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                             午後  ６時００分開会 

○農村振興局調査官  それでは、ただいまから、農山村地域の新たな土地利用の枠組みの

構築に係る有識者懇談会を開催させていただきます。 

  私は農村振興局調査官の小林でございます。 

  本日は座長が選任されるまでの間、私が司会進行を担当させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

  まず、初めに委員の皆様方をご紹介させていただきます。 

  まず、池邊このみ委員でございます。 

  北村喜宣委員でございます。 

 小林重敬委員でございます。 

  小林新一委員でございます。 

  生源寺眞一委員でございます。 

  田口敦子委員でございます。 

  原田純孝委員でございます。 

  森田昌史委員でございます。 

  山本雅之委員でございます。 

  次に、議事進行に先立ちまして、この懇談会の座長を皆様の互選により選出していただ

きたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。 

  小林先生、お願いいたします。 

○小林（重）委員  本日のこの懇談会のテーマに最もふさわしい座長として生源寺先生を

ご推薦させていただきます。 

○農村振興局調査官  ただいま小林委員から、生源寺委員に座長をお願いする旨ご提案が

ございましたが、皆様いかがでございましょうか。 

             （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○農村振興局調査官  ありがとうございます。 

  ご賛同いただきましたので、生源寺委員が本懇談会の座長に選出されました。 

  それでは、生源寺委員には座長席へお移りいただくようお願いいたします。 

  それでは、生源寺座長からごあいさつをいただきたいと思います。また、これからは座

長に議事進行をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○生源寺座長 ただいまこの懇談会の座長を仰せつかりました東京大学の生源寺でござい
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  大変意欲的なテーマの懇談会ということで、あるべき土地利用の姿、またそこへ至る道

筋といいますか、手法等につきまして、活発なご議論をいただければありがたいと思って

おります。私は農業経済学の専門でございます。今回、お集まりの有識者の皆様方は大変

広い専門の分野からお集まりいただいているわけでございます。中には私は十分に知識の

ない分野もあるわけでございますけれども、その意味で皆さん方のご協力を得ながら、実

りの多い会議にしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  以下、座って進行をさせていただきます。 

  それでは、早速でございますけれども、お手元の議事次第に従いまして進行をさせてい

ただきたいと思います。 

  まず、最初にこの懇談会の公開につきまして、皆様にお諮りし、ご了解を得たいと思い

ます。 

  お手元の資料の１をごらんいただきたいと思います。 

  この農山村地域の新たな土地利用の枠組み構築に係る有識者懇談会の設置についてとい

う資料の２枚目にこの懇談会の運営要領が案でございますけれども、書かれております。

この２の（２）のところに懇談会は公開とすると、ただし懇談会の運営に著しい支障があ

ると認められる場合には、座長は懇談会、皆様にお諮りして非公開とすることができると、

こういうふうに言ってございます。また、３におきましては、議事録は一般の閲覧に供す

るものとする。ただし同様でございますけれども、懇談会の運営に著しい支障があると認

められる場合には、座長は懇談会に諮って議事録にかえて議事要旨を一般の閲覧に供する

ものとすることができると、こうあるわけでございます。 

  このように、この懇談会の議事及び議事録等につきましては、原則としてこれは発言者

のお名前も含めて公開とさせていただきたいと思うわけでございますけれども、いかがで

ょうか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  それでは、この件につきましては、ただいまご説明いたしましたとおり扱わせていただ

きたいと思います。 

  なお、議事録等につきましては、会議の終了後、皆様にご確認をいただいた上で農林水

産省のホームページ、また文書閲覧窓口にて公開をさせていただきたいと、こういうふう

に思います。 
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  それでは、一般傍聴者の方、また報道関係者の方が入室されますので、しばらくお待ち

ください。 

  それでは、続きまして本日は武部農林水産大臣にお越しいただいておりますので、一言

ごあいさつの方をお願いいたします。 

○武部農林水産大臣  農林水産大臣の武部勤でございます。 

  本日、ここに第１回目の農山村地域の新たな土地利用の枠組みを構築するためにお集ま

りを願う有識者の懇談会が開催されることになったわけでございます。一言感ずるところ

の一端を申し上げてごあいさつにかえたいと思います。 

  昨年９月にご案内のとおり、我が国初のＢＳＥが発生いたしました。大変ご迷惑をおか

けしたわけでありますが、加えて食品表示の問題も大きな問題として国民の間に大きな不

信を買う結果になっているわけでございます。私どもはこの問題解決に向けて、今この有

識者懇談会も公開で行うということをお決めいただいているわけでございますが、私と厚

生労働大臣の私的諮問機関といたしまして、ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会というも

のを設けまして、９回の会合を通じてすべて公開で行うということに相なりました。資料

も委員長の話によれば、都合１メートルぐらいの厚さになったそうでございます。 

 私は恥ずかしながらその資料のうちの２割ぐらいしか目を通すことができなかったとい

う次第でありましたが、結果、農林水産省は大変大きな批判を受けることに相なりました。

農林水産省の大失政という、そういうくだりもあったわけでございます。執筆も全部委員

の方にお願いをしたわけでございますが、そういった公開で進めさせていただいたことで、

私どもにとりましてもありがたかったのは、１回目から逐次委員の皆さん方のご議論が手

に取るようにわかったわけです。それと並行して、私どもも農林水産政策の大胆な見直し

に向けて、その基本は消費者に軸足を置いて農林水産行政を変えるというコンセプトで、

「食と農の再生プラン」というものを策定していたのでございます。４月５日に私の問責

決議案が参議院で否決されたわけでございますが、それに合わせてと言って過言でないよ

うな状況の中で４月 11 日にはこれを公表させていただきました。この「食と農の再生プラ

ン」の中身も本日の議題であります農山村地域の新たな土地利用の枠組みの構築について

も位置づけられているわけでございます。 

  今、座長から一言ということを申されましたので、長いお話はしたくはございませんが、

私どもの考え方といたしましては、今我が国の農業は非常に大きな岐路に立たされている

と、このように思っております。私は農業や食料生産という分野については、どんな方に
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も、意欲のある方、あるいは能力のある方には参加してもらいたい、参入してもらいたい

と思っているのでございます。しかし、土地利用といいますか、農村の景観でありますと

か、あるいは農業の多面的な機能でありますとか、そういったことについては、かたくな

にも守るべきものは守っていくという、そういう考えを私は持っているものでございます。 

 先般もヨーロッパの方に行ってまいりましたけれども、フランスにいたしましてもナポ

レオン時代からの土地利用計画といいますか、土地制度を今も踏襲してやっているわけで

すね。そういうことから言ってみれば農村地帯には広告の看板一つない集落が整備されて

おります。何百年もその集落の中で人々が生活を営んでいるわけでありまして、最近は農

村に人口増の兆候が顕著になっているわけでございます。 

 都市と農山村の共生・対流ということを私どもは申し上げているわけでありますが、交

通インフラも整備されました。そして、情報インフラも今どんどん整備されつつございま

す。こういうことを思いますと、都市の人々にもおいしい水、きれいな空気、美しい自然、

あるいは新鮮な食べ物というものを提供できると、都市と農村が行ったり来たりできる、

都市と農村で行き交う農都デュアルライフと言っているんですが、私は本当は横文字は余

り使いたくないんですけれども、二重生活と私が言いましたら、そのイメージは余りよろ

しくないというので、私も始めて知った農都デュアルライフということを一緒に皆さん方

と唱えているわけでありますが、そういう生活が可能になっているわけでございます。 

  一方、今日の農村は過疎化でありますとか、高齢化、人口減少という問題に伴いまして、

非常に荒廃しつつございます。そういったことが食習慣、食文化にも影響を与えている。

農山村の伝統的な文化も忘れ去られているという現象になっているんだと思います。 

  これは消費者の方々との懇談の中で、農業をやりたいと思っても、農林水産省のホーム

ページをどのように探してもなかなかそういうことが見当たらないと、どうしたら農業を

できるのかというので、最初のページに農業をやりた人を支援しますという項目を掲げま

したところが１日 100 件ぐらいのアクセスがございます。これをやりましてからまだ半年

たってません。４カ月ぐらいの間に１万 6,000 件ぐらいの農業をやりたいと思っている

方々のアクセスがあるわけでございます。実際にＵターン、Ｊターン、Ｉターンという、

そういう方々もふえていくようでありまして、私はこういうときにこそ、農山村というも

のの新たなる存在価値とか、あるいは我々国民の都市においても農山村においても、みん

なが求めている、願望している新しいライフスタイルというものを構築することができる

んじゃないかと思っているわけでございます。 
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  本年１月に農山村振興研究会の報告もいただきまして、その報告でも、土地利用に関し

て農山村の魅力の保全と活用を図るために、現在の個別法による規制から、土地利用調整

条例を活用して、その中で位置づけられる計画的手法に基づく農林地の保全のための土地

利用調整への移行を検討すると、平たく言えば農地法や農振法に優先して市町村条例で新

しいむらづくりということができる、そういうような考え方というものがあってもいいと。

また、政府の方でも先般経済財政諮問会議におきまして新たな基本方針というものを掲げ

ましたが、構造改革特区ということも大きく打ち出されております。私は農業特区の話を

しましたが、農業団体からまだ理解されておりません。むしろとんでもないという議論が

あるわけでありますが、これはいずれこれから中身が検討されるわけでありますので、こ

こでの検討された結果についても、そういった新しい特区について生かされる、そういう

テーマが出てくると思います。 

  こういったことを踏まえまして、「食と農の再生プラン」の中で住民参加による地域づ

くり、あるいは里地、里山の適切な保全を進める中で、農業や農地への多様な関わり方が

可能となるように、法律による諸規制から市町村の土地利用調整条例を基本とした新たな

土地利用の枠組みに移行することを検討するという私どもの「食と農の再生プラン」で示

しております問題についても、お集まりをいただいた委員の先生方にいろいろご議論をい

ただきまして、農山村地域における土地利用の枠組みをよりよいものにするために、専門

的な、制度的な見地からのご意見をお示しいただければと思います。 

  専門的かつ制度論的な見地の上に、ぜひお願いしたいのは、今までの政治、政策という

のは、問題解決型の視点で何とかしようと、対症療法的な私はそういう傾向になかったか

なと、このように思っています。ですから、ぜひ願望実現型の視点でこの根本的な新しい

政策構築という、そういう考え方でいろいろな実現可能な夢、ワーカブルなプランニング

につながるようなご議論をおまとめいただければありがたいと思います。 

  一言という座長のお話でございましたが、農林水産省は今大胆な転換を図ろうとしてお

りますが、これをもう一言つけ加えて言いますと、今までは生産者でありますとか、いろ

いろな方々の意見を積み上げていって、最後でみんなで一つにつくり上げるという傾向が

あったと思うんですけれども、私はそれはそのとおりでありますが、まず私どもが委員の

先生方にご議論をお願いする際に、農林水産省はどんな考えをイメージしているんだと、

持っているんだと、大臣はどんな問題意識を持っているかということを明確にお示しさせ

ていただいて、それでどこが悪い、あそこが悪いという、あるいはそのことについては賛
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成、あるいは反対、あるいはもうちょっと工夫すれば賛成とか、そういうような建設的な

意見が集約されているんじゃないかと、このように思いまして、今日はちょっと座長にお

許しをいただきまして、少し余計なことも申し上げまして、一言じゃなくて二言、三言に

なりましたが、お許しをいただきたいと思います。 

  以上を申し上げまして、私のごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ここで小林調査官の方から、農林水産省の出席者の紹介をお願いいたします。 

○農村振興局調査官  それでは、私の方から、農林省の出席者を紹介させていただきます。 

  太田農村振興局長でございます。 

  北原農村振興局次長でございます。 

  高津農村振興局審議官でございます。 

  日尾野農村振興計画部長でございます。 

  中條農村振興局設計課長でございます。 

  関岡農村振興局農村整備課長でございます。 

  佐藤経営局構造改善課長でございます。 

  梶谷林野庁計画課長でございます。 

  田中水産庁計画課課長補佐でございます。 

  吉村農村政策課長でございます。 

  齊藤農村整備総合調整室長でございます。 

  以上でございます。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

  それでは、最初に本日の会議の資料のご説明を農村政策課長からお願いをいたします。

○農村政策課長  それでは、本日配付いたしております資料についてまずご確認いただき

たいと思います。 

  先ほど既に座長の方からも触れていただきました議事次第、それからそれに続いて資料

１でございます。それから、続いて資料２ということで土地利用のイメージという表題が

出ているものでございます。それから、参考資料ということでちょっと厚いクリップどめ

のものでございます。それから、食と農の再生プラン、これは先ほど大臣からも触れたも

のでございます。それから、農山村振興研究会の報告、こちらも先ほど大臣からあいさつ
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の中で触れていただいたものでございます。 

  以上でございますが、よろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、よろしいようですので、まずこの有識者懇談会の設置の趣旨等につきまして、

資料１に基づいてご説明させていただきたいと思います。 

  この資料１にございますように、また先ほど大臣のあいさつにもございましたように、

趣旨といたしましては、農山村の魅力の保全と活用を図る土地利用の確立、それから多様

な参入に向けた条件整備を図るために、農山村地域の新たな土地利用の枠組みの構築を進

めるという中で、その検討に当たってこの有識者の皆様方に専門的、制度論的な見地から

ご助言をいただき、課題、問題点の整理、またそれぞれの考え方の整理をしていきたいと、

こういうことでございます。スケジュールといたしましては、大変タイトなスケジュール

で恐縮でございますけれども、７月中を目途に論点整理を行うということでございます。 

  １枚めくっていただきまして、運営要領でございますが、これは先ほど座長の方からお

諮りいただき、ご了承いただいたものというふうに受けとめております。 

  次がこの委員会の委員の名簿でございます。 

  その次の資料としまして、参考ということで右肩に付された資料が入っております。有

識者懇談会の進め方という資料でございます。 

  この進め方でございますけれども、（１）にございますように、私どもの方で検討方法、

それからこれを踏まえた仕組みのたたき台、これを整理させていただいて、ご説明をさせ

ていただくと。これについて、委員の先生方から専門的、制度論的な見地から問題点、検

討課題を抽出し、整理をいただくと。これについて、私どもの方でそれぞれの問題点、検

討課題についての考え方を整理をして、これもあくまでたたき台ということになると思い

ますが、これについて考え方が適当かどうか、また別の考え方が適当ではないか、こうい

ったことについてご助言をいただきながら、問題点、検討課題とそれらに対する考え方の

整理を行っていきたい。ここまでを７月中を目途にやりたいということでございますので、

そういう意味では論点整理ということをまずやっていきたいと、こういうことでございま

す。それを踏まえて、私どもでさらに制度の組み立てについての検討を進めると、こうい

うことでございます。 

  また、今後のスケジュールでございますけれども、既に事前に先生方のご日程を確認さ

せていただいておりますけれども、７月６日、７日に兵庫県下において現地視察、それか

ら現地検討会、これを第２回会合という位置づけで行いたいと考えております。また、今
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後日程調整をさせていただいて、７月中下旬に３回、４回の会合を行いたいと、こういう

ことでございます。 

  この次のページに今申しました課題、問題点、どういうイメージでこれを挙げていくの

かということで、とりあえず私どもの方で考えついたものの一部を検討課題の例として挙

げさせていただいております。こんなイメージでございます。 

  それから、その次のページから何枚か資料を入れておりますけれども、課題に対する考

え方（例）ということで、これもあくまで現時点でこういう問題点、課題があるのではな

いかということ、またそれについて先ほど申しました私どもの方で考え方のたたき台を整

理するというふうに申しましたけれども、こんな形でそれぞれの課題、問題点についての

考え方を整理していくと、そういうこれもイメージでございますけれども、一応中身につ

いてはそれなりに私どもの中で議論をして整理をしたと、こういうものでございます。 

  今回挙げております課題、問題点はかなり基本的な問題点が多いものですから、答の分

量もかなり多くなっておりますけれども、全部が全部こんなに膨大な考え方を示すという

ことではなくて、当然二、三行で済むものも含めて整理をしていきたいと、こういうこと

で考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  続いて、大変恐縮でございますけれども、今申しましたような進め方の中で、まず私ど

もの方で農山村地域の土地利用の枠組みの検討の方向、ねらい、こういったものについて

ご説明をさせていただくというふうに申しましたので、その点について資料２と参考資料、

先ほど申しました若干厚いクリップどめの資料でございますけれども、この両方を使いま

してご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、資料２の土地利用のイメージということでございます。 

  先ほど大臣もあいさつの中で触れましたけれども、どういったことをねらいとしていく

かということでございます。もちろん農山村地域というものもいろいろな条件を持ってお

りますので、目指す方向も単一ではございません。以下に幾つかのパターンを載せており

ますが、一番いろいろな要素が盛り込まれているものとしてこの１ページ目のものをごら

んいただきたいと思います。 

  ねらいとしては、若干固い表現になっておりますが、ねらいというふうに書いた地図の

下のところに括弧書きで入っております農山村固有の空間特性を保全し、つくり出し、そ

こに魅力を感ずる多様な人々が居住または滞在し、農地等を含むさまざまな資源を利用す

るライフスタイルを実現していくと、こういうことでございまして、この図にありますよ
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うに、農地があり、里山と言われるような山林があり、その中心部に集落があると、こう

いう典型的な農村地域の土地利用の現状の考え方、そこに多様な主体が参画する農地、そ

れから田園住宅的な新しい方々がそこに入ってくるような地区、そういったものを計画的

につくっていく一方、農地は農地として保全をしていく、山林は山林として保全をしてい

く、こういうイメージでございます。 

  その場合の利用計画の単位でございます。これもいろいろ考え方がありますが、ここで

は合意形成が比較的容易な、ある程度まとまりのある地域ということで、小学校区なり旧

町村、また場合によっては農業集落、こういったものを想定をしてくと。それから、土地

利用のあり方としては、望まれる土地利用ということで農地等が保全をされていると、そ

れから農山村固有の街並みが保全をされると、多様な参画が実現をすると、こんなことを

目指していこうと、こういうことでございます。 

  次のページ以降に幾つかそれぞれの地域要件というものを想定して、どんなねらいを持

つかということを整理させていただいておりますけれども、時間の関係で省略させていた

だきますけれども、いろいろな形がありますし、もちろんその地域全体の特に棚田、里山、

それから農地、こういったものを保全をしていくということをメインに置いたものも当然

あると、こういうふうに思っております。 

  そういった今申しましたようなねらいについて、どんな問題意識を持って取り組んでい

くかということがこの資料の一番後ろについておりますＡ３版のちょっと大きな紙のフロ

ーチャートでございます。ちょっと折り込んでありますので、お開きいただきたいと思い

ます。 

  ねらい、取り組み状況、検討の方向というのがフローチャートの表頭に出ておりますが、

そのねらいについては、先ほど申しましたように、農山村固有の魅力を保全し、また再生

をしていくということ、それから多様な参画を実現をしていくということで、そのために

地域全体の土地利用、それから農地等の保全、美しい里山の保全、農山村固有の街並み、

多様な参画、それから多様な参画の方では農への多様なかかわり方を実現をしていくと、

こういったねらいでございます。 

  それらについて、現在の取り組みの状況ということでありますけれども、先ほど申しま

したような土地利用のイメージというものを実際に頭に置いて、これをいわば地域全体の

土地利用として組み込んでいこうという事例、これは取り組みの状況の一番上の丸にあり

ますような市町村で条例に基づき土地利用計画を定め、土地利用の調整に取り組む事例も



 10

見られてきていると、こういうことでございます。詳しくは触れませんけれども、資料の

方で言いますと参考資料の３ページでございますが、掛川市の１地区の土地利用計画図で

ございます。ここにありますように、農業基盤整備ゾーンということで、優良農地として

田園風景の保全をするというようなところ、それからその下に農住共存型宅地整備ゾーン

ということで、農園つき住宅の検討なり、新規住民のための市民農園の整備というような、

それから下の方にはふれあい農園整備ゾーンというの、こういった先ほど申しましたよう

ないろいろな土地利用の要素というものを総合性を持って計画づくりをしていく、そして

それに基づいて土地利用調整をしていくと、こういう事例が出てきているわけでございま

す。 

  そういうことを前提といたしまして、この検討の方向でございますけれども、土地利用

調整条例に基づいて、市町村全体の土地利用計画を住民参加のもとで策定する取り組みを

拡大していくことが必要ではないかと、こういうことが一つございます。 

  ただ、条例による取り組みだけでは条例制定権の制約から、実効性の確保に問題がある

のではないかということがございます。これは資料に一つの論文を入れさせていただいて

いますけれども、資料の 23 ページでございます。これはあくまで参考資料でございますの

で、また後でごらんいただければと思います。 

  それから、特に土地利用に関する条例ということに関しましては、都市法制の方では幾

つか条例の根拠になる法制、規定が置かれているわけでありますけれども、農業なり農地

に関するものでは、そういった規定は現状ではないということが一つあります。 

  それから、２つ目の白丸ですけれども、条例による取り組みを拡大していくためには、

土地利用に関する市町村の位置づけを高める必要があるのではないかということでござい

ます。 

  それから、２点目のねらいのところに入らせていただきますが、農地等の保全というこ

とでございます。農地等の保全については、これはマクロのレベルの話とミクロレベルの

土地利用の問題と２つございますが、全国的に見ますと、マクロの話で言いますと、農用

地区域内の農地の転用は比較的低水準に落ち着いてきております。私どもは平成 22 年の優

良農地確保の目標というものを持っておりますけれども、そこで折り込まれている各年の

転用面積をかなり下回る、そういう状況でございます。資料の方では、参考資料の 26 ペー

ジにその状況、今申しました過去の目標と最近の状況を対比しておりますけれども、優良

農地からの除外ということに着目しますと、基本指針の中では大体年間 2.9 万ヘクタール
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ぐらい除外されるということになっておりますが、直近の２カ年の状況ですと 1.6 万ヘク

タールぐらい、また農地転用の方も年間 7,300 ヘクタール程度見込んでおりましたけれど

も、実際の足元の数字は 4,900 ヘクタールであると、こんな状況でございます。そういう

意味で、落ち着いてきておりますし、これは現在の景気状況を反映した短期的な動きとい

うよりは、構造的なものではないかというふうに認識をしております。 

  それから、ただ一方でということで、個別の事例を見ますと道路沿いに商業用施設や景

観を害する建物が設置されている事例があるということで、参考資料の方では 48 ページに

実際にあった事例をもとにした資料を入れさせていただいております。ここにあります大

規模商業施設、これが農用地区域からの除外を伴う転用がされたということでございます

が、それに若干引きずられるようにというか、周りの転用もかなり引き込んでしまったと、

こういう事例でございます。 

  それから、この辺も制度が実際どうなっているのかということに関しては、資料の 28 ペ

ージ、それから制度はこうなっているけれども、運用の実態はどうなっているかというこ

とは 29 ページにそれぞれ入れさせていただいておりますので、これについてもご参照いた

だければというふうに思います。 

 こういった現在の農地等の保全の状況であるわけであります。そういう中で、特に先ほ

ど申しましたねらいとしております美しい里地、里山を保全をしていくという観点からい

きますと、先ほどの個別事例で見られるような景観を害するような転用というものをどう

抑えていくかということが課題になりますし、そのためには転用規制の強化ということの

議論が当然まず出てくるわけであります。ただ、この点私どもとしては、規制強化という

のは現時点では難しいのではないかということでございます。 

  もちろんこのこと自体も論点になり得ると思っていますが、その理由としましては、こ

の検討の方向の２番目の囲みの１つ目、２つ目のポツでありますが、左に掲げているよう

な全国的な動向、転用自体が非常に落ち着いてきているという中で、財産権の制約を強化

するに足る転用規制の強化の必要性は説明できないのではないかと、また残念なことでは

ありますが、実態上規制を強化すると、強化の枠組みの対象となる農地というのは限定さ

れるというふうに想定されるのではないか、こういうことでございます。 

  しからばどういう方法があり得るのかということでありますけれども、実際の取り組み

の中で出てきているものとして幾つかございます。取り組みの状況の３つ目の四角に囲ま

れている部分ですが、事業活用等により、集落の農地を対象に、農外需要もあわせて土地
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利用の整序化を実現している事例が見られるということで、一つの形としては圃場整備に

伴う非農用地生み出しというものがございます。参考資料の方では３つほど事例を入れさ

せていただいておりますけれども、例えば 50 ページには、これは福井県の宮崎村の例であ

りますけれども、農村活性化住環境整備事業という事業を使いまして、大区画の圃場整備

を実施をし、その中で非農用地として４ヘクタールを創出して、そこについて住宅地を創

設したと、こういうことでございます。この結果、比較的安定した土地利用が実現をして

いると、こういう例でございます。 

  それから、次の黒ポツ、線引関連交換分合ということで、これは参考資料の 54 ページに

入れさせていただいております。これは、農振法に基づく制度でございますけれども、資

料の 54 ページに線引関連交換分合ということで、岐阜県大垣市で実施された例でございま

す。この例で言いますと、ちょっとこれは図が非常にダイナミックな交換方法をしている

のもですからわかりにくいんですけれども、農用地区域の所有者のうち、一定の方々がこ

の非農用地区、転用の行われた地区に交換分合で土地を入れていると、こういうふうな青

から白で 4.3 ヘクタールと書かれているものでありますけれども、こういった形で言って

みればこの地区の転用というものの利害調整というものをかなり広域で、かつその後も農

用地区域に残る方々も含めて実施をしているということでございます。こういった事例を

見ますと、転用対象農地以外にもメリットが生ずるということが地域全体の土地利用の合

意形成につながっていって、それが土地利用の安定化につながっていくのではないかと、

こういうことでございます。 

  こういったことを踏まえますと、検討の方向の一つとして、事業活用等の手法、これは

一つの手法であるわけですけれども、これのほかに地域での土地利用調整を踏まえた農地

等の保全を後押しする仕組みが必要ではないかと。先ほど言いました圃場整備に伴う農用

地という形、これも圃場整備がかなり進んできているという事情がございますので、この

点を踏まえなければいけませんし、線引関連の交換分合とは非常に実施に手間がかかると

いうことがあります。分筆等を繰り返してやっていくと、そういう意味で今申しましたよ

うな点があるのではないか。また、転用対象以外の周辺農地を巻き込んで、土地利用調整

なり利害調整の図られる仕組みが必要ではないかということでございます。 

  それから、次のねらいの農山村固有の街並みということでありまして、建物設置の際に

特に農振除外なり転用という形で行われている場合に、往々にして街並みと調和している

か否かの関係からの規制がないということで、派手な外観、景観を害する建物の設置を防
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止できないという問題があります。この点、参考資料の方では 56 ページ、これは都市計画

法の施行令の中で用途地域のセレクト、これは都市計画基準に関する用途地域の基準であ

りますけれども、この中では用途地域には原則として、次に掲げる土地の区域を含まない

ものとするという規定がございまして、農振法に規定する農用地区域、それから農地法に

規定するいわゆる一種農地、これらを含めない、こういうことがございます。 

  それから、もう一つのそういった現在の調整としましては、資料の 61 ページでございま

す。これは都市計画の運用指針でございますけれども、ここに用途地域の指定と基本的な

考え方のところで区域区分が出されていない都市計画、いわゆる未線引の都市計画区域に

おきましても、このアンダーラインが引かれておりますが、農振地域など、農業上の土地

利用が図られるべき地域においては、用途地域を指定するべきではないと、こういう現在

の調整をしております。こういった点をどう考えるか、都市サイドの枠組みをどう環境に

残すと考えるかということがこの点では一つの課題ではないかというふうに受けとめてお

ります。 

  それから、最後のねらい、多様な参画でございますけれども、農への多様なかかわり方

を実現ということでございます。この点に対しては、農地法の権利移動、農地を取得する

場合の許可制であるわけですけれども、その場合の基準として下限面積、常時従事、通作

距離等の制限が障壁となっているのではないかということでございまして、資料の方では

73 ページ以降でございます。参考資料の 73 ページ以下に３つの例を、これはあくまでイ

ンタビューの記事でございますので、本当に客観性があるのかどうかというのはあります

が、載せております。それぞれ立場なり条件が違いますけれども、農地を取得するまでに

数々の困難があったという人の体験談でございます。その辺の制度がどうなっているかと

いうことについては参考資料の 79 ページに農地の権利移動制限の主な許可基準ということ

で法律の条項と都市の方々も含めて農業までいかないにしても農に親しもうとしたときに

どういうところがひっかかってくるかということを整理させていただいております。 

  こういった制約があるということを踏まえて、次の 80 ページに特定農地貸付法という法

律、これの中身が載せられております。これは平成元年にできた法律でございますが、そ

ういった都市住民が農に親しみたいというような要望にこたえて、しかも限定があります

けれども、その中でそういった要望にこたえていこうという法制度が準備されていると、

こういうことでございます。 

  以上のような状況であるわけですけれども、この部分に関しては検討方向としては、こ
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ういった規制の緩和が必要ではないかということ、ただその場合にだれでも農地が取得で

きるということになりますと、資産保有の土地、あるいは投機目的での取得、保有、さら

にその後の転用というものをどう防止していくのかということが課題になっているという

ことでございます。こういったものを踏まえながら、緩和が必要ではないかと、こういう

ことでございます。 

  こういった検討の方向というものを踏まえまして、今後の取り組みということでござい

ますけれども、一つは土地利用調整条例を取り組みを拡大していくということで、これは

運動論的な取り組みということも一つ重要になってくると思います。これは先進事例の分

析なり検証なり情報提供、あるいはアドバイザー育成と、こういったことが課題になって

くると思います。 

  一方、制度的な取り組みとしては、この検討の方向で四角に囲っております部分、こう

いった視点を満たす新たな仕組みを工夫できないかということでございます。特に、条例

の土地利用調整条例を拡大をしていくという視点からいたしますと、条例による地域への

土地利用調整を踏まえた農地等保全の取り組みに対し権限委譲の視点を含めて、法律の根

拠を置くことということが一つの視点でございます。 

  それから、２つ目の課題、農地等の保全に関しては、規制強化によらない契約的手法に

よることというのがその視点ではないかと思っております。その場合に、契約的手法とい

うことで、私どものこれまでのいろいろな取り組みの経験からしますと、一つは住民、あ

るいは土地所有者間での契約ということで協定的なもの、それから公的主体と土地所有者

間の契約、この２つがあるのではないかなと思っております。その２つの例といたしまし

て、参考資料の 81 ページに１つ目の住民なり土地所有者間の協定の例として農振法に基づ

く畜舎等の施設の配置協定、これを実際の例でございますけれども、入れさせていただい

ております。ポイントとしては、全員の合意で成立するということ、一定の違反に対する

措置が規定をされているということ、それから協定の効力は承継効を持つという、これは

もちろん法律上承継効を持つということでは措置されているということでございます。そ

れから、協定の内容の変更は全員の合意が必要であると、こんなところがポイントになる

かなというところでございます。さらに、この資料にはこういった住民協定の一番典型的

なものであります建築協定の例も入れさせていただいております。 

  それから、次の公的主体と土地所有者間の契約ということでございますけれども、これ

は我が国では余り例がないので、米国のメリーランド州の農地保全施策というのを参考資
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料の 97 ページに入れさせていただいております。97 ページの２の（２）でございますが、

州と郡のこれはプログラムということでございますけれども、農業保全地区というのを指

定をし、そして次の 98 ページの（３）でありますけれども、農業保全地区に含まれている

農地はその所有者が州（農地保全基金）――州の中のそういった基金でありますが――に

対し開発地役権を買い取ることを求めることができるということ。（５）で開発地役権が

買い取られた農地は、農業の用以外に利用してはならない。これは当然のことであります

けれども、こんな事例があるということでございます。 

  もう一度Ａ３の資料の一番右側の欄に戻っていただきまして、先ほど申しました地域で

の土地利用調整、また利害調整を図る仕組みということでございまして、これは規制強化

によらない契約的手法という中で、農地等の保全の実効性確保の実質的な強化が図られる

ということで、地域内の農地所有者の利害調整が図られて、比較的安定的な土地利用とい

うものが実現するような項目ということももう一つの視点になるのではないかということ

です。 

  最後に、多様な参画というところから出てくる部分でありますけれども、弊害防止に必

要かつ十分な実効性のある農地保全の方策が準備されているということでございます。こ

の点については、資料の 100 ページに平成 12 年の農地法改正の附則を入れさせていただ

いております。これは、今後この法律の施行を５年をめどとして検討をすると、いわゆる

検討条項でありますけれども、この中で農業の多様な担い手の確保のための方策、それか

ら優良農地の確保の方策について検討を行うということで、これは淡々と並列的に書いて

ありますけれども、その背景としては農地の権利移動統制の弾力化ということと農地の転

用法制の厳格化ということを組み合わせるという考え方があるというふうに受けとめてお

ります。 

  以上のような視点を満たす新たな仕組みを工夫できないかということであります。 

  そのイメージということを特にこの諸点を組み込んだ制度のイメージということで、参

考資料の 101 ページ以下につけさせていただいております。参考資料の 101 ページ、これ

は協定というものを活用した今申し上げましたような諸点に何とか盛り込めないかという

ことでつくったイメージでございます。土地利用のねらいとしましては、先ほど冒頭に説

明させていただきましたような土地利用をコミュニティ、旧町村、あるいは小学校区程度

の単位で実現をしていくと、こういうことであります。 

  まず、条例による土地利用計画の策定ということで、これは基本的には自主条例という
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ことになりますけれども、市町村条例に基づいて地区の土地利用計画を策定して、以下の

ような区分をするということ、ただ条例制定権の制約等から、条例のみによって強い規制

をかけるということが現時点では難しい、そういう意味で土地利用の実効性を確保できな

いという課題があるのではないかということで、条例において以下の仕組みを規定するこ

とが可能となるよう法律で措置をすると、こういうことでございます。 

  それから、１つは協定の締結ということで、地区内の農地等所有者が地区内の農地等に

ついて、ウ、田園住宅におけるもの以外は農地として保全、利用すること、それからウに

ついては転用することを内容とした地区協定を締結をすると。したがって、協定の内容に

従って農地等が保全をされるということであります。協定のイメージとしては、先ほどの

施設設置協定等があるということでございます。 

  想定される法律効果としては、まずこれを地区協定を首長さんが認可するというような

プロセスは条例に基づいて行われるということでございますけれども、農地法の権利移動

なり権利規制、農地法の３条、４条、５条、それから農振法の開発行為制限等を適用除外

するような効果を与えてはどうかということ、農地が転々譲渡される場合にこれの実効性

を担保するために、承継効を付与してはどうか、こういうことでございます。もちろんこ

れは承継効がありますので、以後に取得した人にも効果があると、それから 102 ページに

ありますように、協定の内容に反する行為を行うということになりますと、地区協定の変

更が必要、これは全員の合意が必要になると、こういうことがございます。 

  また、留意点としては、協定が黙っていても自然にできるということには当然ならない

ので、転用対象農地以外の農地の所有者も含めて協定を締結していくためには、地域全体

での農地等の保全と先ほどの転用をされる部分、その部分を含めた何らかの利害調整が必

要ではないかということでございます。 

  以下、幾つかのパターンに応じた協定制度のはめ込み方のイメージ、こういうものを整

理させていただいておりますけれども、時間の関係で省略させていただきます。 

  次に 107 ページ、最後のページでございます。 

  これは先ほど例として米国の例をお話ししましたが、公的主体と農地所有者の間での契

約的な手法のイメージということでありまして、例えば農地を農地以外のものとする権利

というものを公的主体が取得するというようなことを組み込んだ場合ということでござい

ます。市町村が条例に基づいて土地利用計画を策定するということは、先ほどと同様でご

ざいますが、それに沿ってその中で農林地として保全を要すべき区域を定めて、市町村が
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区域内の農地所有者等から農地を農地以外のものとする権利を取得をするということであ

ります。市町村が農地を農地以外のものとする権利を取得した農地については、農地法、

あるいは農振法の適用除外をするというのは先ほどと同様でございますし、またこの権利

というものの性格として、農地が転々譲渡される場合に備えて対抗力を付与するというこ

とが法律効果としては必要ではないかということであります。また、そういった農地につ

いて、将来的に転用をするということがその地域の土地利用計画上必要になってきた場合

には、まさに転用しようとする者が市町村から農地を農地以外のものとする権利を当然取

得をして転用をすると、こういうことが出てまいると、こういうことでございますし、そ

の場合に地域全体で農林地の保全ということと、それから転用対象農地の部分、その利害

調整が市町村を介してある程度行われるのではないかと、こういうことが考えられるとい

うことでございます。 

  以上でございます。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 かなり大量の資料がございましたが、また論点もかなり多岐にわたっております。本日

は初回でもございますので、幅広くいろいろ問題点なりをご指摘いただき、またご意見を

ちょうだいできればと思っております。また、今の説明につきましてのご質問といったこ

とでも結構でございます。どなたからでもご発言いただければと思います。 

  小林重敬委員。 

○小林（重）委員  かなりいろいろな情報が一緒に入りましたので、どこからお話しをし

ていいか、よくわからないんですが、今回のそもそも論ですね。このＡ３の大きなページ

に恐らく農山村固有の魅力を維持していくということと多様な参画を図るという２つのお

言葉が入っています。基本は恐らく農山村固有の魅力をということですから、農地等の保

全というようなものがベースにある。しかし、現在の状況の中で、ただ農地だけを保全し

ていこうということだけを言っていたのでは、実際は農地は保全されないという部分、地

域が結構あるのではないか。そういうところに一定のここで言うと田園住宅ですか、そう

いう土地利用ブームを提供することによって、むしろ農業がしっかりその地域でも維持で

きるという、そういう目的を実現するんだというストーリーが一つありますね。それは、

恐らくこのままその地域でただ農地を守れと言っていたのでは農地は守られない、農業生

産を守れと言っただけでは農業生産が守られないから、それに対して一定の対応もこうい

う土地利用の秩序を守りながらやる仕組みがないかというのが一つあるんですね。 
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  それから、もう一つは多様な参画という言葉はその枠組みの中におさまるものでもなさ

そうなんですよね。農業に関心を持っている方々がかなりいらっしゃるから、農業に関心

を持っている方が参画できるような、場合によっては法人の話もこの中に入っているんで

しょうか、参画できるような仕組みをつくって、そういう方々が住まう場所としての田園

住宅を考えると、これは先ほどの話と若干ニュアンスが違っていて、その２つのタイプを

今回の懇談会では議論したいというふうに考えているというふうに理解を私はしたんです

けれども、それ以外にも何かいろいろなストーリーがあるのかどうかということについて、

もしあれば事務局からご説明いただきたい。 

○生源寺座長 今の点につきましては、この懇談会の議論のテーブルの上に乗っているト

ピックスといいますか、テーマが今ご指摘のような形で大きく２つということであるわけ

ですけれども、そのほかに農地法の改正の話なり、それから大臣の特区というような話も

ございました。農地なり土地利用をめぐるいろいろな状況の流れがあるということもあっ

て、こういうご質問かと思いますので、全体の構造の中でこの懇談会で扱う議論の位置づ

けのようなことを少しご説明いただけるとありがたいと思いますが。 

○農村政策課長  今、生源寺座長の方からもございましたけれども、農地制度をめぐる議

論というのはさまざまなものが現在もございまして、その中で今小林委員から整理してい

ただいたような視点ともう一つは農業の経営体をどういう形で育成をし、またそこに農地

をどういう形で集積をしていくかという論点がありますが、そちらの方は一応ここでは直

接なテーマとしては扱わないということにさせていただいて、それもそちらの方で別途検

討の機会を設けたいというふうに考えているところでございます。 

  それから、もう一つの土地利用の問題で、今、小林委員の方から意見を挙げていただき

ました。私どもとしても、その２点を頭に置いて議論をしていきたいということでござい

ますけれども、ただこの資料の２にも幾つかの地域別にパターンを整理させていただいて

おります。もちろんこれにとどまるものでもないと思いますけれども、例えば農に都市の

方々が入っていくとか、そういう要素は特に考えない地域というのももちろんあると思い

ますけれども、ただそういう中では農山村の魅力というものは魅力として、その地域住民

の方向に基づいて保全し、あるいは高めていくということにもこたえられるように、そう

いうことは考えていきたい。ただ、非常に大きな要素として多様な参画ということがある

ということをいつも頭に置いてやっていきたいなと、こういうことでございます。 

○生源寺座長 ちょっとよろしゅうございますか。 
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  それでは、原田委員も関連ですが、それではまず小林委員から追加的にご発言いただい

て、その後原田委員にご発言をいただいて、また必要とあれば事務局からいただきたいと

思います。 

○小林（重）委員  私がここで申し上げたのは、基本的に農山村固有の魅力と多様な参画

という農をベースにして考えようというお話がございます。それで、一方でそれだけでは

なくて、もう少し多くの人が最近では例えばマルチハビテーションというような形で、都

市側の方々がそういう自然にあこがれて住む、住みたいというような、そういう動きもな

いわけではない。先ほど大臣がデュアルライフなんていうお話もされましたが、そういう

部分を考えればあり得ることだと思いますし、それから集落の問題で、集落からどんどん

人が抜けていくと、そういう集落を維持するためにも、そういうところへ住む方々をむし

ろ積極的に招き入れたいというような、必ずしも農をベースにしないような考え方もあり

得るのではないか。その辺をどう考えるかというところまで我々は議論するのか、それと

もきょうのご説明はどちらかというと、基本的には農をベースにして考えるんだというこ

とですね。そのベースには土地利用実施をしっかり図って、農業的な土地利用を基本的に

維持する、景観を維持するということをベースにしながら議論していくということであれ

ば、その筋で議論していった方が私はいいと思っておりますので、その辺を少しスタンス

を明確にした方がいいのではないかということで発言したのです。 

○生源寺座長 今の点につきましては、例えば横長なものを含んでいる資料の２の最初の

イメージ図でこれを議論するのもちょっとあれなのかと思いますけれども、田園住宅とい

うような形になっておりますので、ここに住まわれる方が必ずしも農作業にタッチされる

方ばかりではないということだと思いますので、事務局の問題意識としては、完全に農を

ベースということだけではないのではないかと、こういうふうに思いますが、その点につ

いていかがでしょうか。 

○農村政策課長  今、小林委員の方からおっしゃられたのは、資料の２の２ページ目にこ

れがこういったようなイメージかどうかはあれなんですけれども、必ずしも農ということ

は意識しないで、緑に囲まれたゆとりのある空間の暮しに魅力を感ずる方々にそういった

住まい方、ライフスタイルを提供していくと、こういうことも一つ視野に入れてはどうか

ということでございます。ただ、その場合にも周辺の農地なり里山が適切に保全されてい

るということは、その中の代表的な一つの価値でありますので、それは頭に置きながらや

っていく、こんなことでございます。 
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○生源寺座長 今の点についてよろしゅうございますか。 

  あと多様な参入といいますか、かかわりということにつきましては、もちろん生産法人

制度の問題もあるわけですけれども、事務局の問題意識としては、どちらかといいますと

下限の面積をさらに下回るような小さな形での参画を念頭に検討をすると、どうもそうい

う問題意識のようで、これはこれで一応法人制度等とは切り離して議論が可能であるとい

う、こういう判断で論点として整理されていると、こう理解してよろしゅうございましょ

うか。 

○農村政策課長  はい、そういうことで結構です。 

○生源寺座長 それでは、関連のところで原田委員。 

○原田委員  今の話に関連するのですけれども、農あるいは農業への多様な参画に関し、

先ほど大臣も農業への多様な参画を広く認めるべきであるというのがお考えであるとおっ

しゃってました。これは括弧つきの「農」、あるいは農業への多様な参画という言葉にな

るんですが、そのときイメージされている農業というのは一体何なのか、その農業を行う

主体はどういうものとしてとらえられているのかがどうもよくわからないんですね、今の

お話を聞いていましても。一方で農水省が今農政の主要なベースとして展開されようとし

ている政策では、農業は産業でなければならない、競争力を持つような農業でならなけれ

ばならない。そういうものをどう育てるか、これが農政の基本線であるという。 

  先ほどの株式会社のお話のようなものはそちらに絡む議論だと思うんです、法人化の話

もです。他方で高齢者や都市住民等が生きがい農業のようなことをやることも阻害されて

はならないという議論があるのはもちろん知っております。そういう、今述べた後者のよ

うな方向の参画の道を探るのがここで私たちの仕事、つまりこのペーパーの農村固有の魅

力と並ぶ多様な参画の話だというふうに限定して考えてよろしいんですか。 

○生源寺座長 また事務局から確認をいたしたいと思いますけれども、そういう理解でお

ります。少なくとも今のやりとりの中では、多様な参画といった場合には、株式会社云々

という話をここの場でやるということはないのではないか。 

○原田委員  そうすると、その場合の多様な参画というのは、今農水省の基本線の政策で

議論されている農業とはいかにあるべきかという議論とは別の農業であるということにな

りますか。 

○生源寺座長 いかにあるべきかという場合は、意欲的で効率的でという、そういう形態

が中心になるとすれば、その中心にある農業のスタイルとはちょっと違うと、こういうこ
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とかと思いますね。 

  なお、恐らく大臣のごあいさつは、いわばこういった検討の大きなバックグラウンドの

ご説明をされて、その中で恐らく農業生産法人制度のことなんかも頭に置いてごあいさつ

されたかと思いますけれども、ただここの検討会といいますか、懇談会での議論というの

は、もう少し限定的なところを扱うのかなと、提出されました資料等を拝見いたしますと

そう理解するのが自然のような、こんなことだと思いますが。 

  そのほか別の論点でも結構でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、池邉委員。 

○池邉委員  今の農の話とは少し違うんですけれども、対象とする地域の問題についてち

ょっとお伺いしたいと思っております。 

  こちらでは、資料の方の 101 ページの方に地区協定のイメージということで、市町村条

例に基づいて住民の合意のもとで地区の土地利用計画を策定すると書いてあるんですけれ

ども、この地区というのは旧村ですとか小学校区ということを前に書かれているかと思い

ます。一方、この土地利用計画というのは、市町村全域の方の土地利用計画、多分市町村

の条例に基づくということになりますと、そういうことになるかと思いますが、地域、市

町村の全体の土地利用計画があって、その中に地区ごとの土地利用計画があって、そして

その下にア、イ、ウ、エという４つのエリアに地域が色分けと言ったら変ですけれども、

従来の言い方で言うと色分けされると受けとれます。その地域の中には、いわゆる従来で

言う他の５地域の例えば都市地域なども含まれるのかどうか、それとも従来で言う農振農

用地と農振白地を対象としているのかという点をひとつお伺いしたいということでござい

ます。 

  それから、もう一つはこちらの農山村の方とか住民参加でなおかつ多様な主体の参画を

呼び込んでくるというのは、地域の市町村の現状では農村の方の住民参加がなかなか進む

のが難しいので、農水省さんの方から積極的にそういう働きかけがあるというのは、非常

に地域の活性化につながるいい制度だとは思います。けれども、逆の意味で多様な主体が

入ってきて、ご存じのように農業というのはそんなガーデニングほど簡単ではない。その

後、やはり入ってきたけれども、何となくなじめなかった、だめであったという形で、そ

れがまた虫食い的な転用の種地になってしまったり、あるいは荒廃の新たな要素になって

しまったりはしないかというあたりの問題について少しご検討いただければと思います。 

  あとまだ細かい点は幾つかありますが、また後ほど。 
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○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

  後段はこれからの議論の中でむしろ懇談会の中でいろいろご議論をいただきたい点でも

あるわけですけれども、前段の我々が検討する対象の地域、農振の農用地区域の指定をさ

れているところ、あるいは白地というような、こういう限定でいいのか、あるいはもう少

しほかに考えることもできるのかというあたりについてはいかがでしょうか。 

○農村政策課長  ２点ご質問があったと思うんですけれども、一つは市町村全域なのか、

それ以下の詳細計画のレベルなのかということですけれども、市町村全域のところは、こ

れはいろいろなとらえ方があると思うんですけれども、現在の市町村条例でもかなりビジ

ョン的に示しているものも多いということなので、それはそういったいわば自主条例のレ

ベルの中でやっていただく分野なのかなと、そういう意味ではそれはここでの政策として

も運動論的に展開をしていく、そういう分野なのかなと思っておりまして、その中で特に

小学校区なり、そういった地区計画的なレベルにおいて詳細計画を立てたときに、それが

十分な実効性を持つのかどうかという議論はありますので、そこに焦点を当てて議論をし

ていきたいということが前提でございます。 

  それから、２点目はこういう中でということなんですけれども、現状の土地利用の中で、

一番課題が多いのは、農振白地みたいなところでありますので、そういったところが一番

この制度で新しい制度検討で何とかできないかということになろうかと思いますし、それ

に準じて先ほどもご説明させていただきましたように、農用地区域であっても、そこのと

ころが必ずしも十分にミクロ的なレベルでは対応しきれてないということがありますので、

そこについて整理をしていきたいということがメインの理由だと思っております。 

  それから、一方で５地域区分の都市地域というか、市街化区域ないしは用途が張られて

いる地域については、現状に応じて少なくともそのレベルでの土地利用規制というのはか

かっているわけでございますので、土地利用調整条例の中でも一応そういう扱いをされて

いるものが多いと思いますので、ここでの議論も一応その扱いを踏襲していくということ

を考えております。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

  よろしゅうございますか。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  それでは、原田委員。 

○原田委員  すみません、私は法律の方をやってますので、きょうお話しになっているこ
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とが実際に法律制度的にどういうふうになっていくか、いろいろ気になることがたくさん

あるんです。ですから、議論が出たときに関連する形で時々お伺いさせていただきたいん

ですが、例えば土地利用調整条例ということで問題を出されているんですが、なぜ条例な

のか、また条例でなければだめなのか。ここのところは、全体にかかわる問題で最後まで

残る問題じゃないかと思います。 

 その上で、その条例で例えば土地利用計画をつくるというときに、それが市町村全域か

もっと小さな区域かということで今もお話が出たんですが、そこで言われている土地利用

計画というのは一体どんなもの、制度的にどんな性格のものとしてイメージされているの

だろうかというのがもう一つよくわかりません。例えば、先ほど掛川市の例をご紹介にな

りましたけれども、あれは将来の土地利用構想図なんです。決して本来の土地利用計画で

はありません。農村部で「土地利用計画」をつくるというときに、実際に都市計画におけ

る、例えば地区計画だとか、そういう都市計画レベルの計画と同じような計画がどう可能

かに関しては、相当に難しい問題がある。小林先生がいらっしゃいますから、場合によっ

ては後で少し補足してもらってもいいと思うんですが、本当の土地利用計画のようなもの

が例えば今の出されている図の中でイメージされているのかどうか。この点が制度論的に

見ますと私はちょっとわからないんです。それからもう一つ、しばしば出てくる土地利用

調整という概念と土地利用計画の概念とは違うレベルのことなんですね。その両方が何か

あたかも同じように議論されていて、制度的にどうそれをつくっていくのかというところ

がもう一つよくみえてこないという感じがいたしております。これは、もし今の段階でお

答えできればお答えいただいておいた方がこれからの議論を生産的にする上では役に立つ

のではないかという感じがいたします。 

○生源寺座長 なかなか難しいご指摘かと思いますが、例えば掛川のケースなどを例とし

ながら少し事務局で持っておられるイメージを説明いただければありがたいと思うんです

けれども。 

○農村政策課長  まさに、原田委員がおっしゃったように、これは土地利用構想であって、

ある意味で１筆ごとになかなか貼りつけ切れないというのが現在のある意味で土地利用調

整、こういうことを一生懸命やってますし、それなりに効果は上がっていると思うんです

けれども、一方でそういう悩みをやっておられる方々も持っておられると思います。した

がって、逆に言うとそこを一歩進めるために何を進めればいいのかというのが一つの問題

意識でありまして、ただそのときに全部が全部うまく貼りつくかどうかというのは難しい
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ので、構想レベルのものもいわば１筆ごとに貼りつくものがどうしても混在をする部分と

いうのが出てくるんじゃないかなと思うんですね。ですから、ちょっとうまく言えないで

すけれども、そんな形で考えております。 

  それから、土地利用計画と土地利用調整というのは、特に土地利用調整というのはいろ

いろな形で使われておりますが、ここではそういった計画を実現するために幾つかの手段

を住民の話し合いとかプロセスを準備をしておりますが、そういったものを一応土地利用

調整というふうに概念して、まだ別にその２つを明確に整理をしてこの文章を書かれてい

るかというとそうでもないですけれども、頭の整理としてはそうしていったらどうかなと

思っております。 

○原田委員  関連するのでよろしいですか。要するに、概念的にどこかで整理しない

と・・・。制度を考える上ではそれが必要になってくる。 

  今の土地利用調整という形で考えますと、その主体は基本的に「地権者」としてイメー

ジされるんでしょうか、これが一つです。 

  それから、他方で「地域住民」の合意、協議を通じる合意形成という話と、それから例

えば土地利用計画の立案への参加というような概念が出てきますが、これはそれぞれ意味

が違うんですね、制度に仕組んでいくときには、その制度が何かによって。その辺もやや

混乱した形で説明されているので、ちょっとよくわからないところがあります。 

  例えば、都市計画法上の地区計画は一たん決定しますと相当強い規制力を持ちます。し

たがって、その過程で地権者や住民の参加が必要であるし、その住民参加の上で市町村条

例に基づいてある地区計画を立てれば、法定の強い効果が生ずると、こういう構造になっ

ているわけですね。 

  それに対して、きょうもご紹介になった掛川市の条例だとか、あるいは神戸なんかもそ

うですけれども、そこで住民参加が言われるのは、その住民の参加、協議を通じて合意を

形成していった上でないとその構想の実現を担保するものがないからなんですね。むしろ

その合意をつくること自体が将来の構想をみんなでこうやっていきましょうというものに

なっていっているわけです。これは、都市計画決定過程への住民参加、それをきちんとや

るべきだという議論とはちょっと違うスタンスの問題だと私は思っているんですが、その

辺のところもちょっと整理し切れてないなという感じがしております。だから条例のイメ

ージ、土地利用調整のイメージ、土地利用計画のイメージ、そしてもう一つはその延長上

で土地利用計画を通じて何をするのかというところでも、もうひとつはっきりとしない。



 25

例えば一方で、田園住宅をつくる、あるいは都市、農村共生の計画を通じるマルチハビテ

ーションのようなものが可能になるような土地利用を実現するという。それから、他方で

は、今のままでは農地の保全はうまくいかないから、農地の保全をもっと実効性を持って

やらせるようにするということも随所に出てくるわけで、その辺のバランスのあり方も、

もう一つわかりにくいなという感じがしております。いずれにしろ非常に難しい問題だと

は思うんですが。 

○生源寺座長 この問題は、恐らく口頭でのやりとりにはやや限界があって、先ほど私は

掛川の例をという形で少し呼び水みたいにお話をしたのは、例えばこの中で特別計画協定

区域とか、いろいろな言葉があるわけです。それで、そのもとで主張なり、あるいは住民

についていろいろなことで書かれているわけです。これをもう少し概念的に今、原田委員

のおっしゃったような形で少し整理してみる必要があるんだろうと思います。 

  それで、これはきょうこの場で口頭でいろいろご説明いただいても、なかなか頭の中に

入ってこないということもございますし、それからこの懇談会での検討でそれぞれが同じ

言葉について違うイメージを持ったままで議論が進んでいくということも、これも余り生

産的ではないと思いますので、個別に原田委員と事務局の間で少しご相談いただくことも

含めて、次回までに整理をしていただくようなことをお願いをしたいと思います。 

  よろしゅうございますか。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  それでは、北村委員。 

○北村委員  よろしくお願いいたします。 

  参考資料では条例が数点出てきておりまして、まさに今も議論になってございましたが、

逆に申すまでもなく条例に学ぶのは結構なのでございますが、条例がそうした形になった

のは、法律の制約があったからというのがあるわけでございまして、条例の施行をしよう

としてすべてを考えるというのは、恐らく分権時代の議論としてはちょっと違った方向へ

向きかねないというふうな気がいたしておりまして注意が必要かなと、こういうふうに私

自身は思っております。 

  地方分権をかなり意識されているような議論がご紹介がございました。すなわち、その

場合は国の役割分担との関係で逆に法律がやっちゃだめなことというのも恐らくあるはず

でございます。結果的に、恐らくかなり大胆に実際上の権限委譲というふうに条例に投げ

る部分が多くなるのかなというふうなイメージでおります。そういう場合に、政省令でど
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こまで縛るかという例の議論もございまして、このあたりは気をつけて議論したいなとい

う気がいたしているわけでございます。 

  いずれにしても、法律の中で条例を想定するとなると、純粋な実施条例ではないわけで

すよね。法制度の中で役割が期待されている実施条例といいますか、委任条例という言葉

がいいのかどうかわかりませんが、そういうものであるということがあろうかと思います。

市町村条例が念頭に置かれますが、当然のことながら、都道府県との関係をどう整理する

かというのも恐らくは重要な問題としてここで出てくるはずでございまして、その点も重

要なことかなという気がいたしております。 

  条例論なんですが、地方分権の時代に頑張って制度をつくろうという割には、何か古臭

い条例論がぐちゃぐちゃと書いてありまして、なぜこういうのがここで出てくるのか、こ

れは農水省の通説なんですかね。少なくとも学会では通説ではないんですけれども、ちょ

っとその辺の大胆さとコンサバさが混在しているのか、何ともちょっとおもしろいなと見

ておった次第でございますが、またこれは後々の議論でございますから、私も勉強したい

と思います。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

  地方分権の深度といいますか、進みぐあいと深さといいますか、そういったことの流れ

を見ながら議論すべきだと、こういうご指摘だと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  それでは、田口委員。 

○田口委員  ねらいの中にかなり大きな部分で景観整備という問題が入っているというこ

とは、これは今まで読ませていただいた資料、ご説明で十分納得がいくんですけれども、

また景観というものがここでこれからたくさん議論されます土地利用についての問題、そ

こに含まれてくるさまざまなものすべてが景観にあらわれてくるという点で非常に面倒な

ものなんですね。私も都市空間の中での景観形成について長いことやっておりまして、近

年農村景観にもかかわらせていただいているんですけれども、明らかに都市の景観整備と

農村の景観整備は異なるもので、その手法も変わってくるわけですけれども、ある意味で

は異なるからこそ、農村部に都市部の問題が入り込んできているという問題をどう解決す

るのか、これについてはここでの今回の検討目的でそれほど細かいことまではいかないか

もしれないですけれども、特に重要なことだと思います。 

  それと、もう一つ景観にかかわっての条例というのは非常に横断的なところがあると思
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うんですけれども、例えばここではなかなか出てきませんでしたけれども、景観条例と同

時に屋外広告物条例というのも必ず横につけておきませんと効果がないと、そういったふ

うにさまざまな景観にあらわれてくるものにかかわる横断的な条例をあらかじめ準備して

おきませんと、結果的には景観というのは形成が不可能だというふうに考えます。そこま

で踏み込んでこの２カ月余り、一月ちょっとの中では議論ができないのかもしれないです

けれども、そういったこともあらかじめ予測しながら、土地利用の問題について考えてい

ただきたいと思います。 

  どうも伺ってますと、この土地利用調整条例というのは、都市型の機能がたくさん入っ

てくるんではないかという予測が十分できますので、景観をたくさん見てまいりますとい

ろいろな問題点にこれまで気づいてきたんですけれども、美しい農村ということになりま

すと、考えなければならないことが大変多いという点でちょっと申し上げておきたいと思

います。 

○生源寺座長 随時具体的にいろいろご指摘を重ねていただければと思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。それでは、小林委員。 

○小林（新）委員 ちょっと方法論みたいなことになるんですけれども、大変広範な内容

の、各項目について検討の方向を示されているわけですが、いずれにいたしましても、こ

の土地利用というか、そういう制度としてはいろいろな制度が既にあるわけでありまして、

ここに新たにこういう制度をつくるということだけで議論をしていくと、まとまっていく

かということについては、像を結んでいくというのはなかなか難しいのではないかと思い

ます。 

 ここに今回検討の方向としてのねらいといいますか、新制度の目的、あるいは保護法益

といいますか、そういうふうなものがいろいろな言葉で語られているわけでありますけれ

ども、そういうものを実現させていくためには、今あるいろいろな土地利用に関する制度、

そういうものだけではできないということだろうということはこういう提案をされていま

すから当然だと思うんですけれども、それらを全く排除した格好で議論をしていって到達

していくということになるのか。あるいは、今あるものがあって、その上でここは突破し

ないとだめだと、ここは突き破らなければだめだというようなことで進めていけるような

ものなのか。非常に抽象的な言い方で恐縮ですけれども、そういうふうな視点で、ここに

いろいろな資料で農林水産省のことだけじゃなくて、もっと広い土地利用の制度の紹介も

されておりますけれども、そういう視点で検討していっていただいたらどうかというふう
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な気がいたします。 

○生源寺座長 今のご指摘は、先ほど原田委員がなぜ条例なのかという基本的な問題があ

るよという、こういうご指摘があったということにも通じるところかと思います。 

 今の点で、何か事務局の方とございましたら。よろしゅうございますか。 

○農村政策課長 方法論の点は当然現在どこまでできるかということは、あるいは何が必

要になってくるのかということは、きちっと個別に整理をしていかなければならないと思

っていまして、その辺はある意味でいろいろな課題を論点として出しながら、整理をして

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○生源寺座長 そのほかいかがでございましょうか。 

 それでは、森田委員、山本委員、それから小林重敬委員、こういう順番でお願いいたし

ます。 

○森田委員 私は、土地利用調整条例のところに関心があるんですけれども、先ほど来の

話で、この条例の位置づけをどうするかということによって大きく変わってくるとは思い

ますけれども、そこの検討の方向の中で書かれてありますその中で、土地利用に関する市

町村の位置づけを高める必要があるのではないかという表現があるわけですけれども、こ

の市町村段階での位置づけといいますのは、条例を制定する行政レベルと、地域合意の形

成を図る地域住民という二通りあると思いますけれども、いずれにしましても、その地域

に住んでいる人たちの意識を高めていくことが必要じゃないかなという感じがするわけで

あります。 

 それで、食料・農業・農村基本法に基づきまして、設置法が制定されて農村振興局が設

置されたわけでありますけれども、農村振興というものが政策目標に掲げられたというふ

うに考えているわけですけれども、この農村振興を具体的に実現するに当たってどうだと

いう具体的なイメージをもう少し明確にしていかれれば、今途中、進行形であると思いま

すし、大臣が進めおられますむらづくり維新、あるいは都市と農村の共生というような中

で具体化していっているなというふうには感じておりますけれども、こういったところを

具体的に地域の市町村の方々が明確に農村振興とは何だと、地域全体で農村振興を図ろう

ということに対して農林水産省ではこのように政策を進めていくんだというようなことが

具体的にわかるような形にしていただければという感じがしております。 

 いずれにしましても、農村振興ということを考えますと、生産基盤の整備から、環境あ

るいは生活福祉までという幅広い位置づけがされてきておりますので、それを実現してい
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くためにも、これから土地利用をどうするかということがその基盤であると。そういった

意味で、この検討は非常に大事だろうと思っておりますけれども。 

 私は、事業実施の方での経験しかないと言った方がいいかもわかりませんが、そういっ

たことでちょっと考えてみますと、いろいろな形で事業実施の段階で、この土地利用の成

熟化という形の事業を実施しきておるわけです。圃場整備の話が出ておりましたけれども、

そういうものの他に基盤総合整備パイロット事業とか、あるいはまさに今回の話題になっ

ています農村住宅を生み出す農村活性化住環境整備事業、そういったいろいろな国の事業

制度をつくって、良好な土地利用という形に進めてきたと思うんですけれども。 

 いずれにしましても、農地の中、事業実施区域内に限定にされたということがあると思

いますけれども、それにしましても、現実にはいろいろなすばらしい形での土地利用調整

を行い、そういった住環境整備等を進めてきたという実績があると思っております。 

 この事例でも出ておりますけれども、例えば福井県の宮崎村の事例を見てみますと、地

区内での協定を結んで、新規住宅地におきましては電線の地中化を図るとか、あるいは建

築基準法に基づきまして、建築協定を結んで、住宅を木造に限定した形で住宅の建設を行

ったとか、そういったもので既存集落の美しい景観化を図っている。そういったことが実

際にあるわけでありますけれども、こういったことを進めていくに当たりましては、やは

り大きく地域住民の合意形成が非常に大きな原動力だったと思うんですけれども、今回の

この土地利用調整条例で、市町村の行政段階あるいは地域住民の合意形成の段階でも、ど

ういう形になるかが議論になるでしょうけれども、いろいろな意味での、いい意味でのイ

ンセンティブを与える方向で、市町村段階あるいは地域住民段階での合意形成を進めてい

く必要がある。そのためのいい形でのインセンティブをどうするかということを検討して

進めていくことが大事かなと、そんな感じがしております。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、お待たせしました、山本委員。 

○山本委員 この委員会の議論の進め方について、ちょっとご提案なんですけれども、先

ほどこの委員会で何かを議論するのかというのがはっきりしないと、私もそう思うんです

が、今回の大きな目的は最終プランという農水省の打ち出したこの目的を実現するために、

その土地利用という面から、この委員会ではその方策を提案していこうということだと思

います。 

 その場合に、農山村、これの魅力づくりと多様な参画と、２つ上がっておりますけれど
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も、この意味というのは、私なりに解釈しておるんですが、やはり農村の現場で今一番困

っている問題というのは、農村集落がどんどん弱くなってきているということです。それ

は高齢化する、過疎化するということと同時に子供がいなくなる。そのために学校が統合

される学級になっていく。それから農地の担い手がいなくなって荒れてくるといったよう

な問題がございまして、農村集落が将来ビジョンを全然開けないという現状にございます。

この農村集落に新たなビジョンを描くためには、やはり都市住民との連携という視点を持

ち込まないとどうにもならんと思うんですね。そのために、ここで新しい仕組みを提案し

たいというふうに思うんですが、従来の制度とか枠組みとか、法律、条例の制度を余りこ

だわらずに、もっと大体に発想していって提案したらどうかと思っております。 

 従来、その農村集落が元気がなくなった原因の一つは、やはり農振法、農地法でがんじ

がらめになっておりまして、先ほど森田委員の話にもありましたように、部分的には圃場

整備の制度なんかを使って田園住宅を持ち込んだり、活性化施設を入れたりというふうな

ことが行われておるんですが、そこにいくまでに物すごい手間と努力がかかります。 

 それで、やはり農振、従来の制度でがんじがらめになっているものをどう撃ち破るかと

いう視点をここに入れたいと思うんですね。そういう意味では、構造改革特区という話は

非常におもしろい提案だと思います。 

 それで、先ごろ農水省が各県に特区に対する提案を出せといったら、ぽっと飛びついて

くる県が幾つかありましたけれども、本当に農村集落の弱体化はもう手の打ちようがなく

なっている市町村はそういうのに飛びつくと思うんですね。それはやはり従来の枠組みを

外して、自由に発想ができる、ビジョンを描けるかもしれないという期待があるからだと

思うんです。 

 ただ、この特区の話というのは、ある意味では活性化のすごい手本になるけれども、凶

器にもなるという両面を持っておりますので、その扱いというのはかなり慎重にしなくち

ゃいかんと思いますけれども、やはり従来の制度を飛び越えた何かの提案があって、それ

を実現するために法律、制度、条例をどういうふうに使っていくかというふうな議論して

いかないと、なかなかうまくいかないんじゃないかなと思います。 

 その場合に、やはり土地利用という面から考えると、やはり農地所有者、土地所有者の

合意形成というのがどうしても乗り越えなくちゃいけない課題として出てまいりますので、

そのときに、やはり受益の公平性といいますか、何かメリットを、例えば小学校区単位で

計画をつくれば、その全員がメリットを受けられるような仕組み、これをうまくつくるこ
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とだと思います。一番いいのは、圃場整備事業等で非農用地を乱すような換地の手法を使

うことですけれども、これはどこでもできる話ではないので、もう一つ、先ほどアメリカ

の開発、転用権の買い取りの話がございましたが、これも言ってみれば、利用権の集約だ

と思うんです。農地の所有権はいじらないで、利用権だけをどこかに集めてくる。それに

よって、その土地利用の受益を全員に配れるような制度をつくると。 

 考えてみると、農水の制度の中にも、農地保有合理化事業というのがございます。これ

は農地を市町村とか農協とかが農地保有合理化法人があって、農地を面倒見切れない人の

土地を借りたり、あるいは買い取ったりして、それを集約してそれを使ってくれる人に再

配分する仕組みでございますけれども、これも一種の利用権の集約と再配分、こういうふ

うな土地の権利移動を伴わない、所有権の移動を伴わない方法で受益の公平性を確保する

という手はありそうだと思うんですけれども、その辺もぜひ、今後の議論のときの一つの

念頭に置いていただければありがたいと思うんですが。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、小林委員。 

○小林（重）委員 今の話と少しつながるんですが、資料２の最初の土地利用のイメージ

のところに、土地利用のあり方ということで、あけるべき土地利用と望まれる土地利用と

いう、これが並列で記されているんですが、私は確かに並列で、こちらを下げて、こちら

を実現する、左を下げて右を実現するという、そういう関係にある部分はあると思うんで

すけれども、恐らく風景の議論というか、農村の景観を守るという議論はもう少し大きな

仕掛で、周辺の土地利用の整理を図るという意味では、ある意味でネガティブチェック、

こういう開発が入っては困るというレベルの何らかのコントロールが一方ではある。 

 一方で、集落とかそういう単位で、皆さんが集落を活性化するために、こういう単位で

こういうものを考えましょうという、望まれる願望型の計画をつくるという２つの、恐ら

く層は違う計画があるのではないかと。この層の違う計画の中で、一方ではコントロール

ですね。一方では何らかの形で土地利用が実現する部分を含んで、ある意味で必ずしも利

益がある部分浮かび上がるとかというもので、その両者の関係をどういうふうにとるかと

いう議論がもう一つあり得て、それが先ほど議論がありました公平性の議論ですね。 

 そういう議論をやっていくと、例えばフランスのＣＯＳの譲渡制度というのは、まさに

そういう仕組みになっているわけですね。周辺の土地利用権を、例えば田園住宅という形

で住宅を実現するためには、その開発権をここで買っていかなければ、田園住宅が建てら
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れませんよと。田園住宅を建てることが周辺の利用権もある意味でコントロールする、そ

ういう関係なっている。そういう関係をつくり出しているのがフランスのＣＯＳの譲渡制

度だと思いますが。その関係づけをどうするかという議論もかえって必要なのではないか

というふうに思います。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。落差と言っていいんでしょうか、そこを

むしろ広げるような、そういう発想で両者の相対的な関係でつかまえるべきだと、こうい

うご議論があったかと思います。 

 大体８時までを想定しておりますので、そろそろ初回の議論の時間は尽き始めているの

でありますけれども、この際ということがあれば。原田委員。 

○原田委員 今度はもうちょっと実態的な話のことなんですけれども。 

 １つは、先ほどのからの議論に出ている農地所有者らの合意形成で、いわば願望的な土

地利用計画なり、土地利用の構想を議論し、協議し、何とかそれを形のあるものにしてい

く。その際一方では、一定の広い意味での都市的な土地利用ですね、街並みみたいなもの

のところもつくりながら、他方でこの農地は保全したいとする。これが恐らく基本的な構

想なんだと思いますね。その構想そのものはよくわかると思うんです。 

 ただ、そのときに、今出てきた議論の中でも、一方でそういう拘束を受け入れるために

は、一定のメリットを与えなければならないと言う。そのメリットの中身は先ほどの議論

の筋ですと、開発利益のいわば私有化であり、だからその私有化で特定の所有者のみが利

益を得るのではまずいから、全員に均霑する仕組みをとなる。この均霑する仕組みなら、

私もヨーロッパの関係制度の研究をやっていますが、先ほどのＣＯＳの譲渡の話を含め、

いろいろな仕組みがあります。それも抱き合わせて考えていくのかどうなのか。もしメリ

ット、つまり転用ないし開発の可能性を一定の範囲で与える、しかもそれを特定の土地所

有者ではなくて、全員に均霑させる仕組みでやるとすると、そこは実はこの条例だけでは

済まない、もっといろいろ全般的な広い問題があります。それは先ほどの景観のところで、

この条例だけで景観は守れませんよと、もっと横断的な広いことをいろいろつけなきゃい

けませんよと言われたのと同じことだと思います。そこのところをどう考えられるかとい

うのが１つです。 

 それからもう一つが、これからの居住の立地動向がどうなるのかという点です。一方で

は都市再生が言われ、そして都心居住が言われ、現実に、少なくとも一定規模以上の大都

市では中心部に居住人口が集まってきている。東京もそうなっています。 
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 他方で、その周辺部では、東京の近郊などでも既に人口増がとまった市町村が出始めて

いるわけですね、かなり開発整備されたところでも。私はニュータウンのことに関心があ

るんですけれども、例えば多摩ニュータウンの場合でも、駅に近い便利なところはまだ需

要があるけれども、遠くのところはもう減り始めてますよね。都市化や居住動向にそうい

うふうな二重構造、三重構造のいろいろな現象が出てくるような社会情勢である。その中

で、農村の将来の活性化のために、お話の田園住宅というようなものを一般的にイメージ

できると考えられるのだろうか。全体としてやはり人口が減っていくわけですから。 

 私はたまたまちょっと別件で、総合規制改革会議の委員の方と議論する機会があったん

です。そのときに言われて驚いたんですが、もう集落は大幅に減らせばいいんだと言うわ

けですね。また、農地も農業で利用できないところは林地に戻せばいい。そして、それ以

外のところで効率的な農業をすればいい。こういう議論が出されました。農水省はさすが

にそこまでは言っていないんですけれども、一方ではそういう議論が、農業を産業として

のみとらえれば出てくるところがある。しかしそれではやはり困る。一定の集落がどうし

ても消滅するにしろ、それなりのところで踏みとどまれるようにしたい、そのためのでき

るだけ広い範囲の農村の活性化、農村振興策というのを恐らくお考えなんだと思うんです。

ただ、そのときに、例えば今の田園住宅のような形でやって、本当に広範な適用可能性と

需要があるんだろうか。こういったところにもう一つ疑問を感じるんですが、それはいか

がなんでしょうか。 

○生源寺座長 ここは、事務局としてのご見解をもちろん伺うこともいいかと思いますけ

れども、むしろ委員の皆さん方の中でいろいろご議論いただきたいと思いますし、また現

地での検討というのもあると思いますけれども、何か今の件についてございますか。 

○農村振興局長 確たる答えを、ある意味では今座長の方からおっしゃったように、皆さ

んにもお考えいただきたいとは思っているんですが、ただ、その住み方そのものが定住の

形、デュアルライフとまさに大臣おっしゃったんですけれども、そういう可能性を求める。

そのときに、ともかくそこに本当に居住してしまうのか、いやもっと触れたいという形で、

都心に住んで、農地を一部所有というんでしょうか、利用できる状況にするというような、

いろいろな多様なかかわり方がどうできるかということですので、プロトタイプといいま

すか、田園住宅云々ということでは必ずしもない。それこそ、それは今廃屋があるものを

借りてもいいわけですし、もちろんそれは買い取ってもいいわけですが、新しいものを何

もつくることばかりではなくて、そういう多様なかかり方をどうするかという観点からご
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議論をぜひいただきたいと思います。 

 集落について言えば、確かにこれも町村合併がありまして、恐らくまた吸い出しみたい

な、いわゆる昭和の大合併が今度は平成の大合併になりますと、その地域の中でまた過疎

化の問題も出てくると思いますし、場合によっては、いろいろなエネルギーだとか、人間

の動き、家の中で動線といいますけれども、これは地域にとらえれば、ワンストップサー

ビス的に、今大体特定郵便局が２万あると言われておりますが、そういうところあたりで

集落の崩壊とあわせて、逆にむしろそれだからこそ、新たなコミュニティーをつくらなき

ゃいかんと、そういう地域もそんなにたくさんはないですけれども、取り組んでおられる

ところもあって、そういう事例にも学びながら、新しい形をどうつくっていくかというよ

うな、そういうダイナミックな考え方といいますか、むしろ人口が減ってきますので、地

域をどう管理するかという視点も含めて、ご提案いただければというふうに思っています。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。きょう初回でございますけれども、２回以降、そんなに回

数を重ねるというプランではないようでございますけれども、ある意味では、連続してご

議論いただいて論点を出していただくというような性格のものだと思いますので、もしよ

ろしければきょうは議論はこのあたりで閉じさせていただきたいと思います。 

 私の簡単な印象でございますけれども、この懇談会でどういうテーマがあるか、その点

につきましては、ある程度整理がついたかなというふうに思っておりますけれども、そこ

に至る方法論ということになりますと、条例という枠組みはもちろんここで検討するわけ

でございますけれども、どうもそこにおさまらない問題もかなりあるというご指摘があっ

たように思います。その意味では、この懇談会での議論が、いわばここですべてセルフコ

ンテインドになる必要は私はないというふうに思いますので、次回以降も幅広い観点から

ご議論いただければありがたいなと思っております。 

 何か余分なことを申し上げましたけれども、最後に事務局の方から、今後のスケジュー

ル等につきまして、ご提案いただければと思います。 

○農村振興局調査官 委員のお手元の方に、右肩の上に事務連絡と書いた資料をお配りし

ておりますけれども、２点ございます。 

 １点は、この１．にありますが、次回、第２回の会合ということですけれども、兵庫県

下での現地調査と現地検討会につきまして、既に出欠の方は確認させていただいておりま

すが、ご出席いただける委員の皆様には幾つか確認させていただきたいことがございます。
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６月 26 日までに担当の方までご連絡いただければと思います。 

 もう１点は、それ以降、３回目、４回目の会合につきまして、２．に書いてございます

が、先生方のご都合についてお伺いしたいと思います。こちらの別紙３がございますけれ

ども、これも同じ日付、６月 26 日までにご連絡いただければと思います。 

 それから、もう１点ございますが、先ほど課長の方からこの懇談会の進め方、資料説明

の中でも申し上げましたけれども、各委員には専門的、制度的な見地から問題点、検討課

題を抽出ということをお願いしたいと思っておりますが、本日の議論を踏まえまして、各

委員にはご多忙のところ非常に恐縮でございますが、６月中をめどに事務局まで問題点、

検討課題についてご指摘をいただければと思います。これはペーパーでいただければ幸い

いでございます。何とぞよろしくお願いいたします。 

 それから最後になりますが、先ほど座長の方からおっしゃっていただきましたが、本日

の懇談会の議事録につきましては、各委員にご確認いただいた後で、発言者のお名前も含

めまして公表させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 こういうようなところでございます。何か宿題もあるようでございますけれども、よろ

しくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、ちょっと時間を超過いたしましたけれども、第１回目の会合はこれで終了さ

せていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

                            午後 ８時０５分  閉会 

 


