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１．開 会  

○部会長  それでは、ただいまから第７回の会合を始めさせていただきます。 
 本日は、「農村地域の整備のあり方」ということをテーマにいたしまして、農村地域 
の整備・活性化のための具体的方策のあり方について御議論いただきたいと思います。 
 なお、次回は７月の末でございますけれども、そのときには中山間地域対策を中心に 
御議論いただくということになっておりますので、截然と分けることはできませんけれ 
ども、そのことを念頭に置いていただきまして今日の御議論をしていただければ幸いと 
存じます。 

２．資料説明   

○部会長  事務局に資料を用意していただいておりますので、まず資料の説明からお願 
いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○事務局  資料の説明に入ります前に、お手元に「調査会あての要望書」ということで 
若干分厚い資料を付けさせていただいておりますけれども、この中で４ページ目をお開 
きいただきたいと思いますが、個人からの葉書ということで、５月分、約２万5000件と 
いうことが一番下に書いてあります。 
 実は６月からさらに増えておりまして、今までのところ約４万5000件くらい事務局に 
寄せられておりまして、これまでをトータルいたしますと７万件を超えるような状況に 
なっております。 
 前回、この葉書の関係の要望書につきまして、委員の方から一応概略と申しますか、 
特徴的なことを紹介するようにということで御指示がございましたので、私どもも詳細 
にというわけにはまいりませんが、若干特徴的なことということで、昨年の中間とりま 
とめのときに両論併記になっております４点を中心にチェックをさせていただきました 



ところ、大体次のような傾向だということで御紹介をさせていただきたいと思います。 
 まず１点目の国内農業生産の位置づけでございますが、これにつきまして触れられて 
いる葉書は、ほとんど圧倒的多数の方が国内農業生産を基本とすべきではないかという 
趣旨のことを書いていらっしゃいます。 
 ２点目の食料自給率の問題でございますが、政策目標とすべきであるという意見がほ 
とんどという感じでございます。 
 ３点目、株式会社の農地権利取得の問題でございますが、農地の投機対象への道を開 
くおそれがあるような株式会社の農地取得に反対であるという意見が、これもかなり多 
いという状況でございます。 
 それから当部会に直接関係する中山間地域等に対します直接所得補償の関係でござい 
ますが、これも国土環境保全等のために導入すべきであるという意見が多数を占めてい 
るという状況が特徴的だということを、あらかじめ御紹介させていただきます。 
 それでは、横長の資料に移らさせてもらいます。資料４の「農村地域の整備のあり方」 
ということでございます。 
 「目次」をお開きいただきたいと思います。今日の資料は全体で３つのパートから構 
成されておりまして、まず１点目は「農村地域の動向と展望」ということで、この中に 
おきましては人口、あるいは集落関係の今後の見通し、さらには農地面積等の推計、そ 
れから農業・農村が有します公益的機能の金額評価、こういったいわば今後の動向なり 
展望をまず４ページにわたりまして御紹介をいたしております。 
 ２点目は「農村地域の整備の視点」ということでございまして、こうした今後の動向 
なり展望なりを踏まえまして、今後農村地域への整備をどういう視点から行っていくか 
ということを整理しております。大きくはここにありますように1)から3)までの視点を 
提示させていただいております。 
 ３番目のパートは、そうした視点の中で農村地域の整備のための具体的方策というこ 
とで、これも大きく３つに分けておりますが、農用地等の確保と土地利用の整序化のあ 
り方、農村地域の総合的整備、多面的・公益的機能の維持・発揮のための施策のあり方、 
ということで本日の資料を整理させていただいております。 
 それでは、まず１ページ目でございますが、「農村地域の動向と展望」の中で、「人 
口と農業集落に関する推計」をお示ししております。 
 まず、左上の方の一番目のパラグラフでございますが、これは農業地域累計別の総人 
口及び農家人口の今後の展望ということで、平成22年、すなわち2010年の人口の見通し 
を、農業センサスを使いながらコーホート変化率法で推計をしているものでございます。 
大まかに申し上げますと、平地農業地域におきましては人口がやや増加すると見込まれ 
ておりますが、中山間地域では約１割の人口減少が見込まれ、また、農家人口に限定い 
たしますと、平地地域では約３割、中山間地域では約４割の減少が見込まれるというこ 
とでございます。 
 その下の２番目のパラグラフですけれども、高齢化の問題でございますが、全国的に 
進行するということで、全国的平均では平成22年に22％程度の高齢者比率になるわけで 
ございますが、特に中山間地域の農家世帯におきましては、平成22年の高齢者比率は約 
33％ということで、現状の26％からさらに７ポイント程度上がると見込まれるというこ 
とでございます。 
 ３番目のパラグラフは、農業集落におきます農家世帯の高齢者の比率ということで触 
れておりますけれども、ほとんどの農業集落におきまして、農家世帯の高齢者比率、こ 
れが25％を超えるということでございまして、そのうち50％を超えるような農業集落も 
約１割見込まれるということでございます。また、平成22年におきまして、約４割の集 
落で農家戸数が10戸以下になると見込まれ、うち５戸以下は15％ということで、集落の 
規模が小さくなっていくと、農業集落としての機能を果し難い状態になることが懸念さ 
れるということでございます。 
 ２ページ目におきましては「農地の面積と利用に関する推計」をお示ししております。 
左上に農地面積につきまして、今後の増加要因ということでは農用地造成、また減少の 
要因ということでは２つ、すなわち農地の他用途への転用と耕作放棄があることを示し 
ております。 
 このうち農用地造成関係でございますけれども、大規模な開拓等が新規に行われる予 
定はないということでございますので、今後大幅な農地面積の増加ということは見込め 



ないのではないかということでございます。 
 減少の方の要因でございますが、まず一つの要因であります農地の他用途への転用、 
これが今後15年間、平成22年までに約29万haが見込まれるということでございます。こ 
れは右の一番上をごらんいただきたいと思いますが、５年刻みでの過去の趨勢というこ 
とで、５年間におきまして他用途転用がどの程度行われているかということをお示しし 
ております。 
 若干景気の動向等によりまして昨今、転用は減りぎみであるということでございまし 
て、昭和55年から平成７年の15年間で32.9万haの他用途転用が行われているということ 
でございますが、こういう傾向から他用途転用への数字を推計いたしますと、今後15年 
間で29万haが見込まれるということでございます。 
 それから耕作放棄地の関係でございますけれども、右の２番目の段に「耕作放棄面積 
の推計」ということで、各年の実績数値ということで示しております。若干バラつきが 
ございますけれども、右から２段目の欄に、昭和45年から平成９年までの年平均をとり 
ますと、大体２万ha強という実態にあるということで、こうした現在までの過去の趨勢 
をとってまいりますと、今後15年間で33万ha程度という数字になるのではないかという 
のがケースⅠでございます。 
 したがいまして、右の真ん中の方に「農地面積等の推計（ケースⅠ）」ということで 
お示ししておりますが、平成７年の 504万haの農地面積、これから先ほどの転用面積分 
29万haを引き、さらに耕作放棄面積ということで推計いたしました33万haを引きますと、 
平成22年におきます農地面積は 442万haになるのではないかというのがケースⅠの農地 
面積の推計ということでございます。 
 またケースⅡということで右の下の方に、農業経営に利用される農地面積からアプロ 
ーチした推計をお示ししております。これは平成７年の実績値、農家戸数 344万4000戸 
で、農業経営に利用されている農地面積は 504万haという数字がございます。これは５ 
年前及び10年前のセンサスの数字から、各階層別に規模拡大を行っているのか、あるい 
は規模を縮小しているのか、そういったことを推計してまいりまして、残った農家数は 
246万戸と見込まれるわけでございますけれども、この 246万戸が経営に利用いたします 
農地面積を推計いたしますと、 396万haぐらいではないかということでございます。右 
の一番下でございますが、この 504万haから農業経営に利用されます農地面積が 396万 
haになると見込まれます。一方、転用面積はケースⅠの場合と同じ29万haということか 
ら考えますと、一番右に触れておりますけれども、耕作放棄が懸念されます面積、これ 
が約79万ha出てくるということを数字でお示ししております。 
 それから３ページ目に、このケースⅡの場合の元となっております「農家戸数及び経 
営規模に関する推計ということで、（参考）という形でお示しをいたしております。今 
後15年間におきます農家戸数でございますとか、経営規模の状況の推計ということで、 
左の方に文章で概括触れておりますが、今後農家につきましては、言わば経営体という 
ことで、農業経営に特化しながら農業経営をいろいろ発展させていく農家と、単に農地 
を資産保有的に持っていく農家、あるいは生きがい農家、こういったように分化が一層 
進展するのではないかということでございます。 
 もう一つは経営規模の拡大の状況でございますが、北海道におきましてはさらに経営 
規模の拡大が進展するわけでございますが、都府県におきましてはそのテンポは遅いの 
ではないかという見込みということでございます。 
 その中で総農家数の減少のペースが加速化するというようなことで、平成７年の344万 
戸から、15年後の平成22年には 246万戸と、３割程度減少する見込みということでござ 
います。 
 経営規模別の農家の動向ということで、その下に北海道と都府県ということで分けて 
おりますけれども、まず北海道につきましては大規模層、この場合は30ha以上というこ 
とでございますが、この農家数はわずかながらでもさらに増加していくということでご 
ざいまして、北海道の農地面積に占めるこの大規模層の割合、これが農地面積の割合か 
らいきますと６割強を占めるということでございまして、現状が49％でございますので、 
14ポイント程度上がっていく見通しということでございます。 
 一方、都府県の場合の大規模層は５ha以上ということで区分をいたしておりますけれ 
ども、こうした大規模層が占めます農地面積のシェアは15％程度ということで、現状の 
10％より５ポイント程度上がるわけでございますけれども、一方、小規模農家層、これ 



も12％を占めるということでございまして、現状の13％から余り差はないと見込まれま 
す。言わば、北海道では規模拡大が進展し、都府県では規模拡大のテンポは遅いという 
ことが言えるのではないかということでございます。 
 なお、左の一番下で触れておりますけれども、特に中山間地域におきましては規模拡 
大が遅れまして、小規模層の農地面積シェアは依然として22％程度を占めるのではない 
かという推計になるということでございます。 
 ４ページ目でございますが、「農業・農村の有する公益的機能」ということで、左上 
の文章に触れておりますけれども、食料の生産機能という本来的な機能に加えまして、 
洪水防止でございますとか水資源のかん養、さらには土壌侵食、土砂崩壊防止という多 
面的な公益的機能を発揮しているということで、こうした機能を機能別に代替法という 
評価方法によりまして経済評価をいたしますと、年間約６兆9000億円と試算されるとい 
うことでございまして、中山間地域ということで地域を絞ってまいりますと、その評価 
金額は約３兆円と試算されるということでございます。 
 具体的には、各機能別に評価の概要と、具体的な評価額ということで右の方に全国ベ 
ースでの数値、それから中山間地域に限定いたしました数字ということでそれぞれお示 
ししております。 
 こういった公益的機能でございますが、左の上から２つ目のパラグラフに触れており 
ますけれども、いわばこうした公益的機能は、単に農村に住んでおられる方々、あるい 
は農業者のみでなく都市住民を含め、広く国民一般に対して便益を与えているという、 
いわば外部経済効果であると。またこうした機能は、適切な農業生産活動の継続によっ 
て維持されるということに触れているわけでございます。 
 したがいまして、国民的にもこうした公益的機能に対する要請なり期待が高まってい 
るということから、こうした公益的機能は適切に維持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。 
 以上が今後の見通しなり、農業・農村の公益的機能ということで、金額評価等の試算 
の関係でございます。５ページ目からがそうした今後の展望を踏まえまして、農村地域 
政策、整備をどのように考えていくかということを整理したものでございます。 
 左上に触れておりますけれども、ただいま御説明いたしましたような農村の状況です 
とか、農地面積と利用の見通し、こういった見通しをこのまま放置した場合ということ 
で、アンダーラインを引いておりますけれども、国内における食料供給力の確保、ある 
いは国土・自然環境の保全といった多面的な公益的機能の維持が困難となる恐れが懸念 
されるのではないかということでございます。 
 こうした懸念に対応いたしまして農村地域の整備を図っていくためには、その下にあ 
りますように、農業及び関連産業をはじめとします各種産業の振興ですとか、都市との 
交流等によります地域の活性化、あるいは地域住民が暮らし易いような快適な居住環境 
の整備、こういったことを総合的に進めていくことが必要ではないかということで、次 
のような視点を踏まえて対応し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。 
 このページの右の方にフローチャートを示しておりますけれども、先ほど御説明しま 
したような見通しを踏まえて、政策展開に当たっての視点ということを２段目の括弧の 
中に示しております。農村地域の特質に配慮した整備手法の必要性、総合的・計画的整 
備の必要性、国民に開かれた農村の整備、こういったことが政策展開に当たっての視点 
として考えられるのではないかということでございます。 
 また、具体的な方策ということではその下の流れになるのではないかと、私どもなり 
に整理をさせてもらったものを示してございます。 
 その視点の関係でございますけれども、６ページ目をお開きいただきたいと思います 
が、１点目は「農村地域の空間的特質を踏まえた整備手法の必要性」ということでござ 
いまして、細かくは農村地域の空間的特質ということで３点挙げております。 
 まず１点目は、農村地域は「生産と生活が同一空間で複合的に営まれていること」と 
いう点にあるのではないかということでございます。こういった特質を踏まえた整備手 
法ということになりますと、その下にアンダーラインでお示ししていますように、農業 
的土地利用と非農業的土地利用の調整を図りながら、一体的な計画の下で農業生産基盤 
の整備と生活環境の整備を総合的に実施していくことが、効果的でもあり、また効率的 
ではないかということでございます。その具体的な必要性等につきましては、右の方に 
お示ししております。 



 ２点目は、農村地域では「集落を単位とした低密度・分散型の居住構造である」とい 
う特質を踏まえた整備を行う必要があるのではないかということでございます。農村地 
域における基礎的な生活環境の整備につきましては、地域の状況に応じまして小規模分 
散型等のきめ細かな整備を進めていくことが必要であるわけですが、また、集落を単位 
といたしました居住構造であることから、集落を構成いたします住民の方々の参加によ 
ります施設の整備、あるいは維持管理、こういったこと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。 
 それから３点目は、「豊かな景観・自然環境への配慮」が必要ではないかということ 
でございます。農村地域が都市にはない自然系ないし半自然系の空間を有しているとい 
うことで、これらの自然環境や農村景観を可能な限り保全していくことが必要ではない 
かということでございます。 
 視点の２点目は、７ページ目にお示しをしております、「総合的・計画的整備の必要 
性」という観点でございます。 
 以上の農村の特質等を踏まえますと、計画的な土地利用と施設整備、これが一体的に 
行われますとともに、全体が総合的・計画的に実施されまして初めて農村地域の振興に 
資する総合的な効果が発現されるのではないかということで、具体的には農業生産基盤 
・施設の整備ですとか、生活環境の整備、さらには所得・就業機会の確保、地域活性化 
施設の整備、こういったものが土地利用計画と整合をとりながら総合的・計画的に推進 
されることが重要であり、そうした具体的な方策につきまして検討していくことが必要 
ではないかと考えているわけでございます。 
 ３点目は、「国民に開かれた農村地域の整備」ということでお示ししておりますが、 
農村地域社会は、農業生産の基幹的な役割を担う効率的・安定的な経営体だけではなく、 
兼業農家、あるいは生きがい農家、さらには農業以外に就業しておられる地域住民の方 
々等、様々な方々がそれぞれ有機的な関係を保ちながら成り立っているというようなこ 
とで、地域住民の方々の多様なニーズを踏まえまして、良好な営農環境と快適な居住環 
境が確保されるよう、その環境整備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。特に自然豊かな農村に居住したいという人々ですとか、定年を機会にふるさ 
とに戻りたいという人々も増加すると見込まれるということで、こうした人々を積極的 
に受け入れていく視点も重要ではないかということでございます。 
 ８ページ目は、以上の基本的な視点を踏まえまして、３番目のパートであります「農 
村地域の整備のため具体的方策のあり方」ということで整理をしたものでございます。 
 まず１点目は、「農用地等の確保と土地利用の整序化のあり方」ということでござい 
ますが、まず「優良農地の確保」という関係でございます。優良農地の確保という点に 
つきましては、その下に書いてありますように、これまでも優良農地が無秩序に農地以 
外に転用されることがないように農地法ですとか農振法等によります規制が行われてき 
たわけでございますけれども、さらに以下のような検討が必要ではないかということで、 
１点目は「農地の確保の方針の明示」ということでございます。現在の政策がいわば国 
全体として必要な農地総量の確保という視点が欠けておるということで、最低限必要な 
栄養を国内で供給し得るような生産の基盤が確保されていることへの要請も高いという 
ことも踏まえまして、必要な農地総量の明示ですとか、優良農地確保の方針の明示、こ 
ういったことを行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。 
 ９ページ目でございますけれども、こうした優良農地確保のための方針の明示を受け 
まして、「優良農地確保のための取組みの強化」という点でございます。効率的な農業 
生産が行われるためには、生産力の高い農地が面的にまとまった形で確保される必要が 
あるということ。さらに農地は昨年12月の中間とりまとめにおきましても、相当規模の 
公共投資が行われている、いわば公共性の高い財であるという位置づけで表現されてお 
りましたけれども、農業上の土地利用と農業外の土地利用の調整を適切に行うことを通 
じまして、優良農地の確保と効率的な利用の促進を図ることが重要ではないかというこ 
とでございます。 
 そのためには農業振興地域制度におきます農用地区域の除外要件、こういったことに 
つきましても制度の透明性を高めるためのより具体的方策のあり方について検討するこ 
とが必要ではないかということでございます。 
 10ページですけれども、「農業的土地利用と非農業的土地利用の調整」ということで 
触れております。左の一番上に書いておりますけれども、国土面積が非常に狭いという 



我が国におきまして、農業と農業外の土地利用の調整ということは極めて難しい問題で 
ございまして、これまでも都市計画制度との調整ですとか、農振制度の適切な運用とい 
うことで、非農業的土地利用の計画的誘導ということを進めたわけでございますけれど 
も、現実的には計画性のない土地利用の実態があるというようなことで、スプロール化 
ですとか蚕食されているという実態が見られるという状況になっているということでご 
ざいます。 
 今後、農地と非農地を含みます地域の土地利用全体を計画的に望ましい形へと誘導し、 
良好な営農環境と快適な居住環境を維持・形成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。 
 この場合、都市近郊農村を中心に、無秩序な市街化を防止し、計画的な都市づくりを 
行う必要がある地域におきましては、集落地域整備制度、こういったものを積極的に活 
用していくことが必要ではないかということでございます。 
 一番下は純農村地域についてでございますけれども、こうした地域におきましては、 
都市計画的な土地利用規制の手法を適用すること自体が必要性に乏しいということでご 
ざいますけれども、生活利便施設、あるいは公共施設といった非農業的土地利用を、一 
定地域に極力計画的に誘導していく手法をとることが適当ではないかということで、そ 
のための具体的な方策について検討し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。 
 11ページ目は、「農村景観の保全・形成」ということでございます。農村地域におき 
ましては、棚田のように森林や伝統的な家屋と調和して優れた農村景観が形成されてい 
るわけでございますけれども、地方自治体によりましては、景観保全等につきまして条 
例あるいは協定の取組みが行われているということでございます。 
 右の方に景観条例または協定を制定している市町村の割合ということで表に付けてお 
りますけれども、平成９年におきまして制定済み、あるいは制定予定の市町村は、全体 
で約30％を超えるということでございます。 
 こういう景観の保全・形成に対する取組みということでございますけれども、今後と 
も良好な農村の景観の保全・形成を図っていくことが必要ではないかと考えているわけ 
でございますが、左の一番下に触れておりますように、景観自体は多分に主観的な面も 
あるということ、さらには地域によりましてその対応も様々であるということで、地域 
の創造性を発揮する観点からは、地域の自主的な活動を基本とすることが適当であると 
いうことを考えておりまして、国といたしましては、こうした地域の取組みを支援して 
いくことが重要ではないかということでございます。 
 12ページは、「農村地域の総合的整備のあり方」の関係でございます。 
 まず、「農村地域の居住環境の整備」ということで12ページに整理をいたしておりま 
すが、農村地域におきます良好・快適な居住環境の整備を進めるに当たりましては、農 
村の空間的特質を踏まえまして、地域の状況に即しました事業制度の中で実施されてい 
るという現実がございます。 
 今後も農村地域の基礎的生活環境の整備に加えまして、環境への配慮ですとか、都市 
住民にも開かれました農村づくりを目指した整備、さらにはそのための研究開発、こう 
いったことを積極的に進めていくことが必要ではないかということでございます。 
 特に都市に比べまして、汚水処理施設の整備状況が遅れているということで、これま 
でも再々にわたりまして資料で御説明させていただいておりますが、農業集落排水事業、 
これが昭和58年度以降、単独制度化されているわけでございますけれども、今後も公共 
下水道ですとか、合併処理浄化槽といった他省庁の各種事業との連携も図りながら、効 
率的に事業を推進していくことが必要ではないかということでございます。 
 また土地改良事業等の実施に当たりましては、環境に配慮するという観点から見直し 
を行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。 
 さらに、資源のリサイクルを促進するための体制ですとか、そのための施設等の整備、 
地域に賦存する自然エネルギーの開発、有効利用、こういったことを進めることが必要 
ではないかということでございます。 
 13ページでございますが、農村地域におきましても交通・通信体制の整備に伴い、生 
活圏自体が拡大しつつあるという状況にあるわけでございますけれども、複数の市町村 
にまたがる広域的な圏域も考慮しながら、それぞれの圏域に応じた整備を効率的に実施 
していく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。 



 特に医療ですとか文化、教育、こういった高水準な広域拠点施設の整備につきまして 
は、地域間相互の連携、あるいは機能分担を図る広域的な取組みを推進するとともに、 
関係省庁間の連携をさらに深めていくことが重要ではないかということでございます。 
 14ページでございますが、「多様な産業の展開と就業機会の確保」の関係でございま 
す。まず、「地域内発型産業の育成」ということで左上に触れておりますけれども、農 
村地域の活性化を図るためには、地域資源を活用した内発型の地場産業を育成していく 
ことが必要なわけでございまして、従来の施設整備を中心とした支援に加えまして、起 
業支援、産業おこしのための人づくりという、いわばソフト的な支援、こういったもの 
の充実を図ることが必要ではないかということでございます。 
 また食品産業との提携の強化を図るという観点から、そのニーズに的確に応えていけ 
るような栽培技術ですとか処理加工技術といった開発・普及への一層の支援、こういっ 
たことも必要ではないかと考えております。 
 それから「産業誘致への支援の充実」ということで、その下に触れておりますけれど 
も、産業活動が国際化しているという中におきまして、安価な労働力、あるいは土地の 
確保といった農村立地のメリットが相対的に小さくなってきているということで、従来 
の農村地域工業等導入促進法等に基づきます支援に加えまして、関係省庁とも連携しな 
がら産業基盤、あるいは生活環境基盤の整備とともに、企業に対する情報提供、こうい 
ったことを拡充することによる産業誘致の一層の推進が必要ではないかということでご 
ざいます。 
 15ページでございますが、「都市・農村交流の促進」の関係でございます。まず、「交 
流のための基盤整備の促進」ということで触れておりますが、都市近郊等におきまして 
は、農地のレクリエーション的利用を一層推進するということで、市民農園ですとか学 
童農園といった施設関係の開設・整備の充実方策の検討が必要ではないかということで 
ございます。 
 また中山間地域等におきましては、滞在施設とともに一体的に整備される市民農園、 
ドイツ等で行われておりますクラインガルテンの日本版というイメージでございますけ 
れども、こうした施設の整備等を促進するための具体的方策を検討することが必要では 
ないかということでございます。 
 また、こうした基盤整備と同時に、その下に触れておりますが、「交流活動に対する 
ソフト支援の充実」も必要ではないかということでございまして、都市・農村交流活動 
の内容の充実ですとか、リーダーとなります人材育成等の幅広いソフト面での支援策も 
検討することが必要ではないかということでございます。 
 さらに、食や農が青少年の体験学習を通じて得られるという面等に着目いたしますと、 
関係省庁との連携等によりまして、地域における農業体験学習推進のための施策の充実、 
こういったことも図っ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。 
 16ページでございますけれども、「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、まず「農村女性の活躍の場の創設」ということで触れております。女性 
の方々が意欲と能力を一層発揮し、農村地域の担い手として活躍できるためには、女性 
の方々の地位の明確化と向上を図るといった、男女共同参画社会を実現するための条件 
の計画的整備を進めることが重要であるということで、具体的にはその下に４つほど付 
けておりますけれども、農村女性の方々の農産物加工・販売、あるいは都市との交流等 
の取組みと技術・経営に関する知識・技能の習得の促進、それから家族経営協定の締結 
の促進、それから農業労働に加えまして家事、育児、さらには介護など、女性の労働過 
重の軽減のための方策、それから農業団体等の構成員ですとか役員への登用促進という、 
言わば地域の方針決定過程への女性の参画の促進、こういったこと等につきまして検討 
し、具体策を充実することによりまして女性の活躍の場の広がりを求める必要があるの 
ではないかということでございます。 
 ２番目の「高齢者の生きがいの場づくりと高齢者福祉対策」でございますが、高齢者 
の方々も地域の実情に応じまして、担い手と役割分担をしながらいろいろな役割を果し 
ていただく必要があるのではないかということで、例えば都市・農村交流ですとか、生 
涯学習の推進等に高齢者のもつ農業技術や伝統技術を役立てていくための環境づくりへ 
の支援、こういったことを検討する必要があるのではないかということでございます。 
 また、農村部におきます福祉サービスを充実するということで、農協におきますホー 
ムヘルパー等の育成ですとか、福祉事業の充実を図るとともに、各種施設のバリアフリ 



ー化を推進するなど、高齢者の方々も暮らしやすい環境整備を推進していく必要がある 
のではないかということでございます。 
 17ページは、「情報通信技術の活用による農村地域の活性化」ということでございま 
す。２番目のパラグラフに触れておりますけれども、情報通信技術が農業生産の効率化 
ですとか高度化、あるいは生活上の利便性の向上といった面にとどまらず、農村地域の 
活性化の面でも積極的な役割を果たしていくことが期待されるということを踏まえまし 
て、下の方に触れておりますけれども、農村地域におきます情報通信基盤の着実な整備 
に努めますとともに、中央と地方を結ぶ情報システムですとか、農村地域のニーズに応 
じた利活用システムの開発・普及を進めていくことが必要ではないかということでござ 
います。 
 最後に18ページは、「多面的・公益的機能の維持・発揮のための施策のあり方」とい 
うことに触れております。 
 ２番目のパラグラフでございますが、農業生産活動の維持等に資するように、その主 
体の確保を図ることが基本的に重要であるということで、また公益的機能の維持・発揮 
に着目した工法の開発とか、コスト低減を図りながら弾力的な整備を行う基盤整備事業 
の充実ですとか、さらには農地と森林が混在し、保全整備が緊急に必要な地域における 
農地と森林の一体的な整備、高付加価値型農業への転換、農地保全に取り組む第３セク 
ター等の育成、こういった地域の実情に応じた弾力的支援を行っていくことについて検 
討をし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、土地改良施設の有する公共的あるいは公益的機能はますます重要性を増してき 
ている一方におきまして、冒頭御説明しましたように、農家数の減少ですとか高齢化の 
進行ということで、その維持管理の体制自体が脆弱化しているということを踏まえます 
と、こうした管理につきましての管理手法の開発、あるいは管理の担い手であります土 
地改良区の管理体制の改善等を図るための方策ですとか、公的管理の充実、こういった 
ことを図っ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。 
 本日整理いたしました資料は以上のとおりでございます。 
○部会長 ありがとうございました。 

３．質 疑    

○部会長  ただいま事務局の方から御説明がありましたように、農村地域の状が紹介 
されました。放置すれば大変困難な事態も予想されることから、新たな農村地域の総合 
的・計画的な整備が必要ではないかということで、そうした計画への視点、また国民に 
開かれた農村地域への整備といった視点が出されました。それからまた、そうしたもの 
を具体化するためにはどのような方策が必要であろうかというようなことにつきまして 
一通り御説明がございましたけれども、どうか忌憚のない御意見をちょうだいしたいと 
思います。 
 また、私どもはどうしても行政的な面に関する具体的なことはなかなかわかりにくい 
点が多いわけでございますけれども、こうした計画、制度を実効性のあるものにするに 
はどのような工夫が必要なのか、また省庁間の再編の問題もございますし、そうした省 
庁間の連携はどうあるべきかというような点につきましても、もし御意見がちょうだい 
できれば幸いかと思います。 
 それでは、どなたからでもどうぞ御自由に御発言いただきたいと思います。 
○専門委員  いつものことですが、大変いい資料をありがとうございました。大変よく 
わかりまして、なるほど、そうかという感じであります。 
 この部会でも何度も私、申し上げましたが、都市的生活を農村の中に持ち込む。都市 
の中に農村的生活を持ち込む。農村的生活といいますか、農地を持ち込む。もうちょっ 
と具体的にいうと、農村というのはいわゆる農業従事者のための地域ではなくて、農業 
従事者以外の人もそこに自由に住み、農業従事者と真の意味でいろいろと交流する。こ 
れはなかなか難しいことだともちろん思いますが、そういうものをつくっていく。それ 
から都市においては、できるだけ農業と触れ合うような、まあ農業とまではいわなくて 
も、たとえ園芸でもいいですからそういうものと触れ合うような、クラインガルテンみ 
たいなものをたくさんつくっていくというのが日本の将来の活性化にとっていいことだ 
と思っていたわけです。 



 今この資料を見ますと、前から言われていることではありましたけれども、農村の人 
口が激減していく。平成22年というと、わずか10年少々先でありますけれども、10年少 
々先に人口が減っていく。さらに高齢化が著しく進むということを考えますと、私はま 
すます、少なくとも農村というものは農業従事者のためだけの場ではなくて、やはり広 
く国民に開放されたといいますか、要するにいろんな業種の人が気楽に住める。何か集 
落の掟とか、集落の普請事業とか、そういうものに参加しないと住めないというのでは 
なくて気楽に住めるようにしていかないと、まさに農村が消えてなくなってしまうので 
はないかという感じを持ちます。 
 私自身、そう農村を知ってるわけではありませんが、会津の僻地が私の父の出たとこ 
ろであり、かつ私の家内の出たところでありまして、年に数回行って見ておりますと、 
とにかく子供の声を聞いただけでみんなが喜ぶ。まして赤ん坊なんかほとんど通常見た 
ことがない。盆と正月ぐらいしか子供の姿を見たことがないというようなことでは、こ 
れはもう消え去るのみということになるのではないか。 
 そういう観点でこの資料を見ますと、どうもこの資料の基本的な思想は、少し誇張し 
て申し上げますと、農村というのは農業従事者のための土地なんだと。まあ都会と交流 
があってもいい。それから好き者が来て多少住むぐらいの場所は何とか確保してやろう 
かと、そういうような気がしてならないわけです。 
 これはこの前ある法律を見させていただいておりましたら、やはり農業従事者の福祉 
とか福利とか、そういうことになっている。そこのところを打ち破っていかないと農村 
は疲弊するばかりじゃないか。単に農村が疲弊するだけではなくて、日本全体の活力の 
ためにあまりよくない。都会も、この前の資料で申し上げましたが、大変狭いところに 
高いお金をかけてサラリーマンがヒーヒー言いながら住んでいる。農家の人から見たら 
あきれるぐらいの小さなところに何千万というお金をかけて住んでいる。一方で農村は 
広々とした環境のいいところが言わばゴーストビレッジになっていく。これはもうまこ 
とに国の政策としてもおかしいということで、この資料を拝見させていただいても、確 
かに「都市との交流」とか「国民に開かれた」とかいうように書いてありまして、もち 
ろんそういう配慮がされているのは重々承知の上で申し上げるんですが、どうしてもウ 
ェイトが農村イコール農業従事者の土地、たまに交流があってもいいねと、こういうよ 
うな感じがするわけであります。 
 それからもう一つは、農業をやりたいという人は都会にたくさんいるわけです。少な 
くとも私の友人の中にもそういう人が何人もいます。けれども、やる術がない。農地は 
非常に入手しにくい。第一、農業をやりたいといっても２年ぐらいの実地経験が要る。 
そうすると、そういう研修施設といいますか、国の有料の研修施設、有料といいますか、 
失業対策事業じゃないですが、お金を逆に少し出しながら、「出しながら」というのは 
公的機関が出しながら、２年間ぐらいかけて都会のサラリーマンとか脱サラとか、ある 
いは都会で学校を出たばかりの人が農業へ入っていける、そういう施設をつくってあげ 
る。そのような研修機能というのを与えてあげて、そこから卒業した人が入っていく。 
それから全くフリーな、農業とは関係ない人が農村に自由に住む。気兼ねしながら住む 
とか、何かお客さんとして住むというのではなくて、正当なソサエティーの一員として 
住んでいくということが何とかできないかという感じがいたします。 
 つまらないことを言うようですが、14ページの下の方に「産業誘致への支援の充実」 
ということが書いてあるわけです。これは農村に工業を導入しようと。もちろんやって 
全然構わないわけで、こういうのがあっても別に悪いとは思いませんけれども、しかし、 
現実にはかなり優良な工業用地がペンペン草が生えたままたくさんある。第３セクター 
が工業を誘致するために用意した、常識的に見てかなり有利な地域だと思われるところ 
でさえです。今、工業が全然来なくて誘致しているところに一生懸命また生活基盤の整 
備などやるよりは、むしろ都会の人で農業なり、林業なり、水産業で働きたいという意 
欲ある人、あるいは実際には働かなくても、少しでもそういう経験をしてみたいという 
人にいろいろなバラエティーのあるコースを提供できる。そういういわば農業学校みた 
いなところをブロックごとにつくっていくことの方がよほど日本の将来の活性化に役に 
立つのではないかと、そのような感じがいたしております。 
 いろいろと申しましたが、要するに農村は農業従事者だけの土地というようなトーン 
が相変わらず強いのではないか。もう少しそれを思い切って、くどいようですが、ここ 
に他の配慮も書いてありますけれども、それ以上にもっともっと大胆に展開していかな 



いと、それこそゴーストビレッジになってしまうのではないかというように思います。 
○部会長  ありがとうございました。お願いいたします。 
○委員  資料を拝見していろいろ感想がございますので、資料に即して幾つかお話しさ 
せていただきます。 
 まず１ページの、とにかくこの数字を見てショックを受けました、１ページ、２ペー 
ジ。改めて深刻さを考えさせられたんですが、とにかくこれから農家人口が半減してい 
くと。ことに中山間地の厳しさですね。そうしますと、ことに中山間地域での農地を誰 
が守るのかと。これ本当に考えますと、もう守り切れないと思うんです。 
 そこで、そういう視点に立って、それからその次のページも農地の問題が出てくるん 
ですが、農地もまた大幅に減るわけですが、誰が守るかというまず人間のことを考えた 
ときに、やはり第３セクターということも頭に浮かんでまいりますが、最後の18ページ 
の右側の第３セクターの表を見ますと 104とございます、全国の第３セクター。これ随 
分少ないなという気がいたします。とにかく中山間地の農地を守る担い手ということを 
考えたときに、第３セクターをもっと本気で育成をする必要があるのではないか。大体 
全国の市町村数が3200で、104というのは余りに少ないのではないかという気がいたしま 
した。これが１つ。 
 それから２ページ目の農地面積が減るというところですが、今申し上げたのは人間の 
ことですが、今度は農地面積、これもケースⅡを拝見すると41万haというのは大変ショ 
ックでして、たまたま今、私、関東地方の水田面積を調べていて、関東地方の水田面積 
は千葉県を入れても38万haなんですね。それから北陸３県、富山、石川、福井県と新潟 
県あわせても30万ha、だからこの41万haというのは大変なことなんだなという気がいた 
します。これは恐らくどうやっても全部は守り切れないのではないか。 
 そうなったときにどうするかといいますと、今までも他の委員から森林にすることを、 
まあ現実にはそうやって木を植えて、植えっぱなしで放棄するというケースは幾らもあ 
るわけですが、木を植えればいいではないかというような意見が今までも出たように記 
憶しておりますが、これまた森林にするといっても、これは森林サイドからいえばやは 
り大変な問題なんですが、しかし、木を植えてもとの姿に戻していくということも積極 
的に考える必要があるのではないかなという気が私もいたします。しかし、そのために 
はそれなりの対応策、お金もかかる、誰がやるかということもあるので、水田とまた違 
うことをいろいろと考えなければならないんですが、そういうところまで考えた施策を 
ここでも何か踏み込んだことを、積極的なことを言っていく必要があるのではないか。 
ただもうなくなりますというんで放りっぱなしみたいな印象を受けるものですから、そ 
のことをちょっと申し上げておきます。この41万haって、本当にちょっと深刻でござい 
ます。ですから耕作放棄地の森林化というのは今でも若干いろいろな手当をやっている 
わけですから、その辺をもっと積極的に何か考える必要があるのではないかということ 
です。 
 それから次の４ページ、公益的機能をお書きになったんですが、これは前の会議でも 
こういうものが出てきて、考えますとこの公益的機能というのは30年前から農林水産省 
と林野庁でお出しになって、一番最初の30年前のときから私も若干はお手伝いさせてい 
ただいているんですが、こういう数字、すごく大事だと思うんですが、こういうところ 
へ資料として出てまいりましても、現実にこれをもとにいろいろな活用をされていらっ 
しゃるのかどうか。数字だけ出して「ああ、そうか」というだけで、いろんな施策にど 
こまで活かしておられるのかなと。例えばいろんな議論が出てくるとき、こういうもの 
を持ち出して農業が大事だという、その論拠にされるようなことがどこまであるんだろ 
うかという、これは感想です。 
 そしてもう一つ、ここへ出す場合に、農地はお出しになりましたけれども、幾ら縦割 
りだからといってやはり森林の方が圧倒的に多いわけです。これはやはり参考までに森 
林と並べて、みんな森林と農地とは関係があるんですし、どんな具合いなのか知りたい 
方も出てくると思うんです。農地だけ単独で数字を出すということは余り意味もないし、 
不親切じゃないかと、これも感想でございますが、申し上げておきます。 
 それから、最初に41万haという深刻な思いがあるものですからなおのことなんですが、 
９ページで優良農地を確保するための積極的な施策という、取組みの強化ということな 
んですが、これは質問ですけれども、今以上によくなるのでしょうか。右の表を見まし 
ても、今までは国が次官通達でやってきた。それが知事の裁量に任せられると、こうい 



うことはわかるんですけれども、それでは知事がやりやすく、農地を確保するように、 
よりやりやすくならなければならないと思うのですが、そうなるのかどうか、ちょっと 
これは知事がいらっしゃるんで、後ほど伺いたいところなんですが、これは私の感じで 
すけれど、例えば今まで国であれば、いや、国がこうなんだからだめだと、現場の方は 
ですよ、そういって転用についてもそこで、いや、国がこうなんだからだめなものはだ 
めだよと突っぱねるようなことができたとしても、これが右側の下から５行目ですか、 
「農用地区域以外に代替すべき土地がないこと」などという、この代替すべき土地をど 
う判断するかですが、地元の議員さんたちがみんな行かれまして、まあまあこうだから 
何とかはずせないかというような感じになったときに、それはピシャッとだめなんだと、 
ちゃんと知事がやりやすくなるのかどうか、その辺がよくわからないんです。その辺は 
むしろ私は知事に伺いたいんですが、あまり厳しくし過ぎると今度は皆さん、指定区域 
から除外したくなってしまうでしょうし、やはり優良農地として指定されていて、よほ 
どその方がいいんだというように農民の皆さんがお考えになる、そういう方向に誘導し 
なければならないと思うのですけれども、果たしてこういうことで今までより更によく 
なるのか、むしろやりにくくなるのか、それでは困るんで、ちょっとその辺は後ほど伺 
いたいと思います。 
 あと１点ですけれども、12ページの居住環境の整備のところの下の方の、「土地改良 
事業の実施に当たって」というところですが、実際私も土地改良事業を拝見してまして、 
三面コンクリート張り水路とか、そういうのを見ますと、やむを得ずそうなっている事 
情はわかるのですけれども、農業が環境をつくってきたと、私はいつもそう言ってるん 
ですが、これではやはりマイナスになってしまう。三面コンクリート張りの水路をもと 
へ戻す、あるいはもっといい水路のやり方があるのではないか、そういう感想をたくさ 
ん持っています。そういう見直しを行っていくことは必要なんですけれども、ここに書 
いてあるとおりなんですが、そのための研究開発もやはりすごく大事だと思います。こ 
のようなことは建設省は本当に一生懸命、早くから本当に意気込んでやってるんですが、 
一番国土を面として使っていて、しかも農業が環境に役割を果たしているというのは基 
本的には水でございますから、土地改良事業がどうか理想的な方向にいくように、ぜひ 
この点は努力をしていただきたい。研究も進めていただきたいと思います。 
 それからもう１点、この土地改良事業ですが、これは18ページの下の方に書いてある 
のですが、「土地改良区の管理体制の改善等」と、いろいろこのようなことが書いてあ 
るのですが、どうも地方へ参りますと、農協と消費者とか地域住民はかなり密接な関係 
で今いろいろ動いておられる。村づくり、あるいは町づくりに関わっておられますけれ 
ども、どうも土地改良区の皆さんと一般市民、あるいは消費者との関係というのが、こ 
れはやむを得ない事情があるのですが、希薄であると。一般消費者が農業用水について 
も余りにも知らな過ぎるという面がございます。こういうことの間を取り持つのは本当 
は市町村であっていいはずなんですが、市町村がまた土地改良区の皆さんと関係が希薄 
であるという印象をよく受けるんです。その辺はもう農林水産省がやはり取り持って、 
市町村の役割というのはすごく大きいわけですから、土地改良区の皆さんと住民との関 
係を市町村が進んで両方の密接な関係を図るというように、国に指導していただく必要 
があるのではないかという気がいたします。 
 つまり、国民に開かれた農村整備ということを、これは７ページでも言っているんで 
すけれども、具体的にはそういうわけで、土地改良区と市町村との関係も、何か希薄な 
感じが、これは私の印象でございますけど、してならないんです。そのようなわけで、 
そうやって農業用水の事業というものが地域にいかに役立っているのか。それから、そ 
のおかげで環境というものが確保されているんですから、その辺に対して余りにお互い 
に無関心過ぎるというのが、とにかく私は大きな問題だなという気がしておりますので、 
お願いをいたします。 
 以上でございます。 
○部会長  ありがとうございました。ただいま農林水産事務次官通達と絡めて優良農地 
の確保についてございましたが、何か事務局の方からございましたら。ではお願いいた 
します。 
○事務局  ９ページの農地の転用許可基準でございますけれども、先の通常国会で、こ 
れまで事務次官通達で定められておりました転用基準を法律に定めることにいたしまし 
た。この趣旨は、転用基準を国民により一層わかりやすいものにするということで、行 



政運営の透明化、明確化を図るという趣旨でございます。 
 これによりまして法律という、次官通達よりは国民にも一般によくわかる制度によっ 
て基準が示されましたので、転用できる農地はできるし、できない農地はできないとい 
うことを、これは４ha以上ですと大臣になりますし、これ以下ですと知事でございます 
けれども、そういった行政機関が国民に説得できるようになると思うわけでございます。 
したがって、より適切に農地の転用業務が運営できると思っております。 
 なお、農地の転用は現在、毎年２～３万haございますけれども、これも都市化が進む 
ところでは住宅とか道路とか、いろんな施設の整備が必要になってまいりますし、一方、 
農村では農村の活性化のための道路とか農道とか、あるいは様々な流通加工施設である 
とか、都市農村交流施設といったようなものも整備したいという現実の御要望がござい 
ます。したがって、個別審査をしながら、最小限必要な農地については転用を認めると 
いう方針で臨んでおりますけれども、一定のものが毎年転用されるということは、国民 
の生活水準の維持向上、あるいは経済の一定の成長のことを考えますと、当面はやむを 
得ないことではないかと思っております。 
 それから土地改良事業の、12ページで三面コンクリート張り、これも私ども反省がご 
ざいまして、これまではどちらかと言うと、土地改良事業も市町村、あるいは農業者の 
負担があるものですから、できるだけ低いコストで効率的に事業実施をすることに重点 
を置いてまいりましたけれども、委員御指摘のとおり、環境に配慮した事業の実施とい 
うのは大変重要でございますので、事業の実施なり、土地改良制度の中でこれまでと違 
って環境に十分配慮した、例えば三面コンクリートではなくて、メダカやトンボといっ 
たような動植物が生息できるような、石組みで、また自然の小川の曲線を活かしたよう 
な用排水路などの整備という、多様な土地改良事業に工夫をこらしてまいりたいと思い 
ます。 
 それから、土地改良区が市町村、一般市民との連携が不十分というのは、確かに土地 
改良区は農業用排水路の維持管理、あるいは整備などが中心で、どちらかと言うと農業 
者の間での内向きな組織であったかもしれませんが、これからは例えば用排水路でも、 
農業者のための施設であるとともに、地域住民の憩いの場であり、また生活環境の一部 
でもございますので、より一般の住民、消費者の方、あるいは市町村等々、ほかの行政 
部局、団体との連携、協議、協力というのもますます重要になってまいると思っており 
ますので、そういった点にはよく留意してまいりたいと思っております。 
○部会長  ありがとうございました。それではただ今の件につきまして会長代理、お願 
いします。 
○会長代理  今の委員の御質問は、事務局の答弁とはちょっと違うのではないでしょう 
か。要するに必要な農地を明示するとか、環境保全のために農地をもっと大事にすると 
いうことは、大変いいことであるけれども、そういうことがやれるようになるかならな 
いかということだと思います。今のこの法律改正でそうなったかどうかという御質問だ 
ったわけですね。今の事務局のお話は、現状の制度の御説明だったわけですが、私、後 
ほど申し上げようと思ったんですけど、そういう意味で従来と全然変わってないと思い 
ます。通達で行われていたことが法律で明示されたということですから、透明性という 
ことについては一歩前進かもしれませんが、そこは変わっていない。私に対する御質問 
だとすれば変わってないと申し上げざるを得ないと思うんですね。 
 繰り返しになりますけれども、先ほど部会長からお話がございましたように、優良農 
地の確保すべき数量を明示する、私も大変結構だと思いますし、農村環境整備のために 
優良農地を保全するためにもっとしっかりやれということも大変賛成ですけど、その実 
効性をどうやったら担保できるのかということをさっき部会長がおっしゃいましたね。 
そこが最大の問題だと思うんですね。 
 そのことについては、よくわかりませんけど、10ページの一番最後に「そのための具 
体的な方策について検討する必要がある」ということで、必要性は農林水産省は認める 
けれども、まだ具体的な案はないということがこの10ページの一番最後の行の意味なの 
かなと思いますが、どうなんでしょうかね。 
 くどいようですけど、前回も申し上げたんですけど、今の農地法は許可を受けなけれ 
ば農地の転用はできないんですね。許可をするときにはこういう要件ですよ、こういう 
ものは許可をしてもいいですよということが９ページに書いてあるんですね。それが通 
達が法律になっただけですね。そうすると従来と全然変わりないんで、私は前回申しま 



したように、もし本当に今よりも一歩前進して優良農地を守るために頑張るということ 
であるとすれば、ここの解釈を変えるといいますか、要するに、こういうときしか許可 
をしてはいけないということであって、許可をしなければならないということではない 
んですから、こういうときでも環境維持のためとか、優良農地を確保するために必要が 
あると思ったら、許可をしなくてもいいというようにしてくれなかったら、事柄は全然 
進まないんですよね。この前お聞きしましたら、確かに都市計画法とは書き方は違うか 
もしれないけれども、こういう要件に該当していて、かつ不許可にしたら不公平とかい 
うことで、訴えられて負けてしまうのではないですかという感じのことを事務局がおっ 
しゃられました。私もそうかなとも思うんですが、基準の方が非常に幅があるんですね。 
例えば９ページの基準ですけれども、「周辺の営農に支障を生じない」なんていうのは 
かなり主観的だと思いますし、「農用地区域内にある農地でないこと」なんていうのは 
外形表示できちっとわかりますけれども、周辺の営農に支障を生じないかどうかなんて 
いうのはある程度主観だと思いますし、それから農用地区域からの除外の話にいたしま 
しても、土地改良事業完了後、８年を経過していなければいけないということと、優良 
農地を守るということとはまたちょっと違うんですね。ですから土地改良事業が終わっ 
て８年以上経過していても、客観的に優良農地であり、かつ何万ヘクタール、優良農地 
を残すんだということを今後農林水産省がおっしゃるんなら、それを担保するためには、 
たとえこういう条件にあっても許可しないということにしませんと、数量を明示されて 
も、明示された確保すべき数量というのは全然守れないんですよ。それを10ページの下 
で「今後の検討課題」だというふうにお書きになったのかなと、ある意味では好意的に 
解釈したんですけどね。どうなんでしょうか。 
○部会長 お願いいたします。 
○事務局  10ページでございますが、これは「農業的土地利用と非農業的土地利用の調 
整」という表題がございますけれども、農村を面として捉えた場合、農地は今現在、農 
業的土地利用がされてるわけでございますけれども、農村に新しく学校をつくるとか、 
あるいは高齢者用住宅をつくるとか、工場を導入するといったような場合に、これは非 
農業的土地利用でございますけれども、都市計画でございますと、市街化区域の用途地 
区の線引きがある場合にはその線引きに従って配置されるわけでございますが、農村に 
おいても農業的な土地利用をできるだけ優先しながら、そういった非農業的土地利用が 
必要な施設をどう計画的に整備していくかということは、農村なりの課題であると思う 
わけです。非常に乱雑に、スプロール的に配置されるとまず営農に支障が出てまいりま 
すし、例えば道路とか上下水道というようなインフラの問題も出てまいりますので、農 
村においても例えばある集落があると、住宅はその集落に接続した地域に計画的に配置 
するとか、あるいは工場であると、例えば農地からはずれた里山の側に置こうとかいう 
ように計画的な土地利用が必要となってまいりますので、そういった農村における土地 
利用の、あるいは非農業的な施設整備の導入を計画的に行う必要があろうと思っており 
ます。 
 これは現在、農振法で農業振興地域を指定して農用地区域を指定しています。そこを 
除外するかどうかという手続きに関連する制度でございまして、私どもはこの農振制度、 
農用地区域の制度をさらに充実させて、非農業的土地利用についても、あらかじめ市町 
村長が計画的にこれを配置するというような構想をお立てになって、計画的な開発をし 
ていただくということを考えていただいたらどうかということでございます。それが９ 
ページの言わば農地転用と連動してくるわけでございますけれども、実際にそういった 
計画ができて、その工場、あるいは住宅が実際に建つ場合には農地への転用手続きが必 
要になりますけれども、それについてはこういった基準で審査していただくということ 
になるわけでございます。 
 おっしゃるように、９ページの転用基準、例えば営農の支障が軽微とか代替すべき土 
地がない。確かにこれは個別の地域に当たって判断すべきことでもありますので、私ど 
も一定のこれの運用基準は持っておりますけれども、法律などではまだ抽象的な部分が 
ございますが、こういった点もできるだけ基準を明確にしながら、適切な運用を図って 
いただきたいと思っているわけでございます。農地の転用需要が現実にあるという点と、 
農地を守らなければいけないという点で、こういった基準の運用については常にどちら 
にするかという悩みはあるわけでございますが、実際にはそこが一番私どもとしては、 
具体的妥当性をどう追求していくかということに、個別の案件で頭を悩ます点でござい 



ます。 
 それから農地の総量確保というお話がございましたけれども、現実に毎年造成される 
農地は今、干拓等がなくなっておりますので2000～3000haでございます。それで転用さ 
れる面積は２～３万haあり、これを抑えることができるかというと、住宅とか道路の需 
要等、現実問題としてやめてくれというのは、国民の生活あるいは経済運営に支障を及 
ぼしますので、これからの人口がどうなるかというようなことと関係はございますけれ 
ども、当面、毎年農地が２～３万ha減少するというのは、現実問題としては私ども現場 
を担当していてやむを得ないことかなという思いは持っておりまして、したがって、農 
地の確保の目標というのも、そういった現実の転用需要を勘案しながら、もし決めると 
すれば決めざるを得ないのではないかと思ってます。 
○部会長 ありがとうございました。 
○会長代理  ちょっと申し上げにくいんですけど、８ページの最後の方で必要な農地総 
量の明示をいろいろこれから考えていきますというわけですね。それから優良農地を確 
保するためにも農林水産省はこれから一生懸命やりますというふうにも読めるわけです 
よね。だから、ねらいとしては、そういうことをやりますというねらいはあるけれども、 
そのための方法は何もありませんということなんですか。いや、本当にちょっと申し上 
げにくいので、ものすごい皮肉っぽい言い方になって恐縮なんですけれど、だからそこ 
は、こういう農地を確保するんですよとか、これから環境のためにとおっしゃるのなら、 
今の農地転用のやり方についてもう一歩前進した何かがあるんですかというのが委員の 
御質問ではないかと思うんですが、それは今のお話を聞いていると何もないような気が 
するので、ちょっと寂しいんですけどね。 
○部会長  それでは時間の関係もございますので、今、大変重要な問題が出されたと思 
いますが。 
○専門委員  もう一つ、ちょっと聞いておきたいことがあるんですが、上の総量水準等 
の明示と優良農地の確保の方針の明示と２通りになっているので、これは実際のところ 
どうなのかということがちょっとわかりにくいんですが。 
○部会長 どうぞ。 
○事務局  必要な農地総量といいますのは現在 495万、 500万弱でございますけれども、 
国土の占める農地総量をできるだけ確保するような指針を策定するということでござい 
ます。 
 その中で優良な農地というのは、私どもはなかんづくこれは現実に転用需要がござい 
ますけれども、その中でもそういった転用需要に対して最も守らなければならない農地、 
具体的に優良性というのは、生産力が高いとか、集団的にまとまった農地等でございま 
すけれども、農地の中でもそういった優良な農地については、特に優先して守られるよ 
うに制度を充実するという趣旨でございます。 
 先ほど来ございましたように、私どもこれから御議論もいただきながら、農振制度と 
農地制度の２つの制度の中で優良な農地は守られるようにきちんと線引きをし、また安 
易にはずされないようにする。ただ、実際の実需があるものは、必要な住宅をどうして 
も建てたいというような実需はきちんと見ながらはずしていかざるを得ないわけで、そ 
の実需についても農地以外のところを選択できないかというのは、これはよくよく相談 
しながら進めていくという方法をとらなければならないと思っております。 
 そういった点で農地制度、農振制度の見直しなり運用の改善に努力していくという方 
向でございます。 
○専門委員  この問題でもうちょっと続けたいと思うんですけれども、農地を農地とし 
て適正に維持管理をしていく。その維持管理をして農地を保全していくという受け手が 
一体どうなるのか。それは誰なのか。それは農家でありますよといえば答えになるわけ 
ですが、現実の問題として、農地の荒廃といった逆の面の農地の問題がそこに付帯する 
だろうと思われます。そうなるとやっぱり公共の保全管理主体が出ていかなければなら 
ないのではないか。今、公共の主体は農地を取得して保全していくということが、農地 
法からいくと農地公社以外はできない、認めていただけない状況なんですが、将来の優 
良農地保全のために今の姿だけでいいのかとなると、やっぱりもう少し研究し、検討し 
て農地が保全されるような形をつくるべきでなかろうかというふうに思われます。 
 これは今、御答弁いただくようなものでないわけですが、農地法と密接な関わりを持 
つと思いますので、将来、この検討に付帯して検討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。それでは、お願いいたします。 
○専門委員  議論の中身が行政担当者として、農地政策に対して何にどのように関与す 
るかという問題と、そのバックボーンとしての制度や法がどうなのかということとの兼 
ね合いなんだろうと思うんですが、私、前回のこの部会で、果たして計画的な土地利用 
というのは日本の風土に馴染むのかどうか。計画をしたからといって、それはその計画 
どおりに運用するということが、果たしてドイツやイギリスなどと比べて可能なのかど 
うかということを申し上げましたが、今日出てきている資料は、「計画なくして開発な 
し」というこの部会で当初以来ずっと議論してきた理念について、何か制度改正できな 
いだろうかということへの一つの方向性が、会長代理のおっしゃるように10ページの下 
の方で出てきているんだろうというように私は理解したわけです。 
 したがって、その中身について、今までと同じで実効性がないというようなこともま 
あこれありなんでしょうが、法律として明記したということは、規制が誰の目にも明ら 
かになるわけですし、まあ規制水準は横にシフトしただけかもしれませんが、しかし、 
私はこれではっきりするだろうと思うんですね。逆に行政担当者もやりやすくなるとい 
う面があるのではないだろうかと思っておりまして、問題は許認可でやるのか、あるい 
は計画制度でやるのかという違いをどう理解するのかということだろうと思うんです。 
 今までの計画概念で、実は優良農地の確保というのは余りできなかったという反省が 
ありますし、だからと言ってこれから農村部会でそこを煮詰めていくのはちょっと無理 
なんでしょうね。研究だとか、あるいは行政の議論でこの辺を煮詰めていって、日本で 
もやはり農村をトータルに扱うような計画というものをつくっていく。しかも、それは 
ある程度の強制力も持つような、そういったものをつくっていく必要があるのではない 
かと思うんですね。 
 そういう指針を出したという意味では、前回、私は、こういうのはなかなか難しいよ 
というようなことを申し上げたはずですが、今日こういう議論の素材が出てきていると 
いうことは一歩進歩したかなというように私自身としては思っておりました。 
 また別の意見もあるんですけれども、それはまた追って申し述べさせていただきたい 
と思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員  委員が言ってくださったように、やはり主観的なところでどういうふうにでも 
変えられるという、あいまいなところをなるべくなくしたような基準というのがちゃん 
とできてくる必要があると思います。今までの運用を見ておりますと、大分裁量が、市 
町村長の関わり方で変わってくるというのが多くて、私も農振法と農地法というのは大 
変わかりにくくて、農地を保全しようということと、農村を活性化しようということは、 
住宅も道路も必要だとかいろいろなことになってきますと大変矛盾した面も出てきます。 
その辺を誰がどういうふうにして審査して決めるのかというのは、よくわからないんで 
すけれど、確かに農村を活性化するためには、つくる人だけでなく住む人も、それから 
そこで産業を興して売るという、先ほど工業の話が出ましたけど、工業でなく第一次産 
業でもそこの農産物を使って産業を興すということは可能なわけですし、もっとも中山 
間地になれば、今度は芸術とか音楽とか、そういった意味合いの精神面の仕事をなさる 
方たちがやはりそういうところを大変欲しておりますので、そういう活性化の面もある 
かなと思います。 
 平場では経済効率を追求していかなければならないという面は、世界に開かれた農業 
としてやはり競争していくということは続けなければいけないわけですけど、どう考え 
ましても日本の農業はコストだけで世界と肩を並べるということは、現段階では無理と 
思います。ただ、為替相場も始終変動しておりますし、天候の面とかいろんな面があり 
ますので、たとえコストがかかったとしても、やはり日本の国で農業を守るということ 
が大事だというのは最初から私は申し上げていることで、その全面的な量というのは食 
料部会で詰めるのかもしれませんけれど、この農地の総量の明示というのは大変難しい 
問題かと思いますけれど、どういう形かでその担保すべき総量が明示されたならば、も 
し各市町村で優良農地がどうしても転用されなければならない場合があったときには、 
必ずどこかでその分を確保できるという条件付きだとか、そういうようなことを考えて 
いかざるを得ないのかなと思っております。 
 この資料には大変いろいろなことをわかりやすくまとめていただいて結構なんですけ 
れども、どうも３部会に分かれておりまして、農村部会は農村のことだけですと言われ 



ましても、やはり農地の問題とか農業の問題とか食料の問題とか、一緒にならないと解 
決しない問題がたくさんありまして、私も農村の問題としましては、今ある農地をなる 
べく減らさないような形で、そしてコストだけで競争するのではなくて、いろんな多面 
的な意味合いのことを、価値判断を国民も共有して保存していくということを考えてい 
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。大変貴重な御意見が続きました。お願いいたしま 
す。 
○委員  12ページを開いていただきたいんですが、右側の方に「農村の整備に関する事 
業で整備される施設一覧」とありますが、このほかに衛生の面なんですが、①、②、③ 
とありますけど、最近農村でも、農産物の廃棄のことではなく、生活のゴミの問題なん 
かもすごく大きな問題になってきております。私なども集落にアパートがたくさん出来 
てきまして、その方たちには生ゴミとか可燃のゴミなんかも収集に来るわけなんですが、 
最近、特にダイオキシンのことが言われていますが、その前の段階のときに町へお願い 
したんですね。我が家でもそこへ持っていくから収集をしてほしいとお願いをしたわけ 
です。そうしましたら、全町の農村、農家が出したら町では困るということで、それぞ 
れ農家は自分の家で燃やしてくださいということで、屋敷の端っこでどこのお宅でも燃 
やしているんですが、最近ラジオを聞いておりますと、ダイオキシンの問題は焼却の熱 
量の低いところほど出るということで、そんなこととは知りませんでしたからね。ダイ 
オキシンなんていうことを知らなかったものですから、例えばビニール類とか生活のゴ 
ミですね、そういうのを燃やしたのも今まで畑へ入れておりました。どこのお宅でもま 
だ、お年寄りになるほど今の段階ではそうだと思います。ダイオキシンが含まれている 
かも知れない燃えがらを畑へまいているのが現状です。 
 ということですので、この衛生・保健性のところで、生ゴミはそれぞれのお宅で畑へ 
入れてとてもいい有機質になっているんですが、農村でもわかってきただけに恐ろしい 
ということがありますので、ここへ④番として入れてほしい、その施設も欲しいなとい 
うことがあります。 
 そのような施設は広域的な施設で結構だと思いますので、各町村になくても、郡とい 
うか、広域的な事業でそういうものがなされればいいことだろうと思いますし、それか 
ら文化性のところなんですが、農村で足りない文化的なものといわれると、図書館なん 
かが随分少ないです。そういうものも例えば広域的に施設として図書館なんかもこれか 
ら増やしていただきたいなと、そんなふうに思うんです。 
 あとは16ページなんですが、本当に「農村女性の活躍の場の創設」ということで、農 
業を６割の女性が担っているということがわかっていただけてるなという感じで喜んで 
おりますが、ここに４つほどあるんですが、例えば一番下の「農業団体等の構成員や役 
員への登用促進等」があるんですけど、農家のお母さんたちが例えばそういうところへ 
登用されることは大変結構なことなのに、まだまだ意識も低いわけですけれども、これ 
からその方向にいくということで嬉しいんですが、例えば農業委員なんかも増えてます。 
ところが、一番近くの農協の理事なんかは、私もよくわからなくて、ちょっと勉強した 
だけのことですが、例えば農家のお母さんには何も財産がないわけですよね。それで農 
協の理事になれないということですよね。例えば我が町の場合なんですが、大分昔に農 
協が倒産しました。例えば万が一、そういうことがこれからの時代に起こりうるとすれ 
ば、農家のお母さんが農協の理事になるというのは、何も財産のない人がそういう役職 
にはなれないんだろうなというようなことが考えられます。 
 そして、その右の方にありますけれども、家族経営協定の内容とかで、家族経営協定 
で農家のお母さんも経済的な自立ができるような仕組みにこれからなっていく方向なん 
ですけれども、全国で7301戸とあるんですね。山梨県なんかではまだまだ10戸もないか 
もしれません。だから、まだまだお母さんたちが経済的自立をしていくことが難しいと 
いうことがあります。ただ、この家族経営協定が結ばれれば、農業改良資金なども部門 
経営で資金を借りることができるとここに書いてありましたので、ああ、これはよかっ 
たなと思っております。 
 最近、全国の農家の女性たちが考えているのは、要するに何十年働いても自分の財産 
が何にも残らないという現実がありまして、そこで農村の女性たちが今、全国で点の存 
在なんですが、みんなが考えていることは、結婚してから一生懸命働いて、例えば規模 
拡大なんかで農地が増えた場合は、奥さんも共有の名義にしてほしいという問題なんで 



すが、現実に考えますと、例えば登記をする場合は、旦那の名義でなくてお父さんの名 
義になってしまうことが多いんですね。そうすると、そこで随分わかりづらいことにな 
っていくんですね。 
 そうするとこの辺で、せっかくの農地法の見直しなので、農家のお母さんを個人とし 
て認めてもらって、農業経営のパートナーであるという一歩踏み込んだ解釈をしてもら 
って、少し勉強したんですけれども、民法などフランスを見習ったということを言われ 
ているんですが、アメリカなどではパートナーとしての、まあ歴史的なことがあります 
のでね、日本の文化とか歴史的な問題があって、まだまだ意識の改革もできてないので、 
農家のお母さんが例えば農地を共有名義にすればお嫁さんにみんな農地を取られてしま 
うじゃないかというお父さん方もきっと多いと思うんですが、パートナーとしてもうち 
ょっといい方向で、「農村の女性たちの地位の明確化と向上を図る」というふうにここ 
に書いてありますので、いい方向へいくんだろうなと思うんですが、もうちょっと踏み 
込んだ形で、もっと意欲を持って農業ができる方向へ、委員の皆さんのお知恵を借りた 
いなと思うところです。以上です。 
○部会長  ありがとうございました。 
○委員  「農村地域の整備のあり方」でございますけれども、今までも議論がありまし 
たように、農村の総合的あるいは計画的な土地利用が極めて重要だと私は思っておりま 
す。そういう意味で先ほどの要求、今日のいろいろなニーズから言っても、農業的なゾ 
ーンと、あるいは都市的なゾーンが場としても必要なのではないか。そういうことから 
すれば、農業の整備計画制度というものを必然的に強化していかなければならないので 
はないか。そのためには今、省庁が再編されますと国土交通省でしたか、そういうこと 
になって国土整備の関係が全部そちらへいくということになると、この農村の整備計画 
というものもきちんとやっぱり農林水産省で持っておくべきじゃないかと。そのことに 
より最終的には優良農地の確保という問題も具体化できるだろうと、こう思うわけであ 
ります。 
 そういう意味で地域の土地利用のあり方等につきまして私なりに、市の行政をあずか 
っておりますし、また今までありました農協の問題なり土地改良、農業委員会等々やっ 
ておりまして、この農振地域、農地利用の問題、あるいは市の人口の定住の問題、ある 
いは産業振興の問題、そして福祉・文化の問題、こういったようなことが、例えば私の 
地域は6000haあるわけであります。 100％すべて平地であります。そして市街化区域が 
1000ha、市街化調整区域が5000ha、その中で農振地域が3500haほどあるわけです。圃場 
整備をしたのは2700haであります。今、40haぐらいをさらにやろうかという状況であり 
ます。 
 そういう中で金沢に隣接しておりまして、南でありますから、住民は南へと来るんで 
す。今、金沢の周辺の北の方にも造成事業をやっているけれども、あんまり行かない。 
南へどんどん向かってくる。そして私どもの町の第３次総合計画は2000年にちょうど８ 
万2000人と。現在７万人ですが、そういう計画を立てている。そうすると次の第４次は 
10万2000人としているわけですね。そうなりますと、今言いました人口定住の問題、産 
業構造の問題で、先ほど９ページでしたか、土地利用の関係、そういう制度を適用させ 
ていただきまして、いろいろな産業の振興の問題、さらに福祉と文化の関係の整備を進 
めているわけであります。 
 そういうような中で今後、質のあるものを求めていくためには、土地利用の面では非 
農業対策といいますか、都市的な要請等も受け止めて、冒頭申しました優良農地の確保 
を図っていかなければならない、こう思っておりますので、これはやはり農林水産省の 
土地利用制度、農地利用制度という中においてきちんと位置づけをしていただきたいと、 
こう思います。 
 それから、この土地利用計画制度をどう担保するかという問題、これは10ページにも 
いろいろ書いてありました。そういう中で一つの制度の下で一体的な計画的整備が行わ 
れるようにしていかなければならないのではないか。そういう面でさらに先ほども書い 
てありましたように、地方分権という問題の中にいろいろ農地制度のあり方等について 
も規制緩和の勧告等もあるわけであります。そういう中では地域住民の意向を十分に踏 
まえる。そういう面では掛川市がやっておりますように「掛川市生涯学習まちづくり土 
地条例」、例えば住民、新規住民、あるいは地権者、それから行政、あるいはまた立地 
するところの企業とか文化施設、こういったようなものが一体になってやっていく。掛 



川市では五共益五良質体制ということを提唱しておりますが、私は私どもの都市計画、 
マスタープランに従って進めておりますが、そういう合意形成をするような町づくりの 
土地利用計画というものが極めて大事なのではないか。そういうことを思いますので、 
いずれにしましても新たな土地利用計画制度を農村の地域計画制度ということに置き換 
えて成熟できるように、ひとつぜひとも農林水産省のお力をいただきたいと、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。 
○専門委員  まず、先ほど委員からお話のありました、今日の資料ですね、国民に開か 
れたとか書いてあるんですが、しかし、相変わらず農業を中心として書かれているじゃ 
ないか。私も実はそういうふうに感じまして、私は常に担い手でも計画でも開放型のオ 
ープンなものをつくっていく必要があるんだろうと常に思っております。そういうとこ 
ろからすると、やはりあまり開かれていない。「農家のための」という印象を強くする 
んですが、これは食料部会から出された資料なんかでも、例えば国民の食料ということ 
を念頭に置きながらも、消費者視点があるといいながら結局は農業をどのように振興す 
るのかという話に結びつけるための方便でしかないような、特にこの間のこの調査会の 
中間報告ではそういった印象を受けるんですね。そういったことを新しい食料・農業・ 
農村基本問題調査会の答申を書くときには直していかないといけないんだろうと思うん 
ですが、申し上げたいことを４～５点にまとめて話をさせていただきたいと思います。 
 冒頭に今のようなことを申し上げましたのは、どうも「農業を基盤とする」という建 
前が農林水産省にはおありになって、農業振興や、あるいは農業基盤整備というものが 
メインにあるという印象を受けます。今日の資料でも６ページには「農業生産基盤と生 
活基盤を一体的に整備する」という、「一体」ということが常につきまとっているんで 
ありますが、この点に関しては、まあ農林水産省関係者以外の方が見ると若干奇異に感 
ずることだろうと思います。 
 それは農村政策でもそうでありまして、前回のいただいた資料によりますと、集落の 
中で５割の集落では農家の構成を50％切ってるという状況で、集落や農村の中で農家は 
少数派になっているわけですね。そういったときに、その農家を中心とした整備をして 
いくことが果たして重要なことかどうかということです。 
 理念とすべきは、この12ページに書いているような、快適な居住空間の整備をどのよ 
うにすべきかということだろうと思うんですね。快適な居住環境の整備をする際に、望 
月委員からもいろいろな細かいお話がありましたが、やはり農林水産省だけではできな 
いような問題がこれありですから、他省庁との連携も視野に入れてやる必要があるんだ 
ろうと。しかも、それを実践するのは多分地方自治体だろうと思うんですね。とりわけ 
市町村の役割が非常に大きくなってくるんだろうと。とすると、農村整備だとか農村振 
興というのは、農林水産省マターではなくて自治省マターになってくる可能性もありう 
るだろうと思うんですね。 
 そういったことがあることはあるんですが、とは言え、私は農林水産省が農村振興を 
する意義というのは同時にあるんだろうと思うんです。６ページでありますが、農村の 
特性がやはりあると。ここは一体的に整備するということよりも、タイトルでは「生産 
と生活が同一空間で複合的に行われていること」という、こういう文章があります。同 
一空間で複合的に行われていて、しかも、その農業生産は単なる生産、つまり工業生産 
なんかと違って生物生命生産でありますから、生物生命生産と生活が同一空間で行われ 
る意義というのは非常に大きいというふうに思いますし、それからまた中山間地では過 
疎化が進んだり、あるいはここに書かれてありますような「低密度で分散型の居住構造 
の集落をつくる」というような文言があります。これは多分これまで人口増加だとか機 
能集中を中心に考えていた都市計画整備とは違った手法が必要になってくるんだろうな 
と思うんですね。その違った手法であるとするならば、それなりに農村というのは都市 
とはまた違った性格の整備があっていいだろうと。農林水産省がイニシアチブをとって 
独自の整備計画制度をつくる必要があるんだろうなと思うわけです。しかし、それは国 
土交通省だとかそういうようなものも他方にあるから農林水産省も独自の整備計画制度 
を持つべきだという対抗的な意味合いではなくて、機能分担的な意味合いで農林水産省 
の役割が重視されるのではないだろうかというように私自身は思っているんです。 
 それでは、農林水産省は一体そこで何ができるのか。例えば今日も集落排水とかの御 
説明がありましたが、今までの整備のようなやり方で十分なのかどうかということです 



ね。果して農村整備というのは先ほど申し上げましたように農村生産基盤と一体化をし 
なきゃいけないものなのかどうか。生活関連というものも独自に扱えないものなのかど 
うか。単独で扱えないものなのかどうか。その辺も含めた計画的な手法というものが私 
は必要なのではないだろうかと思うんです。 
 とりわけ今までは農業振興とか、農村整備を考えるときには、一つは農業振興、それ 
からもう一つは優良農地の確保という問題、それから農村の活性化、この３つの課題の 
連立方程式を解くというようなことをやってきたんではないだろうかと思うんですね。 
ところが、優良農地を確保したからといって農業振興が可能になるかというと、必ずし 
もそうではないと思うんですね。農業振興をしたからといって農村活性化ができるかと 
いうと、必ずしもそうではないと思うんです。この３つの間にはかなり大きな隔たりが 
あるにもかかわらず、農業振興しないと農村活性化はしませんよという前提できたし、 
優良農地を確保しないと農業振興できませんよという前提できたんだろうと思うんです 
ね。 
 私はこれはもはや大きく見直して、冒頭に申し上げましたように、農業振興を大前提 
にして農村振興を考えるという発想が農林水産省におありになるから、したがってこの 
文章もどうも農家中心だとか、あるいは食料部会では消費者の視点がないとか言われる 
ので、もっとオープンなことから考えれば、農村振興それ自体を課題としていいんだろ 
うと思うんです。農村振興それ自体を課題にしますと、今の土地利用をどのようにする 
かということは、これは何らかの計画で規制を加えていく必要があるんだろうと思うん 
ですね。その計画を誰がするのかという問題、今の住民に果してそれができるのかどう 
かという問題があるだろうと思うんですが、しかし、この文章に書いてあるような、グ 
リーンツーリズムだとか、あるいは様々な人たちが農村に混住化してきて、それが制度 
的に何らかの計画に巻き込まれるようなことになってくると、逆に農業の重要性という 
のはクローズアップされてくるんだろうと思うんですね。 
 農村振興を軸にすることによって、逆に農業振興や優良農地の確保をするという視点 
をこの委員会では独自につくっていく必要があるのではないか。とりわけ農村部会です 
から。そうなってきますと、今までの土地利用計画だとか、あるいは農村整備事業だと 
か、こういったものを一体化したような新たな計画制度というものをつくる必要がある 
のではないだろうかと思うんですね。 
 実は今日はここまで出てるのかどうかというようなことが、実は私も先ほどの会長代 
理と同じで不満があって、果してそういったことを目指しているんですかというような 
疑問が一つあったんですが、目指しているものだとするならば、これを今後農村政策の 
改革の大きな柱にしていくべきなんだろうなと思います。 
 ただ、それは誰がやるかということ、果して本当にできるのかどうかということに関 
しては、今後も詰めていかなければいけない問題だろうと思うんですね。その点は先ほ 
ど申し上げましたように、研究も行われ随分ルーラルプランだとかおやりになってます 
ので、その辺のアイデアをいろいろ得たり、あるいは村づくり塾などもいろいろなこと 
をおやりになってますよね。そういったことを現実におやりになっているところがある 
わけですから、そこのノウハウを吸収して独自の計画制度をおつくりになったらどうな 
のかなということを考えております。以上です。 
○部会長  ありがとうございました。それでは、お願いいたします。 
○専門委員  簡単に申し上げたいと思います。 
 この資料については大変よくまとめられているのではないかと思います。今後は農村 
の機能維持が非常に困難になるというような状況が書かれております。そういった中で 
土地・人・モノ・金・施設・環境、ハード、ソフト両面で総合的コンビネーションで取 
り組まなければならんだろうと、そんなこともあって委員の皆さんからはいろんな御意 
見が出たんだろうと思いますが、一つ一つ整理していかなくてはならないのかなと思い 
ます。 
 土地の問題でありますが、農地が農地として活用されることが最も大切だろう。その 
ための権利等々に対する規制があってしかるべきだろう。そして、総量的には国がきち 
っと管理をしてやっていく必要がある。あといろいろな面については県なり各市町村に 
その権利を委ねていく、こういうようなことも必要だろうと、このように思います。 
 私のところの土地改良区では、会議するたび、みんな自分の家でつくった米を持ち寄 
って、それを御飯にして食べる、そういうことを何年間かして水質調査をした。汚染の 



されない優良農地、そしてきれいな水、そういったものからおいしいものができる。い 
ろいろ水質障害対策事業などをしながら水質の改善を図っていたところが、非常におい 
しい米ができるようになった、こういうような実例がございます。したがいまして、そ 
ういったものを含めながら優良農地というものはきちっとしていかなくてはならん。最 
近、農地の中に何が何だかわからんようなものが散在しまして、その辺のところについ 
てはきちっと整理して、いい農地はいい農地として守っていく必要があるんだろうと思 
います。 
 それから、まあ農地転用の迅速化や都市計画法の改正などで市街化調整区域の開発が 
やりやすくなってきておりますが、農と住の調和した町づくりの役割を果たすために、 
農住組合等が面的整備を行い得るような措置も必要なのではないかと、こういうふうに 
思います。 
 先ほどいろいろ出された中で就業機会の問題が出ましたが、農家はやはりある程度の 
所得がなければ生活できないわけでありまして、農業からそれなりの所得が得られない 
とするならば農外所得を当てにしなければなりません。したがって、そういった所得が 
得られるようなものも近くに必要になってくるわけであります。農村の多面的な役割を 
損なわないような工業誘致なども必要になってくるんだろうと、このように思います。 
 それから都市と農村の交流促進の問題でありますが、市民農園、あるいは学童農園等 
の開設、整備充実の方策等を検討すると、こういうようなことで整理されておりますが、 
やっぱり農林水産省だけでなくて、文部省やその他関係省庁から御協力をいただきなが 
ら、そういったものを推進していただかなければならんだろう。特に子供と農業高齢者 
等の交流というか、教育の機会なども非常に大切になってくるんではないかと思います。 
子供たちが今、自分が生まれて育って毎日生活している場が、どういう歴史と伝統を持 
っているのか。そういったものがあまりわかってないのではないか。高齢者の方々もい 
ろいろ子供たちの世話をやきながら、そういった教育の場があってもいいのではないか 
と、このように思われますので御検討いただきたいと思います。 
○部会長  ちょっと時間の関係もありますので。 
○専門委員  余計なことかもしれませんが、委員にお知らせしておきますが、ゴミは市 
町村に処理の責任があり、農村であろうと都市であろうと関係ありません。 
 それから土地改良区と市町村が疎遠にしておるというお話ですが、委員も言いました 
が、それは稀なんで、ほとんどは緊密に連携をとっていると思いますよ。 
○専門委員  今、農協のお話が出ましたので。別に女性が農協の役員になれないわけで 
ない。10アール以上の農地を所有しているか、年間を通して90日以上、農業に従事すれ 
ば正組合員になる資格はあるはずなんです。したがいまして、どんどんなっていただい 
て、そして頑張っていただきたいと、こんなことを申し上げたいと思います。 
○委員  農村地域の総合的整備のあり方って、結局、居住環境の整備なんですが、居住 
環境の整備といいますと、農林水産省だけの感覚でできるものだけとは限らないと思う 
んです。今でも地方へ行きますと、どういう形で下りるのかわかりませんが、労働省か 
らも予算が下りて、それから厚生省からも何か予算が下りて同じような施設をつくる。 
それも省庁間でいろいろあって、自分のところの省庁からもらった予算でやるんだった 
らその入口をつくらなきゃいけないから、１つの建物に３つの入口をつくる。何か末端 
に行くと、そんなに効率的に使われてない部分があるんですね。そこら辺をよく整理し 
てやっていただきたいなと。今、省庁再編のときでもありますけれども、そこら辺にも 
目配りをお願いしたいと思います。 
○部会長 ありがとうございます。 
 それでは一通り御意見ちょうだいしたように思いますが。 
○委員  農村のインフラ整備ですが、中央と地方を結ぶ情報、気象情報とか、あるいは 
市場の情報とか、そういったようなものが非常に私どものところでは有効に動いており 
ます。それから地域情報化を進める観点から、グリーントピア協議会とか、有線テレビ 
協議会などがあるわけであります。農林水産省の事業で実際に私どもはＣＡＴＶ施設整 
備をしているわけであります。行政と農協と会議所、市内全域入っております。 
 そういう中での情報提供、情報のインフラ整備というものが極めて大事ではないか。 
そのことが文化の発信にもなってくると思っています。以上です。 
○部会長  ありがとうございました。 
 それでは会長の方からお願いいたします。 



○会長  もう簡単なんですが、４ページの右側にあります「農業・農村の公益的機能の 
経済的評価」、一番下に保健休養・やすらぎとありますが、これは「文化」の一言にか 
えてもらいたいんですね。農村の持ってる役割はまさに文化的な機能なんで、別に美術 
館があるとか音楽ホールがあるということじゃないんで、人と自然との関わり自体が文 
化なんですね。美しい関わり合いの仕方がですね。これが日本の色とか形を決めてるの 
で、ぜひこれは「文化」にかえていただきたいというのが一つですね。 
 ２つ目は13ページでありますが、広域圏の整備、効率化の話ですが、医療・福祉、文 
化、教育などの高水準な広域拠点施設の整備と書いてありますが、ここにぜひ都市と農 
村の、あるいは外国とでもいいんですが、コンベンション機能をぜひ加えていただきた 
いと思います。会議をやりたくても宿泊施設がないんで実際できないんですね。その交 
流と宿泊の施設をぜひ広域に整備していただきたい。これが一番大事なことで、それが 
農村の活性化に大きく役立つはずでございます。 
 ３番目、11ページに景観条例のことがありますが、もちろん景観条例、大事なんです 
けれども、美しい農村というとすぐ中山間地域が出てくるのは、逆に申しますと平地で 
の農村が汚いということですね。その汚いのは不細工にいろんな建物が建ってるだけじ 
ゃなくて、ビニールハウスが一番汚いですね。景観上、あれはどう見ても許し難いんで 
すね。農業生産自体を美しくする、これはぜひ必要なんで、景観条例の中に今まで農業 
生産のことはあまり出てこないんじゃないかと思いますが、これはぜひやっていただき 
たいと思います。ぜひ工夫をお願いしたい。以上です。 
○部会長  ありがとうございました。 
 一通り御意見をちょうだいしましたが、私も申し上げたいことはたくさんありますけ 
れども、もう時間がまいりましたので、ほんの一言だけ申し上げさせていただきたいと 
思います。 
 今日皆さんから御提示もありましたし、また事務局からの御説明にもありましたが、 
農村というのはやはり農業生産の場であるということ。そしてまた、そのためには優良 
農地の確保、有効な利用ということが前提になろうかと思います。しかし、同時に非農 
家の参入、あるいは農業をやりたい人の参入、多様な人々の生活の場でもあると。つま 
り、生活の場としての農村、さらには自然系、半自然系を含む自然生態環境としてのユ 
ニットでもあるというように私は３つの側面が農村地域にはあると思います。 
 こうしたことが従来、総合的に扱われてきたかという点につきましては、はなはだ疑 
問もございます。そうした点から今後、総合的に農村地域を整備していくということが 
必要になったのではないかと。今日は皆さんの御意見で大体そのような方向が出たので 
はないかと思っております。また、今日の御意見の中に非常に貴重なものがたくさんご 
ざいまして、事務局の方でもぜひ整理をしていただいて反映していただきたいと思いま 
す。 
 それからもう１点、この計画がやはり実効性がなければ困るということであろうかと 
思います。特に「開かれた農村」ということが同時に入れられておりますけれども、農 
村も開かれれば開かれるほど、「計画なければ開発なし」という面も生じてくるでござ 
いましょうし、また同時に、国民的な期待を農村が担うということになります。それだ 
けに国民の合意を得ながら進めていくという面から考えますと、「計画なければ政策的 
支援もなし」といった側面もまた重要になってくるのではないかと思っております。 
 今日は皆さんの御意見、十分発言していただく時間が大変少なかったように思います 
けれども、もう一回、中山間地域対策を中心にいたしまして７月末にございますので、 
またそこでも、今日意見を出していただく時間がなかった点につきましても出していた 
だければ幸いかと思います。 
 次回の日程でございますけれども、次は７月31日、午後２時から４時ということで、 
中山間地域対策のあり方について議論を行いたいと思います。正式には改めて事務局か 
ら御案内を差し上げることとしたいと思います。 
 なお、事務局から御連絡があったかと思いますけれども、７月８日、水曜日に、山梨 
県下の中山間地域における現地調査を予定しております。具体的日程等につきましては 
事務局から追って御連絡させていただきますので、可能な限り、多くの委員の方の御参 
加をお願いしたいと思います。 
○委員  次回、また２時から４時までとなっているんですが、今日時間がなかったので 
大事なことを私は遠慮して次回にと思っているんです。そういう方はほかにもいらっし 



ゃると思うんです。もう２時間と決まっているんでしたらそれを前提にまた発言をしな 
ければならないんですが、それは４時までと決まっているんですか。 
○部会長  では最終回でもございますし、次回は若干２時間を超えて議論をしていただ 
くということで、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 

４．閉 会  

○部会長  今日は長時間にわたりまして大変熱心な討議をいただきまして、本当にあり 
がとうございました。これで終了したいと思います。 

   


