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１．開  会     

   

○部会長 それでは、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会、農村部会の第９回の会合
を始めさせていただきます。大変お忙しいところを御出席いただきましてありがとうございました。  

 先般の山梨県におきましての調査につきましては、多数御参加いただきましてありがとうござい
ました。事務局の方からも御参加いただきましてありがとうございました。  

 それでは、本日の会議は午後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、「中山間地域対策のあり方について」というテーマで、中山間地域対策のため
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。  

 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したいと思いま
す。よろしくお願いします。  

○事務局 それでは、お手元に資料４「中山間地域対策のあり方について」という横長の資料をお
配りしてあるかと思いますけれども、これにつきまして御説明させていただきます。  

 まず「目次」をお開きいただきますと、今日の資料は大きくは、１番目の「中山間地域農業の役割



と見通し」ということで、中山間地域農業の多様な役割と期待ですとか問題点、あるいは見通しの
関係、それから２番目の「中山間地域対策の基本的考え方と具体的施策の方向」で資料を構成い
たしております。  

 まず、１ページ目でございますが、「中山間地域農業の役割と見通し」ということで、中山間地域
農業の多様な役割と期待ということを(1)で触れております。ここで中山間地域と申しますのは、農
林統計において用いられている統計上の区分の分類でございまして、具体的には左下の方にま
とめておりますが、こういう定義のもとに市町村単位で分類を行っているということでございまし
て、中山間地域はここに掲げられております中間農業地域、それから山間農業地域、この２つが
合わさったものだということでございます。  

 中山間地域農業の多様な役割と期待ということでございますが、まず１番目は、農業生産本来
の機能であります食料の供給という面でございます。中山間地域は農業生産関係の指標である
耕地面積ですとか農家数、農業就業人口、あるいは農業粗生産額のいずれを取りましても大体
全国の４割を占めているということでございまして、我が国の食料の安定供給を図る上で重要な
地位を占めているということでございます。  

 なお、農業粗生産額ベースで見ていきますと、果実や畜産関係のシェア、これが中山間地域に
おいては高いということがいえるのではないかと思います。  

 ２点目は就業機会の提供ということで、その下に触れておりますが、全就業者に占めます第１次
産業就業者の割合、これは全国平均では６％ということでございますが、中山間地域では２割を
占めているということでございまして、就業機会の確保の観点からも、中山間地域においては農業
が相対的に重要な役割を果たしているということがいえるのではないかということでございます。  

 次に２ページ目でございますが、３点目は「農業・農村の有する公益的機能の発揮」という点でご
ざいます。農業・農村は先程申し上げました農業生産本来の食料の安定供給という機能に加えま
して、洪水防止ですとか水資源かん養といった、多面的・公益的機能を発揮しているわけでござい
ますけれども、こうした機能自体をどのように評価するかということにつきましてはいろいろな議論
がなされております。最近では様々な手法で、経済的な、言わば金銭的見合いの評価をするため
の研究も行われておりまして、このうち代替法によります評価、これは今年農林水産省の農業総
合研究所におきましてやってもらいました結果ということで、これは前回の資料でもお示ししており
ますが、全国で年間約６兆9000億円の価値があるということ、さらにこれを中山間地域の農業・農
村ということに区切りましても、この６兆9000億円のうちの44％に相当いたします年間約３兆円、こ
れが中山間地域におきます農業・農村の公益的機能ということで計算できるのではないかという
試算が行われたわけでございます。  

 こういった国土の上流域に位置する中山間地域におきましては、様々な機能のもとに、特に水と
土を保全し、国民の生活ですとか生存に直結する機能があるというようなことで、言わば都市住民
を含みます多くの国民の生命・財産、あるいは豊かな暮らしを守る重要な役割を果たしているので
はないかというふうに考えているわけでございます。  

 具体的な機能ということで、その下にアからエまでの４つ程の機能を挙げておりますが、１点目
は洪水防止の機能、２点目が水資源かん養の機能、３点目が土壌侵食防止の機能、４点目が土
砂崩壊防止の機能、主立っただけでもこういったいろいろな機能があるということでございます。  

 こういった農業・農村の公益的機能というものは、ただ単に黙っていて発揮されるというものでは
なく、適切な農業生産活動が継続されるというようなことによって維持されているということでござ
いまして、こうした機能が今後とも持続して発揮されるためには、中山間地域全体が適切に維持さ
れていくということが必要ではないかということでございます。  

 それから前回の部会で委員から、単に農業・農村だけではなく、森林の公益的機能も計算する
ようにという御指示がございましたけれども、森林関係の公益的機能については、その下にお示し



しておりますが、中山間地域は我が国の森林面積の８割を占めているということで、森林自体が
水源のかん養ですとか土砂の流出防止等の公益的機能、こういったものがあるということで、これ
も同じく代替法によって評価いたしますと、これは林野庁による試算でございますが、年間約39兆
2000億円という試算もできるということでございまして、この機能別の評価金額につきましては右
下にお示ししているような状況ということでございます。  

 左の一番下の段落でございますが、農地は、食料供給力の維持という森林とは異なる機能も有
しているわけでございますけれども、他方、中山間地域におきましては農家と林家がダブっている
ということでございまして、農家の６割は林家であるということで、農業と林業が複合的に営まれて
いるという実態がございます。したがいまして、こうした森林の公益的機能につきましても、農林家
の定住ですとか農林業の生産活動、こういったことによって維持・管理されているという面に留意
する必要があるのではないかということでございます。  

 次に４ページ目でございますが、「中山間地域の抱える問題点」ということでございます。中山間
地域は、地域により多様性があるわけでございますが、総じて申し上げますと、まず一番上に触
れておりますように、平地の地域と比べますと総じて自然的、経済的、社会的な条件が不利な地
域であるということがいえるのではないかということでございます。  

 また、その下の段落で触れておりますけれども、中山間地域におきます農業生産活動という面
で見てまいりますと、自然的な条件や、あるいは栽培条件の不利性という面と経営規模の零細性
が相まって、農業所得が全体的に低位に止まっているということでございます。  

 さらに、３つ目の段落で触れておりますけれども、いろんな要因が複合的に重なった結果といた
しまして、中山間地域におきましては他の地域と比べ、人口の減少、あるいは高齢化の度合いが
非常に大きいということがいえるのではないかということでございます。  

 こういった不利性によりまして、中山間地域におきましては農業にとどまらず、言わば地域の担
い手の脆弱化が進んでおり、また農地等の地域資源が荒廃してるということでございまして、先程
挙げました食料の供給ですとか、就業機会の提供、あるいは公益的機能の発揮といった多様な
機能が果たされなくなるようなことが懸念されているという状況ではないかということでございま
す。  

 具体的な条件等につきましては右の方に、平成７年の数字でございますけれども、いろいろな数
字につきましてお示しをいたしております。  

 ５ページ目は「耕作放棄に伴う影響」ということで触れておりますけれども、中山間地域とは、流
域別にみますと上流域に位置するということになるわけでございますが、こういった中山間地域に
おきます農地が耕作放棄されるということになってまいりますと、単に周辺の農地、あるいは集落
に止まらず、下流域にも大きな影響を及ぼしていくということでございます。  

 具体的にはその下にアということで、「土地・水保全上の影響」ということで触れておりますけれ
ども、中山間地域の水田等が耕作放棄されるということになりますと、災害の誘発ですとか、ある
いは災害自体の緩衝機能、こういったものが低下し、下流域の土地、水保全上の影響が出てくる
ということですとか、それから６ページ目でございますが、左上のイというところで触れております
けれども、耕作放棄地がどんどん発生してまいりますと、周辺の農地、あるいは集落におきます病
害虫の発生源となっていくということですとか、害鳥あるいは害獣等の繁殖、行動領域の拡大、こ
ういったことをもたらすことによりまして、鳥獣害の一因となっているということでございます。  

 また左下に触れておりますけれども、「環境面での影響」ということで、耕作放棄地の発生により
まして、これまで営農活動と一体となって維持されてまいりました農村景観等のアメニティ環境、こ
ういったものが損なわれるという影響が出るのではないかということでございます。  

 ７ページ目からは、「中山間地域に関する見通し」ということで、主として農業生産に絡みます諸



要素に関しまして、今後の見通し、これは平成22年、すなわち2010年の姿ということで仮定計算し
ましたものをお示しいたしております。一部のものにつきましては農業部会等で既に資料を御説明
しているわけでございますが、全体をまとめて御報告申し上げますと、まず１つ目は、ここに①とい
うことで人口と農業集落に関する推計ということでお示しをいたしております。平成22年の農業地
域類型別の地域自体の総人口、それから農家人口ということで2010年の推計を行っているわけで
ございますが、まず総人口におきましては中山間地域では約１割の人口減少が見込まれ、また農
家人口につきましては４割の減少が見込まれるということでございます。  

 また高齢化の進行度合いでございますが、中山間地域の農家世帯では、平成22年の高齢者比
率は33％ということになりまして、全国平均と比べましても、また農家に限った数字からいいまして
も、全国平均を相当上回るような状況になることが見込まれるということでございまして、こういっ
た点につきましては右上の方に表の形で「農業地域類型別人口及び高齢者比率の推計」というこ
とでお示しをいたしております。  

 左の３つ目の段落でございますけれども、農業集落の関係ということで、農家の人口構成の異
動の趨勢等により仮定計算したものをお示ししております。平成22年におきましては中山間地域
では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が25％を超え、さらに50％を超え
るような農業集落も２割に達すると見込まれるということでございまして、これはその右をごらんい
ただきますと、平成22年の欄でございますが、25％以下はわずか 2.1％にすぎないということで、
ほとんどのところが25％を超えるような高齢者の比率になり、右２つ合わせますと80％を超えるの
も２割を占めるという状況がおわかりいただけると思います。  

 また左の一番下でございますが、平成22年には４割の集落で農家戸数が10戸以下になるととも
に、５戸以下は17％となることが予想されるということで、農家戸数がこのように小さくなってまいり
ますと、農業集落の機能が相当衰退していくということが懸念されるのではないかということでござ
います。  

 その具体的な割合につきましては右下の方にお示しをいたしております。  

 次に８ページ目は農地の関係ということでお示しをいたしております。まず「農地の面積と利用に
関する推計」ということで左の一番上でございますが、農地面積自体については、増加要因という
ことでは、基本的には農用地の造成、それから減少要因ということでは、農地の他用途への転用
と耕作放棄ということで、プラス・マイナスがそれぞれ推計できるということでございます。  

 このうち増加要因であります農用地造成でありますが、２段目に触れておりますように、今後、大
規模な開拓等を新規に行う予定がないというようなことで、農地面積の増加はほとんど見込めな
いということでございます。  

 それから減少要因の一つであります農地の他用途への転用、これは最近ではバブルの崩壊等
によりまして若干減少傾向にあるわけでございますけれども、近年の転用の発生状況の趨勢から
推計してまいりますと、平成７年から平成22年までの15年間で29万ha程度の転用が行われるので
はないかという推計が行えるということでございます。  

 耕作放棄の関係でございますけれども、これはケースⅠ、ケースⅡということで２通りの推計を
行っております。１つの推計は、これまでの耕作放棄のトレンドをとりまして、これまでの発生状況
が今後15年間も継続すると仮定するということでございますけれども、そうしたこれまでの傾向の
今後の継続ということでの推計によりますと、約33万haが耕作放棄されるということでございまし
て、この耕作放棄地の５割強の15万ha、これが中山間地域において発生するのではないかと見込
まれるということでございます。  

 ケースⅡは別途お示ししておりますが、農家戸数の増減、あるいは経営規模の縮小・拡大等の
すう勢から農業経営に利用されるような農地面積をこれまでのトレンドから推計していくと、利用さ
れる面積自体が 396万haと見込まれるということで、平成７年の 504万haから先程の転用見込み



であります29万haを引き、この利用面積を引きますと79万haもの耕作放棄が生じる懸念があると
いうことでございます。この場合、耕作放棄が懸念されますうちの５割に当たります41万haは中山
間地域の農地ということになりまして、こういったことになってまいりますと、中山間地域の農地の
２割は耕作放棄となってしまうという推計も成り立つということでございます。  

 以上が平成22年を展望いたしました主立った推計ということでございますが、以上のような現
状、あるいは今後の推計、さらには果たすべき国民の期待という点を踏まえまして、「中山間地域
対策」の基本的考え方と具体的施策の方向」ということで９ページ目以下に整理をいたしておりま
す。  

 まず、「対策の基本的な考え方」でございますけれども、基本的にはこれまで中山間地域におき
ましては地域振興を図るため関係各省庁におきまして、産業・経済面での基盤の整備ですとか、
就業機会の確保、さらには生活環境の整備などの観点からさまざまな対策が講じられてきている
わけでございます。  

 中山間地域の置かれた厳しい状況の下で今後とも中山間地域の活性化を図っていくためには、
多様な立地条件に即してより一層総合的、かつ計画的に関連の施策の推進を図っていくというこ
とが基本的に重要ではないかということでございます。  

 10ページ目は、「今後の中山間地域対策の課題と方向」ということで整理をしております。中山間
地域は、先程の繰り返しになりますけれども、食料の供給という他に、就業機会の提供ですとか
公益的機能の発揮といった多面的機能を有しているわけでございますし、また近年、国民の価値
観の多様化を背景といたしまして、地域特有の文化ですとか、伝統を育む場、あるいは青少年の
自然との触れ合いの場等としての期待が高まっているということでございます。  

 ただ、中山間地域は先程申しましたように、諸条件が不利であるということで、今後、農業従事
者を中心に、人口の減少なり高齢化が進行し、地域社会の担い手の脆弱化と、地域資源の荒廃
が一層深刻化することが懸念されるということでございます。  

 今後はこうしたこと等を踏まえまして、多様な産業の振興、あるいは総合的な生活基盤の整備、
あるいは公益的機能の維持のための施策、これを総合的・計画的に講じることが必要ではないか
ということでございます。  

 そこで11ページ目以降、「今後の重点課題」ということで、大きく３つに分けて整理をいたしており
ます。  

 まず、大きい１点目は多様な産業の振興ということでございます。１番目は「立地条件を活かした
農業の振興」ということでお示ししております。高収益型農業の振興、高付加価値型農業の振興、
草地畜産の振興ということでございますけれども、基本的には土地利用型農業の規模拡大は中
山間地域においては困難であるということで、労働集約型農業、あるいは高低差や標高等の多様
な立地条件を活かした高収益型農業の振興等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、中山間地域自体は地価が低い、あるいは地代が安いというような条件を活かしながら、自
給飼料基盤に立脚した畜産経営の振興に対しまして、いろんな支援方策について検討する必要
があるのではないかということでございます。  

 ２番目は、12ページでございますが、「多様な産業の振興」ということで、これはこれまでも当部
会におきましていろいろお示ししておりますが、地域内発型産業の育成という観点ですとか、食品
産業との連携によります商品開発ですとか販路開拓、こういった多様な産業の振興に対する支援
策の充実を図る必要があるのではないかということでございます。  

 ３番目は「情報通信ネットワークの整備」ということで、高度情報化社会の進展という中におきま



して、中山間地域の情報格差、この拡大が懸念されるということでございますけれども、地理的ハ
ンディキャップを持つ中山間地域におきまして、こうした農業をはじめとする産業の振興を図る上
で、こうした情報化の推進も必要であるということで、そういう観点からの施策の必要性があるとい
うことで触れております。  

 13ページ目は４番目として「都市・農村交流の促進」ということで触れております。都市と農村の
交流の推進は中山間地域の役割に対します国民の理解の促進を図る上でも必要でございます
し、また中山間地域自体にとりましても、新たな地域活動の誘発ですとか、地域農産物の消費の
拡大、さらには就業機会の創出という効果も期待できるのではないかということで、これは前回も
触れたわけでございますが、グリーン・ツーリズムの推進ですとか、滞在施設等と一体的に整備さ
れ区画された日本型クラインガルテンと申しますか、市民農園施設の整備等、こういった面等につ
きましていろいろと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。  

 以上がまず大きい１点目の多様な産業の振興という点でございます。  

 大きい２点目は14ページ目に触れております、「総合的な生活基盤の整備」の関係でございま
す。中山間地域を対象といたしました総合的な地域振興施策として、山村振興法及び過疎法が昭
和40年代に制定されまして、地域格差の是正等を通じました国土の均衡ある発展を図るという観
点から、生産基盤と生活環境の整備につきましてハード面を中心とした整備が行われてきたとこ
ろであります。  

 ただ、中山間地域の活性化のためには、地域全体としての所得向上、あるいは生活環境の改善
が必要であるということで、就業機会の確保と定住条件の整備に資する施策につきまして、関係
省庁との連携の下で引き続き総合的にこうした施策を推進する必要があるということでございま
す。  

 また、過疎化、高齢化の進行に伴いまして、集落機能が極度に衰えてきているという地域もある
わけでございまして、こういった地域につきましては、周辺の言わば拠点的な集落と一体となった
集落の再編ですとか、新規居住者の受入れ等も視野に入れた整備、こういったことも検討する必
要があるのではないかということでございます。  

 大きい３番目は15ページ目でございますが、「公益的機能の維持」ということでございます。まず
１点目は、基盤整備は耕作放棄の防止に有効であるわけですけれども、中山間地域自体の言わ
ば地場条件が悪く、事業コストが平場地域より割高となる面があるということで、地域条件に応じ
まして基盤整備をより低コストで実施し得るような方策について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。  

 ２点目は中山間地域、先程触れましたように農地と森林、これが一体となっているということで、
これを一体的に整備を進める必要があるのではないかということでございます。特に上流域に位
置します中山間地域ということになりますと、耕作放棄農地ですとか、管理の不十分な森林が増
加することによります公益的機能の低下が下流域に様々な影響を及ぼす恐れがあるということ
で、農地と森林の一体的な整備の方策について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。  

 ３点目は16ページ目でございますが、「新たな公的支援策のあり方」の問題でございます。これ
までも再三にわたりお示しをしてまいりましたけれども、農業・農村が有します公益的機能、これは
適切な農業生産活動等の継続を通じて発揮されるものであるということでございますが、中山間
地域におきましては担い手の脆弱化等によりまして、こうした機能が低下、あるいは喪失が懸念さ
れている地域が広範に存在をしているという状況でございますし、このまま放置した場合、そうした
影響は当該中山間地域に止まらず、下流域の都市部にも及ぶことが危惧されるということでござ
います。  

 こうした状況に対応いたしまして、従来からの行政手法であります基盤整備、あるいは農業施設



整備等の投資助成的な施策、これだけで中山間地域の公益的機能の維持を図ろうということにつ
きましては、以下のような限界があるのではないかということでございます。  

 まず、基盤整備関係ということで触れておりますけれども、基盤整備は耕作放棄等の抑制に効
果はあるわけでございますが、先程も触れておりますように、中山間地域は高齢化の進展が著し
いということ、あるいは担い手も不足している、さらには整備コストが割高になるというようなこと
で、整備を行うかどうかということ自体につきまして、地域の合意形成が難しいところもあるという
ことで、農地全体を面的に保全していくという面におきまして、十分に有効なものになり得ない可
能性があるということでございます。  

 それから農業施設の整備の関係でございますけれども、これも施設型農業の展開によって所得
の確保を図るということで有力な方策でありますが、農地の面的な保全ということには必ずしもつ
ながらないということで、公益的機能の発揮という面では十分な対策とはいえないのではないかと
いう限界があるということでございます。  

 他方、17ページ目でございますが、現在、ＥＵで実施されております条件不利地域対策のような
直接所得補償措置、言わば所得格差の是正という観点からの直接支払いということでございます
けれども、これを導入することにつきましてはいろいろな考え方があるわけでございますが、まず１
つは、中山間地域において定住の確保を図るためには、農業者に対し、直接的な所得確保に資
する措置が必要であるという意見があるわけでございます。  

 これにつきましては、日本はヨーロッパと異なりまして、規模拡大等の構造政策が必ずしも十分
に進んでない現状にあるということで、単に個々の農業者の営農の継続に対して、その所得を直
接的に確保するということでは、現状の規模なり生産体制を維持することにほかならないこととな
り、零細な農業構造の温存につながるということですとか、混住化が進んでおります農村地域社
会におきまして、定住の確保という観点からは、農業者であることのみをもって助成することにつ
いては、農業者以外の地域住民とのバランスを欠くというような問題があるのではないかと考えて
おります。  

 また、中山間地域は農業生産条件の面で平地地域と比較して不利な面を抱えているので、適切
な農業生産活動を維持するためにはこれを補うことが必要であるという意見もございますけれど
も、農産物の高付加価値化等によりまして平地地域を上回る所得を上げている地域も現実にはあ
るということで、単に所得格差の是正という観点から、中山間地域の農業者のみに一律に支援す
るということは、他の農業者、あるいは他の業種の就業者との公平性を欠くのではないかという指
摘があるということで、ＥＵ型の直接所得補償措置をそのままの形で我が国に導入することは、広
く国民の理解は得られ難く、必ずしも適切ではないのではないかと考えております。  

 ただ、18ページ目でございますが、直接支払いという方式自体は、ＥＵの例に見られますように、
外部経済効果に対する対価を支払うことによりまして、その維持に対して直接的に支援し得るとい
う機能も併せ持っているわけでございます。  

 また、個々の農業者に対しまして直接的に働きかける手法であるということで、真に政策支援が
必要な主体等に焦点を当てた運用が可能であるという点であるとか、政策目的に係る受益と国民
負担の関係が明確で、その意味で施策の透明性が確保されているというようなメリットもあり、適
切な農業生産活動等の維持を通じまして、中山間地域の公益的機能の維持・発揮を図っていくた
めの有効な手法の一つであると考えられるのではないかというのが私どもの事務的な整理でござ
います。  

 ただ、この場合におきましても、結果的に個々の農業者の所得を直接増大させることになること
から、先程のページの問題点が起こらないような仕組みや運用を確保することとか、財政上の問
題でございますけれども、当然のことながら、交付されます金額が僅かであればその効果はほと
んど期待し得ないということになりますし、逆に相当規模のものになりますと、交付対象の範囲に
よりましては相当な財政負担が生じてくるということで、言わば財政資金の重点的・効果的な使用



との調整を図ることにつきましては、十分な検討が必要ではないかということでございます。  

 いずれにいたしましても、こうした新しい施策につきまして国民の方々の理解を得るためにも、十
分な政策効果が確保されるものとすることが必要でございまして、直接支払いを含みます新たな
公的支援策のあり方につきましては、今まで挙げておりますようないろいろな問題点を踏まえなが
ら、次のような視点から更に議論を深めていただく必要があるのではないかというふうに考えてお
ります。  

 まず１点目は、中山間地域は、その置かれた立地条件により、土地利用、担い手の確保状況等
が多様であることを踏まえつつ、公益的機能の衰退・喪失等が懸念され、その維持を図ることが
必要な地域をどのように捉えていくのか。  

 ２点目は、公益的機能が維持されるよう適切な農業生産活動等の継続及び農地等の一定の面
的な確保・保全が行われることをどのように担保するのか。  

 さらには、地域の多様な実情に応じた支援がなされるよう、国と地方の役割分担と協力のあり方
についてどのように考えるのか、こういった点についてはさらに議論を深めていただきたいと考え
ているわけでございます。  

 以上でございますが、20ページ、21ページにおきまして「ＥＵにおける条件不利地域対策」、これ
はこれまで当調査会におきまして若干お出ししたものと重複した面がございますけれども、本日の
議題と密接に関連しておりますので、改めて御説明をさせていただきたいと思います。  

 ＥＵにおきます条件不利対策は、左上の方に触れておりますように、イギリスの1973年のＥＣ加
盟に際しまして、イギリスがそれまで自国に対してとっておりました、丘陵地農業対策の継続が取
り込まれたという形で、1975年にＥＣの共通の政策ということで導入されたという経緯がございま
す。  

 条件不利地域におきまして、２段目の段落にありますように、農業の存続を確保し、それにより
最低限の人口水準の維持、それから農村景観の保全を図るため、家畜の頭数ですとか農用地面
積に応じまして、各年、補償金が地域の農家に支給されているということでございますけれども、
補償金の支給対象は、総じて申し上げますと、草地畜産が中心になっているということでございま
す。  

 なお近年は、左の一番下に触れておりますけれども、条件不利地域において過度の生産集約
的な畜産が営まれているということで、環境への弊害を改善するため、受給要件に家畜飼養密度
の上限を追加する等、環境面に配慮した制度内容となっているということでございます。  

 右の方に「ＥＵの条件不利地域対策の内容」ということで、地域指定区分の考え方なり、対象とな
っております農家、あるいは補償金の支給水準ということがどのようなものになっているかというこ
とをお示ししております。  

 21ページ目は、「各国における運用状況」ということで、地域の指定区分なり対象農家、あるいは
対象作目、助成額、こういった詳細については、各国がそれぞれの自国の実情に応じて基準を定
め、ＥＵがこれを承認するという手続きになっております。  

 右の方にドイツ、フランス、イギリスということで、対象地域の取り方なり支給単価ということでお
示ししておりますが、この概況で申し上げますと、左の２段目の段落にありますように、大体１戸当
たりの平均支給額は30万円弱という感じでございます。それから総農用地面積に占めます条件不
利地域内の農用地面積、これは５割前後でございますが、総農家数に占めます同地域内の農家
数は約３ないし５割程度という状況でございます。  

 給付状況ということで左下の方に、ドイツ、フランス、イギリスということでお示しをいたしておりま



す。  

 以上が本日の資料の概要でございます。  

   

３．質  疑   

   

○部会長 ありがとうございました。ただいま御説明いただきましたように、中山間地域を中心に
いたしまして、その現状、問題点、そしてまたその地域の活性化方策、それから、公益的な機能と
いうものに対する直接支払い等のあり方等々につきまして御説明いただきました。  

 前回は農村地域全般に関しまして、総合的な、計画的な整備ということで御議論いただきまし
た。本日は中山間地域対策を中心にしてということでございます。その総合的な、計画的な中山
間地域の振興のあり方、また公益的機能の維持・発揮、そのための公的支援ということを中心に
御議論いただきたいと思いますが、さらに、最後に問題提起がございましたように、もし可能なら
ば、いろいろわかりにくい点もあるかと思いますけれども、どういった地域に対してそうした公的支
援というものが必要であるのか、また、どういった行為に対して、あるいは誰に対して公的支援を
行っていくべきなのか、また国と地方の役割分担や協力のあり方といったような３つの点の問題提
起もございました。こういった点を中心にしまして、今日が最後となりますので積極的な御意見を
いただければと思います。よろしくお願いいたします。どなたからでも御発言をお願いいたします。 

○専門委員 毎回毎回言っていることですが、現在の中山間地域が抱えている問題を的確に資
料化していただきまして本当にありがとうございます。  

 私自身はこの委員会でも何度も申し上げましたように、都会育ちで都会で仕事をしております。
農家の実情といいますか、そう詳しくは知りませんが、ただ、それでも私の父親及び私の家内が会
津の今で言う過疎集落出身なものですので、年に数回集落に行ってる。そういう農村地帯を見て
いる。そうしますと本当に65歳ぐらいの人がその集落じゃまだ若い方だということになって、子供の
声なんか聞こえてきたら集落中の人がみんな飛び出してくる。赤ん坊なんかしばらく見たこともな
い。私の家族はそういうような過疎集落の出身なものですから、ここに書かれていることというの
は痛い程良くわかります。  

 特に農村、なかんづく中山間地域というのは、恐らく日本の最も良質な部分があったところだと
思うんですね。日本の歴史、2000年ぐらいの歴史、地質的に言えばもっとだと思うんですが、日本
文化2000年の文化の中の最も良質な部分がこの農村地帯で育まれ、世代を超えて伝承されてき
た。それが日本の力になり、そして国力がもしあるとすればここにこそあるというふうに私自身は
思っているわけですが、それがたった数十年の社会の変化で、まさにガンに冒されたように瀕死
状態になりつつあるというのがこの資料からも読み取れまして、正直言って心が痛むわけです。  

 それの引き換えに我々が得た豊かさの代償といいますか、そう言うと言葉は悪いかもしれませ
んが、何か代償の大きさと深さといいますか、そういったものを感じるわけです。これは本当に私
のように都会で生活している人間にしてみても、これは大変なことじゃないかと、日本に危機がもし
あるとするなら、これこそ本当の危機じゃないかというのが私の個人的な考えです。  

 ですから、これに全力を挙げて取り組むというのは、単に農水省だけの仕事ではなくて、恐らく日
本の、ちょっとオーバーな言い方かもしれませんが、民族をかけての仕事になるのではないかとい
う感じを持つわけです。  

 ただ、何と言っても 100年以上かけて、かつて農村に住んでいた優秀な人材を都会に引っ張り出
してきて、それを工業とか商業とか、そういうところに据えて日本の繁栄を図ってきたわけですか



ら、また農村地帯を活き活きとした人間社会にして、日本の文化の一番良質な部分を伝承していく
ための、言わば基盤、基地にしていくというのは恐らく大変な時間がかかるんだろうと思います。 
100年かかって壊してきたやつを、多分 100年ぐらいかけてつくり直していくということになるんだろ
うというふうに思っておりますので、これをどうしたらいいかということはそう簡単に私も良くわかり
ませんが、ただ、それこそ応急手当は要るような気がしてならないわけです。それが公的資金とか
いろんなことになるんだろうと思うんですが、まさにいろんなことをしていかなくてはいけないなと。
公的資金も民間資金も入れて農村にもう一度日本文化の非常に輝いた面といいますか、そういっ
たものを持たすようにしなくてはいけないというふうに思うわけです。  

 ＥＵのやり方なども書いてありますけれども、私自身、こういう直接的な補償とかいろんなことが
あっていいと思うんですが、ただ、一方で都会に住んでいる人間としてみると、今まで都会人の一
般的な感覚としては、農業にはもうたくさん金をやっているじゃないかと、いろんな農道を作ったり
林道をつくったり漁港をつくったり、さんざん途方もない金を使ってるじゃないかと、それでまた金
かという話に多分なっていくのではないかなという気がするわけです。ですから、やはりこの中山
間地域にいろんな財政資金を投入するとともに民間資金も入りやすくしなくてはいけないと思うん
ですが、そういう状況にするためには、やっぱり今までの施策に何が問題があったかという、率直
に切開手術といいますか、農林水産省としても何に問題があったかということをやっぱり明らかに
しないことには、多くの都市住民を納得させることはなかなかできないのではないかというのがま
ず一つであります。  

 ここに森林が持っている機能だとか農地が持っている機能、これは経済的な評価でこういう面が
ありますというのは、これは非常に結構だと思うんですが、都市住民から見れば、今までさんざん
金を注ぎ込んできたのは一体どうなったんだという批判的な分析を抜きにしての財政資金の持ち
出しというのは、特に昨今のような政治状況のもとでは簡単な話だとは到底思えないわけですね。
そういうことがまず一つやるべきことなのではないか。  

 それから、やはり21世紀は一方で環境の時代でもありますので、しかも農村、なかんづく中山間
地域が環境保全に非常に資するとすれば、そういう環境保全のいろんな行為をしてくださった方々
に支払うと、そういうことがあってもいいような気がいたします。ちょっと思いつき的ですが、自然環
境保全指導員だとか、農業環境保全指導員でも何でもいいんですが、そういう指導員制度みたい
なものをつくって、資格をある程度作って、そういう方々に山とか畑とかいろんなところを見回って
いただいて、環境保全に資しているかどうかということをチェックしてもらって、それに対する報酬と
いう形でお払いをするというのも一つの方法ではないかなというふうに思うわけですね。  

 それから前回も申し上げましたけれども、今、都会でも脱サラだとか、あるいはリストラされた人
だとか、結構都会でそのような人がたくさんいて、その人達の中に農業指向といいますか、そうい
う気持ちを持っている人がいるわけですね。私の周辺にも何人かいます。そういう人達が、指向は
あっても実際に農業に入れない。そうすると、そういう人が農業に入りやすくするといった制度的な
手当も必要ですが、同時に、いきなり素人が、ついこの間までメーカーでサラリーマンやっていた
人が農家に関心を持っても、いきなり農家になれるわけはないですから、やっぱり２年とか３年と
か学校に行ってもらって学びながら農業に入って行く。ただ、その学費を皆払えというのでは中高
年の人にはとてもできない。ですから一種の給料を払いながら農業を学んでもらって、そういう人
に資格か何か与えて営農ができるように支援をするとか、そういうようなことが公的資金の使い方
の一つの道としてあるんじゃないか。そういうことを考えていらっしゃるとは思いますけれども、少
なくとも私はそう思います。  

 それから、森林というのはいつの時代でも大事なわけですが、特に昨年の暮れに京都で地球温
暖化防止京都会議というのがありまして、今後条約上の義務が発生することになります。その一
つとして森林の炭酸ガス吸収機能というのが着目されるようになりまして、悪い言葉でいえば、こ
れに金がつくという時代になりつつあります。現に林を持っている人の中には、例えば製糸会社と
かそういうところでは、この森林が持っている二酸化炭素吸収機能というものに着目していろんな
ビジネスが考えられつつあるわけです。そういう二酸化炭素を吸おうが吸わなかろうが、そんなこ
ととは関係なく、森林自体が既に立派な価値を持っているわけですが、経済的な観点からいうと、
そういうものの経済性というものをもう少し明らかにしていくというのも、民間資本が入りやすくなる



一つの道ではないかなというふうに思うわけです。  

 いずれにしてもあまり知恵がないですが、日本が持っている本当の財産、これを言わばガンに冒
されたまま放置しておくというのは良くないのではないかと。ぜひいい答えが出ればいいなと私は
思います。  

○部会長 ありがとうございました。それでは他の方。  

○専門委員 まず、先般山梨を視察させていただきまして大変勉強になりました。私は箸にも棒に
もかからない中山間地域を見せて、これどうするかというふうに言われるのかなという思いがあり
ましたが、現地へ行ってみて、恐らく手をかける前は本当に荒れ放題の土地であったと思います
が、やる気のあるところにお金をかけてやるとあんなに素晴らしくなるのかなと。私、残念ながら後
の方を見ないで、用事があって早く退席させてもらいましたが、そういう点では、中山間地域が再
生するためには、やはり一つにはやる気のある、そういう地域ぐるみの考え方と行動が大変大事
だし、それを国として応援してもらうということからすると、あのやり方というのは私どもに大変大き
な示唆を与えたのではなかろうかと、こんな思いがしましたので、感想を一言申し上げます。  

 今、専門委員からお話のありました、現在置かれている状況の中で、どうするのかなというふう
に私どもは思うわけですが、やはり委員が前からおっしゃっておりましたように、森林があるから中
山間地域にならざるを得ないわけで、そういう点について一体的な整備という、今回初めてこれは
表現されていると思いますが、もしこういうふうに整備が可能であるとすればぜひ進めていただき
たい。将来の21世紀のもっと先の、今、専門委員が言われた地球環境のためにも、そういう手立
てを都市住民の合意を得ながら進めることができるとすれば大変素晴らしいことだと思うので、何
とかそういう方策を見出していきたいものだというふうに思いますし、ぜひ進めていただくようにお
願いをしたい。これは単に国だけではなくて、やはり県、市町村、三者一体になって取り組んでいく
という姿勢がまず確立されなければならないのではなかろうかとも思いますが、今初めて出された
農地と森林との一体的な整備ということについて、賛意を表しながら、ぜひ進めていただくようにお
願いしたい。  

 公的支援のことについてはまた後で発言したいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 中山間地問題に関して何らかの支援といいますか、それが必要だというのはこの部
会では共通した意見であるのだろうと思うんです。ただ、それを直接支払いにした方がいいのか、
あるいは公益法人みたいなところを通じてやった方がいいのかというところで若干の意見の違い
があったというふうに記憶しておりますが、今回はその直接支払いの手法についてまとめていただ
いたと。非常に良く理解しやすいまとめ方だというふうに思っております。  

 その国民的支払いをするかどうかというときには、やはり一番重要なのは国民的コンセンサスが
得られるかどうかということだろうと思うんですね。農業関係者は、中山間地域の農業、非常に重
要だよというふうに言うんですけれども、農業関係者じゃなくても、最も良質な部分だとか、非常に
大事だとかいうことをおっしゃるんだけれども、しかし、果してそれが本当に国民的なコンセンサス
を得られるのかどうかということに関しては、まだまだ疑問だろうと思うんですね。  

 そこで、国民的コンセンサスを得るためには直接支払いの対象地域ですとか、行為を明確化す
る必要があるということ、これは私も従来からずっと言っていたわけですが、今回のこの報告はそ
の行為について、公益的な機能に関しては国民的なコンセンサスを得られるのではないだろうか
という提案だと思うんですね。そうだとするならば、これは市場経済価値として実現し得ない部分、
それに対する直接支払いが可能ではないだろうかという提案、私も実はこれに賛成なんですが、
ただ、順番があって、最初は例えばトラスト制だとか、あるいは上下流協定だとか、そういった住民
間でのお互いの認識を深める運動みたいなものがある中で、国が政策的に支援するというふうな
のが手順なのかなという気もします。  



 それから専門委員が、民間資本が入りやすい条件というふうなことをおっしゃいましたが、私は
いつもこの調査会の部会の中で、中間報告でも環境問題と国際協力については大きな柱として挙
げているんですが、国際協力は多分食料部会で議論しているんでしょうが環境問題について議論
するところというのはないんですよね。多分環境政策だとか何とか、この農村部会で議論しなけれ
ばいけない部分なんだろうと思うんですが、そういったことも含めて直接支払いの対象とし得るの
かどうかというふうな議論がまた必要なのではないだろうかというふうに思うんです。  

 ただ、その対象となる部分に関して私、従来から景観の維持だとか、新農法の開発だとそういう
ことも含めた行為を対象としてもいいのではないかというふうに申し上げていたんですが、今回は
国土の保全だとか環境の保全といったところに限定をされているようですので、そのこと自体が国
民全体に本当に目に見えるような形で感じられるようにすることが必要だろうというふうに思うんで
す。  

 それからもう一つは、それでは誰がそれをやるのかといいますと、やはり国がやるというのもどう
なのかなと。国は側面から支援するような体制で、地方自治体がやる、この地域を限定するという
ふうな形でやるのがいいのではないのだろうかという気がしています。といいますのは、行為は明
確になったけれども、その対象者を具体化する時にどういった手法でできるのかと。そういう場合、
今まで農村部会で話し合ってきたことは、「計画なくして開発なし」などという議論もしましたけれど
も、やはり重要なのは計画だと思うんですね。「計画なくして保全なし」といいますか、そうした計画
を誰がつくるのかといったら、やはり自治体だろうと思うんですね。  

 ところが自治体は、首長は直接住民の審判を受けますから、そういうことをやりにくい部分もある
んでしょうけれども、それに対する何らかの基準を国がつくる。計画と国の基準と、この二局面で
何かできないだろうかというようなことも踏まえて、また中山間地域も、中山間地域全部をこの対
象にできるのかといったら、都市へのアクセスの便利なところへ直接支払いなんか私はやる必要
はないだろうと思うので、地域についても対象についても、まだまだ議論しなければいけない部分
があるんだろうというふうに思うんですね。  

 とはいえ、こういった手法が出てきたことは非常にいいことだ、有効だろうというふうに思います
ので、もっと具体化する方向でさらに検討を進めてほしいなと思っております。  

○部会長 ありがとうございました。ただいまの環境政策の問題といいますか、環境保全型農業
の問題ですが、この点は農業部会との関係があったと思うんですが、事務局から何かその辺ござ
いませんでしょうか。  

○事務局 農業生産自体と環境との関わり合いという点におきましては、農業部会におきまして、
生産政策というテーマの中で御議論いただきまして、その中におきまして農業自体が有しておりま
す環境に対して、プラスの面の要素を内在してるという点でございますとか、あるいは逆に農業の
活動自体が環境にマイナスを与える面というような点から、どのように全体的に考えていくのかと
いうことについて議論していただきました。  

 いずれにいたしましても、環境と調和するというと誤解を与えるかもしれませんけれども、そうし
た生産を目指していくべきというような議論は農業部会でしていただいておりまして、いずれ全体
での部会の議論の取りまとめという過程におきましては、そうした農業部会におきます、農業生産
面における環境との関わり合いということについてはお話ししていただくことになっていくのではな
いかと考えております。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 17ページを見ていただきたいんですが、上から３つ目の点のところなんですけれども、
「定住の確保という観点から農業者であることのみをもって助成することは問題である」というふう
にあるんですが、この直接所得補償というのは私が思うには、優良農地の確保ということが前提
ではないのかなと思うんです。そうすると優良農地の確保という観点からすれば、農業者に直接



所得補償するのはいいのではないかというふうに思うんですけど、「他の住民とのバランスを欠く」
とあるんですけど、どうなのでしょうか。  

 最初から申し上げますが、生産基盤も生活環境の基盤整備も都市と比べて大変遅れているとい
うことは事実だと思います。そして今までの資料の中にもそういうことがいっぱい書かれていました
から、これからも生活と生産基盤の基盤整備への支援は、私は農業者として大変必要なことだろ
うと思っています。  

 それから６ページにあることなんですけど、耕作放棄地になることによって病害虫とか鳥獣害の
一因となると、これは確かなんです。私の住んでいるところの山梨県の西の方の韮崎市というとこ
ろに友達がいるんですが、山梨県は果樹県なんですが、果樹にしようと思ってもサルの被害が大
きくて、高収益農業をしたくてもできない。幾ら対策をとってもサルだとかイノシシに侵されてしまっ
て、そこでは稲作しかできないということを言っています。その稲作が減反になっているので、やっ
ぱり息子は農業はできない。親夫婦だけで農業は終わりだということを言ってます。  

 ですので、共済保険なんかの一因にも鳥獣害ですか、サルとかイノシシとかの害なんかも入って
るのでしょうか。うちでも共済をかけていたんですけれども、被害が出てもそれだけの補償がない
ものですから、果樹園でほとんどの畑が入ってたんですが、台風だとか長雨だとかによる時の被
害に対する共済に入ってましたけど、今は入っておりません。そういう方が増えています。  

 それから所得補償の必要性なんですけれども、一定の必要条件があるのだろうと思うのです
が、例えば直接所得補償した人には、10年とか20年農業を続けてもらうとか、それから例えば後
継者が育っているとか、そのような一定条件が必要なんだろうなと。こちらの資料だと、フランスと
かヨーロッパの方では斜度とか標高差とか言うんですけれども、日本型の条件とすれば、そのよう
なことも一つの条件の中に入るのではないかなと私は思います。  

 もう一つ、先程事務局の方から配っていただいたんですが、「宣言文」というのがあるんですが、
今、農村の女性達が今の農業基本法の中で一番矛盾しているところを議論するため、先日、愛知
県で29日に集会を行いました。今、農繁期ですので大勢は集まれませんでした。それでも 200名
の方が集まっていろいろ討議したんですが、今の基本法の中では農家の女性達は、サラリーマン
の家庭のように家にいて子育てをしたりとか、家のこまごまとしたことをして、例えば農業であれば
補助的な位置づけになっています。みんなで勉強したんですけど、そんな位置づけになっていな
がら、農業者の６割を占める女性達が本当に農業を一生懸命頑張ってやっているということがあり
ます。その辺がちょっと矛盾してきているんじゃないかということで、例えば農業経営をしていく中
で、記帳も、それから経営への参画ですね、その中で女性がすごく役立ってるというか、申告など
の場合、記帳とか作業日誌とか、そういうようなものはほとんど女性が手掛けていると思います。
経営にまで参画しているというのが今の現状なんです。だから補助的な位置づけでは困るというこ
となんです。兼業農家の女性達も、現実農業をしているのに、例えば申告などはお父さんの名前
だと、そういうような食い違いが随分出てきているのではないかということで、農業をしている女性
達の位置づけを明確にして欲しいという意見がたくさん出まして、それでここに宣言文ができたん
ですが、上の方は読みませんが、真ん中辺りから読みます。  

 新たな農業基本法に、「農業・農村における男女共同参画の確立」を基本的な理念として盛り込
むことと、併せて農業に従事する女性の経営者としての地位の確立を考えてほしい。固定的な役
割分担意識や、性別による偏りにつながる制度・慣行を見直すこととか、農業に従事する女性が
働き易く住み易い農業・農村の条件整備のための施策を講ずることについてこれからもみんなで
運動していこうということになりました。  

 今日は中山間地域の所得補償のことなんですが、あえて皆さんにこれを読んでいただいて、ぜ
ひともこの方向へ委員の皆様方にもお力添えいただきたいということで意見を申しました。終わり
ます。  

○部会長 ありがとうございました。今の中に質問が一つあったかと思いますが、サル害、あるい



はイノシシ害等について、従来補償というようなことが何らかの形であったのだろうかということで
すが、共済ですね、災害補償といいますか、含まれているのでしょうか。  

○事務局 共済の被害と補償の仕組みはいろいろ複雑になっておりまして、果樹の方が今どのよ
うな形になっているか、調べて後程お答えいたします。  

○部会長 ありがとうございました。それでは後でよろしくお願いいたします。委員。  

○委員 森林等のことも資料に入れていただいてありがとうございました。ですが、今までに比べ
るとこの資料もかなり踏み込んで、かなり積極的な姿勢でいろいろ出してくださったという思いがい
たしますが、これでもなお私にとっては、何でこんなに遠慮しているんだろう、この期に及んでと、
そう申し上げたくなるような思いでこれを拝見いたしました。  

 にもかかわらず、今までの委員、専門委員の御意見の中にも、何か都市にまだ遠慮なさってい
るような、中山間地域へのテコ入れが大事だとおっしゃりながらそういう御意見があるんですが、
世の中どんどん変わってきているんです。もう刻々と変わっていまして、棚田ブームなんてこの間
まで考えられなかったことと思います。でも今もう農家のお子さん達がおしっこできないんですっ
て。どこで見られているかわからない。この間、新聞社の方がそう言っておられましたが、そんなぐ
あいにどんどん変わっている。これが恐らく本答申が出て、それからいろいろ世の中で議論した
り、いろんな法案などをおつくりになる段階でもっともっと変わっていくんだろうと思います。そのくら
い今、去年の京都会議以降というか、もう少し前からですが、環境ホルモンの問題が出てきたり、
食料とか農業に関する感覚も本当に刻々と変わっています。  

 ですから、一昔前の農業バッシング、市場開放までに至る、私なども農地の宅地並み課税とか、
あの辺から本当に辛い思いで見てましたけど、そういうものから方向転換しているという気がいた
します。  

 そういう中で私、この中山間地域の位置づけを、森林のことも入れていただいたんですが、私は
もっとはっきり、きちっと打ち出して、それも高らかに打ち出していいんじゃないかという思いがする
んです。平たく言ってしまいますと私などはこういうふうに思ってます。日本の国土の７割は森林だ
と。それが我々の生存基盤の最低限の命綱ですけど、７割が森林だ、ではそれを誰が守っている
のかとなると、それはまさに中山間地域の農業者が守ってる。ちょこちょこ手入れをやりながら守
ってる。簡単に言ってしまえばそういうことだと思うんです。  

 例えば溜池地帯、溜池がちゃんと保存されて一生懸命農業をやってるようなところでその上を見
ると森林も一応守られているとか、棚田がちゃんと守られていて農業をやっているところでは、そ
の上を見ると森林も、まあ過疎ではあるけれども、辛うじて維持されている。逆にかつての棚田が
廃墟になっているようなところでは、その上を見ると山も廃墟になっている、これが私の風景の見
方であると、これは一貫して申し上げてきたけれど、事実そうなんです。  

 そういう関係でございまして、ですから、ここでも森林と一緒にやってくださったのはありがたいん
ですけれども、それでもこの資料ではまだ足りない。例えば中山間地域の農業がだめになった場
合どうなるかという、環境保全や公益的機能がだめになるということでずっと書いてあるけれども、
これだって水田や畑の物理的な機能については書いてありますけれども、例えば水路を見回って
山を歩いてるところで山崩れとか山火事とか災害原因になるようなものを発見して、そこで村ぐる
みで対応するなんていう、そういう一番大事なことがここにないわけですよね。畑は雨を何ミリため
るとか、そういう形の物理的な、これはもう本当に平板な評価ですから、山村の位置づけというの
はそんなものじゃないと私は思ってます。  

 そうすると、そこで農業を営んでいるということはもちろん一番大事なんですが、自分では働けな
いお年寄りでも、赤ちゃんの泣き声の話が出たけど、赤ちゃんは何の労働力にもまだならないわ
けですが、泣き声が聞こえるということ、あるいはお爺さんやお婆さんがいて古老がいて、昔のい
ろんな知恵や伝統を伝える、そういう方がいるとか、そういうことは直接には労働力には計算でき



ないわけですけれども、これも大変な価値があるわけで、そういうものはここのデータには出てな
いわけですよね。だから、こういうデータだけではない価値があるんだというところを一応きちっとさ
せませんと、所得補償という場合に説明が足りなくなるという気がするんです。それをどういうふう
に説明したらいいか、これはすごく大事なことだと思うんです。  

 それからもう一つ、個人補償についての問題がいろいろ、個人補償はどうのこうのという御意見
もあるかに聞いておりますが、まあそういうのもあると思います。バラまきになってはまずいとか難
しいことはあると思うんですが、だけどちょっと考えてみれば、それに類することは私の知る限りで
も少なくとも林業でもやってます。そういうのが直接、間接に個人に給付されるような形というのは
県レベルでいろいろやってます。一番わかりいいのは宮崎県の国土保全奨励制度ですけれども、
あれなんかもまさに育英資金、文部省の育英資金は高校で１万1000円です。ところが宮崎県の場
合は５万8000円です。戻ってきてそこの村に５年間いるということが条件で最高５万8000円。戻っ
てくるということが抜きだったら３万8000円だったと思いますが、とにかく文部省の育英資金の何倍
かを個々にあげていると。その思想の大前提になるのは、山村に人がいるだけで価値があるとい
うことだと。私はそう思ってます。山村の方達はそこにいるだけで価値がある。  

 どういうことかというと、今、山火事を発見するとか、古老の知恵とか言いましたけれども、例え
ば私達が家を長期間留守にする場合には、頼んでもどなたかに住んでもらう、お金をあげてでも
住んでもらう、家が傷まないように。国土の保全というのは簡単にいえばそういうことだろうと、そう
いうものだと思っております。宮崎県ではそういう思想のもとに国土保全奨励制度を始めている。
それはもちろんまだ微々たるものだけれども、それによって今度もう一つ、そんなことで個人個人
にお金をあげてたらやる気がなくなるだろうとか、何か後ろめたい思いをするんじゃないかとか、そ
ういうことをおっしゃる都会の方がいらっしゃるからこれも申し上げておきますが、胸を張っていま
す。金額的にはとても足りないですけれども、そういう制度が発足したことで、自分達の居る価値
を下流の人達もみんなわかってくれ始めたんだという、そういう意味で胸を張っているんだと思い
ますが、活き活きとしてます。  

 だからそんなぐあいに、前例も少しずつですが、あるわけで、あまりビクビクしたり、せっかくこれ
で打ち出していくのに、もっと堂々と高らかに中山間地域の役割を歌い上げて、そして可能な限り
国を挙げて守る、これが民族存亡にかかわるわけですから、国土の半分以上の、しかも一番守り
にくいところ、これはもうヨーロッパなどとは基本的に自然の条件が違うわけで、そういうところをこ
の人達が守ってきたわけです。  

 ここでは基盤整備のことについて、新たな基盤整備は経費のかからないものを工夫するとか、そ
ういうことはあるんですが、例えば棚田ブームというけど、あの棚田の陰には、例えば一つの棚田
の陰に、そのための水路を 100キロとか 150キロ引いてきたという水路もあるわけで、むしろそう
いう陰の農業用水や基盤整備に関わる土地改良施設の維持管理などというのはものすごく大事
なのに、このところにはそれが出ていないんです。これは今申し上げたように水路の見回りの過程
で山を見るとか、みんな絡んでいるわけですが、そういう当面の課題ですぐにもテコ入れしなけれ
ばならないという、基盤整備に関わるそういうことの維持・管理の大変さなどというのは出ていな
い。  

 それからもう一つ、中山間地域の不利な条件でいろいろ出ているんですが、生活環境とか道路
行政の悪さとか、でも例えばさっきの話じゃないけれども、学校へ行かせるのに、山村では高校へ
行かせるのに下宿をさせる。ですから７万も８万もかかってしまうと。そういうような都会とは全く違
う不利な条件がたくさんあるということも、ここには数字の上できちっとは出ていないので、いずれ
にせよこの資料に対してはまだまだ価値の高さ、中山間地域の厳しさ、両方ともまだこれ以上にい
ろんなことがあるんだということを申し上げたいと思うんです。いずれにいたしましてもテコ入れを
する必要、これは民族の存亡に関わることで、緊急にテコ入れする必要がある。  

 都市の世論というけれども、刻々と変わってきた一例を申し上げますと、昔、森林で水源税という
構想が出ました。国が打ち出したんです。水道料金の中に森林整備の費用を入れて山村へバック
しようと、こういうことなんですが、それはもう都市の水道労組から反対を受けましてつぶれまし



た。ところが今は逆でして、神奈川県なんか水道料金に堂々と入れ始めましたよね。それが新聞
で何かもてはやされるような評価の仕方になっている。これはちょうど棚田に農林水産省が少しば
かり補助を、テコ入れを始められたということについて今、誰もそれにケチをつけたりしないと思う
んです。だから世の中はこれからもどんどん変わっていくと思います。そういう状況でございます。
だからあまりビクビクすることはないと。もっともっと皆さんに、私達が一生懸命ＰＲすればいいん
で、わかっていただけるんじゃないか、こういう思いでおります。  

 それから所得補償に関してもう一つ考え方を申し上げたいんですが、お金を今まで注ぎ込んだと
か何とか言いますけど、注ぎ込んでも注ぎ込んでもまだ足らないわけで、現実にそういうわけで
我々の水道料金一つ十分に、例えば農業用水も彼らの善意におんぶしてるわけで、我々がちゃ
んと払っていない。そういう面があるんですが、もう一つの考え方として、私いつも思うんですけれ
ども、減反と比べればいいじゃないか。減反というのは農業をやるなと言って減反させて、それで
お金を払っているわけです。それに比べれば一生懸命やりたいと。やりたいけど、なかなかやって
いけないんだと言っている農業者に、それなら頑張ってやりなさいと支援するのに何で問題がある
のか。全然減反と逆のことなので、そういう意味からも中山間地域の人達を支援するというのは
「頑張れ」というわけですから、これはあとは都会の人達には説得のやり方があると思っておりま
す。  

 まだ申し上げたいことがございますが、とりあえずこの辺で。  

○部会長 ありがとうございました。いろいろありましたが、まあ国民合意が必要でございますの
で、その表現方法といいますか、簡明かつ高名な精神を盛り込むべきであるということは、今後の
表現の問題として大切な点かと思います。  

○委員 この中山間地域の問題は全体の農村地域政策という問題の一端として農村の計画制度
の中に組み入れていくべきだろうと思うんです。そういう意味では今までお話がありますように、中
山間地域の問題は極めて難しい要素がたくさんあるわけであります。しかしながら、これらを守る
ために、そういう計画制度の中に組み入れるためにも公的支援のあり方ということが極めて重要
であります。この資料でも極めてそういう問題については公平感なり、あるいは国民合意という点
に配慮しながら慎重に記載をしてあるんじゃないかなと思っておりますが、全体的にはやはりかな
り表現的にも、事例的にもよく出してあるんじゃないかなと思っております。  

 そこで、この対策の中ではそれぞれの省庁が提携しながら、国土保全という面と公益的な機能と
いうものと、もう一つは農業の振興策という面で関連性が非常に高いわけでありますが、要は11ペ
ージに書いてあります中山間地域における草地畜産の事例ですね。先般来、畜産の飼料という問
題についてはいろいろな場面で出ておりますけれども、今回は草地畜産ということについて記載
があるわけであります。特にここで見ますと、事例でありますが、１棟当たり大体30ａから50ａくらい
の宮城県の事例では出ているようでありますが、こういう面でさらに本腰というか、畜産振興という
面と草地の造成という、そして中山間地域を守るということで十分な施策の検討をしていくべきで
はないかなと、こういうふうに思っております。  

 さらに15ページで耕作放棄の問題等もありますが、基盤整備がやはり遅れているわけですね。
かといって棚田の関係なり急峻なところでは十分にいかないと思います。先般の山梨の桑畑を整
備されたのは、我々の目から見ると丘陵地であったけれども、かなりいい整備をしてあったなと思
って見てまいりました。そういうことでありますから、一概にはなかなかいかないと思いますけれど
も、今後もっと低コストでやれるような基盤整備というものを導入をしていかなければならないんで
はないか。そういう意味では地域性を十分勘案して、農民の意向も斟酌された基盤整備が最近か
なりあるというふうに私どもも承っておりますし、農政局からもそういう指導をいただいております
ので、今後やはりコスト低減という面での国民合意を得られる社会資本の整備ということをやって
いかなければいかんと思います。これらが遅れてまいりますと、過疎なり、あるいは耕作地の放棄
という問題がどんどん増加するのではないかなというふうに思っております。  

 そしてまたもう一つは、この国土保全と管理上の問題でどうしてもそういったものに合致しないも



のはやはり森林として返していった方がいいのではないかということです。私どもも現場で見てお
りますと、かなりそういう山間地の転用は森林というふうに植林がどんどん増えている。こういうこ
とがやはり中山間地域を守っていくということにもつながるのではないかとも思っております。  

 さらに公的支援の問題でありますが、16ページにも直接補償という問題等がありますが、表現の
問題としては直接所得補償というよりも直接支払いという方が感じとしてはいいのではないかな。
これはそれぞれ調査会、私どもの方にも要望がたくさん来ておりますけれども、やはりこういう地
域については新たな公的支援をぜひ実現をしてほしいというふうな要望が強いわけでありますし、
我々も事実そのことが当然だろうというふうにも思っております。  

 そういう意味で何点か考え方を申し上げてみたいと思いますが、まず一つは公益的機能の維持
ということで、公平性と平等性を確保するということについての十分な配慮が必要だというふうに
思っています。その中では特にきちっと耕作をして農地を保全しているということが一番大事だろう
と思います。そういった点で公益機能の維持に焦点を当てた直接支払いという方法が地域住民の
理解も得ることができるのではないかなと思っております。ですから普遍的な面よりも、そういった
一つの効果というか、査定というか、そういった手法も当然起こり得るのではないかなというふうに
思います。  

 そのことに関連するわけでありますが、そういう行為を、今日まではほとんど皆さんが無償報酬
で、ボランティアというか、集落の共同事業としてやってきた。しかしながら今日は過疎化なり、あ
るいは高齢化という段階で、そういう人的な奉仕が若干減少傾向にあるということでありますし、こ
れらを守ったり守れなかったりということでありますから、これのチェックということが極めて大事で
あると思います。  

 次は公益的機能をさらに発揮してもらう。具体的にいわゆる資源というものについての保全です
が、これらについては担い手が減少していく、あるいは地域の過疎の問題等をクリアする場合に
は、資源管理という観点からしますと農業委員会なり、あるいは農協なり、森林組合なり、あるい
は土地改良区、あるいは公社等で一体的な合議体をつくりながら十分に検討をした方がいいので
はないかと思います。担い手ということになりますと農地保有合理化法人、公社なり、あるいは第
３セクターとの関わり方なり、そういったもの等で島根県の事例がありますように、特定農業法人と
いうふうな恰好できちんと合議体としてこれを育成と保全をするということにしていった方がいいの
ではないか、そういう整理の方向の検討が必要だろうと思います。  

 あと担い手の問題や価格政策、すなわち経営安定政策との関連の問題でありますが、これらも
ひとつ一体的に考えていくべきだろうと、こう思っておるわけであります。特に特定農山村法の中
で傾斜度なり、あるいは林野率の問題が19ページの１から３までありますが、地域の多様な実情
ということで特に国と地方の役割分担と協力のあり方ということが３番目にありますが、これをどの
ように進めていくか。今程申しておりましたが、こういったところに地方自治体が対応できるのかど
うか、ここら辺の問題が非常に我々としても気遣いというか、気になるところでありますが、冒頭申
しました農村の計画制度、そういうものを立案しながら保全農地制度というものの制度化にあっ
て、農業委員会等がチェックをしてやっていくというようなことも一つの方法かなと思います。  

 以上であります。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 私も申し上げたいことがたくさんあるんですけど、国の基本法の見直しであることを踏ま
えて申し上げますと、これは大きな問題だからといって３つの部会に分かれまして、私は、食料部
会と農村部会を受け持たせていただきましたけれども、やはりこれは、ここだけでそれだけを考え
るというのではなくて、農村部会は特に中山間地域の荒廃をどのように止めようかということが一
番大きなテーマになっておりますけれども、農業部会の方に任されている部分が大分多いんです
ね。ただ、この基本法で新しく本当に高らかに変わったなと思うのは、何でも日本というのは「追い
つき・追い越せ」で海外との比較ばかりしておりますけれども、農業だけは地形から見ましても、ど



うしても日本型で考えなければ、コストだけで太刀打ちできないという状態は勉強させていただき
まして十分わかりました。ただ、消費者、食べる人間からいたしますと、やはり何も考えないで、た
だ勘で、半分ぐらいは、50％を切っている自給率というのはひどく心配であると。それから今年も１
週間から２週間ぐらい全部お花の咲き方は早いですし、海流はどんどん変わっておりますし、ウナ
ギが大変心配なようですけれども、いろいろ海流も変わりますと、地球の気温というのもそこそこ
変わってくるだろうと言われております現状からみますと、やはり国の最低のカロリーというか、命
を保てるということ、何か不測の事態があった時にそれだけのものを確保するのは国の役目では
ないか。それにはやはり土地とか空気とか水とかいうものが絶対条件として必要なわけですし、そ
れに技術を持った働く人がいなければならないわけですけれども、一旦不測の事態あった時、私
もくぐり抜けてきてるものですから、都会の人間でもすぐ耕して何かをつくるということは教われば
できるわけですね。そういうことで土地はある程度なければ困るということがある。  

 国のやることというのは、やはりそういう時に公平に分配できる方法とか、最低これだけは確保
できる、各地区にそういう基地があるとかいうようなことではないかなと思いまして、今、委員がお
っしゃられました、各地歩いてお詳しいと思いますけれども、やはりその地域地域の特殊事情とい
うのは、そこの地域の方でなければわからないことだと思いますので、ある程度地方分権という
か、地方に任せ、その地区に任せて企画なり計画なりをすることが必要なんだと思いますが、今
のところ国がすごく財政難で、お金がある時ならば私も本当に幾らでも出して守ってもらいたいと
思いますけれども、今のような時ですと、私どもが家計をやるのと一緒ですけれども、ない時に、
それでは重点的に、どこからお金を持ってくるのかわかりませんけども、限られたお金の中で何を
やっていくのかというと、やはり重点的に何をやるのかということが大事になるのだと思います。  

 そういう意味合いから言いまして、今私どもが抱えております問題というのは、19ページのところ
が大変重要だと思うんですが、みんな守ってほしいと言っていることは事実でして、ただ、今のまま
というか、今までどおりに補助をすれば良くなるというのだったら、よほどの補助金を出さなければ
ならないと思うんです。その余裕がどう考えても今の国の財産の中にはありそうにない。だったら、
重点的にやるんだったらどうすばいいのかということは、もう少し詰めないと出てこないのではない
か。みんなやはり守れるところは守りたい。  

 それで先程何ページでしたか、過疎になっていく集落がたくさんあり、４割の集落で農家が10戸
以下になっていくということが７ページに出てますね。こういうところなどは現地を見なければわか
りませんけども、やはり集落の統合を考えていかなければいけないとか、どんなに山を守るといっ
ても人間が生活するんですから、人間というのは一人では住めなくて、やはり何人かで支え合って
生きるとか、文化的なこともないと生きていけないから、幾らお金をあげて、後継ぎをしてくださいと
いっても無理だろうと思います。そういうところでやはり集落を、放棄していいところは放棄して、ど
うしても守らなければならないところは守るように、ある程度集落をまとめていく作業を誰かがしな
ければいけないのではないかという気がいたしております。  

 ですから19ページの１、２、３と書かれているところ、これが最も重要な部分で、これから詰めな
いといけない部分ですけど、やはり現状が荒廃していくところを守らなければならないという国民
的合意というのは、雨のひどい時に山崩れがあったりする現状を見ていますから、こういうことは
やっぱり合意は得られると思います、説明さえすれば。ただ、中山間地域と一口でまとめた場合に
すごく条件が違うと思うんですね。そこだけを線引きしてどういうふうにやっていくのかというところ
がすごく大事ではないかなと思います。  

 ここで一番変わるべきことは、日本はよその国の真似をしても無理なんだから、大型化でコスト
を下げるという努力も確かに必要ですけど、やはり私どもは農薬とか化学肥料に頼ってコストを下
げてほしいというふうには思ってないわけです。食べる側の人間としては。そうするとやはり環境
保全型農業に変えていこうというような姿勢を農林水産省に持っていただけたとしたら、それは今
までと随分方向転換した姿勢なのではないかと思うんですね。環境保全型農業というのは平成４
年からお立ち上げになっていろいろしていただいてますけれども、私どもお米のことで言いますと、
産直を始めたのは何でかというと、やはりつくり方に疑問があったからなんですね。そういうことで
支えてきた人というのは今でも支えてますけれども、そういうところには国からの援助とかそういう
ものは全然ないんですね。それでも農業が大事だということを一番教えてくたれのはその方達だっ



たような気がするんです。ですから今、国が環境保全型の形で日本の国土を守るということを考え
ながら農業をやっていこうということをお考えだったら、そこをどこかで謳っていただきたいなと思い
ます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 委員からさっきビクビクしないで頑張るべきというような話がありました。私どもも農
業を直接やってる者としてビクビクしないでやらなきゃならんかなと、こう思ったところでございま
す。  

 農業に関しましては、食料供給というようなことで、国際的に見ても農地そのものが世界的にどう
なり、日本ではどうなるというようなことで数字が示されているわけでありますので、条件不利地域
といえども、農地としてしっかり守っていかなければならんということが前提になるのかなと思いま
す。しかしながら、やはり条件的には不利な中山間地域でありますし、苦労したわりには収益が上
がらないという形になっているわけであります。  

 そんな中、先程の資料にもありますとおり、水資源のかん養とか、あるいは景観形成、保健休養
の場といったいろいろな機能があって、それらを適正に評価していただいて、ある程度それらが補
完されるような政策というものをとるべきではないか。そして農地は農地としてきちっと残していくと
いうことでないと、いざとなったら都会のグラウンドでも何でも使ってやればいいのではないかとい
っても、それこそいろんな除草剤や何かを使いながら何十年とやっていたところを、すぐ農地に戻
せるのかということになりますとなかなか大変だろうと思うわけです。したがって、農地は農地とし
て、今の農村のあり方等については、十分今まで出された資料に基づいたようなことも含めてやっ
ていくことが必要だろうと思われます。  

 私も自営農業の方の関係をやってますので、どちらかと言うと、そちらの方の意見になろうかと
思いますが、農林業を通じて行われる、公益に資する活動に対する支援政策というようなことで４
つ程申し上げたいと思います。  

 １つは、農林業を通じて行われる棚田保全、景観保全、集落環境保全等、公益に資する活動等
を対象とする支援策。２番目には、担い手が不足する農地について、担い手が見つかるまでの
間、ＪＡ等が農用地利用調整等を通じて管理耕作する場合の人件費負担の軽減などの支援策。３
番目として、自治体やＪＡ等からなる農業振興公社等の設立運営に対する支援策、４番目として、
地域の要望に応じた撤退も可能となるような保証措置と、撤退跡地の林地化等、環境保全対策、
この４つを申し上げ、なお、先程からいろいろ出ておりますが、水資源のかん養等に大きな役割を
果たしている林業の振興等については、もっと力を入れてやってもらう必要があるのではないか
と、こんなことを申し上げておきたいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 「環境保全型農業」って、言葉で言うことは簡単ですよね。だけど環境保全型農業って、
皆さん、どんなふうに考えているんでしょう。とっても大変でお金がかかることなんですよ。農薬を
使わない、化学肥料を使わない農業というのは、つくるものが虫に食われたり病気になるんです。
それをしないでつくる農業って大変なことなんです。  

○委員 全くなくせというわけではないんです。  

○委員 それはわかりますけれども、全くなくせとは言わないにしても、農業者がこの言葉を聞くと
罪悪感を感じます。環境保全型農業にしなさいと。それは十分わかって農業をしています。果物を
つくって皆さんのお口に入るんですから、自分も食べるんですから、害のないように最低限のもの
でつくっています。環境保全型農業というのはお金がたくさんかかります。それを承知の上で環境
保全型農業をしろということを言ってください。それを承知の上でないとできないことだと思います、
私の考えでは。今までの経験の中から言いますと。農業や化学肥料は少なくするように今、十分



やっております。自分達も食べるんですから。それをあえてもっと環境保全型の農業にしろというこ
とは、もっともっと少なくしろということですから、要するに研究機関にもっと頑張っていただいて、
どのようにすれば環境保全型農業ができるかということですよね。農業者も都市の住民も、どんな
ものが環境保全型農業なのかということを国民が勉強するべきであると私は思います。一言だけ
言いたいことです。  

○部会長 ありがとうございました。これは農業部会の方でも御検討いただいているんじゃないか
と思います。  

○委員 対立してはいけないんですけれども、私は食べる人とつくる人が今まで蚊帳の外にいた
というふうに思っているんですね。ですから、そこはやはり対面して考えていかなければ、結局、高
度成長でもってつくる人と食べる人の距離がどんどん広がって、何も見えなくなっているところにい
ろんな問題が起きてくるし、途中の搾取といったら悪いですけど、途中の利潤ばかりが高まって１
次産業にお金がいかず、私どもは高いものを食べていると、そういうような感じのことが随分起き
てきておりますので、そういう意味では見直して、一番仲良くやっていかなければならない方と対
立するのは辛いですけどね。 ただ、今までの農薬の問題では、日本がこの狭い国土の中に世界
一投入したと言われてきたんですね。ある時期から見直されたかもしれませんし、私どもも戦後、
化学物質といえば、ライポンＦ等の洗浄剤などは大変便利だということで、全然無知でしたから知
らないで使った。ＤＤＴもそうですね。知らないで私も子供を育てる時に、畳の下にまいた記憶があ
りますからね。そういう意味では農家の方が無知だったとは言えないんですけど、みんなが知らな
いで誰かに勧められて使ってしまったということがあるわけですね。それを見直していこうというこ
とは今、地球環境を守ろうという、これから地球環境を守るためには農業だけじゃなくて、何しろ産
業だって廃棄物がいっぱいで、捨て場所がなかったら産業が止まってしまうというところにきている
ので、なるべくみんなが循環型社会として持続可能な産業に転換しようとやっていますので、そう
いう意味なんです。  

 持続可能な転換ということは土を疲弊させたらだめであり、土を大事にしておかなかったらば次
の作物つくれませんね。確かに農業の方には、果樹はとても難しくて、無農薬なんて言ってるのは
あれはみんな嘘だと伺った記憶がありますので、私は果樹をやったことがありませんので、一つ一
つについてはわかりませんけど、そういう意味合いで申し上げたんです。  

 それから外国は外国でオーガニックなどと言って輸入の攻勢がすごいですね。だから皆さんが
安全、安全と言ってると、今度逆に外国の方が安全だ、安全だといって売り込んでくるということが
あるので、消費者だってみんな本当に考えてる人ばかりではないので、消費者の場合は、見た目
が立派で安くておいしければいいんだと思います。確かにコストが安ければいいということはあり
得るんだと思いますが、そういう場合にそこら辺でも良く話し合いをしながらやっていかなければい
けないなとつくづく思ってます。以上です。  

○部会長 ありがとうございました。都市と農村の交流というようなことも農村部会のかなり重要な
テーマであったと思いますが、交流だけではなくて今、こういう場でもございましたが、相当理解の
進んだ方でもお互いにまた話し合いが要るというふうなことで、交流だけではなくて理解というよう
な問題をそこにできるだけ入れる必要性のようなことを痛感いたしましたが、そういう方向でのまと
めも要るのではないかと思います。  

○専門委員 今のお話を聞いて、そういうことにお互いに努力しあうということで、農薬をだんだん
少なくする、安全な食料をつくるということは大変大事だと思いました。  

 またもとへ戻りまして直接支払い方式というのが、従来の我々の考えていた所得補償方式とま
た違うんだなと。一体これはどうなのかなと考えてみると今の中山間地域対策の根底がここにあ
るとすると、ちょっとこれだけではいけないのではないかと思われます。これから中山間地域でど
んどん農地荒廃が起きて、高齢化率が高くなり担い手がいない状況になると、そうなった場合に、
直接支払いにあるいは該当するかもしれませんが、先程専門委員からお話があったように、その
農地を保全するため、あるいはその地域を守るために、公社とか、あるいは法人とか、いろんな形



ができてくる。できてくるというより、そうせざるを得ないのではなかろうか。  

 そういうことをやるために先程専門委員からお話がありましたが、計画をその地域が責任を持っ
て、中山間地域といっても積雪寒冷地帯の中山間と、雪のない中山間とはかなりやり方も違うわ
けですが、それぞれの地域について一番良く知ってるのは市町村であり、地元県でありますから、
先程専門委員からお話があったように、基準はやはり国がつくって、県が中心になって指導する。
そして実際の計画は市町村でつくる。そこで直接支払い方式で国が一括でこの支払いを行う方法
の他に、国、県、市町村、三者一体になって拠出し合ってやるという方法も出てくるのではなかろう
か。直接支払い方式、公的支援はこれだというだけで果していいのかどうか。まずそこら辺の議論
を深めた方が、中山間地域の支援体制をこれからどうするかという意味では大事なことの論点に
なるのではなかろうかとこう思います。  

○部会長 今のは大変大事な点だと思いますが、どなたかこれに関連した御意見、他に。専門委
員。  

○専門委員 私も評価等についてはそれぞれ各県なり農村の方から原案をつくっていただいて、
それを国の方で調整してはどうかと思います。そして点数制にでもして、そこに補償をするような形
をしていくのが一番いいのではないかなと、私はそういうふうに思っています。  

○部会長 今の点に関しましてはございませんですか。  

○専門委員 手法についてはいろんなことが考えられるんだろうというふうに思うんですね。今ま
でも中山間地域に対する支援体制はありますし、雪寒地方もそうですし、それから特定農山村法
もありますし、山振もありますし、過疎法もありますし、いろんなものがある中で、これは今日の整
理もありますが、防災から森林と一体になったやり方からいろいろある中で、最後に、その中で直
接支払いというような方法も考えられるのではないだろうかという出し方だろうと思うんですね。で
すから具体的な手法を考える時には、おっしゃるようにさまざまな計画をその一地区に統合してや
るというような手法になろうかと思うんですが、その際に私ちょっと気になっているのは、主体なん
ですね。どういった主体に対して直接支払いをするのかということなんですが、農家はもちろんの
ことでしょうけれども、今日はこういった行為に対して支払いをするんだということが明確になった
わけですから、その行為をする当事者は誰なのかというような議論がもうちょっと必要なのかなと
いう気がするんですね。  

 そうなってきますと、先程からＪＡも出てますし、農業振興公社も出てますし、その複合体みたい
なのも出てますし、そういったものがすべてその行為をする主体として認められるとするならば、そ
の辺の整理が若干必要なのかなと思います。これは農業部会になるんでしょうか。株式会社の参
入の問題もあるんですが、株式会社のような、第３セクターのようなものが農地を取得してやると
いうふうなことも、中山間地域の場合は考えた方がいいのかどうかですね。農村部会の議題では
ないのですけれども、ただ、今の農業生産法人などを見てみますと、耕作者主義と農地改革の在
村主義といいますか、この２つがあるんですけれども、問題なのは面的な問題というんですか、面
的な統合性というのがないんですね。個人主義といいますか、地域主義的な発想がないといった
ら担当者に叱られるのかもしれませんけれども、僕は農地法の体系はそうだと思う。農地調整法
にはあって農地法にない概念というのは、この地域主義的な思想がないんだろうというふうに思う
んですね。  

 19ページにあるように、面的な確保・保全を行う主体が直接支払いの対象者になるわけですね。
そうなった時に、果して面的な確保・保全を行う主体であれば誰でもいいというふうにするのかどう
か、この辺の整理が若干必要に思うんです。私は誰でもいいというふうに思うんですが。  

 先程の農地法の理解も間違ってるのかもしれませんが、耕作者主義と在村主義というこの２つ
だけはきっちりさせるべきであるという理解を持ってます。  

○専門委員 私も公的資金を出すというためにはといいますか、ちょうど今、銀行に対してどうす



るかについていろんな議論がありますように、かつて住専問題があったように、最近は破綻しそう
な銀行をどうするかという時に、公的資金を使う時に、公正、公平といいますか、そういうことから
議論されますように、やはり農業に対して金を出すという場合には相当公平、公正ということをきち
っと議論しなくてはできないし、現実にその制度が機能しないと思うんですね。例えば国会を通ら
ないとかいろんなことがあり得るわけです。  

 それは国民の言わばコンセンサスが得られるような制度をつくっていかなければいけないという
わけですが、そのためには私はやはり農家だから補償するとか、そういうことではなくて、行為に
対して補償すると。それは専門委員がおっしゃっているとおりだと思うんですが。その行為に対し
て補償すると。その行為が優良な土地を守ってるというのも一つの立派な行為だと思いますし、最
も基本的な行為だと思いますが、それ以外にも例えば日曜日に森林に入っていって、育林といい
ますか、下草刈りというんでしょうか、枝払いといいますか、刈り払いとか、そういうものをやるとい
うのも、これもまた環境保全型という観点でいえば一つの立派な行為であって、何がしかの手当
が必要だと思いますが、いずれにしても行為に対してやることが大事だと思います。  

 その行為をやる人が農家であろうが、私は繰り返しこの場でも申し上げていますように、農村と
いうのは農業従事者が住むだけの場ではないと。非農業従事者もいろんな方が住んでいいと。た
またま都会からやってきて農村に住み着いた方が、農業を直接やっていないけれども、他の仕事
で農村には住んでいるけれども、日曜日には出て一生懸命刈り払いをやりますとか、そういう行
為、それがきちっとした一定の基準を満たすような行為であれば、そういうことに対しても手当を支
給するというようなことが考えられるんじゃないかというふうに思います。  

 それから今のお話とは別に、先程環境保全型農業で農薬の話が出ましたけれども、もちろん農
薬は非常に大事な点ですが、それ以外に、最近の農家というのはエネルギーをかなり使っている
わけですね。しかも化石燃料をかなり使ってる。これは統計的にも、それは日本全体の量から見
れば、トータルの量、例えば車とか工場とか、そういうものまで入れて考えれば大した量じゃないで
すが、それでも結構驚く程エネルギーを使ってる。ですから、そのエネルギーを例えばソーラーだ
とか風力だとか、そういったものに変えていくとか、いろんなことが考えられます。それから畜舎か
ら出てくる糞尿のたぐいを、例えば森林の刈り払いをした枝と混ぜて堆肥にしていく。コンポストに
していく。そしてそれを農地に戻していく。あるいは都会の園芸を楽しんでいる人達に分けてあげ
るとか、いろんなことが考えられまして、これは農林水産省の方で随分勉強されていらっしゃいま
すけれども、いずれにしても21世紀がどういう世紀になるかということを考えれば、環境保全型社
会の中で人間が活き活きと生きていけるような、それは農業だけではありませんが、工業も流通
業もみなそうですけれども、そういうことが非常に重要ではないかなと思います。  

○部会長 ただいまいろいろな点が指摘されましたけれども、非農業者の位置づけといいますか、
特におっしゃいましたリサイクルなどは、農業者を中心にしながら非農業者も巻き込んでいくような
観点がありますので、こういった点もやはり考える必要があるかなと私は感じました。大変貴重な
御意見をちょうだいしたと思います。  

○委員 いろいろあるんですが、今のお話に関連しまして、どうも基盤整備というか、土地改良区
の皆さんの仕事の評価が全然出てきてないんです。やはり誰が一番の基本、土台を守ってるかと
いえばみんな農家の方達ですが、共同体で水路を守ってるわけで、それがなかったら農業、農業
といっても何もできないわけで、この大事さがどこかへいっている気がしまして、例えば山口県の１
町で溜池が2500あるところがあります。そうすると１世帯で一つの溜池を守るなんていうレベルで
はなくなるので、これは小さな溜池も含めてですが、放っておけばそこから決壊が起こってきます。
実際はもう起こっているんですが。例えばそういうことで、一番の基本のところはやはりそこに人が
住んで共同体で守っていく。そこから始まるんだという認識が必要です。それがどうもここに出てい
ませんし、そういうものに対して今までは彼らの善意に私達はおんぶしてきたわけですから、本当
に環境というけど、故郷の小川というのは、みんな彼らの善意におんぶしてきたということをきちっ
とさせていただきたいというのが一つございます。  

 それから先程の委員と委員のお話、これはすごく大事だと思うんです。交流という話し合いのレ



ベルのこともあるけれども、その前に、今まではとにかく競争の原理に猪突猛進させた指導があっ
たわけです。そういうことの反省に立って自然を相手にする生産活動であって、しかも私達の命に
関わる問題だという大前提を、これは他の部会もみんな共通のことですけれども、やはり前面によ
ほどきちっと打ち出していく必要があるのではないか。そうすると価格支持の問題まで関連させて
議論しなければならないので、所得補償ももちろんですが。そんなに何でもかんでも市場をすべて
自由にさせて、価格支持を撤廃してしまってということでいいのかどうか、私は大変疑問を持って
おりますので、これが一つ。  

 それからもう一つ、都市と農村との話し合い、触れ合いという、ここにも出てくるんですが、この前
ちょっと触れて提案を申し上げたことがございます。それはこの調査会は農業を文化としても捉え
ようと、こういう非常に新しい、でも考えてみればアグリカルチャーですから当たり前といえば当た
り前なんですが、そういう新しい視点に立って物を考えていくところです。  

 私が提案を申し上げたのは、農業文化科学館というような構想ができないだろうかということを
申し上げたんですが、どういうものかと言いますと、これは単に都市との触れ合いをつくるなどとい
うものではなくて、農業を文化と捉える、つまり面で捉えて一つの村なり地域なりを、その農家の
方、生産活動の基盤、農業用水でも何でも文化財的なものがいっぱいありますし、そういうものを
全部ひっくるめて、そして都市との交流の場があってもいいし、博物館的な箱物もあってもいい。
要するに地域でもって一つの農業文化科学館というか、これはヨーロッパなどではエコミュージア
ムという形で、野外博物館的な感覚では今までもあったわけですが、農業に限らず、鉄道の町で
鉄道博物館というのもあります。でも日本の場合はまさに日本中が農業文化の里ですし、どこであ
ってもいいんですが、各地域地域全部違うんだから、そうやって新しい博物館というような感覚で
の構想が各地にあってもいいのではないかと思っております。  

 というのは今、いろんな省庁でそれぞれ博物館をお考えになっておられるようで、いろいろ計画
がおありのようですが、農水水産省であるかどうかわかりませんが、例えば武蔵野の原型といわ
れる埼玉県の三富新田、あれなどは御承知だと思いますが、今、学校で子供達はみんな習うんで
すが、柳沢吉保が江戸時代、元禄年間に開発をさせて農村の計画をさせて、それが今の武蔵野
の原型になったわけですが、あの武蔵野の三富新田などというのも、５haあって、前に森林が２ha
あって、畑地が３haあって、そして家がある。３点セットで、それがずーっと何百戸もある。そういう
開拓をさせたわけで、これが武蔵野の原型になったわけですけれども、今あれもどんどんなくなり
まして、ことに森林からなくなっていくんですね。相続税のためですが。でも辛うじてまだ少し残って
る。辛うじて残ったのはなぜかというと、県が一つの文化財として、あんまり厳しい規制ではないん
ですが、文化財指定をして、それによってあとは行政努力と農家の人達が、それでもって誇りを持
って何とか守ろうということで辛うじて今日まで守られてきた。  

 だけど今、限界にきたので、今年から埼玉県では「近世開拓史資料館」という構想を発足しまし
て、１区画だけ、５haだけとりあえず買って、あとはそこに塔を建てて上からその地域をながめるよ
うな、とりあえずはそういう方法だそうですが、始まったそうです。これも農業文化科学館と同じよう
な考え方で、もっと小さなものだと思うんですが、この三富新田などはまさに農業文化科学館のは
ずなんですが、何省がやってもこれはみんな当てはまるんです。地元ではどこが先鞭をつけるか、
これ先駆け競争だなんていって面白がっているようで、各省庁がこれに関わろうとして今動いてお
られるようです。  

 でも、こんなぐあいに農業文化というものを一地域できちっと、文化なんだということで、そういう
博物館、あるいは資料館というようなことで始めれば、その地域、ただ保存しましょうなどというの
ではなくて、そこから世界文化遺産へ推薦する足掛かりもできるだろうと思いますし、何かそんな
ようなことを、せっかく農村部会で面で物を考えているところですから、明るく、しかし重みのある、
何か新しいそういうものを考えられたらなと、これは提案でございます。  

○部会長 お願いいたします。  

○委員 部会も今日が最後で、あとはまたそれぞれの部会の結論を持ち寄って全体会議というこ



とで、答申づくりということになると思うのですが、私、一つ心配してますことは、それぞれの部会
で、後程申し上げますけれども、私自身も中山間地域への所得補償自体には賛成でありますけ
れども、個々の問題を、いいとこ取りという言い方はしませんけれども、こういう問題は全体の中で
それぞれが関連性を持って、ここはこうあるべきだとそれぞれがお考えになってるんだろうと思うん
ですね。  

 ですから、そういう意味で一つだけ申し上げておきたいんでありますけれども、この部会９回、本
日入れて数えるわけですが、それぞれ各委員が置かれた立場で、私自身も非常に勉強になるい
い話を聞かせてもらいましたけれども、先程委員がおっしゃられたように、費用にはおのずから限
度があるわけでありまして、ですからそういう意味では、私達は消費者という立場で言えば、税金
で農業関係の費用を負担し、内外価格差による高いお米で、二重の負担をして生活をしてるとい
うのは間違いない現実としてあるわけでありまして、一方では企業で働いているサラリーマンとし
て、ほどほどの生活が保証されているがゆえに、今までの物さえあればという生活をふと振り返っ
てみて、自然環境であるとか何とかに思いを致したわけでして、これが正直言って今言われてるよ
うに、失業してる人にとってみて、自然環境保全のためにこれだけの負担をしなさいといったって、
それは通用しないわけでありまして、それは環境問題に対する発展途上国の姿勢は、ある意味で
は象徴的なことなんだろうと思うんです。  

 したがって、私は今度のこの調査会全体として結論を出す時は、絶えず全体的なバランスをどう
やってとるかということを考えたまとめにしてくれなければ、少し公平さを欠くんではないかというふ
うに思っているわけです。  

 この部会の中でも従来、農地の多面的機能という意味では自然環境保護の重要性が指摘さ
れ、一方では農村における生活上の利便性が要求されていると。これは私はある時には両立し得
ない、トレードオフの関係にあるのではないかと思います。自然環境保護を強調すれば、それはあ
る程度生活の不便さは容認しなければいけない。生活が都会並みに便利になるということは、自
然環境は守れないということとイコールになるわけですから、そういう意味での、いかにバランスを
とった考え方でやっていくかということになれば、双方がおのずからそれぞれの立場で、多少この
辺は我慢しなければという部分がなければ、方針としてはまとまらないのではないかというふうに
思っているわけです。  

 具体的にそういう立場で中山間地域への所得補償の問題を考えると、私は、賛成でありますけ
れど、しかし、一方では正直申し上げて１円でも安いお米が欲しいわけですから、そういう意味で
はいかに農地の広域化なり、株式会社の参入を含めて、生産性の向上を図りながら安いお米を
いかにつくるかという努力が一方にあって、しかし一方では、中山間地域を中心にした、例えば環
境の問題とか生産性向上に幾ら努力してもおのずから限度があるという問題のある所で、そうい
うところには所得補償という考え方を導入しますという、両方が出てこないと僕はどうしても賛成し
得ない。生産性を上げながら安いお米をつくるという努力が一方にないまま、こういうところにだけ
お金を使うというのであれば、私としては反対せざるを得ないという思いであります。  

 そういう意味で中山間地域への所得補償には異論はないわけでありますけれども、その前提
は、あくまでも私は農家の自立を前提にしたものであって、それをいかに援助してあげるかという
ことを主目的にして行うべきでありまして、補償金自体に依存をするような風潮をつくることについ
ては、断じて避けなければいけないのではないかというふうに思っているわけであります。  

 そういうことで考えれば、同じようにそういう制度を入れた場合に、それらのお金がどれだけの結
果を出せているのかという評価をどうやって確認していくのかということも、一方ではやっておかな
ければいけないんじゃないか。ですから結果に対する正当な評価システムをどうやってつくるかと
いうことを一方で考えておかなければならないのではないかというふうに思ってます。  

 そういうようなことをいろいろ考えますと、先程から出ている地方自治体の役割との関連性であ
るとか、公平性の問題であるとか、そういう問題を考えますと、正直に申し上げて私自身も名案が
あるわけではありませんし、これはむしろ本調査会全体としては基本方向と幾つかの前提条件だ



けをお決めになって、あとはやはり専門家の皆さん方に、具体的な方向に沿った制度づくりをして
いただくというのが一番良いやり方ではないのかなと思います。  

 その際に、どこの場合でもそうでありますけれども、やはり直接的な利害関係者は入れない、純
然たる専門家の皆さん方に議論してもらうのが一番筋ではないのかなという思いがしております
ので、その辺は全体の調査会としてどこまで踏み込んでこの所得補償のあり方を議論するのかど
うかに関わり合うと思うんですが、私自身は今そういうふうに思っているということです。以上です。 

○部会長 ありがとうございました。貴重な御意見だと思います。これからまだ他の部会との調
整、全体会議が何回かございますので、その中で当然バランスをとり、調整をしていかなければい
けない問題かと思われます。  

○調査会長代理 今、地方の話が出ましたので、十数年間、県知事をやっている立場で今日のお
話の感想を申し述べさせていただきますと、今までの議論の積重ねとして、今日出された資料で
大体農林水産省の考え方がわかるわけですが、そういう方向については私も賛成をしたいと思い
ます。よくぞここまで踏み切られたなという感じがいたしますが、委員の御注意みたいなものを前
提にして評価をしたいなと思っております。  

 ただ、正直言いまして現在、地方の財政も大変ですし、国の財政はもっともっと大変であります
から、財政で一番わかりやすい表現をしますと、国は歳出予算が概ね75兆円、借金が 280兆円あ
るんですね。栃木県庁は8500億に対して7500億円しか借金がないので、まあいい方の県なんで
す。いかに国が大変かということはその数字だけでおわかりいただけると思います。  

 そういう中で新しい予算を、しかるべき金額を施行するというのは大変な御努力がいるだろうと
思いますし、いろいろ知恵を出してぜひ実現をさせていただきたいなと思っております。それが第１
点です。  

 第２点は、資料にも出ておりますが、どういう地域に限定するかという地域の問題もございました
が、私はこれはやはり統計でやってるような、ああいう広い概念では全然なく、もっともっと限定的
に考えるべきじゃないかと思います。私も実感としましては、沢筋単位ぐらいに考えていく方が本
質的ではないかなというような感じがしております。  

 ３番目は、何かやるにしても地元に熱意のないところはだめだということです。私も知事になりま
してから、古いものを残すのが好きなものですから、もう30億円ぐらいお金を使いまして、田舎にあ
る伝統芸能、これは大体衣装がだめになると、その祭りとか伝統芸能はつぶれていくわけです
が、仏像でも社でも、文化財的な価値があると思えるやつについては半分補助金を出すという行
政をやっておりまして、かなり喜ばれております。最初はちょっと少なかったんですけど、今はもう
県のは予算では足りないぐらいなんですが、その大前提は、地元で半分金を集めるのかと言った
ら県の金は出さない。地元に熱意のないところは一度やっても長続きしないんです。したがいまし
て地元に熱意があるところ、ということはお金の配り方にしても個人個人にではないような気がし
ます。やはり地元で、地元というのは沢筋単位か集落単位かわかりませんが、そこに農協がどう
絡むかとかいろんな話はあると思いますが、この棚田をどう残していくかという点について、そこで
も必ず残る農家はいるわけですから、そういう農家と農協とか市町村が相談して何か集団をつくっ
て、その集団がいろんな仕事をやることについてお金を出してやるという、そういう体制ができたと
ころでないと、個々の農家にお金を配っても、もらった時だけで、また息子の代になったら変わって
しまうというようなことは当然起こり得るわけですから、それでは地域は守れないので、そういう熱
意があらわれてくるような形のところへ、その行為に対してお金を出すということだと思いますの
で、その行為をするために必要な経費を、行為をする集団に事業費として助成するという形が一
番現実的ではないかなというような気がいたします。以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 今、会長代理が言ってくださったことにも関連があるんですけど、補助というのは大変難



しくて、自立をするのが前提ということですから、やはり自発的に申請してきたところを審査して出
すという形の方が良いのではないでしょうか。こちらからあげるということになりますと、農業の例じ
ゃなくても、建物が国の補助でできますね。いろんな建物ができて魂入れずみたいな、何か建物
は立派なんだけど、本当に稼働してるんだろうかというのがバブルの時期に随分あったように思う
んですね。  

 ですから、本当にやる気のあるところに出すという、やる気というか、申請ができるような基盤と
か、地域の盛り上がりのあるところに、それを査定して出せるというような形がとれるといいのでは
ないのかなと思います。人間ですからやはり安住してしまうと努力しなくなってくる。すれすれのと
ころというのは大変難しいんですけれども、やる気が出るということが一番大事であると思います。
今、都会の人達と逆転したといいますか、この前の基本法ができた時は農家の所得はすごく低く
て、「都会並みに」ということでしたけれど、今は都会の方がしぼんできております。これから先も、
会長が、もう高度成長はそう望めないのではないかという見通しをおっしゃられましたけど、私もこ
のままやっていったら地球は何か環境的に破壊してしまうんじゃないかと思います。ずっと高度成
長したらそうじゃないかというような気がいたしますので、やはりバランス良くみんなで生きていくた
めには基本を見直すというか、そういう生活を見直すという都会の人が多くなっており、活性化と
再編成のいいチャンスではないかなと思うので、何かいい形の再編成ができないかなというふうに
思うんですけれども。よろしくお願いいたします。  

○部会長 今回が最後になりますので、今まで言い忘れておったとか、これだけは最後にどうして
も言っておきたいというふうなことがございましたら簡潔にお願いいたします。  

○委員 農村の活性化の中で一番大事なのが人材の育成だと思います。私が今ここへこうやって
参画できるのは、やはり普及センターの日頃の活動へ出席していることが大きいと思っています。
まあ自発的にも出ましたが、いろんな講習会とか勉強会とかありまして、それらが今、農家のお母
さん達の勉強会のもとになっていると思うんです。ですから、普及センターなりをそういう人材育成
のための場所というか、農家の人達の人材育成の場所としてもっと活発にしてもらいたいという話
が、先日の名古屋の時にも出ました。相続とか、それから家族経営協定にしても、農家の暮らしを
良くするために家族経営協定を結ぶのだけれど、男の人達、旦那さんなりお爺ちゃんなりの意識
改革をするのにも、お母さん達が一生懸命説明したりしています。男性のところにはなかなかそう
いう話がいかず、農家のお母さん達の方が早くそれを捉えるという、今はそんな時代ですので、人
材育成のためにもっと力を入れてほしいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 所得補償の件ですけれども、基本的には大きなところの基準は国、中央でやらなければ
ならないんでしょうけど、私はやり方は、千差万別だと思います。ですからお金は出しても口を出さ
ないような、各地域の首長さんや自治体にとにかくお預けするような方向で実現させてほしいなと
思います。  

○部会長 ありがとうございました。会長、何かございましたら。  

○調査会長 マニラの北 300キロのところにコーディレーラという山脈があって、そこの棚田が
1995年、世界遺産に登録されました。これは「天国に至る階段」と言われる非常に雄大なものです
が、これはお金の問題じゃなく、そのような宝物とともにこれから生きるという時代がやってきてい
るので、ぜひ農村の多面的機能の中に、文化的な価値とか文化的機能という言葉を１項目として
入れていただきたい。これ見ると２ページに「農業・農村の公益的機能の経済的評価」という一番
下に「文化的機能」と、括弧の中にものすごく遠慮して入ってまして、これは言ってみれば、横山大
観の絵が幾らかというような話でありまして、そんなお金の問題ではないんで、美しいものがある
ということが私達にとって幸せなんですから。あと10ページに農村の文化・伝統ということがちょっ
と書いてありますが、農村の文化的機能は文化庁にも馴染まないし文部省にも馴染まないので、
この調査会しか言うところがないので、これはぜひ21世紀に美しい生き方をしたいということです
ね。これ１項目お願いしたい。  



 それに関係してですが、「今後の重点課題」で、これは農業部会じゃなくて農村部会なんですか
ら、「美しい農村空間の創造」と、これは絶対大事なんで、そのためにどうしたらいいか。これが出
てくれば、都会からまた農村に人が戻ってくるはずです。美しい農村空間の創造のためにどのよう
な条件整備が必要か、これは私達、ぜひこれからの課題としてやるべきものだろうと思ってます。
都市が発展して農村から都市へ人が出ていって、おかげで山も村も荒されたわけですが、そうす
ると今度は、都市はその代償を払うべき時が今きていると思いますね。そこで、ぜひ美しい農村空
間を創造していくべきだと思います。「町づくり」とよく言うんですが、農村空間の創造というのも21
世紀の私達の大きな課題だろうと思います。  

 ３つ目は、都市と農村との交流のために、交流の拠点としてのコンベンション施設を整備すると
いうことは不可欠だと思います。２～３日前に愛媛の大洲というところへ行きましたら、「大洲メッ
セ」というのが今年できて人が急に集まってきたということで、土地の農業関係者の方々が大変喜
んでおられましたが、そのようなコンベンション機能というものは都市と農村の交流の場合も不可
欠なので、グリーン・ツーリズムもいいんですが、ぜひこれもこういうところに言及していただきたい
と思います。  

 以上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

 長時間にわたりまして本当にいろいろな御議論をいただきましてありがとうございました。座長の
不手際で十分な議論ができなかったのではないかと心配しておりますけれども、若干私自身も付
け加えさせていただきたいと思います。  

 今日は主としていろいろ大所高所からの御意見とあわせまして、具体的な点についてもお触れ
いただきたいということをお願いいたしまして、かなりいろいろな点が出てまいりました。それぞれ
バラバラに出たとも言えますけれども、全体として考えますと、自然的な視点から地域を区分けし
たり、あるいはその対象とか主体というものをどう考えていくのか、あるいは社会的、文化的な視
点からはどうか、あるいは経済的な視点からどうか、さらに環境保全というような視点からはどう
か、いろいろな形でそれぞれの方から出されたように思いますが、今日報告いただいた中でやや
弱いかなと思うような点が幾つかあるんじゃないかと思います。  

 その一つは、地域の問題は今日議論されましたが、地域間の問題といいましょうか、今、会長か
らも「都市と農村」ということが出ましたけれども、特に都市からの距離というようなことが非常に中
山間地域の条件を決定づけているような面がありますので、都市からの距離、都市への到達可能
性が、距離的にも、生活とかそういった感覚の上でも大切な点ではないかなと思っております。  

 それからまた生産だけではなくて、流通・加工といったような問題をどういうふうに位置づける
か。あるいは先程専門委員から出されました非農業者もたくさん住んでいるわけで、その非農業
者も農業生産を中心にした提携といいますか、リサイクル活動というようなことについても極めて
重要じゃないかというふうに思われます。  

 それから都市と農村の理解といいますか、お互いに理解がなければどうしようもないわけで、都
市と農村間のさまざまな提携運動というのが起こっておりますけれども、こういった点に関する活
動にも着目すべきではないかなというふうに思われます。  

 それから地域間の問題に関しましては、特に国と自治体の問題、それから省庁間の調整といっ
たことがあるかと思いますけれども、やはり農村地域、とりわけ中山間地域がこれから総合的・計
画的に整備されていくという場合に、どうしても農林水産省だけの政策では限界もございますし、
そうした意味で農林水産省独自の政策というものをどういうふうに位置づけていくのか、また他の
省庁間とどういうふうにそれを調整しながら総合的に農村を振興していくのか、こういった点も極め
て重要ではないかと思われます。  



   

４．閉  会  

   

○部会長 本当に長い間、熱心に御議論いただきまして、未熟な座長のもとで、皆さんのおかげ
でいろいろな成果が上げられたのではないかと思っております。厚く御礼申し上げたいと思いま
す。  

 この農村部会、今回の検討を終えまして、私としては２つの新たな農政上の転機を迎えることが
できるのではないかと思っております。一つは、これまでもございましたけれども、いよいよ本格的
な意味での農村地域の総合的・計画的な整備の方向が出していただけるのではないかということ
が一つと、それから中山間地域政策の新たなスタートといいますか、こういう点が今回の調査会、
農村部会の成果として今後期待できるのではないかと思っております。  

 まだまだ議論していただきたい点もありますし、皆さんも御意見があるかと思いますので、まだ今
後、部会間の調整の機会もございますし、最終取りまとめまでにも時間がございますので、ぜひ事
務当局の方に、こういった点を忘れておったとか、こういう点についても検討いただきたいというよ
うなことを、ぜひ遠慮なくこれからも時間のある限り出していただきまして、いい答申ができますよ
うに皆さんにお願いしておきたいと思います。  

 本当に長時間にわたりまして、ありがとうございました。  

   

（以上）


