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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、大変お忙しいところをお集まりいただきましてありが
とうございます。ただいまから第６回の農村部会を始めさせていただきたいと思います。よろしくお
願いいたします。  

 最初に一言申し上げさせていただきたいと思いますが、全国総合開発計画の方も２１世紀の国
土のグランドデザインとして発表されまして、私もそれに参画させていただきましたけれども、その
テーマは「地域の自立の促進と美しい国土の創造」というようなことになっていたと思います。今回
の基本問題調査会におきましても会長の言われるような「美しい農村」というようなこともございま
す。何もかもうまくいくというわけにはいかないと思いますけれども、可能な限り豊かで、美しく、健
康で、楽しい農村をつくっていくということが必要ではないかと思っております。人がそこに一生を
託し、過ごすに値するような農村地域の形成ということになるのではないかと思います。どうか素
晴らしい農村政策ができますように積極的な御発言をこれからの部会においてお願いしたいと思
います。  

   

２．部会の進め方  

   

○部会長 部会の再開に当たりまして、まず今後の部会の進め方について協議いたしたいと思い
ます。  

 昨年12月に調査会では中間取りまとめを公表いたしましたが、その後の議論の進め方につきま
しては、本年２月の調査会で協議を行いました。その協議結果に基づきまして３月末には新潟、名
古屋、東京、京都で相次いで地方公聴会を開催したところでございます。今後、各部会におきまし
ては、中間取りまとめを踏まえました上での具体的な施策のあり方について議論を進めていくこと
になっております。  



 そこで、今後の農村部会の取り進め方についてでございますけれども、農業部会、食料部会とも
歩調を合わせる必要がございますので、先日、農業部会長、食料部会長と今後の部会の進め方
について協議をさせていただきました。  

 その結果、まず部会の審議スケジュールについてでございますけれども、本年夏頃には調査会
といたしまして最終答申をまとめることになっておりますので、各部会での議論は７月いっぱいくら
いまでということにいたしまして、８月以降は調査会全体として最終答申の取りまとめに向けた議
論をやってはどうかということが第１点でございます。  

 次に、部会の開催ペースにつきましては３つの部会間の調整が必要でございますけれども、議
論の時間も限られておりますので、各部会とも場合によっては月２回程度の開催も必要となるの
ではないかと考えております。また、関係部会の合同部会につきましては、２月の調査会の場でも
何人かの委員から御提言がございましたが、部会間の調整を要するテーマについては開催が必
要であろうかと思っております。２月の調査会では専門家による特別なチームの設置というような
提案もございました。これにつきましては、時間の制約もある中で検討チームの会議も多くの開催
は見込めないのではないかということで、部会の議論が効率的なものになるよう、事務局が作成
する資料を工夫していただきまして、必要に応じてまた委員からも資料要求をしていただくという形
で議論を深めていくことが現実的ではないかといった考え方に立っているところでございます。  

 部会長といたしましては以上のような進め方を考えておりますが、この点について何か御意見が
ございましたら御発言いただきたいと思います。いかがでございましょうか。  

委員：〔「異議なし」の声あり〕   

○部会長 よろしゅうございますか。それでは、そのようにさせていただきます。また御意見ござい
ましたらいつでもお申し出いただきたいと思います。  

 それでは、とりあえずこのような方針で部会を運営させていただきたいと思いますが、今後も皆さ
んと御相談しながら進めたいと思っておりますので、御協力よろしくお願いいたします。  

   

３．資料説明  

   

○部会長 早速でございますが、具体的な議論に入りたいと思います。  

 本日は、具体的な施策についての議論の第１回目ということでございまして、「農村地域政策の
現状と課題」ということをテーマとして資料を用意してもらっております。まずこれを御説明いただき
まして、その後、皆様の御意見をちょうだいしたいと思います。  

 それでは御説明をお願いいたします。  

○事務局 資料の御説明をさせていただきます。  

 今日の資料ということで横長の資料４でございますけれども、「農村地域政策の現状と課題」とい
うことで御説明をさせていただきます。  

 「目次」をご覧いただきたいと思いますが、今日の資料はまず１番といたしまして「現在の農村地
域政策の目的と位置づけ」ということで、総論的に農村地域政策というものはどういうことで行って
いるかということの概要を御紹介いたしまして、３ページから14ページにかけまして、農村地域問
題の言わば現行施策の課題ということで、大きくは４つに分けておりますが、そういった具体的な



課題ということで御紹介をさせていただきたいと思います。  

 そういった課題を踏まえまして「農村地域政策の基本課題と方向」ということで、現在のところを
整理しまして、３番目に触れさせていただいております。  

 今日の資料はこういう構成になっているということを、まず冒頭申し上げさせてもらいたいと思い
ます。  

 それでは、１ページをご覧いただきたいと思いますが、「現行の農村地域政策の目的と位置づ
け」ということで整理をいたしております。  

 左上の文章にありますように農村地域ということで見ていきますと、農林業的な土地利用が大き
な割合を占めていると。それに人口密度が低く、かつ農林業を通じました豊かな二次的自然環
境、あるいは土地、水、こういった公共財的資源を有している地域ではないかということでございま
すけれども、こうした農村地域の果たしている役割、これを右上の方の表の中に囲んでおりますけ
れども、いろいろな多面的な機能があるということで概略まとめております。すなわち農産物の供
給をはじめといたしまして、生活・就業の場ということですとか、国土保全、水資源のかん養等の
機能、さらには自然環境の保全・形成ですとか、自然・文化資源の提供、こういった様々な多面的
な場として農村地域が役割を果たしており、また、こうした役割についての期待が高まっているの
ではないかということでございます。  

 こういった農村地域に対します政策ということでございますが、左の３番目のパラグラフに触れて
おりますが、以上のような多面的・公益的機能、こうした機能が十分に発揮されるようにということ
で、農業生産活動と生活が農村地域におきましては一体的に営まれているという、こうした特性も
踏まえながら、農村地域に居住します人たちのための生産環境、生活環境、こういった定住条件
の整備、あるいは地域の活性化、これをハード、ソフト、両面から図る政策ということではないかと
いうことでございます。  

 ２ページ目に現在の法律上の位置づけということでかいつまんで整理をいたしておりますけれど
も、２ページの左上に、現在の農業基本法上の農村地域政策の位置づけというようなことで若干
御紹介をいたしております。現行農業基本法の第２条第１項第８号におきましては、現行の農業
基本法の基本的な目標ということは法律の１、２条で触れられております「農業の生産性及び農業
従事者の生活水準の向上」を基本的な目標としておりまして、こうした目標達成のために生産政
策ですとか構造政策、こういったことを主要な政策としているわけでございますが、同時に、「農村
における交通、衛生、文化等の環境の整備、生活改善、婦人労働の合理化等による農業従事者
の福祉の向上を図る」ということも施策の基本方向の一つということで位置付けられているというこ
とでございます。  

 こうした現行農業基本法の枠組みの下で農業従事者の福祉の向上を図るという観点から、農村
におきます生活環境の整備、あるいは就業機会の確保を図るということで、現行基本法下におき
ます施策ということでスタートしたわけでございますが、今日では高度経済成長期を経まして、混
住化ですとか兼業化の進展というようなことで農村社会の構造自体、大きく変化をしてきていると
いうことで、現在におきましては生産政策でございますとか、構造政策とも関連させながら、農業
の基盤として、農業者をはじめとする地域住民の居住する豊かな地域社会の形成を目指している
ということで、主立った施策としては、計画的な土地利用の推進ですとか、地域の所得の確保と地
域活力の向上、良好で快適な居住環境の整備、多面的・公益的機能の維持・発揮の促進、こうい
った施策を関係省庁とも連携しながら講じてきているということでございます。  

 こうした施策を講じているわけでございますけれども、現在の大きな課題ということで、以下、３ペ
ージから14ページまで、４つの課題ということで整理をいたしております。  

 まず３ページでございますが、１番目の課題ということで「農村地域の計画的土地利用の推進」と
いう課題でございます。  



 現在の我が国の土地利用計画制度は、これは昨年も当部会におきまして御紹介をさせていただ
きましたが、全体的には国土利用計画法、これが全体的に傘となっている基本法だということで、
この土地利用計画法に基づきまして策定されます土地利用基本計画、これが全国ベースの上位
計画ということで、土地利用規制の基準となっているということでございます。具体的には都市計
画法、あるいは農林水産省の農業振興地域の整備に関する法律（農振法）、こういった個別法を
通じまして具体的な土地利用の規制が行われているということでございます。  

 現在の優良農地を確保していくための制度ということでの農振制度でございますが、この制度に
つきましては左に概要を御紹介しておりますように、各都道府県知事が大臣の承認を得まして定
めました基本方針に基づきまして、関係市町村と協議の上に、かつ他の計画との調和も図りなが
ら農振地域の指定を行っているということでございます。また、市町村長が知事の認可を受けまし
て農振地域の整備計画を定めまして、農用地利用計画によりまして農用地等として利用すべき区
域、農用地区域を定めているということでございます。  

 具体的なこの関係につきましては、右の囲みの方で全体的なフローチャートとして示しておりま
す。この農用地区域内の農地の転用につきましては、まず、農用地区域内は原則として開発行為
は制限されているというようなことでございます。限られた要件を満たす場合以外は農用地区域か
らの除外は認められていないということでございまして、仮に区域内での非農業的土地需要が生
じた場合は、農用地区域から除外されない限り、農地の転用はできないということでございます。  

 ちょうど右の方に図示しておりますけれども、農地法と農振法との関係ということでございまし
て、農業振興地域内の農用地区域内農地、これは農地転用は禁止されているという状況だという
ことでございます。  

 ただ、現実には、一番左下に触れておりますように、各地域におきまして、例えば公共事業の実
施ですとか、あるいは地元の開発期待といったことを背景といたしまして、要件を満たした農用地
利用計画の変更が行われているということでございます。  

 具体的な農用地利用計画の変更によります農地の転用等ということでございますけれども、これ
は右下の表に触れておりますが、平成３年の場合、農用地区域内の農地の面積 451万haでござ
いますが、平成８年は 440万haということで、５年間で10万ha程度減っている。すなわち年間約２
万haのペースで農地転用が行われているということでございます。  

 ４ページでございますが、こうした土地の利用の関係でございますが、左上に書いておりますけ
れども、そもそも我が国におきましては可住地面積が少ないということで、農業的な土地需要と農
業以外での土地需要、こういったことの調整が非常に難しいということでございます。基本的には
都市計画制度との調整や農振制度の適切な運用によりまして、非農業的土地利用の計画的な誘
導に努めているということでございます。  

 右上の方に３つほど御紹介しておりますけれども、これまでも計画的な土地利用ということで、昭
和62年度に創設されました集落地域整備法ですとか、平成元年度から始まっております農村活性
化土地利用構想、こういったことによりまして非農業的土地利用の計画的な誘導というようなこと
をやっているということでございますけれども、一部におきましてはスプロール的にと申しますか、
農地の蚕食が行われているということで、右下の図にありますように、必ずしも計画性がないよう
な形での非農業的土地利用の進展に伴い、現実的には農地の管理の面ですとか、水管理の面で
支障を来しているところもあるということでございます。  

 農地自体、国民への食料供給の基盤であるということをはじめといたしまして、先ほどの１ペー
ジで御紹介いたしましたようないろいろな公益的機能があるわけでございます。また、中長期的な
観点から申しましても、こうした農地の維持ということは基本的に重要なことではないかということ
でございまして、こうした食料供給の機能、あるいは公益的な機能、こうした機能の維持・発揮に
支障を来さないようにすることが必要ではないかということで、今後とも非農業的土地利用との調
整を図りながら計画的な土地利用を確保していくことが重要な課題ではないかということでござい



ます。  

 ２点目は、５ページに「地域の所得の確保と地域活力の向上」というタイトルで何点か御紹介を
いたしております。  

 この中で、まず地域の所得の確保ですとか地域活力の向上ということにおきましては、まず「多
様な産業の展開と就業機会の確保」ということですが、農村地域におきます、こうした多様な産業
の展開と就業機会の確保については、まず、何と言っても基本となるものは農林業の振興というこ
とになりますし、また農林水産物の高付加価値化ですとか、観光業との連携等による地場産業の
育成、こうしたことについて今後ともその積極的な展開が求められているということでございます。 

 また産業誘致の関係につきましては、昭和46年に制定されました農村地域工業等導入促進法
等によりまして、産業構造の多様化が図られているとともに、こうしたことによりまして農村地域に
おける出稼ぎですとか日雇いといったような不安定な就業の解消ということが図られてきたわけで
ございますが、ただ、近年は我が国全体の景気の低迷、あるいは生産拠点の海外移転等を背景
に、導入企業数の伸びは鈍化してきているということでございます。  

 こういった状況を踏まえながら、さらに産業構造の多様化を図るということで、農業自体の活性
化という観点からの農業経営の高度化に必要な技術・商品開発ですとか、情報化、マーケティン
グの推進と同時に、地域資源を活用した形での内発型の地場産業の育成、産業誘致、さらには
食品産業との連携、こういったことを一層進めていくことが課題となっているのではないかというこ
とでございます。  

 次に、６ページに「都市・農村交流の促進」について触れております。都市と農村の交流は、地域
農産物の消費拡大ですとか、就業・所得機会の創出といった経済効果もありますし、また農村が
国民共有の財産であるという意識をより深めるということもあり、非常に意味があるのではないか
と考えております。近年、グリーン・ツーリズム等を通じまして農村地域の活性化を図ろうとする取
組みが増加しておりますけれども、今後ともこうした農村地域におきます地域特有の文化ですとか
伝統を育む場、あるいは自然との触れ合いによる教育の場等の、いろいろな役割に対する期待が
高まっているということを踏まえまして、こうした国民的なニーズに適切に対応することが必要とな
っているのではないかということでございます。  

 具体的な地域間交流の種類と代表事例ということで右の方に、大きくは３つほどのタイプに分け
て御紹介をいたしております。  

 ７ページは「高度情報通信基盤の整備と技術の活用」ということで整理をいたしております。  

 我が国の経済社会全般にわたって情報化が急速に進むという中におきまして、農村地域におき
ましても農業の生産の向上、流通の合理化、あるいは生活利便性の向上といった面におきまし
て、マルチメディア等を利活用した情報化の推進が課題となっているということでございます。  

 ただ、農村地域の情報化という面におきましては、都市部での情報化が急速に進展していると
いうことで、相対的に情報化の格差の拡大ということも懸念されているということでございます。  

 そうした状況から農業生産の振興ですとか、農村地域の活性化というような観点から、情報通信
基盤についての整備ですとか、あるいはその多様な利活用システムの一層の開発・普及、こうい
ったことに努める必要があるのではないかということでございます。  

 ８ページは、「農村地域の活性化を推進する多様な人材の活用」ということで触れております。  

 農村地域の活性化という観点からみますと、農村地域のそれぞれの構成員であります青壮年
層、あるいは女性、高齢者、こういった方々の持てる能力を十分に発揮していただく条件整備が必
要ではないかということでございます。  



 特に農業就業人口の６割を占める農村女性の方々の活躍の場を広げることが、すなわち地域
社会の活性化に大きく貢献するというようなことで、女性が果しておられます役割に見合った評価
を受けられるようにということで、男女共同参画社会を実現する条件の計画的な整備、こういった
ことが重要な課題ではないかということでございます。  

 また高齢者の方々も、それぞれの持てる能力を十分に発揮していただきながら、みずからの経
験ですとか、そういったものを地域の活性化につなげていただくというようなことで、高齢者の方々
が持っていらっしゃいます技能や経験を生かした活動の体制整備でございますとか、安心して暮
らせるための福祉施設の整備等の条件整備、こういったことが求められているのではないかとい
うことでございます。  

 それから９ページに「良好・快適な居住環境の整備」ということで触れております。  

 昭和40年代後半から農林水産省におきまして農村総合整備事業等の実施により、生活面から
みました農村地域の居住条件の改善を図ってきたわけでございますが、現実的な実績ということ
でみますと、特に道路でございますとか汚水処理施設、こういった整備は依然として都市との格差
が大きいという状況でございます。特に左下のグラフにお示ししておりますように、汚水処理施設
の整備は著しく立ち遅れているというようなことで、こうしたことが、単に農村におきます生活環境
の面のみならず、農業の生産環境ですとか、ひいては自然環境にも悪影響を及ぼすというような
ことで、こうしたものの迅速な整備を図っていくことも重要な課題ではないかということでございま
す。  

 10ページは、近年は、我が国経済社会自体が成熟化し、生活の質の重視という価値観の高まり
があるということで、地域の独自性を活かした魅力ある地域づくりと併せて、都市住民にも開かれ
た美しくアメニティに満ちた地域づくりの取組みが全国各地にみられるわけでございますけれど
も、自然景観ですとか、文化等の資源を適切に評価し、それを活かした地域づくりの視点の重視
が求められているのではないかということでございまして、こういった課題を踏まえながらの農村
地域における良好で快適な居住環境の整備が大きな課題ではないかということでございます。  

 11ページから「多面的・公益的機能の維持・発揮の促進」ということでございます。農業、農村関
係の多面的・公益的機能の面に関しては、昨年来、いろいろな資料でお示しをしておりまして、若
干繰り返しにもなりますけれども、農村地域が持っております、こうした多面的・公益的機能、この
維持・発揮の基盤となります農地、水、水利施設、こういった保全・管理がますます重要になってき
ている。ただ、現実的にはこうした保全・管理は農業の生産活動によりまして持続的に発揮される
わけでございますけれども、過疎化ですとか高齢化の進行によりましてその維持、継承が難しくな
ってきているということで、こうした農村の地域資源を適切に保全・管理することが喫緊の課題とな
っているということでございます。  

 その１番目ということで「農地等の保全対策の推進」ということでございますが、現在、中山間地
域の農地等の保全対策ということで、農地保有合理化法人が行います農地の買入れですとか、
簡易な基盤整備、あるいは管理耕作等への支援等を実施しているわけでございますが、特に中
山間地域におきましては国土の上流域に属し、かつ国土の面積の多くを占めているわけでござい
ますけれども、その下に（ア）と（イ）ということで御紹介しておりますように、傾斜地が多く、農地も
狭小で分散しているため、規模拡大による生産性の向上には限界があるということですとか、過
疎化、高齢化が他の農村地域と比べましても急速に進展し、担い手の確保が困難となっていると
いうことで、耕作放棄地等が増加し、国土管理上の問題が懸念されているという状況でございま
す。  

 適切に管理された農地は高い土壌浸食防止機能を有しておりますけれども、特に中山間地域等
におきましては、農地が耕作放棄された場合に、この土壌浸食量が大幅に増加するという研究結
果も出ているということで、こうした農地等の保全に関する一層の施策の充実が求められているの
ではないかということでございます。  



 また、12ページに水の関係で触れておりますが、ダムや農業用用排水路等の土地改良施設等
は、単に農業上の利用にとどまらず、地域の水資源の維持・保全、あるいは洪水防止、地域排水
受入れ等の国土・環境保全の面で公共的、あるいは公益的な役割も果たしているということで、そ
の維持・管理の充実を図っていくことが必要ではないかということでございます。  

 また、12ページの左下に触れておりますけれども、環境あるいは景観保全活動への住民の参加
の一層の促進ということで、現実的にはいろいろと棚田保全等の形で地域住民の協力を得ると
か、都市住民の参加を得ながら地域資源の保全を行う動きが多くの自治体でみられるようになっ
てきているということで、こうした自主的な取組みにつきましても、さらにその活動を助長していくこ
とが重要ではないかということでございます。  

 13ページは「資源循環システムの確立」ということで触れておりますが、これは先に開かれました
農業部会におきましても、今後の農業生産活動は言わば環境と調和した形で行うということで、資
源循環システムに対応したような農業生産活動が必要であるということに触れておりますけれど
も、農業自体の物質循環機能が十全に発揮され、地域社会にも十分に活用されるような取組み
体制の整備を推進することが重要な課題ではないかということでございます。  

 右の方には「有機質資源のリサイクルの事例」ということで具体的な事例等も御紹介しておりま
すけれども、こうした取組みの加速化ということが重要な課題ではないかということでございます。 

 14ページは、こうした農業・農村に対する国民の理解の増進ということでございまして、農村地域
が自然や地域文化・伝統と触れることのできる教育の場であると同時に、都市住民に対して心身
の癒しをもたらす良好な余暇・生活空間を提供しているというようなことで、国民が共有できる貴重
な空間でもあり、特に、学校教育ですとか社会教育における農業体験学習等が、子供たちの豊か
な心を育み、農業・農村の果たしている多面的・公益的な機能に対しての理解を増進するというよ
うなことで、これらの取組みのさらなる普及が各方面から求められているということでございます。 

 以上のような具体的な課題を整理いたしまして、15ページに「農村地域政策の基本課題と方向」
ということで、以上の点をまとめて整理しております。  

 最近の国民のニーズとして、農村の豊かな環境・資源の維持・保全へのニーズが高まっていると
いうようなことで、単に経済効率性の追求のみでは得られない新たな価値が重視されつつあり、そ
の発現の場としての農村への期待が高まっているのではないかいということで、そうした新たなニ
ーズへの対応と、調和のとれた農村地域の活性化をどのような形で実現させていくかが今後の課
題であるということでございます。  

 こういった中で農村地域は、農林業的な土地利用が大宗を占めていること、また、生産活動と生
活が同一空間で複合的に営まれていること、さらには、農林業生産活動により、国土ですとか環
境、景観等の保全が図られている等の特質を有しているということで、これらの特質を踏まえた整
備ですとか、活性化のための施策を計画的に講じていく必要があるのではないかということでござ
います。  

 また、農村地域は、自然的経済的社会的立地条件の差により様々な形態があるため、それぞれ
の地域の特性に応じた施策の展開が必要ではないかということでございます。  

 このため、次のような基本的な課題の解決に向けまして施策のあり方を検討していく必要がある
ということで、要約いたしますと、多面的・公益的機能の維持・発揮にも配慮した農村地域の整備、
活性化のための諸施策を計画的な土地利用と連動させて、総合的・計画的に推進する必要があ
るのではないかということ。  

 特に経済効率性の追求のみでは問題が解決しないという中山間地域につきましては、多面的・
公益的機能の維持・発揮にも配慮した振興施策を総合的に講じていく必要があるのではないかと
いうことでございます。  



 ただいま申しましたことをフローチャート的に整理いたしますと、右の方に示しているような目的
なり理念、それから基本課題、具体的な課題ということになるのではないかということで私どもなり
に整理いたしたものでございます。  

 最後に16ページでございますが、先ほど部会長の方から御紹介がありました、新しい全国総合
開発計画、これは３月に作成されておりますが、この新しい全総計画に盛り込まれております農山
漁村の整備、活性化関係の要約につきましてざっと御紹介をさせていただきます。  

 まず、「国土の保全・管理における森林・農用地等の適切な維持管理」についてですが、国民生
活に多様な役割を果たしております中山間地域等においては、過疎化等により森林や農用地等
の管理が行き届かず、環境保全ですとか食料生産力の確保といった国民生活の安全・安心を確
保する上で様々な問題が発生しているということで、森林・農用地等の有する多面的・公益的機能
が確保されるようそれらの保全・整備ですとか、適切な維持管理に向けた多様な取組みが必要で
はないかということになっております。  

 ２点目に「多自然居住地域の創造に向けた農山漁村の整備・活性化」ということでございまして、
アメニティに満ちた地域づくりの観点からの農山漁村の生産環境と生活環境の一体的な整備、農
林水産業の高付加価値化、それから加工・流通への取組み、グリーン・ツーリズム、高度情報通
信の活用等々によります経済的な条件の整備が必要ということと、居住地域と生産地域を一体的
に扱う地域計画の運用と改善についても検討が必要ではないかという触れ方となっております。  

 ３点目は「暮らしの安心の確保の観点からの食料の安定供給の確保」ということでございまして、
中長期的な世界の食料需給のひっ迫の懸念を踏まえまして、食料の安定確保を図るために、国
内生産、輸入、備蓄といったものの適切な組合せが必要であり、国内生産については可能な限り
維持・拡大を図る必要があるのではないかという触れ方になっております。  

 ４点目は「農林水産業の新たな展開」ということでございまして、食料等の安定供給、農山漁村
の活性化、国土や自然環境の保全等の役割を十全に果たす観点から、農林水産業についての施
策を総合的に展開していく必要があると、こういう触れ方になってい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要でございます。  

   

４．質 疑  

   

○部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいま事務局から「農村地域政策の現状と
課題」ということにつきまして御説明いただきましたけれども、これを中心にいたしまして、時間の
許す限り皆さんから御意見をちょうだいしたいと思っております。どうぞどなたからでも御発言いた
だきたいと思います。  

○委員 私、山梨県のことをちょっと皆さんにお話をしたいと思うんですが、今年の１月の10日頃
から雪がたくさん降り出しまして、今年は 100年に一度という災害に見舞われまして、農林水産大
臣も視察にお出でになられたんですが、台風にしても何にしても今までに例のない被害でした。金
額にして50億円を超える被害が出ました。それでもようやくブドウ園の復旧とか、農家の人たちは
バイタリティーがありますので何とか復興いたしまして、高齢化でブドウ園ができない方たちはモモ
園に切り換えたりして復興したんですが、すごく気象が乱れているということを本当にこの 100年
に一度といわれる雪害で経験しました。  

 今年はサクラの開花が早いと言われて、ラジオを毎日のように聞きながら農作業をしていたので
すが、早いのはいいんですが、私たちは今、モモやブドウやスモモをつくっているんですが、ここへ



来まして例年よりも10日も早く生育が進んでしまったんです。この生育の進み状況が、今までに自
分たちの労働配分にあわせた農作業というか、面積を耕しているんですが、その作業が10日の生
育の早まりで追いつかないという現状です。  

 そして最近ですが、一番最初に山梨県で出荷されるのがサクランボなんですが、そのサクランボ
が例年の25％の収量しかないという被害が出ております。それは花の咲く時期に雨がたくさん降
ったことや、雨によって花粉をつける受粉作業が進まなかったということや、受粉した果実が雨に
よって腐れてしまったということなどがあったようですが、何にしても私たちが農作業している中で
一番最初に出荷するサクランボ、その次に出るウメの出荷の価格によって１年の自分たちの生活
していく収益の大体の目安がつくというようなことがありまして、今年はもうサクランボがそのような
状態ですので、地域の農家はとても今、暗い状況でいます。  

 モモの花が咲いて、満開から30日目頃に第１回目の摘花作業をして、それから40日目が第２回
目の作業とか、効率というか、生育の状況によって摘花作業をしていくと大きなモモが取れるとい
う、その経験もあるし、普及センターの指導とか農協の指導もありまして作業が進んでいるんです
が、その適期に的確な作業をしないと適量のものが取れないということがありますので、この生育
の10日間の早まりにより今年の夏の果物や農作物にどのような影響が出るのかなということが、
今、心配されています。それがまず一つです。  

 私は農家のお母さんですが、８ページを皆さんに見ていただきたいんですが、「農村女性の活躍
の場の創設」とありますが、その右の方に男女共同参画の農山漁村女性の地位向上への取組み
の方向ということで、それぞれの県で女性の地位向上への取組みの方向があると思うんですが、
その中にもあります「家族経営協定」というのを皆さん、御存じでしょうか。これは給料とか、就業
時間とか、休日などをきっちり決めて、親子間とか夫婦間とかで協定書を結ぶんですね。我が家で
も結んだのですが、息子夫婦はとても喜んで、我が家ではバラ園と果樹園を親と子で別々にして
いますが、私たちは朝早く、明るくなるとすぐに畑へ出るんですが、息子たちはバラ園ですので、こ
の経営協定書にも時間はそれぞれ朝８時から５時までを基本とするというようなことを書いたりし
て親子間で協定を結んでいるのですが、すごく進んでる県もあるそうです。山梨県はまだ大分遅
れているようです。  

 実は農家のお母さんたちの地位向上であるとか、お母さんたちの意識を変えるということで、私
たちの地域でも男性社会だった農村で、お母さん達がこれから、自分たちも同じように社会を支え
ていくんだという意識がまだまだ少ないですので、それでいいのだろうかということで、私たちは
「無意識への挑戦」という言葉を掛け声としているんですが、今の農業基本法の中で生活改善研
究会というのが作られて、農家のお母さんたちの生活改善ですから生活を変えていくというか、改
善していくということで生活改善研究会というのがそれぞれの県、地域で作られて、国まで団体が
あるんですが、最近、そのグループが高齢化をしてしまって、若い方たちがなかなか入ってこない
という状況がありますので、農家のお母さんたちが、もっと農村地域社会を変えていくんだという意
識を持って勉強するグループというか、団体というか、そのようなものが作られていけばいいので
はないかなと思うのです。  

 今、現にあるのはそれぞれ点的な存在で、全国女性農業経営者会議というのがありまして、よう
やく作られたんですが、私もそれに入ってみて、生活改善研究会は農業をしていない方も入ってい
ますし、兼業農家の方も入っております。ところが、全国農業経営者会議は主体的に経営にまで
参画している農家のお母さんたちの集まりです。そのような専業農家のお母さんたちが頑張れる
ようなグループ作りを支援していただけたら、もっと農村はよくなるのではないかと私は思っている
のです。  

 それともう一つ、農産物加工等の女性グループの取組みなどが随分行われていまして、私など
もモモのシロップ漬けだとか、お味噌づくりだとか、そういうものを作るのですが、そういうものが販
売にまで結びつくような支援が欲しいんですが、普及センターでそのような支援をしてくれているん
ですが、もうちょっと大きな支援をしてもらえたらいいんだろうなと思っております。  



 最近、全国女性農業経営者会議の集まりがあるんですが、資料として欲しいのは、農家のお母
さんたちが集まって勉強できるような施設がどこにあるかということで、私が一つわかっているの
は、麻布にある技術研修館なんですが、今年も何回かそこで研修会を開いたんですが、農家のお
母さんたち、北海道から沖縄まで全国から集まってきますので、時間とか予算などの制約がある
中で、目一杯勉強したいのですが、ある時間になると帰らなければならないし、それぞれのホテル
とか旅館に分散して帰るのですが、そういう宿泊研修などがそこでできるのかの資料をいただきた
いと思います。全国の意欲あるお母さんたちがみんなで勉強できるような施設、支援があってこれ
から全国女性農業経営者会議が大きくなっていくんだろうなと思うのですが、そのような参考資料
も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。今の研修館というのはどうなんでしょうか。もしわかれば教え
ていただきたいのですが。  

○事務局 今おっしゃられましたように、麻布の六本木に農村の生活技術研修館がありまして、普
及員の研修を主体に行っておりますが、それ以外の研修も一部行っていたか、後ほど調べてお話
ししたいと思います。もちろん宿泊施設もあります。その辺、具体的にまた後ほど調べて御説明し
たいと思います。  

○委員 もう一つよろしいでしょうか。使ってみまして随分古めかしくて、大分年数が経っていて、
大変使いづらいというか、もうちょっと使いやすくされたらいかがかなと思ったものですから。  

○部会長 東京にあった方がいいんでしょうか。どこか別な場所でもいいんでしょうか、その場所と
いうのは。  

○委員 全国から集まりますので、便利であればどこでもいいんですが、今、私たちが全国女性
農業経営者会議で集まるのはそれぞれの県で、去年は宮崎県へ行きました。その前の年は長野
県で行いました。今年は名古屋でありますので、全国へ行くんですが、いろんな勉強会をするのに
集まるなら、せっかく研修館がありますのでそこもいいんですが、ちょっと古めかしいなと思いまし
た。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 いつものとおり大変要領のいい資料をまとめていただきましてありがとうございまし
た。大変わかりやすいんですが、２つ、３つ、コメント申し上げたいと存じます。  

 一つは、農村というのは言うまでもなく食料生産の場であるということですが、ですから必死にな
って食料生産力を確保しなければいけないはずなんですが、恐らくおコメが余って困ったというよ
うなことで、余り食料生産の場としての位置付けというのが、もちろん十分に書いてあるわけです
が、どちらかと言うと、それ以外の多面的な機能とか、そういった方面に関心がいっているような気
がいたします。それももちろん重要ですが、本来、農村が食料生産の場であるというところがもう
少し強くあってもいいような気がいたします。おコメだけは余っているかもしれませんが、野菜とか
果物とか、あるいは農村には直接関係ないかもしれませんが、水産物とか、非常に外国に依存し
ている日本として、農村というのを食料生産の基地として今後とも確保していくという強い姿勢が、
これは農業部会の仕事か、その辺わかりませんけれども、農村というものの基本的な特性はそう
だというようにまず思います。  

 それから、そういった上でなおかつこの資料を見ておりますと、農村というのは一体農業就業者
だけのものなのかということがどうしても疑問として残ります。別の言い方をすれば、農村に農業
就業者以外の人が住んでもいいのではないか。むしろそういうことを積極的に誘致したらいいので
はないか。このペーパーによると交流とかそういうのは十分に書いてあるわけですね。宿泊交流
だとか、学校の生徒を集めてくるだとか、それからエコツーリズム、グリーン・ツーリズム、そういう
交流についてはそれなりに配慮されているわけですが、交流ではなくて、もうちょっと農村に農業
就業者以外の人に住んでもらう。そういう政策をとらないとなかなか活性化しないのではないか。  



 先日、ちょっと法事があって私の家内の郷里へ行ってまいりました。典型的な過疎集落ですが、
Ａという集落では小学生が一人もいなくなったが、ここでは小学生が３人いると。それが大変な誇り
で、子供の声が聞こえるというのが最高の生き甲斐だと、こう言っているわけです。そういう過疎部
落が農村にはたくさんあるんだろうと思います。せめて子供の声が聞かれるようにするにしても、
それを農業就業者だけで農村を維持しようと思うとなかなか難しいのではないか。都会といいます
か、いわゆる自由業とか脱サラした人とか、そういう人たちも入れていくと。農業以外で生計してい
る人たちも農村の中に受け入れてあげるという、そういう施策というか、それが必要のような気が
します。この資料でいえば、「計画的土地利用の推進」とかそういうところに書いてあるのかもしれ
ませんが、一体農村というのは誰のためのものかということが、どうも農業基本法によると、結局、
何とか何とかにより農業従業者の福祉の向上を図るとなっていて、農業従業者しか考えてないの
かなと。それ以外の人がフラフラいるのはどうもじゃまなのかなと。もちろんそんなことはないと思
いますが、この辺、農村というのはそもそも誰のためにあるのかということをもう少し議論して欲し
いなというように存じます。  

 それから、先ほどの話からもちょっと出てきたわけですが、もう一つ、私の専門について言います
と、循環社会のことが書いてあります。私はこの委員会でも何回か循環問題には触れました。具
体的には資料の13ページにあるわけですが、ここでは事例として、まあ事例ですからいいんです
が、台所と農業をつなぐレインボープランなるものが書かれてある。これについて細かいことはい
ろいろとありますが、そういうこともさることながら、循環システムというのは何もこういう物質的循
環だけではなくて、昨年12月に地球温暖化の京都会議がありまして、その京都会議の一つの大き
な、かつ、この部会にとって意味のある結論は、要するに森林による温室効果ガス、つまりＣＯ2 
など炭酸ガスを吸収する機能というものを、法的に認めたというわけです。  

 つまり、今まで森林というのはそれ自体がもちろん重要な価値を持っていたわけですが、地球温
暖化という過程の中で積極的に評価されてこなかった。それが京都会議の結果、京都プロトコー
ルによって、森林が持っている機能、ちょっと細かいことを言いますと、1990年以降の森林で再植
林とかそういったことをしたものは、炭酸ガスを吸収する機能としてカウントするということになって
きているわけです。  

 早速、山を持っている産業、例えば私が知っているあるパルプ会社などは、これはビジネスにな
るということで、言わば地球温暖化ビジネスがもう既に始まっているわけですね。始まっているとい
うのはちょっと言い過ぎですが、これはビジネスになるということで盛んに研究が始まっているわけ
です。それも循環システムのうちの非常に大きなシステムになる。単にゴミが出ましたねと。まあこ
れは一つの事例ですから、何もここにあるのが悪いと言っているわけでは全然ないんですが、そう
いう視点がもう少し欲しいなという感じがいたします。つまり、循環システムというものをもう少し広
い、大きな立場で位置付けて欲しい。そうでないと、何か農村社会が持っている多面的・公益的機
能といいますか、少し悪口ふうに言うと、どこへ行っても決まり文句のように「多面的・公益的機能
です」と繰り返していることが、もう少し意味を持つと。それこそ山を持っている人たちは、これはビ
ジネスになると躍り上がっているわけですから、そのくらいのことをここに位置付けてもいいのでは
ないか。  

 もう少し申し上げますと、先ほど言ったように、農村社会というものを単に農業従事者だけの社
会でなくて、もう少し広く、日本社会の正当なパートとして受け入れていく。そこにはサラリーマンも
住んでいる。農業従事者も住んでいる。それから脱サラした人も住んでいる。作家も住んでいる。
映画俳優も住んでいる。もちろんその人達がやたらに変なところにチョロチョロ住まわれたのでは
困ると思いますので、ここで言う計画的土地利用が必要だとは思いますけれども、そういうもう少し
「開かれた農村」というと平凡な言葉ですが、そういうことが考えられないか。  

 私は同じように、都市についてはもっと農村的機能を入れるべきということを常に言っているわけ
ですが、その話はここではしないといたしまして、農村とは誰のためにあるのかということを議論し
て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。２点おっしゃっていただきましたけれども、新規参入というよう



な形での農業への参入ももちろんでございますが、京都の美山町などは陶芸家、画家、こういう芸
術関係の方、あるいは一般市民なども入って村が大変活性化している例もあるようでございまし
て、大切なことではないかと思います。  

 それから地球温暖化というような、国際的な意味で森が定義付けられたという意味でもあって、
もう少しそういう視点も入れたらどうかという御意見でございました。  

 この資料の中に新規参入とかの問題は、書かれておりませんでしたかね。この中に入っておりま
せんか。  

○事務局 今日の資料で特にそこまでは具体的に書いてございませんけれども、ただいまの御指
摘の点は当然そのとおりだと思いますし、これから最終答申に向けまして私どもが整理していきま
す段階におきまして、ただいま専門委員がおっしゃられましたような趣旨は、私ども注意してまいり
たいと思っております。  

○部会長 どうぞ。  

○委員 大変要領よくまとめていただきまして、これが実行されればいいわけですが、実行にもっ
ていくまでに大変な問題がたくさんあるなと思います。  

 今までの農業基本法の中に、今度、消費者の立場を入れて行くということ、それから農業の多面
的な機能というか、そういうことを入れて行くということが新しい部分なのだろうと思うのですけれど
も、確かに戦後は、物がありませんでしたから、農産物だけではなくて、工場製品も全部、生産拡
大さえすればいい、コストを下げればいい、それだけで邁進してまいりまして、今ちょっと立ち止ま
って考えた方がいいのではないかというような、いろんな問題が、歪みが出てきております。農業
もその問題では、コストだけを追いかけていきましたら、私、今まで勉強させていただきましたデー
タから見れば、絶対に、日本の農業は市場原理だけでは消えていってしまうというふうに考えま
す。  

 日本の農業を守っていただきたいというのは、やはり持続できる産業として、まず土地を大事に
しておかなければできないということと、それから先ほど委員からも大変現実的な問題が出されま
したけれども、天候による影響というのは技術だけでは押さえられないということがありまして、や
はりもう少し原点に返って農業を見直した方がいいんだろうという視野を入れたいなと思います。  

 それで、生産されたものは必ず売れていた時代から、今まで、生産は消費のためにあるのでは
なくて、生産は生産のためにだけあったわけですけど、生産の最終の目的は消費のためだという
ことで、農産物もやはり消費者に、どういうものを消費したいのかということを聞いて作るという、そ
こら辺が欠けていたと思うんですね。そして行政はといえば、行政の最終的な目的はやはり国民
生活の向上にあるのであって、生産と消費の間のギャップを埋めて、企業と消費者間の心のつな
がりが生まれるように、うまくつなぐ役目があるということを、この間、中坊さんの講演で伺ったんで
すけれども、今まで農業のことに関しましても、つなげるどころか、私たちは生産者と背中合わせ
になりたくはなかったんですが、いつでも相敵対するような立場に立たされまして、消費者が文句
を言うときは生産者を攻めることみたいな、何か互いに相反することを追求しているようにもってい
かれていましたけれど、そうではなくて目的は一つなんだろうと思います。  

 ですから、そこら辺を見直していかなければならないので、情報の伝達を確かに、今、情報はた
くさんございますので、選択能力を持たなければいけない、正しい情報を選択する能力を持たなけ
ればいけないという責任が課せられているのですけれど、何しろ生産者の方も消費者も、最終的
には生産したものは消費というところなのですから。あとは流通の問題とか、そこを正しく流れるよ
うにしていただく政策の後押しとか、いろいろなものが要ると思いますが、その辺がうまく回るよう
にすべきだと思います。  

 そして国産品を食べたいという消費者が８割いるのに、どんどん輸入品が増えていくのは、私が



いつも言っておりますように、今食べておりますものの８割が加工食品だと。農村部会にはお出に
なっていないようですけど、農業部会にも食料部会にも加工段階の方が入られているんですけ
ど、価格主義なんですね。経済効率を追っておられる。やはり企業になると経済効率を追ってしま
うと。最終消費者の、食べる人は国産品が欲しいと８割の人が言っているんですが、途中で加工し
ている方は安いものを買いたいから輸入品を買ってしまう。その辺のギャップの埋め方をどのよう
にしていったらいいのかなと思うのです。加工業者の方もやはり最終の消費者の意向を聞いてお
つくりになるんだったら、生産の場へ、こういうものをつくって、このくらいの値段だったらやってい
けるからつくって欲しい。そうしたら国産品、何々県産品として買う消費者がいるというような、その
辺の情報のつながりがうまくできるようなシステムにもっていきたいなと思っております。  

 それともう一つだけ。最後の循環型のところで、日本はせっかく細長い国で、四季に恵まれてい
て旬のものを食べたならば一番環境に負荷がないと思うのですが、そういう状態がどうして崩れて
きたかということにはいろいろな理由があると思いますけど、やはりそれも元に戻して、石油を使っ
て冬のものを夏出したり、夏のものを冬に食べるような流通に今なっている現状を変えていく必要
があると思います。また、資材も循環を考えた資材で、環境に負荷を与えない産業になって欲しい
なと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 気がついたところを４、５点申し上げます。  

 まず第１に、農業の公益的な機能の評価、とりわけ水などには大変御理解いただいて、いいこと
をたくさん書いてくださって本当にありがたいと思います。農業部会の資料も拝見しますと、かなり
詳しく水の事業などについての資料なども出ており、これはすごく大事なことなんですけれども、も
う一つ付け加えさせていただきますと、公益的機能の役割はおっしゃっていただいたし、私どもも
そういうことを評価するような時代になってきたのですごく大事なのですけれども、それにしては一
体どういう役割が、どの程度、どのようにあるのか。それを維持管理するのは難しいけれども、実
態はどのくらい難しくて、これからどういうお金がかかるのか。お金も、それから技術もですね、そ
ういう研究の方がまだまだ手薄なのではないか。  

 農業の基盤整備なども、研究者の多くの方たちは、今までは巨大開発、巨大技術を目指してお
られたと思います。でも、もうそういう時代ではなくて、今まであった水路なり水田なり、そういうも
のをどうやって守っていくかということがすごく大事な時代になってきているんですから、今度はそ
ちらへ向けて、巨大開発、巨大技術に日が当たるような研究ではなくて、そういう地味なところでも
一生懸命研究してくださるという研究体制の強化、研究者の方々がそういうところを活き活きとして
やっていけるような、そういう方向での研究体制の強化がやはり大きな課題の一つであろうと思う
ので、一言申し上げておきます。これが１番目です。  

 それから、それに関連するのですが、この公益的な機能、例えば水を一つ取っても水源のかん
養ということがございますが、こういうことを例えば都市の方たちに、例えば私のところへ取材に来
られる都市の雑誌の編集者にお話をすると、あなた方ももっと関心を持ってくれなければ困ると私
がうっかり申しますと、どこへ行ったら教われるんですかと、どこへ行ったら聞けるんですかと、そう
いう質問を受けまして、私も瞬間的にアッと思って言葉に詰まってしまった。最近そういう経験がご
ざいます。そんな具合に、都市の人たちにわかっていただきたいけれど、知るための術が大都市
周辺にはないんですよね。こういう大きな課題があると思います。  

 そういうことを考えますとなおのことですが、今の農林水産省自身も、これはお願いなんですけ
れども、全省一丸となって本当にＰＲしようという構えがおありになるんだろうか、ということをしょっ
ちゅう思うものですから、情報の伝達というテーマで全省一丸となって、まずそういう姿勢をお持ち
になっているのかどうか、その辺もお考えいただきたい。  

 例えば福岡市で、３年前の今頃の季節に、水が足りなくなったから農民に田植えをやめてくれと
申し入れがあった。その分、お金をあげるから田植えをやめてくれと、その水をくれと市が申し入



れたということがございまして、それが全国に報道されて、私はもう本当にショックを受けたんで
す。歴史的に考えますと水をわずかでも研究されている方なら、どういう立場であれ発想だにでき
ないはずのことなんですが、それをサラリとそういう申し出をされるという、百万都市ですからいろ
いろな研究者を抱えていらっしゃるはずですが、そういうことをされる。そういう時代なんだなと。そ
ういうときに、そういうもんじゃないんだという反論が、農業者の側からも、お役所からも農業団体
からもなかったことを残念に思っておりますが、例えばそういうことにそんな思いがいたしますの
で、研究ということに関連してもう一つ、広報ということで、これはお願いを含めての感想でござい
ます。  

 そういうようなことをひっくるめて考えますときに、例えば先ほどから都市との交流とか、情報の
伝達とか、いろいろそういう都市の人たちにどうわかっていただけるか、国民の理解の増進、そう
いうテーマがあるものですから思うのですが、例えばこの会議では農業を文化としても捉えようと
している。ならば、例えば農業文化博物館みたいなものが日本に、私はこれもかねがねなぜない
んだろうかと思うんですが、外国にはございます。例えば紙の博物館があったり、石油化学関係の
いろいろな技術のそういうものはたくさんある。紙の博物館は日本中にございます。煙草の博物館
まである。農業文化の博物館はないんですよね。これは稲の干し方から全部違うんだから各地に
あっていい。農民が主体になってそういうものをつくれば、都市の人も見学に行ける。しかも、今、
消えようとしている技術とか施設がたくさんあるわけで、今の瞬間も消えているものがあるし、自分
で技術なり伝統を持っている方が今この瞬間亡くなっている、こういうときでもございますし、そうい
うものがあってもいいんじゃないかと。せめてこの会議でそんなことを農業の位置付けと一緒に打
ち出せるような、そんな大きな強い姿勢が欲しいなという気持ちがいたします。  

 それに関連してですが、私の知人が先日、中国の農業に寄与したということで中国政府からブロ
ンズの胸像をいただいた。除幕式に私も伺ったんですが、そのときこういうお話を伺いました。そ
のブロンズの胸像を中国では３基つくったんだそうです。１基は御本人に差し上げた。もう１基は農
業博物館に入れた。これはまあそうだろうと思うんですが、もう１基は国防省に置いたと言うんで
す。エッと言ったら、いや、国の守りはまず農業からだ、これはもう常識ですからと、こういうお話で
ございました。よその国は恐らく農業をそういうふうに考えておられると思うので、これも一つのエ
ピソードでございますが、御披露したいと思って申し上げました。  

 それから農業と環境との関連でございますが、下水道に関しては私もこの数字を拝見してちょっ
とショックを受けました。とにかくびっくりいたしました。これは前にもこの部会で申し上げたことがご
ざいますが、私は下水道というのはまずは上流、一番上流は山村ですが、下水道整備というのは
上流からであって、それがもう当然なので、本当は下流の都市はその整備の費用ぐらい上流に差
し上げたらと、都市の方には申し上げているんです。それでもきれいになって返ってくれば、自分
たちにとってプラスになるんで、上流から水が汚れてくるようでは自分たち下流が困るんだから、と
いうことをずっと昔から申し上げていて、それはいい話だとおっしゃってくださる自治体のトップの方
もいらっしゃるんですが、現実にどうなっているかわかりませんが、まずは上流から整備するのが
常識であろうと申し上げております。  

 そういうような視点を本当はこういうところでもう一度、もう一度って、私は何度も申し上げている
ものですから、こういうところに活かすことはできないんだろうか。農村を整備することできれいな
水が川へ返されることで下流は得をするわけですから、下流の上水の水の処理の費用がその
分、浮くわけですよね。当然のことなんですが。そしてそれだけ農山村が、ことに過疎の山村にお
嫁さんが、まあそれで来るわけじゃないんですが、来る条件が一つ増えれば、その分、上流の国
土保全に寄与されれば下流は助かるわけですから、水資源のことでも水の質のことでも、どちらも
助かるわけですから。それを下流の大都市の方にはよく申し上げてはおりますけれども、むしろ農
業の側からそういうことを打ち出せるような、評価するような、そういう考え方をここでお出しになる
ことはできないのだろうかと。下流に金をくれと直接言うわけじゃないけれども、せめて森林の公益
的機能で水の値段の評価をするのと同じように、ここでそういうことができないだろうかという提案
でございます。  

 それからもう一つ、やはり水のことに関連してですが、今、ダイオキシンが大変問題になっており
ます。いくらゴミ処理施設がきれいになっても、農村の場合、まず農業用水がダイオキシンに汚染



されたら、おコメが汚染されるわけですよね。ですから農業用水をきれいにしておかなければなら
ない。ところが、農村の場合には、すべてをゴミ処理場で焼くわけではなくて、例えば肥料の入った
袋とか、それから農業で使われるいろいろな資材ですね、それを野焼きにするということがあるわ
けです。無農薬でやってますという農家の中には、そういうことから気をつけようと大変苦心をしな
がら努力をなさっている人もいる。もちろんおコメの袋もそうだし、肥料の袋もそうだし、いろいろな
プラスチック製品もそうだし、農業用水の水路をまずきれいにするために苦心をする、そうやって
無農薬でうちはやってますと、しかし、こういう危険もあるので、ここまで一生懸命やってますとい
う、大変努力をされている農家のお話を最近聞いたことがあります。ああ、そこまでやっているの
か、逆に言えば、そこまでいろいろ大変な問題があるんだなと考えさせられたんですが、そういうよ
うなことについての自助努力とか、費用とか、指導とか、そういうことをされているかどうか、これも
一つ大きな課題じゃないかと思いますので、実際に具体的にどういう状態なのか、問題提起という
ことでお話しさせていただきます。  

 断片的で恐縮なんですが、木や木炭を燃料として使う。これは地球温暖化の問題と絡んでくるん
ですが、そういうことを私は森林を守る立場からも前から言っているんですが、そろそろもっと大き
な声を出していいなと思っております。確かノルウェーだったと思うんですが、全エネルギー消費
量の20％近くが木炭である。木炭というか、木質燃料、いろいろ加工した上でお使いになっている
んだと思いますが、そんなこともあるので、これも課題の一つとして御紹介させていただきます。以
上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

 それではほかの委員の方。どうぞ。  

○委員 農村地域政策の基本課題と方向ということでありますが、15ページに書いてありますよう
に、一つの解決の方向付けということにつきましては、今後の施策のあり方が明示されているよう
な気がしまして、共感を覚えると同時に賛成でございます。  

 これらを実現するためには、まず、農村の総合的あるいは計画的な土地利用が極めて重要であ
るのではないか。そういう意味で今後この農村整備計画制度の創設ということの検討が求められ
てくるのではないのかと、こう思うのです。  

 その理由といたしましては、１ページにもありますように「農村地域とは」というのは先ほどからも
議論がありますように、言うなれば食料生産の現場、食料供給の場であると同時に、生活の空
間、生活の現場でもあるわけであります。そういった複合的な機能も今、皆さんから求められてい
るわけでありますが、最近はかなりその辺が充足されつつあるのではないかということで、ヨーロッ
パと違いまして、我が国はかなり混住化社会が構築されておりまして、そこで農業生産におけると
ころの畜産等における居住空間なり、あるいは環境の問題についての議論も起きつつあると、こう
いうことも課題として考えていかなければならない。そういう意味で今後の居住空間と農村の施
設、あるいは道路整備が一体となったところの総合的な土地利用計画制度が必要であるのでは
ないかと、このように思っているわけであります。  

 特に今もお話がありましたように、農業サイドだけではなく都市サイドの、そういうものを含めた
総合的な土地利用計画によって、我が国の国土といいますか、我が国の風土というものを確立を
していくことが大事だろうと。そういう面でも土地のスプロール化というものもある程度是正できると
いうように思います。  

 そういうことと関連しながら新しい農業基本法には、農業従事者だけではなく、農村の居住者全
体を念頭に置いたところの農村地域社会の発展という視点を大きく取り入れていただきたいと思
います。  

 次に、多面的・公益的機能の維持・発展に配慮するところの中山間地域の振興でありますけれ
ども、これは極めて重要だと思っているわけであります。農業の多面的・公益的機能だけを前面に



押し上げるわけではありませんが、農業生産を通して何らかの行為なり、あるいは地域の維持、
特質というものを役立てるということを基本に考えていくということでお示しがあるわけであります
ので、この辺についても賛成するものであります。  

 次は農地の保全の問題ですけれども、中山間地域では今、農業の担い手が非常に不足をして
おりますし、また、収益的にも非常に不利な地域でありますので、これらの利用度合いをどのよう
に高めていくかということを念頭に置かなければならない。というのは、いよいよ食料が不足した
場合には、これを生産基盤として活用するような、そういう余力をやはり残しておかなければなら
ないし、またそういうものを二元的に考えていくためにも極めて重要な位置付けであるのではない
か。そのようなことで中山間地域の皆さんもいろいろボランティアの皆さんなり、あるいは公共団体
等が、今日は申し上げませんが、棚田の保全の問題とか、そういったようなことについても意を尽
くしているということは、食料の場、あるいは生産現場というものを大事にし、資源の有効活用とい
うことを念頭に置いているんだろうと思うわけであります。  

 それからもう１点は、こういう地域については景観作物といいますか、あるいは土地の劣化を防
止するために菜種の栽培とか、あるいはレンゲとかクローバーというものを入れることは、緑肥に
もなったり、あるいは土地の劣化を防ぐ。そして景観形成にもなる。こういう機能はやはり大事にし
ていくことがコメにかわるところの大麦なり、あるいは大豆、そして飼料作物の一端というか、補完
的な機能にもなるのではないかというように考えるものであります。  

 そういうことを踏まえながら、農地の保有合理化法人など、あるいはまたそういった面で公的なセ
クターを中心にしながら、保全と指導というものを適切にやっていきたいと思っているわけでありま
す。  

 最後にもう１点、私自身が申し上げましたけれども、保全の定義ということを明確に位置付けた
方がより適切であるのではないかという感じがするわけであります。以上です。  

○部会長 ありがとうございました。それでは会長代理の方から御発言したいということでございま
すので、お願いいたします。  

○調査会長代理 地方で現実にいろんな行政をしている立場からの意見としてお聞きいただきた
いんですが、何点かございますが、一つは計画的な土地利用云々ということが各所に出てまいり
ます。それは農林水産省だから仕方がないんでしょうけれども、優良農地、例えば４ページのとこ
ろにも、「優良農地の確保や必要な農地の保全」というようなことを通じて非農業的土地利用との
調整等という、ここが一番の問題でございまして、「計画的土地利用」云々と書いてありますが、結
論的に言いますと、優良農地を残すだけではよき農村は絶対に残らないということなんですね。こ
れについて、農林水産省だけではなかなか難しいのかもしれませんが、もっと政府部内で真剣に
議論をしていただきたいと思うわけであります。  

 例えば、これはちょっと技術的な話になって恐縮なんでございますが、１ページの右下に絵がご
ざいますが、これは大変誤解を招くんですね。都市計画区域と、都市計画区域の中には市街化区
域と市街化調整区域と、それから農業振興地域というものと農用地区とダブって書いてあります
が、実はこの間に、都市計画区域にはなっているけれども、市街化調整区域と市街化区域を分け
てない、いわゆる白地地域というのが膨大に存在するわけです、特に農村地帯は。  

 さらに言えば、都市計画自体をつくってない地域も地方にはたくさんあるわけであります。そこに
は全然手がつかないというのが、土地利用計画をできるだけ適正にして計画的な土地利用をした
いなと思っている私どもにとりましては最大の悩みでありまして、それは建設省の行政と農林水産
省の行政、それぞれのお立場で、別に縦割りの弊害云々ということまで言うつもりはございません
が、いろいろなことがあるんだろうと思いますが、いずれにしましても計画的土地利用というのは
一体何かというと、実際に行政をしている私どもの立場で言いますと、それは開発行為の抑制な
んですね。そこに場外馬券場売場が来たり、決して農村地域で望ましい姿だと思われないようなも
のがどんどん入ってきます。  



 それに対して、前に申しましたように、開発行為については県の許可が要るということがいろいろ
な法律に定められていますが、例えば都市計画法でも許可を出すことになっていますが、水が十
分あるかとか、公道に面しているか、崖崩れの心配はないかというような当たり前の基準に該当し
ていれば、知事はこれを許可しなければいけないと書いてあるわけです。それをいかにして防ぐか
というのが私どもの最大の悩みで、結局は意地悪行政をして、いろいろ計画を直させたり何かして
引っ張っていくのですが、最後は訴えられる。訴えられたら負けるわけです。損害賠償請求されれ
ば県民に迷惑をかけるわけでありますから、結局は妥協せざるを得ない、最後には欲しくないなと
思う施設が農村に次から次へとできてくるという結果になっているわけであります。  

 そういう意味で、では、どうすればいいのかというと、やはり市町村なのだろうと思いますが、市
町村が市町村の立場で自分の町の中の土地のそれぞれの利用計画というものをつくって、ここは
農村地帯とか、ここは何とかという、その市町村の作る土地利用計画に合致しない開発行為は知
事は不許可にできるという仕組みをつくってくれませんと、幾ら優良農地を守っても、よき農村は守
れない。これは農林水産省にぜひ真剣に考えていただきたいところであります。十数年間、知事を
やっておりまして、しみじみ最近感じることでございますので、ぜひお願いをしたいと。カッコいいこ
とを言えば、地方分権推進委員会、諸井さんのところが出した「計画なきところに開発なし」という、
ヨーロッパあるいはアメリカの一部で行われているああいう行政を日本の国内でも展開できるよう
にしていただきませんと、農林水産省は優良農地を守るだけというのでは決して農村は守れない
ということを申し上げたいと思います。  

 それからもう一つ、特に中山間農地などをいかにして保全するか、管理するかという視点が新し
く加わることは非常に結構だと思いますが、その場合の保全をし、管理する主体というものは何を
考えるのかということについて言及が全然ないことが非常に残念であります。今までは個々の農
家に任せていたからそういうところが崩れていくわけでありまして、それを保全するとか管理すると
いうことであれば、やはり管理主体、保全するための主体として何を考えるかということを、これも
ひとつ真剣に、かつ具体的に考えていただきたい。わずかな行政経験からしますと、やはり何とか
公社的なものでもつくって、その人たちにどうせお金を使うなら資金を渡して、農業を続ける人たち
がその公社に勤めて、自分の田んぼが終わったら山の中へ入って、山の中の田んぼを維持して
エロージョンを防ぐとか、景観を保持する仕事をするというようなことしかないのではないかなと思
っているので、これはぜひ具体的に御検討いただければと思っております。  

 それから都市と農村との交流、これは先ほどお話のございましたとおりでありまして、まことに残
念ながら何かあると川の両岸で都市と農村が、消費者と生産者が怒鳴り合って喧嘩しているとい
う姿しかないのが非常に残念でございまして、ここでもグリーン・ツーリズムとか、地域間の交流と
か、いろいろありますが、まあそれもやって無駄なことはないと思いますが、結果は結局、都会の
人が遊びに来たというだけで帰ってしまうという結果で、ほとんど歩留りはないような気がします。 

 やはり、自分のところでやっていることを宣伝するようで恐縮でございますが、ごくわずかな例な
んですが、私は小学校５年生を持っているお母さんと一緒に小学生を農家に泊めて、春に何か植
えさせて、秋にまた農家に泊めてそれを収穫させるということをやってきておりますが、これは数は
どうしても限られてしまうわけでありますが、私の家へ投書とか手紙がきますと大変驚きます。子
供の手紙の多くは、農家は広くて暗くて臭いとか、虫が多いとかというものもある反面、大豆は機
械で作ると思ったら、大豆を植えたら大豆ができたとか、栃木県は大農業地帯ですが、そこでもそ
うなのです。トウモロコシをまいたらトウモロコシができたとかですね。  

 それから、これは私の県の話ではなくて、東京の中野区の話だそうですが、ある女学生が、ある
日、突然卵を食べなくなった。なぜかというと、卵というのは機械で作ると思ってたら、ニワトリのお
尻からポコンと落ちるのが画面に出て、それを見て卵拒否症になったという話を何かで読んだ記
憶がございますが、それほど生産と消費、農村と都会というのが離れてしまっているというのが非
常に残念でございます。  

 私は農村の人たちに後継者、要するに農業というものを理解する人に対し、それのシンパサイ
ザーが都会に大勢いませんと、ただ、農業を農業として守る政策を展開しても、それは非常に効



果の少ないものなので、農業の後継者のためにも農村を理解する都会の人を、あなた方も協力す
ることによってつくることが必要だというようなことを言っているんですが、いずれにしましても農
業、農村に関心を持った都市住民、消費者というのをもっとつくりませんと、うまくないのではない
かなという気がいたしております。  

 それから、若干生々しい話になって恐縮でございますが、汚水の90数パーセントが下へ流れて
いるという話ですが、あるいはそうかもしれません。栃木県の現状を申しますと、公共下水道とい
って市町村がつくる下水道の普及率は、東京とか大阪は 100％近いですね。一方、栃木県のよう
な代表的な農村地帯でいきますと、公共下水道の普及率は30％弱であります。それでも栃木県は
全国で平均以上の公共下水の普及率になっています。現実に栃木県では、どれぐらい下水道が
広まっているかというと、約５割でございます。それは何といいましても農業集落排水事業が十数
年前から行われたと、これは大変いいことだったと思います。  

 農業集落排水事業のできないところ、農家が点々とあるところは、今、個々の家に補助金を国と
県と市町村で出して合併処理浄化槽というのをつくる厚生省の政策がございまして、栃木県では
年間1000戸、もう10年間やってますから１万戸、ということは、県内の住民の２％にはお勝手の水
とトイレの水を一緒に処理する施設があるということで、これもばかにならないスピードで普及して
おりますから、いわゆる公共下水道の普及率が３割を切っておりましても、実際の下水道の普及
率自体は５割近くいっているというような現状でございます。  

 特に農村の汚水処理事業というのは、これが非常にいいことだなと思うのは、オーバーに言う
と、人間の尊厳性みたいなものを維持するためには非常に大事な話でありまして、農業集落排水
事業で下水ができた途端に、子供が学校から帰ってきてトイレに入ったきり出てこない、嬉しくて。
これは笑えない現実でございますし、そういうことがきちんと進むことによってまた農村のアメニテ
ィとか、後継者の何とかというようなことにもつながるのだろうと思いますので、これはさらに農林
水産省に頑張っていただけたらいいなと思っております。  

 ただ、その際、先ほどの都市問題、都市計画区域内と農村が接しているところは、両方にまたが
って集落があるわけでございます。そこでやるときに農業集落排水事業は都市計画区域内に入ら
ない。やはりうまくいかないんですね、各省間、最近は少し良くなったのかもしれませんが、わざわ
ざ無理して余計な金使って別々に排水処理するという無駄なことが行われていますので、ぜひ農
業集落排水事業、頑張っていただきますとともに、建設省とも仲良くやっていただければありがた
いなと、末端の実感でございます。  

 いろいろ申し上げまして恐縮でございました。  

○部会長 ありがとうございました。今のかなり大枠の土地利用の話について、何か事務局の方
からございますでしょうか。  

○事務局 土地利用の問題につきましては、いろいろと御提案ありまして、私どもも全体としての
土地の計画的利用という観点からやるべきではないかという、言わば総論的な話ということでこの
資料上は記述させてもらっております。  

 具体的に、例えば、農村計画的な制度が必要であるというようなお話とかございましたが、こうし
た問題につきましては、先ほどから出ております現在の都市計画制度と農振制度との調整の問題
とかいろいろございますし、今後の当部会並びに調査会におきます議論ということで、どの程度そ
ういった調整が図れるかということにつきまして、私どもなりに考え方を整理し、資料を出すことに
よりまして、さらに議論等を深めていただくということで対応させていただきたいと思っておりますの
で、よろしくお願いしたいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 大変御苦労しておまとめいただいたようでありますが、ただ、やはり農家が物を作る



か、あるいは作物を栽培するかどうかということは、一つには、それがうまく売れるのかどうかにか
かっている。例えば転作が強化されてきている。そうなるとキャベツ作りが大変よかったものの、次
の年、キャベツを作ると途端に下落して豊作貧乏になっていく。このことに対する対策というもの、
収入補填といえば語弊があるのかどうか。  

 これは共済制度とまた違う意味があるんではなかろうか。共済は先ほどお話があったが、天災
のときは共済で救われる。でも今の共済の制度はなかなか農家に馴染みがない。逆に掛金だけ
掛けるという、そういうきらいもあるわけで、このあり方もやはり検討しなければなりませんが、同
時に、作物栽培をして下落した場合、一体どこでどうやった方がいいのかということを、この中で検
討していただかなければならないのではなかろうかと思います。  

 今、コメは全国とも補償で、そういう点ではある程度価格、収入補填ということになるでしょうが、
これは当面の措置ですから、今後農業をやっていくという場合に、この制度が一体どうなるのか。
農林水産省も、今のところ農業団体と農林水産省が応援して、とも補償の参加の農家の皆さんと
やっているわけですが、これが終わったらその先は一体どうなるのか。今の世界の情勢からする
と農産物がもっと日本に入ってくる。つまり、ミニマムアクセス米がもっと入ってくる懸念があるよう
でありますから、やはりこれはひとつ日本の国としてきちんとした対応を明文化すべき。できたらそ
うすべきでなかろうかと、こう思われるわけで、これ以上増加しないようにしないと、日本農業はな
くなるだろうと私は思いますので、ぜひそのことの御検討をお願いをしたいと、こう思います。  

 山では今、昔はこんなことはなかったのですが、マツクイムシが関東、関西から今度東北に移っ
てまいりました。こんなに世の中が進んでも、それを防止するというわけになかなかいかない。し
かし、早めに再生をするような手立てをやはり考えるべきでなかろうか。枯れた松林の景観を見る
と本当に背筋が寒くなるような、農村の景観が良いなんて決して言われない状況なので、ああいう
ものは一体どうできるのかなと、このように思います。  

 今、会長代理から下水道の話がありました。私の町、おかげさまで集落排水と公共特環と両建
てでやらせていただきまして、今年で92％になります。残ったところが問題です。なぜ農林水産省
があるのに、縄張りはどうでもいいわけですが、厚生省の合併浄化槽を一軒一軒取り付けなけれ
ばならないのかなと。取り付けなければならない部分もあるでしょうが、10戸なり５戸なり、いわゆ
る合併浄化槽そのものをつなぐという、そして効率よく、安くこれができるような方法がとれないの
か。  

 私は集落排水ではかなりコストを下げました。必ずマンホールポンプをつけなければならないと
思っておられる設計の方々はおかしいではないか。11もマンホールポンプが必要な設計だったの
がたった２つで済みました。このことは永久に維持管理のコストを下げていくということになるわけ
で、そういう点ではもう少し、本当に集落排水はありがたいですが、結果としてコストを下げる努力
というのがもっとされなければならなかったのではなかろうかと、こう思っておりますが、それはそ
れとして残ったところをどうやって、やはり農村ですから、棚田の計画と同じように、点々として集
落があるところを、コストを下げてうまく、環境をきちんとしてきれいにしていくという、美しい村づく
りをするためには、厚生省に任せっぱなしでなくて、農林水産省が考えていただくべきことではな
かろうかなと、こう思ったりしております。  

 中山間地域の所得補償、中山間の定義を一体どこに持っていくのか、このことが極めて漠然とし
ております。一体どの辺で線引きされるのかということを、本当に辛い農業をやっているというそう
いうことからすると、一体中山間をどこで線引きをして、しかも直接所得補償方式ということが叫ば
れておりますが、一体それはどういう具合にできるのか。農家にもらう組ともらわない組とが出来
て反目し合うという、今までのいい形がおかしくなるというようなことのないようにしなければならな
いと、こう思います。  

 農村が助け合うということが昔から一つの村づくりの美徳でありましたが、市場原理そのものか
らいくと、競争し合うことで助け合いが消えていく、ということは大変情けないなという感じがしてな
らないわけでありますが、私はそれに拍車をかけるような所得補償というのは、該当する組と、し



ない組と、同じ一反歩、もし我々が考える場合、面積によって何かの作物に所得補償があるとす
れば、面積がわずか足りないということで、勝ち組、負け組をつくるようなやり方をしたら、それは
まずいのではなかろうかと思います。  

 しかし、現実的にどういう方法があるのかとなると大変難しい。公社とかそういう、農村の維持管
理をしていくところに、ある意味では所得補償というものがついていった方がいいのか。実際に私
どもは農村に行政を展開しながら、しみじみとその難しさを思うわけでありますが、相当慎重に、し
かも将来の農村が、中山間地域が良くなるように、逆の結果が出ないようにしなければならないの
ではなかろうかと、こう思いますが、ひとまずこれで終わらせてもらいます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 大変よくまとめていただきましてありがとうございました。私もちょっと意見をまとめて
おりますので、発言させていただきたいと思います。  

 自然環境、生活環境、あるいは生産環境、これが一体となった農村地域の特徴があるわけであ
りまして、これを重視した所得確保政策、定住条件整備などの定住施策、都市・農村との交流促
進対策などを総合的、かつ濃密に展開して充実させて欲しいと、そのような農村施策を出していた
だきたいと、こういうようなことであります。具体的に申し上げますと、そのことによって過度な効率
性を追求する余り、農村地域がかえって荒廃すると、こういうようなことのないようにひとつお願い
したい。  

 それから先ほど渡辺会長代理からお話がありましたことに関連いたしますが、言わば中山間地
の条件不利地域、あるいは都市的地域等の地域特性に配慮した政策を展開していただきたい。
そのためには、先ほどもありましたが、地方分権を確立してもらいたい。ただし、それは先ほど出さ
れたようなことで、国土を保全しながら農村をきちっと守っていくということを前提にしながらやって
もらうと、こういうことが大切だろうと。国は行政区域を超えた多様な地域間の連携を促進して欲し
いと、こういうようなことであります。  

 それから生活基盤の適切な整備には限界がある。先ほども会長代理から話がありましたよう
に、隣接する、いわゆる近隣の中小都市と周辺農村地域を含む地域全体での公共整備を考慮す
る必要がある。ちょっとした線引きによってはずされるということのないように総合的、包括的な形
でやっていただきたいというようなことであります。  

 それから先ほども出ましたが、混住化が進展した農村においては、農家だけでなくて、やはり非
農家の人、地域住民全体のことを考慮した農村の発展というものを考えなければならないだろう
と、こういうようなことであります。  

 また、８ページに載っておりますが、農村地域の高齢化の実態を踏まえた施策をやって欲しい。
実際に非常に大変な高齢化の進展でありまして、特に一人暮らしの老人の家庭なども結構増えて
おりますし、それから後継者のいない、いわゆる妻帯をしていないというか、まだ結婚していなくて
30代、40代、あるいは場合によっては50代というような人もいる。その人は今、農業を頑張ってや
っているんですが、親たちが亡くなってその人に事故があったり、あるいは農業ができなくなったと
いうときの対策なども今のうちからいろいろ考えておかなければならないのかなと、そんな感じも
するわけであります。  

 先ほど共生については、特にグリーン・ツーリズムの構成なども話になったようですが、昨日私
は放牧場に時間を間違えて早く行って、ワラビ取りでもやってこいということで、山菜取りに１時間
ほど行ってきましたが、それにも一つのルールがあって、小さいものから全部根こそぎ取ってしま
うと、翌年に大変な影響があるというようなことで、やはり来年の種というか、そういったものをきち
っと残すルールがある。そういったものまで都会の人にいろいろ勉強していただきながら、農村と
いうものはこのようなものだと、農業というものはこういうものなんだということを勉強していただく。
そこまでやらないと、ただ行ったり来たりでは本当の効果がないのかなと、そういう感じがあります



ので、その辺も含めて共生の理念に基づいて振興策を講じていただきたいと、こんなお願いをした
いわけであります。  

 あとは土地の規制、そして土地の利用、調整等については、優良農地の面的な確保、これをひ
とつぜひお願いしておきたい。最近、非常に農村、特に中山間地においては耕作放棄地なども出
ておりますが、これらに対しては私どもも関わりがあります。一時的な一つの補完としてＪＡあたり
も携わらなければならないのかなと。そして後継ぎが出るまでの間、補完をしてやらなければなら
ないのかなと、そんな感じもしますので、法的な面の整備などもあろうかと思いますが、その辺も
ひとつ問題として提起をしておきたいと、こんな感じであります。  

 なお、先ほどソフト、ハード、両面でというようなことで１ページに書いてありましたが、最近どちら
かと言うとハード面だけが突出をして、ソフト面がちょっと弱くなっているのかなという感じがします
ので、その辺も含めてお願いしたい。  

 いろいろ申し上げましたが、よろしくお願いしたいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 中山間地のお話が出ておりますので、関連して申し上げますと、先日、丹後半島へ参り
まして、今年になってからですが、天橋立の少し先の方に伊根町という、もう日本一かと思われ
る、世が世で棚田がちゃんと耕されていれば、能登の千枚田よりももっと大規模で見事だなと思う
ような棚田を見てまいりましたが、とにかく崩れかかり、草ぼうぼうになりかかり、場所によっては
荒廃した森林になりかかり、そしてそこは昔は恐らく、宮津の先ですから先進地で栄えたところだ
ったと思うんですが、海岸を見ると船屋の名所で、テレビドラマにも出てきた、そういう舞台でもあ
るんですが、でも今、漁業の方は小規模なのでだめ、そして棚田が、先ほどマツクイムシで心がす
さむというお話が出ましたが、本当にマツクイムシの山を見ると、私のように都会の人間でも寒々
として心がすさみます。  

 同じようにセイタカアワダチソウの繁った水田を見ると、もう都会の人間でも本当に心がすさむ。
だから毎日これを見ている農家の方たちはどんな気持ちだろうと、こう思うんですが、同じように棚
田を見ても、崩れかかり、そして森林になりかかり、森林になりかかったような棚田のその上をちょ
っと見ると、山はもう完全に放置された廃墟で。つまり漁業がだめ。船屋がすごく見事に一見見え
るんですが、景観保存のために、船屋というけどコンクリート漬けにしてあり、いずれ廃墟になりま
す。漁民の方たちは、船が大型化していますから使えないで、コンクリートで打ちつけただけで、自
分は別のところへ住んでいる。ですから完全に漁港は廃墟、棚田もやはり廃墟化しつつあると。そ
して上を見ると山も廃墟、ですから中山間地と一口に言うけど、海岸線の入り組んだところなんて
いうのは至るところそういうところだと思うので、そういうところは大抵は漁業と農業と林業とが絡み
合って、やっと今まで持ちこたえてきたところなんだろうなと。  

 そこで改めて考えさせられたんですが、農だけで頑張ってもなかなか難しい。漁と林とがどのよう
にここで頑張り合えれば、力を出し合えば、難しいだろうけど、何とか解決の方向が見出せるので
はないかなという気がするわけです。  

 このペーパーを拝見すると、この会議の最初の頃は漁と林も絡めて考えるというお話でございま
したけれども、これもやむを得ない面もあるとは思うんですが、農だけのことだけがペーパーに出
てきているものですから、中山間地についてはことにそういう面が多いので、やはり漁業とか林業
とかとより緊密に、現場では緊密に取り合っておられるだろうと思いますが、こういうことを考えると
きにもそういう要因を頭に入れながら考えるようでなければならないのではないかという気がいた
します。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 農村部会が久しぶりに再開して、一体どういう方向で落ち着きを見せるのか、戦略



的な課題をどのように出すのかということの一つとして計画的土地利用というのが出てきたんだろ
うと思うんですが、もちろん両論併記の中山間地の問題も基本課題に２つ列記されておりますけ
れども、皆さん、具体的なお話をされましたので、ちょっと観念的な話を１、２点にわたってさせてい
ただきたいと思います。  

 15ページの「農村地域政策の基本課題と方向」という図ですか、一つは、私どもが考えなければ
いけない農村地域政策の範囲と、それから限定とでも言ったらいいんでしょうか、農村地域の定義
は、「生産活動と生活が同一空間で複合的に行われていること」というような定義がなされており
ますが、その際に先ほど出ました混住化の問題ですね。もう既に農家が５割を割っている集落が
半分、５割を超える集落が半分という状況の中では混住化が日常的な状況になってきているとい
うのが現状認識だと思うんですが、そうなってきますと、この図の書きようは、農村地域政策という
のは農村地域の農家を対象とした計画であるというイメージにとれるんですが、多分そういう意図
で書かれたものだろうと思うんですが、それで果していいのかどうかということが疑問として一つあ
ります。  

 ですから、農村地域政策の範囲というものは、農村を面として見ると当然に非農家、混住農家へ
の政策ということも課題とし得るのか、し得ないのかという問題があろうかと思いますし、それから
限定ということで言いますと、この理念のところの図の一番左端のところですが、健全な農業生産
等を通じた経済的自立、これを政策課題とするというのは、これは農業部会での話になるのでは
ないだろうか。むしろそうではなくて、自立のための環境条件の整備といったことが農村政策の課
題になってくるのかなというように思ったんですが、これでいいのかどうか。いいのかもしれません
し、それは後での地域の活性化と活力の向上ということと直接結びつくんだという御説明もあるの
かもしれませんが、ちょっと奇異に感じたということであります。  

 申し上げたい第２点は、基本課題として出てくるのが、一つは計画的土地利用ということでありま
す。これに関しては次回以降、計画的土地利用のあり方について議論があるのかもしれません
が、問題は中山間地域の総合的な振興施策の推進というところですが、これは両論併記にした部
分も非常に関わりを持ってくるのだろうと思うんですが、これに関する具体的な課題があるのかな
いのか。具体的課題として下に書かれてあるのは、これは一般的な地域政策の課題を出したとい
うような気がするんですが。要するに中山間地という特定がない、どこにでも通用する一般的な課
題ということになっているようであって、中山間地政策についてはまた別に具体的課題があるの
か、あるいはないのかということであります。  

 それが２つ目の申し上げたいことだとすると、３つ目は基本的課題の計画的土地利用に関するこ
となんですが、どうも農地問題で議論を始めますと非常に議論しにくいことをいつも感じるわけで
す。と言いますのは、大枠が日本の土地政策全体で、民法体系の中で誰でもが土地を所有できる
という社会通念が成立しているような状況の中で、農地だけが別であり、農家しか所有できない。
一方では都市計画法があり、他方では農振法がある。しかし、その点に関しては、現実には農地
だろうが土地だろうが、転用を通じて融通無碍といいますか、行ったり来たりしていて、農家の方も
具体的には転用を常に望んでいるという精神的な構造がある。そういったときに、多分ここでは
「計画なくして開発なし」と。ヨーロッパのイギリスのローカルプランだとか、ドイツの詳細計画だと
か、そういったことをイメージしてぶち上げようということなのだろうというように思うんですが、しか
し、我が国の精神的な風土として、土地所有には社会的義務が生じるという観念がないところで、
農地だけにそういった意識を植え付けさせるのは可能かどうかという問題は、よく議論しなければ
いけない問題だろうと思います。  

 農地法が今までやってきたことは実はそういうことではないかという議論も、これありだろうと思う
んですが、しかし、これだけの情報化社会、あるいは現実に混住化が、５割以上の人たちは農家
以外の人が住むという状況や、転用がどんどんやられているという状況の中で、農振を孤立国、
鎖国としながら議論できるのかどうか。あるいはもっと都市計画だとか、あるいは国土利用計画
上、本当はその国土利用計画に書いてあることを官僚が、あるいは政治家がきっちりやってくれ
ればそれでいいんでしょうけれども、しかし、そうでない限りは、国民の精神として計画というもの
が非常に大事だというようなことを掲げて打って出る意思がおありなのかどうかという、この辺の
整理が今後必要なのではないだろうか。これは農業部会での株式会社の参入等の問題とも絡み



合ってくる問題だろうと思うんですが、その辺は多分今回ではなくて次回以降の議論になるんだろ
うと思います。  

 この３点を当面今日の部会の感想といいますか、意見として申し述べておきたいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。今、質問と受け取れる点もあったんですが、何か事務局の方
でございましたら。  

○専門委員 後で教えていただければ結構です。  

○部会長 それでは問題提起ということにしておきたいと思います。  

 それでは一通り御意見をいただきましたが、ほかに何か付け加えたいということがございました
ら。  

○委員 農村地域の振興策ということで９ページ、今ほども議論がありましたようにそれぞれ書い
てありますけれども、我が国の国土といいますか、先ほども一つの旬のものというようなことによっ
て、ある程度環境の問題もクリアできるのではないかなというような御発言もありましたように、画
一的に進めていくというよりも、いろいろ適地適産的な考え方も必要であるだろうと思います。そう
いう中で一つの今後の政策としては、地域政策を確立をしていく、あるいはそれに似通ったような
モデルというものをつくることもいいのではないかなと思っているわけであります。そういう中で都
市と農村の一体的な協調の基本というものをつくっていきたいと。  

 それともう一つは、９ページにもありますように、生活雑排水の農業用水路への流入の状況であ
りますが、全国平均の平成６年３月末の状況が記載されておりますが、処理されたものが 4.4％

で、未処理が95.6％、こういうことになっているようであります。私の地域は60km2で74.3％、農業
集落排水なり公共下水道なりでやっておりますけれども、やはり上流部分をきちっとやっておかな
いと、先ほどのお話のように、なかなかきちんと全てが完全になりません。  

 そういったような面でこれを見ても思うんですが、水環境の整備というのは、もう一つは都市と農
村を結ぶ有効な手立てであり、より農業理解ということにも通じるのではないか。あるいは心の教
育という面についても非常に重要な役割を私は果たしていると思っております。私どもの地域の中
には灌漑用水が非常に多く、以前は約8000haを灌漑していたんですが、最近は農地のかい廃等
で約五千数百ヘクタールになっていますけれども、そういう中で12㎞にわたる幹線水路について
は今、水環境事業ということでいろいろ石張りにしたり、あるいは魚巣をつくったり、あるいは若干
迂回をさせてショウブを入れてみたりというふうに、20年前の土地改良事業以前に複するような形
態を造らせていただいております。これも一つは国の構造政策の一端として、私は非常に意義の
あることであり、今日の農村理解という点でも極めて重要な施設だと、このように思っております。 

 そして一面は、今申しましたように、今度は灌漑用水が都市排水の機能を持っているわけであり
ます。そういった多面的な役割と機能が非常に倍加されているわけでありますので、今後水路を
大きくしたり、あるいはゲートの遠隔操作ですね、これも今取り入れてやっております。そういうこと
で溢水の防止というようなことにも大きく役立っているということと、景観あるいはそういうような農
村の川を守る、水を守る風情というのにも大きく貢献をいたしております。  

 そういう意味で今後これらの管理・維持ということになりますと、極めて膨大な維持費がかかって
くるだろうと思います。そういう面では土地改良区なり、あるいは水利組合なり、行政なりが一体と
なって排水対策協議会を今作って進めております。しかしながら、今後これがすべての河川の灌
漑用水に適用されるかということになるとなかなか難しい面もあると思います。こういうことで、今
後これらについての支援的な面と育成策ということにもひとつ御配慮いただき、また、そういう政策
展開もやっていくべきでないかと、こんなふうに思っております。以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  



○委員 今のお話にちょっと補足させていただきますと、委員のいらっしゃる手取川は本当にそう
いう意味ではわかりやすい。農業用水が都市の排水まで全部引き受けて、都市の汚染も受けて、
その排水、下水も引き受けて処理していかなければならない。まさに農業用水がすべて平野を維
持して支えているみたいなことが一目でよくわかるようなところなので感慨深くお話を伺ったんです
が、例えば森林の場合、私は林政審議会をずっとお手伝いしていたものですから、今度、林野庁
の森林の政策というのはすべて「流域管理」という言葉を前面に出して、日本の森林を流域別に
捉えて、まあ今までもかなりそうだったんですが、それで森林政策をやっていくと。「流域管理シス
テム」というものを前面に打ち出して始めております。  

 同じようにやはり農業用水を通して水系というか、流域で物を見ていくと、都市の人も農業との関
連が捉えやすいし、自分で何を攻撃しているか、何の恩恵を受けているか、どういう関わりがある
のかわかりやすくなると思います。今、都市化でバラバラになってしまいましたけれども、やはり流
域別に捉えるという考え方を広げて地域を捉えることはできないだろうか。そうするといろいろやり
やすくなるのではないか。捉えやすくもなるし、都市の人たちの関心や理解を得やすくもなるので
はないかなという気がいたしますので、今の御意見に補足の意味でちょっと申し上げます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 今も話題になってます９ページについてちょっと申し上げておきたいと思います。９ペ
ージの図があって、要するに農村部が環境整備の面において大都市や中都市と比べて不利な状
況にあるということが多分言いたいんだろうと思うんですが、良好・快適な居住環境という観点で
見て本当にそうなのだろうかと。むしろこういう表というのは、まあ農林水産省の予算を取るため
に、大蔵省に説明資料としてはこんなものも使って悪いとは全然思わないけれども、本当に農村
に人が住み着かないのはそのせいなのだろうかと、若者が出ていったり嫁が来ないというのは、
多分先ほどから、触れられている例えば水洗便所がないとか、そういうことも多少はあるかもしれ
ませんけれども、水洗便所ぐらいだったら、簡易便所まで含めれば比較的できやすいから、むしろ
そういうものではなくて、本当に都市と農村とを比較するならば、例えば病院だとか、救急病院だと
か、学校だとか、買い物施設だとか、そういう別の指標で都市と農村とを比較した方がいいのでは
ないかという感じがいたします。これがあって悪いというわけではなくて、これをやめてくれと言って
いるわけではないんですが、何だか下品だなという感じが率直にいたします。  

 それよりはむしろ、私はいろいろな都市に住んで、いろいろ意味で農村も比較的見ているつもり
ではおりますけれども、むしろ農村こそ良好・快適な環境がかなり維持されているわけです。先ほ
ど申しました私の田舎でいえば、本当にどこへ出しても恥ずかしくないような立派な景観と環境が
ありながら人が住み着かないという非常に過疎な集落になっているというのは、もう少し別の指標
で良好・快適な居住環境についての訴え方があるのかなという感じがいたします。そういう意味
で、むしろ整備が遅れているというよりは、良好な環境をどうやってつくっていくか、維持するかと
いう方向に力を入れていただきたいなという感じがいたします。30坪ぐらいの狭い住宅に何千万も
投資をして住み着かなければいけない。しかも１時間半も満員電車で通勤している都市のサラリ
ーマンに比べれば、どれほど快適な居住環境をエンジョイしているかわからないわけですね。そう
いうことと比べてみて、何か農村は居住環境が悪いんだ、悪いんだと強調するのはいかがなもの
かという感じがいたします。  

 それとの関連で情報通信整備、これもまた遅れているということが強調されているわけですが、
世の中情報化時代と言われている、７ページのことですが、まあ一応情報の話も入れておこうかと
いう感じがしなくもないわけですが、一体何を情報でやろうとしているのか。見てみますと、市況だ
とか気象だとか病虫害だとか、例えばそんなことが書いてあります。そんなものは使うべき人はも
うとっくに使っているし、これからそんな用もないところに市況だの何だのと出したってしようがない
なと。それよりも先ほど言いましたような、農村にいて都市的生活もできる、しかも良好な環境を維
持していくということ。それには知事さんもお触れになりました土地利用というのが非常に重要だと
思うんですが、土地利用については次回お話しいただけるというので、私も一緒に期待をして待っ
ておりますけれども、そういうところかなと。ちなみに私自身は携帯電話も使わないし、インターネ
ットも使いませんので、大してこんな情報などというものの価値は余りないと、私個人は思っており
ます。これは単なる個人的な趣味です。  



○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 今そういう、農村の方は下水の方は余り力を入れなくてもいいのではないかと言わ
んばかりのお話がありましたが、実は私どもの農村では、集落排水をやった時、70歳になる一人
暮らしのお年寄りに、あなたはもうそんなことしなくてもいいでしょうと申し上げたところ、ばか言う
なと、俺はあと何ぼも生きられねぇんだから、用便というのが俺は嫌いであった、嫌であった、しか
し、こいつは腰かけてできる、もっともっと長生きできるような気がすると。  

 私の方は下水道を92％まで整備している、そして早く使用したら応援しますよと、こういうことで
いろんなことをやっておりますが、そうしますと意外なことにお年寄りの多い家庭で使用する。そし
てそれがだんだん増えていきまして、もう水洗化率80％になっています。そうしますと、ほとんどが
洋式の便器、ああいうものを入れる。そして大変生活が、今まで思ってもみなかった生活に変わっ
てくると、こういうお話をされておりますので、その辺誤解のないようにしていただきたい。  

○部会長 ありがとうございました。先ほどの発言は資料請求という面もありましたが、よろしいで
しょうか。別な指標も用意して欲しいというような御意見だったかと思いますが。  

○事務局 先ほどおっしゃられました、例えば若い方々が農村に嫁に来たくないというようなこと
は、昨年の資料におきましてそうしたアンケート調査の結果等はお示ししているつもりではありまし
て、今まで出した資料と若干重複してお出ししている分もありますけれども、そういった面は確か
昨年も御紹介しております。もちろん再度出せということでありましたら、そういったものをお出しい
たしますけれども、私どもといたしましてはそういった点も踏まえまして、全体としての資料といたし
ましては、昨年も御紹介していることも踏まえながらということで整理をしているつもりでございま
す。  

 それから、今後お出しする話と、今日出している話ということで、若干先ほどの委員のお話の中
で、言わば今後、我々が出して対応しなければいけないという面もあろうかと思いますけれども、
そういった点で足りないという点がありましたら、また改めて言っていただきましたらと思います
が、いずれにいたしましても本日の委員の先ほどの点などを踏まえまして、次回以降の資料の整
理をするということにさせていただきたいと思います。  

 それから価格の問題についても、先ほど確か触れられていましたけれども、実はこれは農業部
会におきまして、次回か次々回ぐらいにそうした価格政策の問題は、例の中間報告の取りまとめ
では経営安定対策というような触れ方にしておりますけれども、さらにどういう触れ方にするかとい
うことについては、具体的なことを検討するということにしておりまして、そうした農業部会において
資料を整理する中におきまして、今日の農村部会の各委員の方々にも御紹介をさせていただきた
いと思っております。  

○部会長 ありがとうございました。  

 では最後になりましたが、会長がお見えでございますので、何かございましたらお願いいたしま
す。  

○調査会長 時間がもうありませんが、一つは21世紀、私たちの理想的な居住環境は農村にこそ
つくるべきだと言っていいと思います。都会はもう技術文明が成熟して、これ以上いいものがない
んですね。自然と人間との共存なるものは農村にこそ実現できるわけで、その意味ではもちろんト
イレも必要ですが、もう一つは、私個人は「まちに緑を、森に音楽ホールを、畑に旅人を」と、こう言
っておりますが、もし音楽ホールを造るのだったら森の中に造るんですよね。同時に畑にも旅人に
来てもらう、そういう時代がこれからだと思います。実際に鹿児島県にそのような音楽ホールがあ
りますが、自然と人間との共存、美しい共存ですね、それがそこで現実に実感されるわけですね。 

 そのためには、そのようないい都会的施設を、例えば高速道路のランプのようなところに、いい
ショッピングセンターをつくれば、それは地域全体のいい意味での都市化の核になるだろうと思い



ますね。それから先ほどお話に出ましたクリニックのようなものも必要だと思いますが、よその人も
来るし、地元の人にもいいような、そのようなクリニックやショッピングセンターのいいものを、これ
から農村にこそ、あるいは中山間地域にこそつくるべきときが来ているのではないかと思います。
これが一つですね。  

 ２つ目は人間の問題なんです。これから農村の活性化のためにはどうしても専門的な技術とか
知識を持った人が都会から来てくれるということが非常に大事なことで、人材の問題ですね。お年
寄りばかりではなく、若い人でも専門的な技術、知識を持っている人にどんどん来ていただくこと
が大事で、ただ、その際、受入れ側との間にトラブルが起こる可能性が非常にあって、なかなかよ
その人が地元に入れないんですね。地元によその人を受け入れるいいノウハウがあったら、ぜひ
集約したいと思いますね。こういう場合は失敗します、こういう場合は成功しますと。このような今
までの経験によるまとめがぜひ欲しいんですね。もちろん今、６万人といわれる定年帰農者の
方々にとってもいいですし、若い人にとってもよくて、人間関係をこれからどうやっていくのか、そこ
をぜひ整えていくべきではないか。  

 それから女性の問題が出ておりますけれども、女の人が嫁に来るには、これは農村の問題、農
業の問題ではありませんが、やはり経済的自立というのが大事で、これがなければ女性も来ない
ですよね。自分のお金が持てるということが、これがあって初めて農村の自治活動にも女性が積
極的に参加するわけで、これはもう不可分ですね。女性も自分なりにお金が持てる経営権の確
立、そしてまた、できたら農地の持ち分をはっきりさせる。農村はその点では遅れているのではな
いでしょうか。やはり男社会で、あちこちの農村、アメニティコンクールなどに行っても、やはり出て
くるのは男ばかりですね。奥さん方はその辺でおにぎりをつくったり何かしているだけで前面に出
てこない。その点は私はまことに申し訳ないが、遅れていると思いますね。男女共同参画型の社
会を農村に実現していくためには、女性の経済的自立をどのようにしてこれから支援していくかと
いう問題は不可分だと思っております。以上でございます。  

 それからもう一つ、棚田をぜひ世界遺産の中に入れるように努力すべき時が来ているのではな
いでしょうか。ああいった非常に手間暇かかる、生産性の面ではある意味ではどうしようもないよう
な、しかし美しいもので、あれは世界に誇れるものだと思いますね。写真集などいろいろ出てます
が、そういう努力をこれからするときが来ているのではないかと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  

 それでは予定の時間がまいりましたので、本日はこれをもちまして終了させていただきますが、
資料につきましてはまた事務局の方で、今日の議論を踏まえて御用意いただければと思います
し、また委員の方からも、こういう資料を用意して欲しいというようなことがございましたら、直接事
務局の方にこの後も御請求いただいたらと思います。  

 次回の部会の日程でございますけれど、次は６月26日の午後２時から４時半といたしまして、今
後の農村地域政策の基本課題でございます「農村地域の総合的、計画的整備と活性化のあり
方」という問題について議論を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。正式には改め
て事務局から御案内を差し上げることといたしたいと思います。  

   

５．閉 会    

   

 それでは、これにて閉会させていただきたいと思います。長時間にわたりまして貴重な御意見、
どうもありがとうございました。  

   


