ば、そのことに対して税制上の援助、支援というものがあってもいいのではないかと、こんなことを
思って、国民の皆様に御理解いただいて、国民の財産として守っていきたいものだと、こう思って
おります。 
○部会長 ありがとうございました。大変多角的な御意見を具体的な形でいただきました。 
○専門委員 今日の御説明をいただいて、「中山間地域の位置づけと中山間地域農業のあり方
について」を見る限りですと、やはり中山間地域という特別な地域があって、それに対しては何ら
かのことをしなければいけないのかなという印象にとらわれるわけですけれども、しかし、その話
の前提として、今のＷＴＯ体制の中での、グローバルスタンダードの中で、日本の農業をどう位置
づけるか、日本の農村をどう位置づけるかという話が厳然としてあろうかというように思うんです。
そういった経済法則が浸透する中で日本の農村をどう考え、しかも、この中山間地域というものを
どう考えるかという話の順序でないと、中山間地域、大変そうだから何とかしなければいけないな
という話だけが先行してしまうきらいがありはしないかという危惧の念を感じるのが一つでありま
す。 
 とは言え、確かに今日の御説明にもありましたように、経済法則だけでは割り切れない。そこか
らドロップアウトしたといいますか、問題があるということも事実だろうと思うんです。今日の御説明
の中で２点、農業所得が低いとか、生産性に格差があるといった競争条件を保ち得ない地域があ
るということと、それからもう一つは、土砂災害の危険があるなどして、国土保全上、中山間地域
は非常に重要な機能を持っているという、その２点に関して中山間地の特殊性というようなことを
認識しなければいけないのであろうというように私自身も思います。 
 ただし、そういった中山間地域の位置づけが、ここにその地域として、町村の54％、総面積の
68％というような形で出てますが、中間地域と山間地域と一緒にしたからそういうことになっている
のでしょうが、全体を対象とした中山間地政策をしなければいけないものなのか、あるいは何か特
殊な問題がある、もっと大変なところがあって、そういった限定をして問題を立てなければいけない
のかというようなことをもう少し議論をしておく必要があるのではないだろうか。つまり、中山間地
域といっても、例えば中核都市とのアクセス条件が非常に良いという所もあるわけですし、そうい
った所と、本当に過疎が進行して集落が崩壊しつつあるような所とはまるっきり問題が違うと思う
んです。 
 それが中山間地の位置づけに関わる問題点だとしますと、中山間地域農業のあり方といいます
と、これは各委員から出ておりますように、多角経営だとか、いろんな仕組みをつくってやっていく
ことだろうと思うんですが、いわゆる農村政策の中で、前回ですが、３つぐらいの重要だというもの
を出したと思うんですが、１つは担い手をつくること。それから都市並みの条件整備をすること。３
番目に農村らしさというようなものを強調していくことという３つぐらいの中で、「農村らしさ」というも
のに基づいた農業振興というようなものが、この中山間地農業の１つのポイントではないだろうか
と。そのためには、例えばいかに高付加価値農業をするかとか、あるいは上下流の連携というよう
な問題も今日発言がありましたが、知恵を働かせた様々な行動をす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、そうなってきますと、重要になってくるのは自治体の機能だと思います。
自治体が中山間地域農業に対してどのように支援し得るのか。自治体間の競争や、あるいは知
恵比べということが多分出てくるのだろうと思いますし、その自治体に対する支援というようなもの
が果してできるのかできないのかというようなことがあろうかと思うんです。 
 農業政策としては、将来意外と一番重要になってくるのは、この中山間地政策ではないだろうか
というくらい私は重要な問題だろうと思っていて、例えば、ちょっと下世話な話になりますが、いろ



んな旅行代理店が出しているような各国の旅行パンフレットなど、例えばイギリスですと、一番最
初にロンドンが出てくるのではなく、「農村を歩こう」という広告などが出てくるわけです。それはイ
ギリスの農漁業食料省が長年かけた政策の一つの表れだろうというように思うんです。イギリスは
今度はウェールズが地方分権をしたりして、地方自治体というものの役割を非常に重要視してい
るように動いているそうでありますが、私にもよくわかりませんが、自治体の機能をどのように重視
していくかということが、この中山間地政策の中では重要になってくるのではないだろうかというよ
うな気がしております。 
 とりあえずそこまでにしておきます。 
○部会長 ありがとうございました。ほかの委員の方。 
○委員 どうも消費者としては大変難しい問題ですが、私どもは食料の問題を考えますときに大
変重要な曲がり角に来てるというように認識するのですが、今、市場を見ますと、先程も、今年は
果物が豊作ですし、お米も豊作のようですし、何でも余ってまして、今、消費者にとっては大変暮ら
しいいというか、安くておいしいものが手に入る秋がきているわけですけれども、やはり長い目で
みますと、担い手がいないこととか、海外との競争力がないという、日本の農業は大変お金のか
かる農業ということは、地形からくるものもありますし、ほかの問題もありますが、今現在の立場で
は、世界市場では大変勝ち目のない農業であるということで、海外からの攻勢が強いと輸入品が
どんどん増えてきて、私たちが自給率を上げようと望んでいても、何となく、一般の人にそのような
事情がわからないと、安くて見栄えの美しいものに手が出てしまうということが、一般の消費者の
実態だと思うんです。 
 今度も、10月に消費者大会というのがあるんですけれども、そこでやはり自給率を上げるのは結
局私たちの食べ方にかかっているんだから、食べるものを選択するときに、自給率を上げたいの
だったら国産品を食べるように行動を進めようということで、少し押していきたいなというように考え
ているのですけれども、一般の方たちには余り深刻な実態が見えてないというところがあると思う
のです。 
それで私は今、大変難しい問題で、中山間地域というのは確かに私どもが憩いの場として求める
時に残しておいてほしい日本の本当のよさの残っている場ですし、ただ、一口に「中山間地域」と
言いましてもいろいろあると思うんですね。ですから、これはやはり今おっしゃられたように、地方
自治体が一番きめ細かく、その地域に何をすればいいかということをおつかみになっているんでし
ょうから、やはり地域で活性化していくような状態をとりやすいような政策をとるという、この後ろの
方にいろいろな補助政策があるんですけれども、やはり地方が自分のところを活性化するのに動
きやすいような補助があるということが大事だと思います。 
そして補助金の問題なんですが、農業の補助金というのは一般の国民からみますと、使われ方が
今まで見えていなかったものですから大変問題になっているわけで、私は、食の問題というのは
人の命の原点ですので、国の予算は、台所を預かっている主婦のお金からいいますと余りにも大
きいので読めないのですけれども、でも、予算からいいまして、農業予算にたくさん取るということ
は私は反対ではないのです。農業に予算をかけていいと思うのです。ただ、今まで余りに使われ
方が不透明で見えないものですから、そんなことまでやってもまだ国際競争にも勝てないし、いろ
んな意味で「何やってるんだ」ということが国民の中にもあったと思いますが、こういうことに使っ
て、こういう効果が上がったという結果まではっきりわかれば、国民のコンセンサスは得られると思
います。 
 それと、この資料を拝見しました中で、中山間地域で約４割の農産物を今、生産しているというこ
とは、私どもが自給率を上げたいという意味ではこの４割は大変なものなので、やはり農業地帯と
しても保全していただきたいのですが、でも、全ての所へ、幾ら膨大なお金をかけても無駄と言っ
たら申し訳ないけれど、効果のないかけ方をして全部を守らなければならないかというと、現在
の、国の予算とか、国のお金の問題を考えますと、それは大変無理な話だと思います。お米がこ
れだけ余ってるのにどうしてもお米が作りたい、人によっては、何しろ減反は絶対いけないんだと
言ってる方が消費者の中にもいるのですね。ですけれども減反はいけないと、では、作ったものの
余ってしまった物はどうするんだというと、食べる方は減っていて、食べられない物を作ったって売
れないということはわかってるわけですので、やはり消費者が欲しい物を作らなければ意味がな
いので、その点はみんなで膝を交えて真剣に考えていかなければならない問題なのではないかと
思います。 
 ですから、あまり今消費者の口に合わなくなったお米は、作ってもまずいというか、売れないとい
うようなところを、いつまでも保護するために作らせて国で買っても、それは飼料にしかならないと
いう形で回転していくのだと思いますし、それから経済の発展の段階で、石炭産業などはやはり衰



退したという例があるわけですけれども、ですから、今どうしても全部残さなければならないかどう
かというのは私も大変疑問に思ってます。 
 これは、専門家の先生方によく計算していただかなければわからないと思いますが、農業が自
然を守るというのは、水の保全とかそういうことは大事ですけれども、結局、人間が本当に数多く
生きているというだけで環境というものは汚染されるわけですので、だから環境の保全といいます
と、本当は何にもしない自然の山があって、その木の実を食べていた昔は、全く環境は素晴らしか
ったのだろうと思いますけれども、そういうことはあり得ないので、少しずつ改革したりいろいろして
今ここに至ってるわけですが、先程どなたかおっしゃられましたように、山林と農地とが一体となっ
て農閑期に炭焼きをしたりとかいろいろなことで生計が成り立っていた、そういうのんびりとした生
活が営めなくなったのは、やはり世の中が経済効率一辺倒で進んで、私どもの食器も木製からプ
ラスチック、自然物から全部そういう石油化学製品に変わっていった、そのときやはり生き残れな
かったものがたくさんあると思うのですが、今、少しずつ皆さんの意識が変わってきているのは、こ
の資料でも拝見しますと、農村の持つ役割についての意識が17ページにございますけれども、も
ちろん食料生産の場としての役割も大事ですけれども、少しずつ違うところにもウエイトがかかり
つつあります。だから、みんながそういうことを考え始めている時ですので、やはり伐採をした木、
それは外国の木材に比べると高くつく物かもしれませんけれども、それでもそれを工芸品か何か
にして作れば、何か新しい使い道が出てくるのではないかとか、つまらない発想ですけど。 
それから大学で造形とか美術などを好むような人も増えていますけれども、そういう方たちが、陶
芸なども、ああいうものは合った土のある山でないとできないことですね。それから染色とか、いろ
んなところに興味を持っている学生たちも増えてますのと、それから高齢者の方たちで、収入だけ
を目的とするのではなくて、そのプラスアルファのところで何かやりたいという方たちも出てくると思
うんですね。だから、そういうところでもって老若まじえて協力しながら何かできる方策がないかな
というふうに考えますが。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 私も皆さんのお話を聞いていて、中山間地域というのは、私自身も中山間地域に近いとこ
ろの出身ですので非常に親近感を持っているのですけれども、難しいなと思うのは、私が小さいと
きは多かった人口がどんどん減りましたらバス路線が廃止され、そして若い人が自家用車を持つ
ようになると、市の向こうに行っていたトラックのお店というんですか、行商みたいなものも廃止さ
れ、やはり高齢者が取り残されていって、その人たちが暮らせなくなってやはり町に出てくるという
状況です。そうすると、その人たちが耕していた土地は放棄されて荒れていく、そういうところを見
てきていますので、非常に難しい問題がたくさんあるなというのは本当に理解しているんですね。 
 さっきお話にも出たように、中山間地域といっても、資料にもあるように本当に多様だと思うので
す。中核都市まで30分、１時間で出られるところの対策と、そうではない、今申し上げたように山の
奥で暮らして、だんだんと人口が少なくなっていくにつれて生活するのがかつてよりも難しくなっ
て、どうしても町へ出て行かざるを得ない人たちが出てしまう非常に山奥の中山間地域と、それは
やはり十把一からげになかなか論じられないところがあるのではなかろうかと思います。対策を立
てるにしても、このあたりまでは何とかなるけれども、もうここはどうしようもないといったところも出
てくるのかもしれないなという感じで、すべてに同じ対策を、中山間地域ということだけで行うという
のは難しいのかもしれないなという感じを持っております。 
 中山間地域ということで考えますと、皆さんがおっしゃったように非常に多様で、そこに住んでい
る方々も文化も多様であるとすれば、そこの土地に合った対策を、その地域の自治体などが主導
権を持って立てられるというような、フリーハンドをもっと地元に与えるような政策を押し進めていく
必要があるのではないかなと私も思います。 
 この資料の中では、最後の方にいろいろな具体的な施策を書いてらっしゃるのですけれども、一
つ、非常に明るいというか、心強いのは、地元で知恵を出せば、これはすべてに通じる施策でない
ことは承知しておりますけれども、いろいろ出てきているのではないかということです。そこで何と
かうまく回っている自治体も、あるいは地域もあるということは、知恵を出せば、さっき言ったように
どうしても無理なところはもちろん出てくると思うのですけれども、中山間地域の不利な点を逆手に
とったりということで、そこの活性策が、地元で知恵を出してもらえば出てくる可能性もあると。だか
ら、あまり上から画一的に「中山間地域対策」のようなものを押しつけるのではなくて、地元にかな
りの裁量と知恵の出せる部分を残した対策を考えていかなければいけないのではないかなという
ことが一つでございます。 
 あとこれもさっき皆さんがおっしゃったのですけれども、中山間地対策というのは林業の対策とや
はりリンクさせて考えなければ、農業だけではなかなか完結しない問題をたくさん含んでいるので



はないかなと思います。林業をどう守っていくかということは、今、都市の住民にとっても環境とい
う面からいうと非常に関心の高くなっている分野ですので、そこをアピールして、どういう形態にな
るかわからないですけれども、法人というか、ある個人だけで林業を守っていくのが無理であれ
ば、何か農業法人みたいなもので林業法人とか、あるいはボランティアをさっきおっしゃったように
入れるとか、いろいろな方法があるのだと思うのですけれども、そうして中山間地域の農業と林業
をうまくミックスしながらやっていくというのも一つの方法かなと思います。 
 もう一つは、やはりお金を使う場合に、これまでなかなかガラス張りに、つまり、情報公開ができ
ていなかったと思うのですね。ですから、農業予算に対してばらまきであるという批判が非常に多
いのは、それをどういうふうにきちっと使って、どう役に立っているんだということが我々に伝わって
こないからだと思います。そして特にハード事業が多かったと思うのです。そうすると土木とか公共
工事という名前で中間にたくさん儲ける人がいるんのではないかとか、本当に必要があってやって
いるのかしらとか、そういう疑問が生じる余地が非常に大きかったと思うのですね。だから、もちろ
ん下水をきちっとするのは、田舎に帰るとうちの息子なんかも、おばあちゃん家のトイレに行くのは
怖いというようなことを言っておりましたし、そういう生活していく上で必要なところに工事が必要な
のはもちろんわかるんですけれども、その辺できちんと、どういう理由でこのお金が使われている
のかということと、公共工事もきちんと入札するなり何なり、それはわからないのですけれども、適
正価格で行われていることを我々にアピールしていただくといいと思います。 
 あと中山間地域においては、規模拡大という方向はもう無理だと思うのです。平場のように大き
な農家を育成して云々ということは無理だと思いますので、まあ所得補償という方法も、もちろん
何か考える手立てがあるならば、一つの選択肢としては私も必要かなというように思っておりま
す。 
○部会長 ありがとうございました。はい、どうぞ。 
○委員 今の御意見と同じことなんですけれども、13ページに「農業後継者確保のための課題」と
いうのが出ていますね。これは数字の取り方もいろいろあるでしょうから一概に言えないでしょうけ
れども、農業所得の増大確保という点について山間農業地域の方は、数字の上から見ますと、他
と比べてそれほど要望を出しておられない。結局他のことを望んでおられるわけですよね。ですか
ら、そういうところの意識調査も、山間地域の方が何を望んでいらっしゃるかというようなこともよく
調べてみれば、何かばらまきに、どこも同じに取り上げるということではなく、もう少しきめ細かく考
えていったらいいんじゃないか。まあ配偶者不足の問題というのは、これは大変難しい問題ですけ
れども。 
 あと、今話のあった下水の問題なのですが、どこも同じ大きさというか、規格の大きい上下水道
を設置する必要はなくて、変なお話になりますが、都会でも一時期、一番最初はコップ一杯分の水
を流す、コップ一杯分流すだけで、自分のところは浄化槽的に見えてて、実際はためているという
簡易水洗があったのですけれど、そういった形の、もし本当に点々と設置されるのだったら、そう
いう形をとってもいいのではと思うんです。お金さえ注ぎ込めば何かいいものができるというので
はなくて、知恵を出せば、その土地、そこの住民にあったやり方というのがあると思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 今のお話を引き継ぐような恰好になるんですが、目的をはっきりさせて、これは必要
なんだよということであるとするならば、単なる事業予算だけではなくて、まあ不利を是正するとい
う意味から直接補償のことも、日本の農業では考えてもいいんじゃないかというように私自身は思
っているんですが、ただし、その場合は、ただここにいることが国土保全になるから直接補償が必
要であるというのではなくて、何かすると、これは環境保全のためにこういったことをしたとか、地
域維持のためにこういった行為をしたとか、さらには新しい基盤整備でも、今、基盤整備をやるか
らには、中山間地の基盤整備ですら「生産性を向上させるため」とか、そういう文言がつくけど、逆
に生産を刺激しないような安全な農産物をつくるための新しい農法を形成するような予算ですと
か、コンセプトを中山間地ならではのものに変えて、そういったものに対してはお金を出してもいい
というような対策が考えられるのではないかと思います。そういう限りでは、個々に努力しているよ
うな人たちに対しては直接補償も考えれば、これはもう明確になります。こういう予算、こういうこと
で出していますよということが明確になりますから、ばらまきと言われないで済むのではないのだ
ろうかなというように思うのです。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 中山間地の問題は、森林もありますし、私の仕事の分野でもございますのでちょっと説明
をさせていただきたいと思います。 
 まず、日本列島というのはどのように考えたらいいのかということですが、森林といいますと、今



ですと森林の悪口を誰も言わない。森林は大義名分で誰も悪口を言わない。ですけれども、それ
では森林は誰が守るのかと。私はいつも申し上げるんですが、林業の大事さを考えれば考えるほ
ど、最終的には農業の大事さに行き着いてしまうので、日本の山は米が守ったと、こう言い続けて
まいりました。そこまで言いますといろいろ議論が出てくる。ですが、森林の悪口だけはどなたもお
っしゃらない。 
 そこで、まず森林の話からさせていただきますと、日本列島というのは、今、原生林なんていう言
葉もありますけれども、もうほとんど例外なく手をかけて、とにかく太古の昔から手をかけ手をか
け、やっと今日まで維持してきた、これが日本列島でございまして、そういう意味ではヨーロッパの
諸国とは全然違う。手をかけてなければ今日の姿になっていなかったわけです。 
 ですから、逆にいえば今は手抜き列島であると言えます。これは農地もそうですが、森林につい
ては、今、林政審議会で一生懸命やってます。どうやったら守れるか、もう手がないんです。はっき
り言いますと、国が何かきちんと補償というか、バックアップする以外にないんです。そのくらい手
をかけてやってきたのが手抜き列島になっている。 
 じゃヨーロッパや他の大陸とどこが違うかといいますと、幾つか特徴があるのですが、日本列島
はまず第一に地形が急峻で、猛烈に急峻で、しかも雨の降り方が、雨量が多いだけではなくて全
然違うんです。梅雨と秋の台風時に１年分の雨のほとんどがまとまって降る。つまり急峻なところ
で集中豪雨である。しかも、その急峻な岩石、山々、火山性ですから、集中豪雨でいっぺんに山も
ろとも崩していく。つまり土壌の流亡が激しい。エロージョンというと今、環境問題で、一番皆さんが
目の色を変える問題ですけれども、日本は、まさに土壌の流亡が激しい国である。同じように地の
底も動いてます。一緒の理由ですが、火山国、地震国ですから。そういう一雨降ればボロボロと崩
れるという、そういうところへ日本人は、そこへ手をかけながら住み着いてきた。今日まで１万年も
の間、緑を絶やさないで、土壌をつぶさないで文明を発達させてきた文明国なんて世界にないわ
けで、日本は世界の奇跡だと私は言っていますが、そのために、手をかけ、手をかけてきた。自然
保護の大先輩といいますと、普通、環境問題の専門家は、私どもも含めてヨーロッパが先進地だ
とつい思いがちなのですが、とんでもない思い違いで、世界最古の自然保護法というか、砂防法と
言ってもいいし、保安林法と言ってもいいんですが、そういう法律は日本が最初でして、大和朝廷
が成立して間もなく、もう律令制度が始まった時代には既に中央官庁が国家的規模の法律を敷い
ている。世界最古の自然保護法を持っているのは日本です。 
 したがって治山砂防という森づくりの最初の仕事、御承知だと思いますが、治山事業とか砂防事
業とかいいまして森林づくりの最初の仕事ですが、その「砂防」という言葉は今では国際用語でご
ざいます。そのように手をかけてきたのだということです。それでは、何のために手をかけてきたか
といえば、やはり水害で田んぼが流されないようにすること。それから水を確保すること。川の水
が減らないように、農業のためにです。要するに治山治水のために木を植え、山を守ってきた、そ
ういう伝統を今日までやってきた。 
 しかも、日本の場合、つい最近まで、平野なんてないわけですから、江戸時代までは平野部での
暮らしは少なかったわけです。山の国で、山は賑やかで、みんなそこに住んでいたからこそ山火
事も見つけられるし、山崩れも見つけられる。見つければみんなで総出で何とか直してと、そういう
共同体が活き活きとそこにあって初めて山が守られていたわけですね。それが今もうアッという間
になくなってしまって、森林一つ考えるのにもどうしていいか、本当にこのままでは大変だと思うの
です。 
 ですから、林業と農業は切り離せないというお話が先程から出ていますが、本当にそうで、ここに
ありますように林業所得、恐ろしいような数字が出ています。年間六十数万円、そんな状態で林業
だけで守れるはずがない。江戸時代でさえ、なぜ山村の人がそこで山を守れたかといろいろ調べ
てみますと、零細な農業の合間に、先ほどのお話しにもございましたけど、本当に零細な農業の
合間に山へ入って林業をやっている。しかも政府が、江戸幕府でさえ、「木曽川山川の木曽の木
一本、首一つ」なんていって山を守らせた。あの木曽の山村に対しても大江藩がちゃんとテコ入れ
してるわけです。江戸時代でさえそうです。明治以降それをやらなくなってしまって、仕方なく、下
流の都市の人が、上下流連携ということで神奈川県のように森林整備をやっている。そういう動き
が若干ありますけれども、今は本当にお寒い状況です。 
 はっきり言いますと、そうやって山を守ってきたのですが、わかりやすい例を少し紹介させていた
だきますと、よく例に使うんですが、阿蘇山は火山灰土の灰色が売り物のような、水も緑も土もな
い山なんですが、江戸時代、あそこへ入植したいけれども、水がなくて住めなかったわけですね。
そこで、村中総出で山へ入って半世紀にわたって総出で何百万本か植えます。苗木はよそから買
ってくるのでお金も投資している。そして半世紀、親子二代にわたって植えるんですから最初の何



十年は穴蔵住まいです。木がないのですから小屋などつくれませんので。そういうことをやりなが
ら植えますと、とうとうと川に水が出てくるようになって、そこで一の用水、二の用水と用水を引いて
そこへ入植した。そこが今の熊本県上益城郡御船町の一画なんです。その水が一級河川、緑川
の水の重要な水源の一つになっている。その森林は、国有林の中でも学術参考保護林として特
別に保護するようないい森林になっています。これはスギ、ヒノキを植えたものです。昔の人が水
のために植えたのはほとんどスギ、ヒノキが中心でしたので、これもついでに申し上げておきま
す。 
 そうやって農民が米のために植えて、それが川の水になって、森林になって、土ができて、そこ
へ入植する。私、感動して、この話は書いたり、ＮＨＫで放送したり、いろいろ使いましたけど、調べ
てみれば何も御船町だけではなくて、あの一帯全部そうですし、さらに調べれば日本中、北海道
は歴史が新しいですが、日本中そうなんですね。つまり、米のために水まで作っているわけです。
そして山を造って、しかし、出てきた水を今、我々が住む都市の代表の皆さんにも聞いていただき
たいのですが、都市の人たちはそういう水をただで取ってるんです。今の水道料金制度は、そうい
うことです。山村の人が木を植えて、リンゴを作れればリンゴにはお金を払うけど、木を植えて水を
作ったことに対してはその費用を出していない。それが今の水道料金で、こういうアンバランスの
上に今の都市の発展があり、また先ほど経済法則のお話も出たので、これは経済学者の怠慢だ
と思いますけど、水を作ったり土を作ってきた労働力、費用をかけているわけですが、そういう視
点が全然入っていないで水はただであると。そういう上に今の日本の工業化社会の工業が発展し
てくることができたわけです。ですから経済法則云々で言っていくならそういうことも、本当は費用
をきちっとどなたかが計算してお出しにならないと平等ではないと思うのですけれども。 
 そんなわけで、とにかく川の水の一滴まで作ってきたのが日本列島でございます。それが今、手
抜き列島になっている。ですから、山のこと一つ考えても、これを何とかしないといけない。例え
ば、新潟県の松代町の何々地区で米に愛想尽かして地区ぐるみで山を下りますなんていうニュー
スを聞きますと、途端に私は、何を思うかというと、ああ、あの村が持ってる何千ヘクタールもの山
は、誰が今度守るのかなあと、こういうことになるので、日本の山は米がつくったということは、そう
いう意味が一つございます。ほかにも今申し上げたような、米のために山を守ってきたということも
ありますけど、今日的な問題とすれば農業と林業は全く切り離せません。林業を幾らテコ入れして
も、それだけではとても山は守れないということでございます。 
 したがって、私などは、我が家の蛇口の一滴の水を考えるということは、山村にお嫁に行きたくな
るようなむらづくりがどうやったらできるのかということを、下流の水の消費者が一緒になって考え
ることだと。わかりやすく言うとそういうことを申し上げております。つまり、中山間地域における外
国人花嫁の話などは、もう我が家の、都市の蛇口の水の問題ですよと都市の人には申し上げて
いるんですが、したがって、例えば下水道の話が出ましたが、私は行く先々でよく各自治体のトッ
プの方々に申し上げるのですが、今、下水道というのは山村が一番遅れてて、下流の都市から始
まっています。こんな水のことを知らないやり方はないと思う。下流からやっていくのではなくて上
流からやるべきだろう。上流で汚れれば下流が困るのですから。まず上流をきれいにし、そしてき
れいな水が出てくれば下流の消費者はそれで助かるわけですから。例えば、名古屋の市長さんに
申し上げたことがある。名古屋市がお金を出して、上流に下水道の整備費ぐらいは出して差し上
げたって、それで名古屋は得するじゃありませんかと。きれいな水が出てくる。そして、山村が過疎
に、まあ、ならないわけでもないけれど、今どき水洗便所がないようで、どうして山村にお嫁さんが
来ますか。そうでなくても条件がものすごく不利なんですから。まずは最初に水洗便所ぐらいつくっ
てあげるのは当然じゃないか。それは、本当は国のレベルできちっとやるべきなんですけれども、
ただ、大都市は山村とのものすごい格差の上に豊かになってるわけですから、水一つとっても、た
だで取り上げているのが現状ですから、それはもう山村に言わせれば「収奪」だというのは当然な
ので、ですから、せめてそれぐらいから始めたらどうですかと、考え方の問題として申し上げるくら
いで、これは都市に申し上げているので、国のレベルでも、もっときちんと当然やらなければいけ
ないことです。 
 水の値段が、ただだと言いましたけれど、ついでに申し上げておきますと、例えば東京の水道料
金。東京の水源地である群馬県の中之条の八ツ場ダムの水没予定地、つまり東京にとっての水
源地で、大ダムですから、30年、40年、大変な抵抗があってやっと今度まとまったという、そういう
ところです。その水没地の水道料金は東京の３倍、今、変わっていなければ３倍です。これが日本
の水の値段一つ考えても常識になってます。下流消費地の２倍、３倍。だから山村の人が怒るの
は当たり前で、そういう上に大都市が余りにも豊かになり、片っ方では余りにも過疎になって、そし
て山が、もうとにかく棚田だけではない、森林それ自体が危なくなって、外から見ると青々としてる



山でも一歩中へ入れば、もう本当に一雨くれば山もろとも崩れるんじゃないかと、そう思えるような
山ばかりでございます。 
 しかも、例えば60年生の立派なスギ、ヒノキを持っているという大山持ちの方でさえ、日本でもト
ップクラスの大山持ちの方でさえ、今、ヘクタール当たり 200万円くれれば手放したいと、そのくら
い森林の維持が厳しくなっている。これが森林についての実態ですが、その山は米が守ったとい
う、こういう関係があるわけです。 
 したがって、結論を申し上げれば、これはもう完全に支援をしていく。国土を保全するために、そ
こに人が住んでるだけでもありがたいことだと、私はこういうふうに申し上げているんです。都市に
とっての中山間地域、農山村地域とは、私たちが家を長期間留守にするときは、頼んででも家が
傷まないようにどなたかに住んでいただく。それと同じようなことだろうというように考えておりま
す。そういう意味で、そこに住んでいてくださるだけでも大変な力になるので、まずはそういうことが
大事なわけですから、単なるヨーロッパのデカップリングみたいな、格差を補償しようという、そん
なものではないんです、日本の場合は。そういうことだけはぜひわかった上での中山間地域の対
策を立てるべきだと思っております。 
 ちなみに、御存知かもしれませんが、宮崎県では国土保全奨励制度というのをスタートさせても
う何年かになりますけれども、これは林家が対象ですが、そこに住んでいるだけでも国土保全にな
っているのだという意味で、国が何もしないので、宮崎県知事が待っていられなくて県自体でスタ
ートさせた制度です。例えば山奥の人たちは子供を学校へ通わせることもできない。下宿させなけ
ればならないわけです。そうすると高校へ通わせるのに幾らかかるのかと思ったら、大体月最低７
万円かかるんだそうです。文部省の奨学金は１万1000円、これではとても足りないので、それでい
ろいろ足しまして、地域の教育委員会がお金を出すというような制度をいろいろ足して、しかも、大
学を卒業してから自分の村へ帰って５年間住むことにすれば６万8000円か、とにかく７万円に近い
だけの額になる。ですから文部省の額の何倍かになったわけですが、これは育英資金が一番わ
かりいいので例として申し上げたのですが、その他にもいろいろな形でバックアップして、もちろん
それでもまだまだ焼け石に水ですけれども、そういうことをスタートさせております。 
 これは日本での一例でございますが、ヨーロッパのデカップリングとは全く違う、条件も違う、ヨー
ロッパでは、山崩れが頻発するなんていう日本のような状況と違いますから。日本の場合はまず
そこに人がいなかったら崩れてしまう、そういう国土ですから、そういうことも含めて、たまたま宮崎
県で一つ試みが始まって、これはどれだけ山村の人を勇気づけているか。以前この会議で、何か
そういうお情けみたいなことをやってもどうのこうのという議論が出たので記憶しておりますが、や
はりそうではなくて、こういう国土保全奨励制度を宮崎の場合は打ち出しまして、まだまだ足りない
のですけど、山村の人たちはそれで胸を張るようになった。以前よりは、少しは自信をお持ちにな
ったように、大変明るく、何か輝いているというイメージを受けます。そういうものではないかと思っ
ております。国民全体がそれをわかって、頑張ってくれ、そこにいるだけでもありがたいんだぞとい
うようなふうにもっていかなければいけないなという思いがしております。 
 以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
○会長代理 先程から地方公共団体と中山間地域との関わり合いみたいなお話もございますし、
知事という立場でいろんな仕事をしている中で、この問題について日頃感じていることを少し申し
上げ、御批判いただければありがたいと思っております。 
 中山間地というのは先ほど来お話がありましたように、水とか緑とか、あるいは環境とか、もちろ
ん農業生産とか国土保全とかという意味で非常に評価をされて、それを何とか残さなければいけ
ないという感じは皆さんと共通のように思うんですけれども、私もそれはまさに同じ考えなんです
が、問題はその方法論なんですね。ない知恵絞ってみてもなかなかいい知恵が出てこないんで
す。ＥＵのように所得補償というのか、私は「補給」と言ってるんですが、ああいうやり方も一つの
方法かもしれませんが、これを日本に当てはめてみますと、例えば一人10万、20万円、年間支給
したとしても、とても人が残る保証はございませんし、年間一人 200万、 300万支給すればそれは
残るかもしれないけど、そんなことは今の財政事情からいくととてもできることではないと思うので
す。また、仮に金を 200万円支給して残ったとしても、ずっと住んでいてくれて、後継者も残ってくれ
るという保証もなければ、使った金は、先ほどのお話じゃございませんけれども、また批判の対象
になるだけですし、我々地方公共団体の立場ですと、現金を配らされるというのは、これほど嫌な
行政はないんですね。どこの地区は対象になって、誰さんは対象になって、誰さんは対象にならな
かったというようなことになったらば、行政というのは公平性といいますか、信頼性が前提にござい
ませんと誰もついてきてくれませんから、配分をするという面のテクニックの面で、ともするとまず



行き詰まるというような、これは全く私の個人の感じですが、気がしてならないわけです。 
２番目は、もし仮に残ったとしましても、10人いて５人残った場合、あと５人分はどうするんだと。あ
るいは残ってくれたＡさんも、５年経ったら後継者がいなくてまたおかしくなってしまったというような
ことになりますと、やはり何か別なことを考えなければいかんだろうと。そこが公共団体の出番だと
いうことなのかもしれないのですね。 
 そこで私がぼんやり考えていますのは、今も農地保有合理化法人とかいう話で、農業公社みた
いなものがたくさん各県にございますけれども、あれと同じかどうかは別にしまして、やはり地方公
共団体、県か市町村かはこれからですけれども、そういうものが関わる公社の様なものがあって、
デカップリング的に回す予算があるなら、その予算はむしろ公社にだけ渡して、公社がいろいろと
仕事をやっていくという仕組みしかそこではないのではないかというような気がするんです。その
公社の要件とか仕事の中身とか、いろいろ難しい議論はあるだろうと思いますが、それはこれから
としましても、そんな気がします。 
 しかし、それをやったとしても、一つ大きな点が抜けてしまうんですよ。それは、その地域が都会
からくる資本の開発要請に対して全く無防備だということなんですね。いつか申しましたように、山
は森林法によって開発許可制度というのが一見あるようになってます。知事が許可するということ
になってますけども、私も知事になって初めて知ったのですが、何の権限もないのでして、法律に
は「許可をしなければならない」と書いてあるんですね。崖崩れの心配その他がなければ。それか
ら一般の土地についても、都市計画地域においても同じようなことで、開発は全くフリーだと言って
いいでしょう。農地法による規制というのもありますが、これは趣旨が違うんですけれども、まあ農
地法を使って、農地のところだけは多少開発から守ることができるかもしれませんが、同じ農地で
も中山間地の農地というようなことになりますと、いわゆる転用許可その他は非常にルーズと言っ
ては失礼ですけれども、比較的楽な方のグループに入れられてますから、農地法でも守り切るこ
とができない。 
 せっかくいろいろなことをやって、公社をつくっていろいろな手当てをした、そこに外部から大きな
資本がきて妙な活動が始まったら、今まで使った税金というのは、結果的には何の役にも立たな
かったということになってしまうので、そういうことができるかどうかは別にしても、何かそこに大き
な税金を使うというなら、その限定された地域だけなのか、あるいはもし指導できれば私は、前に
も申し上げたかもしれませんが、日本には土地利用計画制度というのがあってなきがごときもので
すから、「計画なきところには開発なし」という思想をここにも取り入れることによって、市町村か県
かはわかりませんが、中山間地域で地域を限定して土地利用計画をきちんとした上でこういう制
度を、もし税金を使うのならば、そういう土地利用計画制度をきちんとした上でやりませんと、妙な
ことになるのではないかと思います。地域限定かどうかは別にしまして、「計画なきところには開発
なし」ということで、中山間地域については、その地域が市町村、県もかんだ形でよしとした、ここで
話題になったような形で、あちらこちらで成功してるような事例の開発行為以外は、一切外部から
の資本は入れないというぐらいのことをしませんと、うまくいかないのではないかなというような気
がします。 
 これは12～13年間、知事をやっていて、まあ東京に近いとはいいましても、たくさん山もございま
すし、いわゆる典型的な中山間地域という所がたくさんございますので、そういうところを見てみま
すとしみじみと感じます。県内に49市町村、町村合併が全国でトップぐらいに進んでいるので、大
きな県ですが、49しか市町村がございませんでして、人口は非常に増えている方の県に入ってい
ますが、しかし49市町村の中で20市町村は過疎市町村でございまして、そういうところが、まさにこ
の中山間地域にぴったりなところなわけです。仕事をやってみましてもやはりそこの問題がいつも
頭を離れない。しかし、なかなかいい知恵がない。 
おとぎ話みたいになって大変恐縮でしたが、そんなことを感じております。 
○部会長 貴重な御意見、ありがとうございました。 
○専門委員 さっき「農協よ、頑張れ」と、こういうような話がありましたので精一杯頑張りたいと思
います。 
 その中で、やはりいろいろお話が出ましたが、非常に急激な環境の変化、例えば今年の米の価
格がいきなり大きく下がる。１俵2,000円も安くなる。古米の対策のためにまたさらに2,000円ぐらい
のお金を足さなければならないと、こういうようなことになりますと、農家にとっては大変な問題で
す。予算の問題等が話に出ますけれども、すぐわかりにくいとか、ばらまきだとかいうような批判が
出ますが、一時期からみれば３分の１ぐらいに予算が削られて、その中で一生懸命、外国のもの
と価格競争しながらやっていかなければならないと、こういうようなこともありますので、その辺の
御理解もいただかなければならないと思います。食料安保というような話がありますが、今、日米



の安全保障の問題や何かでも、いろいろと、この間あたりも論議を醸し出しておったようですが、
やはり食料についてもきちっとしたそういうようなものがなければならないのではないかと思うので
す。日本の国内で生産しながら、国民の食料をきちっと賄っていくという、一つの基本的なものが
なければならないのだろうと、こういうふうに思っています。 
 今日は、中山間地域の問題についてですが、やはり一番大切な担い手、これは生活がそこでで
きるような条件があれば、所得の問題とか、あるいはいろいろな生活環境施設、そういったものが
整っていれば、当然担い手はそこで定着するわけです。それができなくなればどんどん過疎地帯
になっていくということだと思います。特に財産として手放していく場合には、一番条件の不利な地
域から放棄していくということになるのだろうと。そうした場合にどうしても中山間地域の方が早く耕
作放棄地や何かが出てくると、こういうようなことになるんだろうから、それらについてはやはり手
厚いいろいろな保護が必要になってくるのではないかと思うのです。所得政策というようなことでい
ろいろ言われていますが、やはり価格もきちっとしたものがなければならないと思う。そして米であ
れば再生産が伴うような価格で所得を補償していく。そして他の作物への誘導等についてはやは
り政府が責任を持ってやっていく。飼料作物が足りないとすれば飼料作物を導入して、ある程度支
援していくと、こういうふうな形でなければなかなか育っていかないのだろうと思うのです。特に中
山間地域については、景観の保全とか災害の未然防止とかいろいろな役割があるわけですの
で、そういった点も評価しながらやはりある程度の支援をしてやると、こういうようなことでなけれ
ば、なかなかそこの担い手を育成していくには大変なんだろうと、こういうふうに思います。 
 我々個人の生活においても、いろいろ財産や生命に対して危険を感じているように、日本の国
民の食料を守っていく上においての保険というような形でそういうシステムをつくっていく必要があ
るのかなと、こういうような感じがいたします。その方法や何か具体的なことについては、いろいろ
それぞれ皆さんの方のお知恵をいただきたいなと、こういうように思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 確かに中山間地域政策をどのようにするかというようなことに関しては、決め手がな
いような気もするんですが、昔、「下りのエスカレーターを上るようなものだ。」というように言った先
生がおりますけれども、確かにそういうことがあって、では政策としてどのようにすべきかというとき
の発想なんですが、全体を下支えするというような、地域全体として支えるということもまあ必要な
んだろうと思うのですが、私自身としてはどちらかと言うと、政策としては伸びていこうとするもの
を、何とかその場で伸ばしてやろうといった政策は組めないだろうかと思うのです。 
 例えば、農業は環境に非常に重要だとか、地域を保全してるんだとか、水を供給してるんだ等々
と言ったとしても、国民のコンセンサスになかなかなっていないと思うんです。特に環境問題に関し
ては、日本はまあ環境に恵まれてるせいなのかどうか知りませんが、ヨーロッパよりもはるかに国
民的なコンセンサスがない。むしろヨーロッパの方が環境というと、そうなんだ、大事なんだというこ
とを、都市部に住んでる人がよくわかってくれているような状況にあるのだろうと思うんです。 
 ということは、農業のあり方を国民に問うということが、今の中山間地域農業に限らず、日本農業
全体にとって必要なんだろうと思うのですが、そのためには理念で言うということよりも、こういった
農業をやっているんだが、どうだろうかという、具体的に担い手が実際の農業をやりながら実感を
していただくということが非常に大事になってくるんだろうと思うんです。ですから、中山間地域農
業のあり方を体現しているような担い手が、各地域の中山間地にいるというような、そういう人たち
をどうやってつくり出すのかということへの助成政策というようなことが必要なんじゃないだろうか。
そのことが結局は、ああ、そうか、あそこのあの人は環境にやさしい農業をやっている、実はこれ
が日本の農業にとって大切なんだなというような認識が国民的に広がっていくきっかけになるので
はないだろうかというような気がするんです。ですから、何か課題を持って、環境問題もそうです
し、地域住民もそうですし、就業機会の増大などもそうですし、そういったことを具体的に体現する
担い手を中山間地域でどうつくるか。そのための補助と言うのか、予算措置と言うのか、あるいは
直接補償と言うのか、そういったことが仕組めないだろうかということなんです。 
 最近は、もっと具体的にいえば、山間地でも農村販売所をつくって、それが億の単位で結構売れ
たとか、ああいう山間地でまさか億の単位で売れるなんていうことは考えられなかったところがそ
ういうことになってくるとか、いろいろなきっかけづくりになるんだろうと思うのですが、そういった手
法や、あるいは誰を対象とするか、対象も考えてやらなければいけないんだろうと思うのですが、
方法としては中山間地域農業に対するいろいろな不利な条件を克服して、新たな模索をする者に
対して援助をしてやるというようなことは必要なのかなという気がします。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 林業の将来というのはもう少し見つめる必要があるのではないか。世界の森林の状



況を見ると、日本は熱帯雨林や、ともすれば世界の森林を収奪しているという厳しい意見もある
し、熱帯雨林などは、日本のためになくなるなんていう話があるわけですが、現実に今のような輸
入の状況がこれからも続くのかと。それはある一定の期間で将来はこうなるのではないかと。日本
の森林というものをいま一つ視点を変えて考える必要があるのではなかろうかと思います。 
 それから、何にもならないお金を使ったというようなお話が随分あるんですが、特定山村でも山
振でも、私は随分効果を上げてきたというふうに思っております。そういう意味では、我々からする
と逆にもっと補強していただきたいというような感じがいたします。 
 それからもっと大事なのは、農業の集落が消滅するという事例が出てくる。これからももっともっ
と出てくる。その場合、一体それをどうするのか。このことをやはり大事に考えていかなければなら
ないのではないか。となるとそれの受け手は、やはり市町村、県と一緒になって考えるということを
やらなければならないし、将来の山村を維持する仕組みとして、農業とともにやはり第３セクターに
対し、そういうものをどうやって応援して機能させるかということも大変大事だと思いますが、時間
がなくなりましたので終わります。 
○部会長 ありがとうございました。一通り委員の方から御意見をちょうだいしました。今日は、会
長がお見えですので、会長の方からも一言お願いしたいと思います。 
○会長 一つの例として、パリから東南 200キロぐらいのところにディジョンというところがありま
す。そこからさらに南に行きますとボーヌという昔の町があるのですが、そのさらに外に高速道路
が走っていまして、ボーヌのタイという名の高速道路のサービスエリアがあります。そこに今、５ha
のブルゴーニュ考古学館というのができています。大変広い敷地でありまして、ブルゴーニュとい
うところは昔、シーザーに攻められて、そしてアレシアというところで結局負けて、ケルト側が負け
て結局ローマ領になったところで、まさに歴史の分岐点になったところですが、その５haのブルゴ
ーニュ考古学館では、ケルトの砦が、これは木造なんですが、４つ再現されておりますし、そしてま
た当時の甲冑その他が人形を使って展示されておりますし、それからまた当時の墳墓とか、ある
いは集落が再現されているわけですね。 
 これは、その土地でなければできない歴史館、あるいは考古学館のようなものですから全世界
から人が来るんですね。土地の人だけが来るわけではなくて全世界から人が来るので、その土地
にしかできないもの、先程もそういう話がありましたが、こういったものは日本の場合、中山間地域
の方にあるのではないか。都市はどんどん変わってしまったので、中山間地域に昔からの技術と
か、昔からの美意識があるのではないか。国土庁も農村アメニティというのをやっておられて、こ
れは農村の心地よさのコンクールということで毎年３箇所候補地を見て回るんですけれども、みな
中山間地域なので、要するにそれ以外のところへ行ったことはないと思いますね。昔からのところ
に日本の美しいものがあって、そういう意味で中山間地域の村というのは日本の宝だと思います
ね。生産性が上がらないにしても、農産物はまた売り買いされるんですが、農村の売り買いという
のはないわけで、これこそ私たちのこれからの生き方の原点で、そこには歴史があり、そしてまた
同時に昔からの技術があって、これを新しい形で起こす産業考古学という分野が、今猛然と発展
しているところです。大きな技術が成熟しているだけに、昔からどうやってきたのかということを、も
う一遍掘り起こして次の新しい技術に結びつけようという動きが非常に強くて、さしあたり工業につ
いてやってますが、農業についても当然これはあることです。 
 産業観光、農業観光は、その意味で今非常に盛んになってきているわけで、その意味では昔の
美しさとか、昔からの技術の知恵とか、そして今申しました、その土地にある歴史といったものを中
心として中山間地域に、単にそこがきれいだとかいうことではなくて、新しい次の時代の文化創造
の拠点をこれからつくっていく時ではないか。そこにこそ例えば美術館が必要だし、そこにこそ音
楽ホールが必要で、実際に、愛媛県の高知に近いところに久万町というところがありますが、そこ
はまさに木しかないところですけれども、木の素晴らしい美術館をつくって、またその収蔵品も素
晴らしいんですが、ああ、木のところに来たなという実感がありますね。あるいは牧園町というとこ
ろがあって、これは鹿児島県の宮崎寄りですが、そこの森の中に音楽ホールができて、槇文彦先
生が造られた大変素晴らしい音楽ホールがあって、森の中に音楽ホールがあるということでみん
な興奮して、音楽の演奏がない時でも人が来るわけですね。 
 まさに今、大都会の中に文化施設を置く時代じゃなくて、自然との共生の中に次の時代をちょっ
と探るということにむしろ都市民が興奮している時代なので、そこに人が集まってくれば当然消費
しますから、今度は食事なんかも一生懸命つくらなければいけないわけで、牧園町の場合は、霧
島国際音楽コンクールが夏にありますが、そのとき地域の奥様方が出てきてその土地の料理を作
る。これが外国の人にえらい評判で、お米の中にハチの親が入ってるんですね。子供じゃないん
ですよ。足が付いてるやつが入っていて、食うと刺されるのではないかと思うような感じですが、こ



れがうまいんでして、そういうような需要を、人が集まってくれば需要を喚起するわけですから、む
しろそのような、この土地には考古学館を造りたいとか、この土地には美術館を造りたいとか、そ
のような拠点をぜひこれから全国的に選んでみてはどうかという気がするんですね。 
 これは私個人の意見ですが、要するに高速道路が通ってるところというのは大体辺鄙なところ
で、町のど真ん中には通っていませんからね。むしろそういうところにこそ、交通はそれなりにある
わけで、そこに新しいものを起こす要素があるのではないかということで、今、大きな転換期が来
てるのではないか。そういう山の中の音楽ホールとか、山の中の美術館で結婚式を挙げるなんて
いうのはこれからの新しい生き方になるのではないか。ハワイまで行かなくたっていいのではない
かと。そのような大きな価値観の転換期が来てるのではないかと思うのです。 
 今、先生方のお話を伺って、少し参考になるのではないかということで。ありがとうございました。
○部会長 ありがとうございました。私が下手にまとめない方がいいくらい、いろいろ貴重な御意
見をちょうだいしました。 
 しかし、一通り私なりにまとめさせていただきますと、中山間地域といえども経済の法則を免れる
ことはできないということなのだろうと思いますけれども、にもかかわらず、中山間地域の環境上
の価値、あるいは水その他の問題から見た価値、それから文化の面から見た価値、あるいは農
村も都市も含む生活面からの中山間地域の価値、さまざまな観点から中山間地域の重要性が語
られたのではないかと思います。同時に就業の場とか、あるいは生活のいろいろな、例えば汚水
処理の問題であるとか、具体的なさまざまな解決しなければいけない問題も出てきたと、そういう
意味で、やはりある種の経済を超えた対策というものも必要なのではないかということが、今日は
確認されたのではないかと思っております。 
 ただ、場所によって、いろいろ中山間地域にも違いがございますので、都市に近いところはそれ
なりにやっていけるし、また、それ以外のところは大変だから、多少それなりの政策が必要ではな
いかと。ただ、予算についてはそれほど予算があるわけではないから、今後そういうところに金を
かける場合には公正、あるいは効果的、透明性というような観点から、国民が納得できるような使
い方をする必要があると。また使い方についても、自治体の役割、あるいは農業団体の役割、あ
るいは土地利用計画を立ててきちっとやっていかなければいけないというようなことが出されたか
と思います。 
 その際に、ただ金をかければいいということではなくて、内から伸びようとする力を伸ばすという
ようなこと、あるいは村がしっかりとやっていけるような形でやっていくというようないろいろな意見
が出されました。 
 またヨーロッパとの関係では、皆さんの御意見は、ヨーロッパは大変そういうところに力を入れて
いるけれども、日本の方が自然保全については先進国であるという御意見もございましたが、や
はり日本独自の方法というようなことが考えられるべきではないかと、こういう御意見が出されまし
た。 
 会長、副会長にも御意見をいただきましたが、大変貴重な御意見をちょうだいいたしました。 
 次回でございますが、次回は今までの議論を踏まえていただきまして、この前、なかなかビジョン
なしに論じても具合が悪いのではないかという御意見もございましたが、最初にビジョンがあって
出てくる御意見と、意見を出しながらまた創られていくビジョンというものもあるのではないかと思
いますので、これまでの議論を十分踏まえていただきまして、そしてまた事務局からも、これまで
出たいろいろなことを少し整理をしていただいて、次回冒頭に、その整理をしたものを、皆さんに少
し御紹介して、その上でさらにそれぞれの立場から今後の日本の農村、21世紀における農村とい
うようなことについて、特に12月までは理念的な面からということでございますので、もちろん具体
的な問題も含めまして総括的な御意見をちょうだいしたいと思っております。 

４．閉 会 

それでは、そろそろ時間もまいりましたので本日はこれで終了したいと思います。 
 次回はただいま言いましたように、10月24日の２時半から、議論をさせていただきたいと思いま
す。その後は11月７日に第２回の合同部会、11月20日に第３回の合同部会をお願いしたいと思い
ます。 
 今日はありがとうございました。 
 


