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第１回都市と農村の協働の推進に関する研究会 議事録 

日 時：平成 20 年４月１日（火）16:00～18:00 

場 所：農林水産省４階第２特別会議室 

 

○永嶋農村政策課長 それでは、４月１日の年度初めのお忙しい中、御参集いただきまし

て誠にありがとうございます。ただいまから第１回の「都市と農村の協働の推進に関する

研究会」を開催させていただきます。 

 開会に当たりまして、まず、中條農村振興局長よりごあいさつ申し上げます。 

○中條農村振興局長 農村振興局長でございます。 

 今ほど司会の方からお話がございましたように、今日は４月１日ということで、年度初

めの何かと慌ただしい中、この「都市と農村の協働の推進に関する研究会」を開催いたし

ましたところ、皆様方には時間を御都合いただきまして御参加を賜りまして誠にありがと

うございます。 

 昨年の 10 月だったと思いますけれども、福田総理の方から、地方の活性化を是非行い

たいということで、政府を挙げて取り組むという姿勢が示されたわけでありますけれども、

特に私ども農林水産業を扱う立場から、農山漁村の活性化がその中で極めて大きな役割を

果たしているだろうという思いの下に、積極的に地方へ出かけまして、地方と直接膝を交

えた意見交換会もさせていただいて、早速、農山漁村の活性化の方向につきましてとりま

とめをさせていただいた次第でございます。 

 その後、昨年 12 月に、今後の農村振興の政策を進める上での理念ですとか方向性を示

しました農村振興政策推進の基本方向というものを御論議いただきまして、おまとめいた

だきました。お手元にその中間とりまとめとしまして印刷したものを御用意させていただ

いております。 

 この中で、特に私どもの方からは、これまでの規制のいろんな枠にとらわれずに、是非

自由に今後の農村振興を図る上で支えとなるようなものを御論議いただければということ

でお願いをしましたところ、いろいろと新しい機軸を出していただいたところでございま

す。 

 今日はそこについて詳しく御説明するつもりはございませんけれども、その中で、特に

人材の育成ですとか、人材を育てたい、あるいは人材が活動するための農村の集落といい

ますか、エリアの活性化、あるいは再生といった点での指摘がございました。それは全体
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の御論議の中での一部ということで御紹介あったわけでございますけれども、私どもはそ

の提言を重く受けとめまして、是非この点について、更に発展的に御論議を賜ればという

ふうにそのときに思ったわけでございます。 

 特にその中で話が出ましたのは、企業が社会的責任を果たそうとします、いわゆるＣＳ

Ｒの動きですとか、あるいはＮＰＯ、それから個人によりますボランティアの活動が最近

とみに活発になってきているということから、そういった方々の活動と農村との連携とい

うものをもっと直視してもいいのではないかというような思いに至りまして、是非そうい

った面での更なる深みを持った議論をいただければというふうに思ったわけでございます。 

 後ほどまたこの辺の説明があろうかと思いますけれども、今回、そういうことで、各界

で御活躍されております方々に委員をお願いいたしまして、こう言ったらしかられるかも

しれませんけれども、通常、農水省がお願いするメンバーの方とは違うグループの方々に

今日はお集まりをちょうだいいたしまして、是非私どもの意のあるところをお酌みいただ

きまして、それこそ闊達な御論議を賜れば幸いでございます。私どもはまた積極的に政策

の中に取り込みまして、是非農山漁村の振興に役立てていきたいというふうに思っており

ますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

○永嶋農村政策課長 ありがとうございました。 

 本日は第１回の研究会ですので、委員の皆様を御紹介させていただきたいと思います。

五十音順にさせていただきたいと思います。 

 向かって左から、伊吹英子委員でございます。 

 小田切徳美委員でございます。 

 金井久美子委員でございます。 

 黒川和美委員でございます。 

 澤浦彰治委員でございます。 

 橋立達夫委員でございます。 

 三野徹委員でございます。 

 向笠千恵子委員でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 なお、橋中委員、八木委員におかれましては、本日どうしても都合がつかなかったため、

欠席となっております。 

 続きまして、農林水産省の出席者の紹介をさせていただきます。 
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 ただいまあいさつをいたしました中條農村振興局長でございます。 

 實重農村振興局長次長でございますが、少し遅れるとの連絡が入っております。 

 飯髙企画部長でございます。 

 齋藤整備部長でございます。 

 林野庁計画課、吉井森林総合利用・山村振興室長でございます。 

 事務局を務めます田野井農村整備総合調整室長でございます。 

 最後に私、本日の司会を務めさせていただきます農村政策課長の永嶋でございます。ど

うかひとつよろしくお願いをいたします。 

 それでは、議事に移りまして、最初に座長の選任を行います。 

 勝手ながら事務局が事前に各委員にお諮りをいたしまして、座長につきましては三野委

員でお願いすることであらかじめ各委員の御了解をいただいております。このことにつき

まして改めてお諮りいたしますが、御了解いただけますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○永嶋農村政策課長 御異論ございませんようですので、そのようにさせていただきたい

と思います。 

 それでは、三野座長、御席を御移動お願いできますでしょうか。 

（三野座長席移動） 

○永嶋農村政策課長 それでは、ごあいさつをいただきまして、以後の議事進行につきま

しては座長にお願いいたします。 

○三野座長 それでは、一言ごあいさつ申し上げます。ただいま座長を仰せつかりました

三野でございます。大変重い仕事のように感じておりますが、何とぞ御協力のほど、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、お手元の議事次第をごらんいただきたいと思いますが、議事次第に従いまし

て議事を進めていきたいと思います。 

 まず、議事１の「会議及び議事の公開について」、事務局より資料の説明をお願いいたし

ます。 

○田野井室長 それでは、「会議及び議事の公開について」、本研究会におけます取扱いに

ついてお諮りしたいと思います。 

 事務局といたしましては、この会議につきましては、原則公開ということにさせていた

だいて、会議資料につきましても農林水産省のホームページで公開にしたいというふうに
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考えております。 

 それから、この研究会の議事録につきましても、ただいま録音しておりますけれども、

それをテープ起こしした上で、会議後に皆様に御確認いただき、委員のお名前を記載した

上で、後日公表という形にさせていただきたいというふうに考えておりますが、いかがで

しょうか。 

○三野座長 いかがでしょうか。何か御異議ございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

○三野座長 それでは、異議がございませんので、ただいまの御説明のとおりとさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 それでは、議事２の「『都市と農村の協働の推進に関する研究会』の設置について」、事

務局より説明をいただきたいと思います。 

○田野井室長 それでは、議題２につきまして、お手元の資料３をごらんいただきたいと

思います。 

 この研究会の設置についてということで、その目的とスケジュール（案）を示しており

ます。既に、ただいま農村振興局長のあいさつの中でもありましたように、農林水産省で

は、農村振興政策につきまして、最近の市町村合併、あるいは経済の情勢、さまざまな変

化をとらえまして、昨年 12 月に「農村振興政策の基本方向」中間とりまとめというもの

を公表しております。 

 この基本方向中間とりまとめは、今すぐの政策というよりは、今後５年から 10 年ぐら

いを見据えて、目指すべき農村の方向と、それに沿った政策の基本方向という形で御議論

いただいた成果という形になっております。その中では、「集落間連携・都市との協働によ

る自然との共生空間の構築」を目指すべき農村像ということで提言されております。 

 このタイトルにも示しますように、集落間連携、都市との協働といったもの、この点に

非常に多くの御意見が出ました。特に、こうした農村像を実現するためには、人材、受入

体制、そういったものがなかなか農村では整わない、特に人口減少下におきましては、な

かなか難しいといったこと。それに対しまして、都市側も、最近、非常に農村に関する関

心が高いにもかかわらず、なかなかそういう情報がうまく伝わらない、あるいは協働して

いくといっても、なかなかメリットが見出せないといったような課題といったものもそこ

で明らかになってきております。 

 そうしたことを踏まえまして、基本方向の研究会の中では、政策の検討をまだまだ深め
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ていく必要があるということで中間とりまとめということにしております。この研究会で

は、こうした成果を踏まえて、更に一歩進めて、より具体的な政策の方向なり手段なりと

いったものを御議論いただきたいと思います。 

特に今の福田政権でも言っておられますように、地方の活性化というものは基本的には

各地域それぞれの主体が自らの創意工夫と努力によって進めるべきものであるということ

になっておりますけれども、その中で、政府としていかなる支援ができるかということが

基本となっております。 

 そういう意味で、企業とか大学とか、これまであまり農林水産省の施策の対象となって

いなかったような主体による農村活性化といったものについて、農林水産省としても、例

えば、きっかけや仕組みづくりとか、そういう役割を具体的にどういうふうに果たしてい

くのかといった点で、この研究会で御議論いただければというふうに思っております。そ

うした目的でこの研究会を設置したということで御理解いただきたいと思います。 

 それから、資料３の２にスケジュール（案）という形で示させていただいております。

本日４月１日に第１回、論点の提起という形で最初の議論をさせていただいて、目安とし

て大体１か月に１回ぐらいのペースで開催させていただきまして、７月の上旬から中旬ぐ

らいにかけて、第４回目で研究会報告とりまとめというふうにしたいと考えております。

こういうことを議論し出しますと非常に多様な議論があり得るわけでして、結論まで行く

のもなかなか難しいかなというふうに思いますけれども、実は８月に農村振興局も組織再

編が予定されておりますので、その前に一旦成果を上げたいというふうに考えております。

そういう意味で、７月上旬ぐらいまでの４回をこの研究会のスケジュールというふうにさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○三野座長 ありがとうございました。議事２の研究会の設置につきまして、資料３を基

に御説明いただきました。 

 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問がございましたら、御自由にお願いし

たいと思います。何かございますか。設置の目的とスケジュール（案）ということでござ

います。ないようでございましたら、次に進ませていただきたいと思います。 

 それでは、議事の（３）の「都市と農村の協働の現状」につきまして、事務局より説明

をお願いしたいと思います。 

○田野井室長 済みません。お手元の資料の確認をするのを忘れておりました。資料１が
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議事次第で、２が委員名簿、３がただいまの設置についての資料で、４が横長のパワーポ

イントの資料となっております。 

 それから、お手元に先ほどから言及しております「農村振興政策推進の基本方向」の中

間とりまとめにつきまして、冊子で、本文と参考資料、カラーコピーの要旨をまとめたも

のを配付させていただいております。これは今から説明いたします協働の現状の中でも何

回か出てまいりますけれども、本日は御参考までに配付ということで、折々、あるいは後

ほどまた中身を読んでいただければ、これまでの経緯等もおわかりいただけるかと思いま

す。 

 それでは、資料４を説明させていただきます。１枚開いていただきまして、２ページに

都市と農村の協働に関する検討経緯ということで、農村振興局は平成 13 年１月の省庁再

編で誕生いたしましたけれども、これまで農業政策というのは、一般的には昭和 36 年の

農業基本法に基づきまして、農業政策をすることによって、農村のほとんどが農家であっ

た時代、農業を通じた所得向上といったものが、すなわち農村の振興、活性化につながる

ということを基本に政策を進めてまいったわけですけれども、昨今に至りまして、農村に

おきまして、農業集落においても農家の割合が１割程度しかないというような中で、農村

政策と農業政策といったものをある程度分離して考えていかなければならないという方向

に政策も変わってきております。 

 平成 11 年の食料・農業・農村基本法、それを受けます食料・農業・農村基本計画が制

定されまして、それが 17 年に改定されておりますけれども、そこでは明確に、経済政策

としての農業政策、地域政策としての農村政策を分離して考えるということを明記してお

ります。 

 そういった流れの中で、平成 14 年には農山村振興研究会という、やはりこういう識者

の検討会を開催いたしまして、そこで得られた、ごくポイントだけをここに書いておりま

すけれども、農山村振興の基本方向というものは、１つは、農山村での生活、就業、活動

を通じて自立的に自己実現を図ろうとする人々が、農山村で暮らす・過ごすという選択肢

を幅広く提供するということ。 

 それから、都市と農山村の間において「人・もの・情報」が循環する社会、ここで「都

市と農山村の共生・対流」を実現ということを言っております。この「共生・対流」とい

う言葉が、それまでの「交流」というものに変わりまして、お互いが影響し合って、とも

に生きる、行き交うというようなイメージを出しまして、これまで共生・対流といったも
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のを中心に農村振興を進めてきております。 

 それから、おいしい水・きれいな空気・美しい自然等の良質な自然環境に囲まれた豊か

な生活環境の確保ということで、自然と共生するという概念を出しておりまして、こうし

た共生・対流、あるいは生活環境の確保といったものを実現するために、共通社会基盤の

整備が必要である、あるいは課題であるということで、これまで政策を進めてきておりま

す。 

 ただ、今回の研究会の１つのキーワードとなる「都市」ですが、ここで都市というのは、

都市に住む人々や団体、あるいはその関係者、ステークホルダーといった意味で「都市」

という言葉を使いたいというふうに考えておるわけですけれども、平成 14 年の段階での、

ここに書いてある「都市」というものは、基本的には住民、あるいは個人としての都市、

あるいは都市に住む都市住民、都市の個人という形が主な概念として議論されてきたとい

う経緯がございます。 

 次に、３ページに移らせていただきますけれども、昨年 12 月にとりまとめました振興

政策推進の基本方向研究会、今後、基本方向研究会と略させていただきますけれども、こ

の基本方向研究会では、非常にポイントを絞って言えば、「今後の人口減少社会といったも

のを見据えれば、都市の力を活用せざるを得ない農村」としています。 

 これまでも、先ほどの局長のあいさつにも出ましたけれども、人材というのが非常に足

りない、いないといったことが非常に深刻な問題として挙がっております。今、政府全体

で取り組んでおります地方再生戦略におきましても、やはり人材というのは一番頭に来て

おります。人材といったときに、従来は、農村における後継者とか、農村の中での人材と

いったものを中心に置いて、育成とかいったことを考えてきたわけですけれども、日本全

体が人口減少、高齢化といった中で考えれば、農村の中だけでの人材というものではない。

今、都市住民にも農村への関心が非常に高まっていることを考えれば、そうした都市の人

たち、あるいは都市の団体といいますか、企業とか大学とかＮＰＯとか、さまざまな主体

がありますけれども、そうした人たち、あるいはそうした団体の力を今、農村は活用せざ

るを得ないのではないかということで、そうした都市との協働、共生・対流の考え方を一

歩進めたというふうに研究会では表現しておりますけれども、都市との協働が必要なので

はないか。個人レベルの対応ではもう立ち行かない地域が多いということで、地域間、あ

るいは社会全体としての対応といったものが必要となっているのではないかということで

す。それによって、「人・もの・情報」に単独では限界のある農村にとって、都市の住民個
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人だけではなくて、ＮＰＯ、大学、企業等も加えて、都市との対等なパートナーシップの

形成が極めて重要であるということが、この中間とりまとめでは述べられております。 

 ４ページに、「都市と農村の協働を促進するための戦略」という形で、これも中間とりま

とめにおいて具体的な農村像の実現のための手段として挙げた中で、特に都市との関係に

ついて言及した部分を抜粋して、ここに記述しております。 

 １つは、都市と農村間の経済的なつながりを強化するというような性格のものとして、

農村側の特色ある活性化戦略といったもの。具体的な手法としましては、例えば、加工販

売の６次産業化とか、そういった農業ビジネスの展開。それから、最近、ぽつぽつと有名

ブランドが出てきておりますが、特色ある農産物のブランド化。それから、異業種参入と

か、６次産業化などを表します農商工連携。それから、１つの企業が、特に地域では、単

独の業種ではなかなか成り立たないというような状況を踏まえて、複数の業種を経営する

「複業」というものの拡大。それから、地産地消などでも代表されますような地域収れん

型流通システムが市場経済型流通システムと併存するような形。そうした戦略を描くこと

が重要であるというようなことが議論されております。そうしたものを後押しする形で、

効率的・効果的な資本投資といったものが必要であるということが提言されております。 

 それから、経済的なつながりとともに、社会的なつながりの意味も含めまして、農村・

都市間のネットワークを通じた双方向の交流ということで、例えば、ネットワークの共通

項といたしましては、地域資源を活用する。農村における、例えば、景観とか自然とか、

あるいは農産物も含まれます。そうしたことによって、都市との間で、生産者と消費者、

あるいはエネルギーとか水とか、そういった資源の供給者と利用者とか、そうしたつなが

り、ネットワーク、それから、環境とか教育、文化、そういう価値観の共有によるネット

ワーク化とか、あるいはより現実的なネットワークとしては、上下流の防災の関係とか、

そういったさまざまな視点を通じたネットワーク化といったものによる交流というのが重

要なのではないかとされております。 

 それから、経済的なつながりの一方で、社会的なつながりと申しますか、昨今、ソーシ

ャル・キャピタルという、集団の中でより物事を効率的に動かすために有効であるとされ

ております共通の規範とか、価値観とか、理解、そういったものを伴うネットワーク、そ

ういったものを見直して、あるいは再生させて、日本の農村の特徴であります、よく「集

落機能」というような言葉を使いますけれども、集落機能だけではなくて、農業とか生活

を通じた人と人とのつながり、あるいは組織としての、集団としてのつながり、そういっ
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たものを見直す、そして再生させる。 

 「限界集落」という用語についてはさまざまな御批判もありますけれども、わかりやす

い言葉として使わせていただきますけれども、高齢化して人手がいなくなると、集落とし

てのソーシャル・キャピタルが崩れて、全く集落の機能がなくなる。そういうような状態

を「限界集落」と定義されておられる方もおられます。 

 そういった意味で、そうしたところでのソーシャル・キャピタルを再生する。あるいは、

都市化に伴っても、このソーシャル・キャピタルは崩れつつあるというようなものがあり

ます。そういう中で、農村のソーシャル・キャピタルも、場合によっては外部に対して閉

鎖的であるといったようなマイナスの面もありますので、そうした点をまた見直して、先

ほどの活性化戦略がより活かせるような、都市からのさまざまな支援とか協働といったも

のを受け入れやすいような、農村の社会的なネットワーク、価値観といったものを見直す、

あるいは再生させるといったことが重要であり、それによってまた人材の育成につながる

というようなことを提言していただいております。 

 それらをまとめますと、労働力、資本力、アイデア、情報発信力、そうした地域の総合

力を結集する必要があるのではないかといったようなことが、この中間とりまとめの中で

は議論されております。 

 次の５ページに移りますけれども、そうしたものに加えまして、またそれに関する新た

な展開として、最近の情勢といたしまして、１つには、社会が成熟してきたという中で、

ＮＰＯ活動の活発化、ネットワーク化がある。 

 それから、少子化への対応、あるいは、子どもが減ると学生が減るということで、学生

の獲得と申しますか、そうしたものの確保。それから、国立大学などは独立行政法人化に

よって非常に独自性の発揮が求められている。大学における地域貢献や関心というのも非

常に高まっているというふうに見ております。 

 ３つ目としまして、企業の社会的責任（ＣＳＲ）、資料に示している要因については一般

的に言われているものです。 

 ほかにもさまざまな要因があるかと思いますけれども、企業としての市民権が定着して

きていることや、あるいは株主、投資家、顧客、あるいは消費者もそうでしょうけれども、

発言力が増大している。それから、昨今、こういうところは思い当たるように思いますけ

れども、不祥事等がありまして、企業不信、そうしたものへの対応といったもの。ＣＳＲ

に対する社会的要請というものが非常に高まっていて、企業の方もそれに応じたような形
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の行動を今、起こしつつあるというふうに見ております。 

 そうした背景にかんがみますと、矢印のところに２つの○がありますけれども、１つは、

農村がＮＰＯ・大学・企業等と連携を図り得る状況が醸成されつつあるのではないかとい

うふうに考えております。 

 それから、２つ目の○といたしまして、既に先駆的な地域では、ＮＰＯや大学や企業と

の協働の事例が幾つか出てきております。そうしたことを検討の参考として考えていきた

いというふうに考えております。 

 ６ページに２といたしまして、協働の先駆的事例を幾つかここで紹介させていただきま

す。最初に、ＮＰＯの例としまして２つ挙げております。既に御承知の事例ではないかと

思いますけれども、左側の方はＮＰＯアサザ基金がＮＥＣなどと協働を行って、もちろん

地域住民の方も加わって、茨城県の霞ケ浦で植生の復元、あるいは水質浄化といったもの

を、最初にアサザ・プロジェクトが始まったのは平成６年ですから、もう 15 年ぐらいや

っておられるという内容であります。 

 こちらの特徴といたしましては、まず地域住民とＮＰＯアサザ基金が環境保全の事業を

始められた。10 年近い実績を踏まえて、ＮＰＯの方からＮＥＣの方に協働といったものを

提案されて、ＮＥＣもそうした実績を評価して参加された。ＮＰＯの方から企業の方に提

案されたというのが、この事例のポイントになっているかと思います。 

 それによって、地域の貢献というのもさることながら、企業といたしましても、１つは

社員教育としての効果、それから、ユビキタス・ネットワークの構築というビジネス・シ

ーズを創出したというふうにお考えでありまして、企業価値の上昇といったものも享受し

ているのではないかというふうに思っております。 

 右側の事例は、アストラゼネカというロンドンに本社があります外資系の製薬会社です

けれども、一昨年から秋に１日平日を休みとして、全社 3,000 人が農村の棚田とかフィー

ルドにボランティアに出るという活動をされております。この会社もまさにＣＳＲ活動の

一貫としてボランティアを選択されて、毎年活動されておられます。 

 このアストラゼネカという会社は、ロンドンの本社がＣＳＲを強力に進めておりまして、

ニューズウィーク誌では毎年、全世界の企業におけるＣＳＲのランキングを発表されてお

られますけれども、たしか 2005 年から３年連続で世界１位という企業風土を持っておら

れる会社であります。 

 日本法人のアストラゼネカもそういう方針を受けて、何か社会貢献ができないかという
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ふうに社内でお考えになって、いろいろ社内で協議した結果、農村に対するボランティア

というものをＣＳＲ活動としてやりたいということでした。ただ、そのときに、具体的に

どこで何をするということのきっかけがあったわけではないというふうに伺っております。

東京都の社会福祉協議会が運営されておられる東京ボランティア・市民活動センターが中

間支援をされた。東京ボランティア・市民活動センターの紹介によって、棚田でのボラン

ティア活動がいいのではないかという提案を受けて、更にＮＰＯ棚田ネットワークが紹介

されたという経緯がございます。 

 ですから、これはアサザ基金の場合とは逆に、きっかけがない中で、企業の方がＣＳＲ

活動をする際にＮＰＯの提案、あるいは仲介を受けたという事例であります。そうした形

でＮＰＯが地域と企業との間に入って、協働といったものを実現させたというような例と

なっております。 

 その成果といたしまして、アストラゼネカの担当者の方、あるいは社長さんにもお話を

伺いましたけれども、企業としての社員の一体感というものが非常に醸成されたというこ

とでした。 

 実際に行かれたのは 10 月か 11 月ということで、棚田では稲刈りも終わって、大きな作

業は余りなかったのだそうですけれども、そこはＮＰＯが地域との間に立っていただいて、

例えば、作業をちょっと待っていただいたり、地元の方からも協力していただいて、こう

いう活動を成功させたというふうに伺っております。 

 当然地域の方も受入れはなかなか大変だったそうです。最初は、そんなことをするのは

大変だからという、若干拒否感もあったというふうに聞いておりますけれども、やってみ

れば、若い人と交流できてよかったということでした。この会社は平均年齢 29 歳だそう

ですので、非常に若い方がいっぱい行かれたということで、そうした成功例になっている

かと思います。 

 それから、次の７ページに大学の協働例ということで２つ紹介させていただいておりま

す。左側の方は、弘前大学の農学部、それから、八戸工業大学です。これは、青森県の平

川市、旧尾上町というところで、減ったとはいえ、まだ 300 棟を超える「蔵」が農家の庭

先に残っているということで、これを何とか資源にできないかというふうに地元有志の方

が考えられまして、まず弘前大学の方に蔵の調査とか、蔵マップの作成といったものを要

請されまして、それによって地域の資源というものを認識することができた。さらに、弘

前大学の方は、学生が地域のこういうグリーン・ツーリズムを行うに当たって、ガイドと
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しての支援、あるいはイベントの企画運営、そうしたものを手伝われた、人的協力をした

というような例であります。 

 加えて、更にこうした蔵を重要文化財に登録しようということで、重要文化財登録のた

めの本格的な学術調査を八戸工業大学の方で引き受けられまして、具体的な調査をされて、

申請されて、これまでに 40 棟が重要文化財として登録されているというような成果を上

げておられます。 

 右側の作新学院大学の例は、橋立委員が指導された例でございますので、私が説明する

よりは、後ほど詳しくお話しいただければと思いますけれども、ポイントといたしまして

は、大学が地域のワークショップを主催といいますか、先導されまして、地域に、まさに

課題とか、利用可能資源といったもの、気づきといったもの、そうしたもののきっかけを

与えて、やる気を醸成した。他方で、大学の方は、知見といったものを現場のフィールド

で応用するといったような場を確保できたといった点で、両方にメリットがあったという

ような関係をつくっておられるというふうに認識しております。 

 それから、８ページに移りまして、企業の例として２つ挙げております。左側に「技術

開発」と書いてありますけれども、北海道の江別市で産学官が連携しました。春まき小麦

の「ハルユタカ」というものは、できたものは味がよくて需要は高いのだそうですけれど

も、生産性も低くて、品質もなかなかそろわないということで、つくるのが難しいと言わ

れていた品種なのだそうです。 

 「協働のポイント」の中に「研究機関、道農試」とありますが、これは研究機関が道農

試だという意味で、括弧とすべきところを並列にしておりますので、訂正願います。「研究

機関（道農試）」としていただければと思います。 

これらと企業が一体となって、消費者が欲する製品開発を行ったという例であります。

農家は当然研究機関の指導を受けまして、ハルユタカの栽培技術の工夫といったものをさ

れましたし、江別製粉というのはハルユタカ専用の小ロット製粉システムといったものを

開発され、更にそれを製めんする技術を菊水の方で開発されたということで、今、ラーメ

ンとか、さまざまな小麦製品が、高品質ということで非常に売れているというふうに聞い

ております。 

 江別市でも、「小麦の里」ということで売り出して、地域おこしをされているというふう

に伺っております。 

 右側はソニーセミコンダクタ九州の例です。熊本県の阿蘇から熊本市の方に流れます白



 13

川水系におきまして、私も一時、新聞記事になったのを覚えていますけれども、阿蘇の上

流の方で水田の作付が減って、その水田が涵養している地下水が非常に減少したという問

題が平成 10 年ごろにありました。ちょうど県が企業誘致を盛んにされて、この辺りにい

ろんな工場ができておりますけれども、ソニーセミコンダクタ九州の工場がその中流域、

菊陽町、あるいは大津町といったところに進出することになりました。そのときに、地元

の環境ＮＰＯ環境ネットワークくまもとの方から、こうした白川水域の地下水量減少を懸

念されまして、セミコンダクター工場というのは地下水を非常に大量に使うということな

ので、その地下水の保全といったものをどう考えるかといったことに対して、ソニーの方

から非常に真摯なお答えがあったということで、ＮＰＯの方から地下水涵養事業というの

を持ちかけられたということです。 

 これに応えて、地元の土地改良区の協力も得まして、減反田、あるいは稲刈り後の水張

りといったもので涵養をする、これに対して、企業の方が反当たり一月１万 1,000 円出す

といったような形で支援して、更に、できた米のうちの有機栽培米を買い上げてグループ

会社の社員食堂で使う、更にはさまざまなイベントに参加したり、されたりというような

形でよい関係をつくっておられるというような、いわば Win－Win の関係を構築しておら

れる。環境保全と地域活性化の Win－Win、あるいは企業と農村の Win－Win の関係を構

築されているという例であります。 

 それから、９ページに移りまして、これは都市住民、個人のレベル、あるいはまたちょ

っと違う商店街の事例ということで２つ挙げております。 

 左側は、和歌山県那智勝浦町の色川という地区がありますけれども、色川地域振興推進

委員会では、いわゆるＩターン者、定住者の方々をどんどん受け入れて、また、Ｉターン

者の方が中心となって、その地域のさまざまな取組、具体的には後輩といいますか、後か

ら入ってこられる移住者らの研修とか、いろんな世話をされて、地域活性化を図っておら

れる。それによって、わずか 500 人程度の集落で、50 世帯 135 人がＩターン者だという

ような形で今、地域を振興しておられるという事例であります。 

 右側の「ハッピーロード大山商店街」は、東武東上線の大山駅のすぐそばにあります商

店街でありますけれども、最初にふるさとイベントというような形で地域の産品などを並

べてみたところ、非常に集客効果があったということで、それではいっそアンテナショッ

プを誘致できないかという検討をされているところに、板橋区の方でも、区と交流のある

都市とアンテナショップ開設計画があったものですから、平成 17 年に商店街の空き店舗
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を活用して、今、11 市町村と契約されて、アンテナショップをされております。 

 それだけではなくて、毎週のように、年間 30 回以上、これは契約している 11 市町村に

限らず、さまざまなところから、いろんな伝統芸能、あるいは時によっては生きた牛をそ

のまま持ってきて搾乳体験とか、さまざまなふるさと体験といったものをやっておられま

す。農村からしてみれば、都市の消費者に直接対面で売ったり、あるいは地域をアピール

できる。それによって地域の価値というものを再認識する。都市の方からすれば、逆に商

店街の集客効果として農村の魅力というものを活用できる。これがまた商店街の魅力づく

りになっている。それとともに、区としても、文化交流の観点から見れば、住民サービス

の向上にもつながっているというような関係になります。 

 そうした事例に加えて、農村政策課の方で過去に行いました企業との関係に関する実態

調査の結果を 10 ページ、11 ページに示しております。非常に細かい例がありますが、か

いつまんで言えば、農村と協働を行ったという企業はまだ少ないというふうに考えており

ます。「ある」が 36.9％なのですけれども、アンケートを行ったのは、環境報告書作成企

業 200 社、ＣＳＲ報告書作成企業 400 社の計 600 社に送った中で、回答率が 18.5％しか

ないということですから、むしろ、協働を行ったところの回答率が高いというふうに考え

ることもできるかと思います。全体から比べれば、ＣＳＲ報告書をつくっておられるよう

な会社でも、農村との協働といったようなところまではなかなか至っていない実態があり

ます。農村の方も、500 ほどの市町村を対象に行いましたけれども、まだまだ一部、限定

的であるというふうなことを示しております。 

 それから、協働のパターンとしましては、さまざまな協働の仕方があります。単なるボ

ランティアではなくて、さまざまな財政支援や資材提供など、地域レベルになりますと、

それなりに行っているものはあるということがわかっております。 

 それから、11 ページに移りまして、意識についてもアンケート調査をしておりますけれ

ども、企業側の意識としまして、きっかけは何かというふうに聞くと、やはり市町村、行

政側からの働きかけが一番多い。 

 成果としては、地域活性化とともに、イメージアップということで、やはりメリットと

いったものはそういうところに考えておられるようです。 

 地域を選ぶ際にどういうことを重視するかというと、事業所からの距離、近いというこ

と、関係性が深いということもありますけれども、先方担当者の熱意といったものを重視

する会社もかなりあるということのようです。 
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 協働を行う意向のない企業に対して、なぜ行わないのかと聞きますと、内容上、連携に

そぐわないというような回答、メリットが少ないというような回答、４番目の、特定地域

での活用はそぐわないといったもの、結局、なかなかメリットがわからないというところ

が大きな阻害要因になっているのかと思います。特に特徴的なのは、４番目の特定地域で

のという、どこかの地域だけに肩入れするというのは、偏見といいますか、中傷を懸念さ

れているような回答ぶりであったというふうに思っております。 

 行う際に必要な条件は何かというと、公的な枠組み、あるいはメリットの確認というこ

とで、私の偏見かもしれませんけれども、若干企業の方としても及び腰だなというような

感じで、何が何でも自らやらなければいけないというような感じは受け取れないというふ

うに思っております。 

 それに対して農村側も、取組みのきっかけは企業からの働きかけということで、左側は

市町村からの働きかけが一番多くて、農村側は企業側の働きかけで、お互いに向こうから

言われたからやっているんだというような回答になっております。これは、企業の方はＣ

ＳＲ報告書をつくるような大企業を対象としておりますのに対して、農村側が協働してお

られるのは、より地元企業、地場企業が多いのではないかと思いますので、単純に比較す

るには若干対象がずれているのかもしれません。その辺は割り引いて考える必要があるか

というふうに思っています。 

 企業との協働を行ってみたいという市町村で、協働したい企業の属性という中では、や

はり地場企業が一番多いということです。これも信頼とか、あるいは地元の経済とかを考

えると、地元企業との関係を望んでおられる。あるいは企業の業種も、観光とか食品とか、

地域資源を使って、より地元に密着したものを農村側は望んでおられる。 

 だから、今、私が説明してきましたように、単純に都市側の企業なり、あるいは大学と

かが美しい形で、社会的正義感を持って農村側にアプローチしようと思っても、農村側は、

実はそんなところまではまだ思いが至っていないというような状況があるんではないかと

いうふうに思っています。 

 すべての市町村に対して、企業との連携の阻害要因は何かと聞いたら、やはり対象が見

つからないということが一番多い。それから、推進体制の不明確さという答えが多い。言

葉として「推進体制の不明確さ」という意味がちょっとわかりにくいんですけれども、不

明であれば、自分がやる気があるのなら自分でつくればいいではないかというふうに思う

のですけれども、少し他力本願といいますか、相手から言われたら考えましょうかという、
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真剣に活性化を考えておられる市町村には失礼な言い方かもしれませんけれども、若干及

び腰かなと思います。そういう意味では、両方ともにまだまだ及び腰なところがあって、

手探り状態にあるのではないかなというふうに思っております。 

 12 ページは、農村政策課で事務局をやりまして、「立ち上がる農山漁村」という、全国

の活性化の優良事例の選定を行っておりますけれども、昨年まで 110 事例を選んでおりま

して、ここでのいろんなアンケート調査をやった結果の一部を出しております。 

 きっかけとして、一番多いのは地元主導、地域だとか、自治体とか、有志が多いのです

けれども、外部リーダー、企業、外部リーダーは上から２番目、企業は一番下の青いもの

ですけれども、そういう外的要因でもきっかけとなっている例は幾つか見られます。 

 それから、活用している資源としては、下の表ですけれども、やはり地域農産物が一番

多い。それから、環境・景観、地域にあるがままを利用しておられるというのが１つの特

徴です。外部の知恵や技術、知見をもってすれば、もう少し新しいもの、例えば、２番目

の新しい農産物や水産物の開発といったものも進むのではないかなというふうな気がして

おります。 

 13 ページに「協働に向けての課題」といたしまして、こうした事例からうかがわれるも

のとして、農村側が企業・大学等の技術・資本を活かせる戦略づくりが必要なのではない

か。 

 それから、農村と都市の Win－Win 関係を構築するということが、協働を促す、あるい

は協働を長続きさせるという意味で必要なのではないかということです。 

 それから、非常に強く感じられるのは、都市と農村を仲介するコーディネーターが非常

に大事で、企業の事例や大学の事例の中にも、やはりＮＰＯが間に入ってきておられる例

がかなりあります。従来、こうしたコーディネーターの役割を市町村役場の担当者の方が

頑張ってやっておられるところも大変たくさんあったのですけれども、今後、市町村の広

域合併が進みますと、従来のように集落単位で役場の職員が張りつくということもだんだ

ん難しくなってくるということが予想されまして、そういう意味でも新たなコーディネー

ターの存在が非常に重要になっていくのではないかと思います。 

 ４番目に、先ほども言いましたように、農村の方がコミュニティとして外から入ってく

る人たちを受け入れる、ソーシャル・キャピタルという言葉で言いましたけれども、そう

したものを自ら変えていかなければいけないのではないか。なかなかよそ者は受け入れが

たいというのが日本の農村の伝統的な姿勢であるというふうに思われがちなのですけれど
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も、本当に困ったところは自ら地域を開放して都市の方を受け入れておられるというふう

に思っております。 

 それから、協働に対して、双方からの情報、きっかけ。農村に対しても、都市側がこん

な関心を持っているとか、情報やきっかけの提供というのは非常に重要ではないかと思っ

ております。 

 ４番目、最後ですけれども、農村、ＮＰＯ、大学、企業と、今回、この議論でステーク

ホルダーを４つ大くくりにしました。こうしたものが今、どういう状況にあるかというも

のを、企業の戦略分析などで使われますＳＷＯＴという、「強み」「弱み」「機会」「脅威」

といったものをまとめて、この観点から今後の議論の論点というものを探ってみました。

14、15 は、内部要因、外部要因をより細かく書いたものですので説明は省かせていただき

まして、16 ページにまとめた表の方に移らせていただきます。 

 農村における「強み」というのは、これまでも農水省としましても再三再四訴えてきた

のですけれども、優良な農産物、特に最近は安全・安心といったもの、それから、自然環

境とか、景観とか、文化、伝統といった、豊富な地域資源を持っているということが強み

であろうというふうに思います。そうした伝統的なものも含めて、生産技術や加工技術、

ただいま申しましたような、少々衰えたとはいえ、集団としてのソーシャル・キャピタル、

結びつきや行動力、あるいは団結力といいますか、つながり、そうしたものが農村の強み

として引き続きあるであろうと思っております。 

 ＮＰＯにおいては、これは我々の知見がまだ十分ではないので、この研究会でもってい

ろいろと御意見をいただければと思っておりますけれども、一般に考えられますのは、ネ

ットワークとか、あるいは使命感といったもので、立場としては比較的自由なのではない

か、そうしたものが強みなのではないかというふうに思います。 

 大学では、モチベーションの高い機動性に富む組織である、あるいは当然のことながら

理論や技術、発想力といったものに優れている。あと、ネットワークとか、大学によって

地域でのブランド力というのを持っているといったようなことがあるかと思います。 

 企業においては、何といっても人・もの・金といったものが、ほかの３者に比べると潤

沢にあるのではないか。それから、最近、特に、団塊の世代という人的資源に対する期待

も大きいし、企業によっては非常に高いブランド力を持っている。 

 そうした「強み」に対して、それぞれ「弱み」がありまして、農村は特に人材の欠如が

何といっても一番大きい。これはソーシャル・キャピタルも関連しますけれども、外との
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接点の欠如もあります。それから、さっきも言いましたように、これもソーシャル・キャ

ピタルのマイナス面として、よそ者に対する警戒感、特に企業に対しては、どうも農村と

いうのは警戒感があるように思われております。あと、インフラの不備などもあります。 

 ＮＰＯの方としては、一部のＮＰＯを除くと、なかなか知名度も低くて、非常に経済的

基盤が弱い。そうしたことに起因するさまざまな弱点があるのではないかと思っておりま

す。 

 大学の方としても、研究施設単位である。これもやり方次第なのでしょうけれども、一

般的には非常に大量の人員を動員するというものは不向きなのではないか。それから、大

学の学生というのは一定の年限がたてば卒業しますので、継続性といった点。それから、

これも指導される先生によるところも大きいかと思いますけれども、一般的には農村に対

して、習慣とかルールとか、そういうものに不慣れなのではないか。それから、技術面と

かは強いと思いますけれども、一般的にビジネスに関するようなところ、営業、物流、経

理、そうしたもののノウハウとか体制などは乏しいのではないかというふうに、今、ここ

では分析しております。 

 企業の方の弱点としては、協働するに当たって、まず意義づけというのが非常に社内で

求められるということで、ここを明確にする必要がある。それから、当然、本業との関係

です。時間制約だけではなくて、さまざまなイメージとかいうものがあるように思います。

それから、農村との接点がないのは大学と一緒ですし、規模が大きくなればなるほど意思

決定に時間がかかる。例えば、さっきの九州ではないですけれども、九州の工場で何かや

ろうと思っても、必ず本社までお伺いを立てなければいけないというような話も前回の調

査のときには聞かれました。それから、最近は福利厚生なども減少しているということに

加えて、これは企業だけではないのですけれども、日本全体に個人主義が非常に広まって

きている。あるいは終身雇用も崩れている。そうした中で、社員の帰属意識の軽薄化とい

ったものが最近はあるのではないかと思っております。 

 そうしたことに対しまして、外部環境としては、４者に共通するところは多いのですけ

れども、共通して言えるのは、農村への関心の高まりが非常に増えている。行政もそれを

後押ししている。特に農産物に対しては、最近、さまざまな輸入食品等に対する問題など

がありまして、国産農産物の安心・安全というのは再評価されて、非常に追い風が吹いて

いるのではないか。それから、条件不利地域であっても、最近、非常にＩＴ技術が進みま

して、情報の受発信なども非常に簡単になっているというようなところもあります。そう
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したインセンティブがあります。企業の場合も、ＣＳＲが高まっておりますし、大学も、

独法化によりまして独立性の発揮とか、学生も、非常にそうした関心を持ってきていると

いうことがある。そうしたことで、全体として非常に追い風が吹いているのではないかと

いうふうに思っております。 

 「脅威」としては、相変わらず競争の厳しさなどもあります。 

 そうしたことを受けまして、17 ページに論点といたしまして４つほど提起させていただ

いております。 

 １つは、農村の「弱み」、人材とか戦略の不在とか、そうしたものを補う、あるいは「強

み」、地域資源とか、人のつながりとか、そうしたものを更に発揮するために、企業、大学、

ＮＰＯの「強み」、人材とか、資源とか、あるいはネットワークとか、そうしたものをいか

に活用するか。 

 ２つ目として、農村の「強み」を生かして、逆に社員の一体感がない企業とか、あるい

は研究フィールドに困っている大学とか、そうした「弱み」、あるいは自然環境とか食の安

全・安心とか、都市住民の社会的課題の解決が図れないか。 

 ３つ目といたしまして、都市と農村をつなぐ仲介者の必要性と役割。 

 ４つ目として、都市が農村との協働に積極的となるための条件、Win－Win 関係の構築

とか、そういったことかと思いますけれども、そうした点を今後の論点という形で提起さ

せていただいております。 

 18 ページは、御参考までに、これまで説明しましたような協働の概念を、矢印で、働き

かけとか、作用という感じでおりますけれども、イメージ図として示しております。 

 済みません。説明がちょっと長くなりましたが、以上でございます。 

○三野座長 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただきました内容に

つきまして、御自由に御意見、御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。ど

こからでも結構でございます。大変多岐にわたる内容で、なかなか焦点が絞れないかもし

れません。向笠委員。 

○向笠委員 ただいまの御説明の中で、２つほどお尋ねいたします。１つは、６ページの

「コーディネーター」という表題のところで、アストラゼネカさんが棚田の活動をされた

というので、具体的にどちらの棚田に活動なされたのかという質問です。 

 それから、12 ページで、「立ち上がる農山漁村」の調査結果の事例の中で、全国的に見

た場合、西日本、東日本に分けたときに、どちらの方が活発な活動例が見られるのでしょ
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うかという点でございます。よろしくお願いいたします。 

○三野座長 ただいま御質問２点ありましたが、いかがでしょうか。 

○田野井室長 アストラゼネカさんの場合、資料の中では、どこに行かれたかというのは

入れておりません。全国で 18 年度は 40 か所、19 年度では 50 か所というふうに伺ってお

ります。基本的に北は北海道から南は九州まで、営業所を全国に持っておられますので、

その営業所の方々が行きやすいところなので、ほとんど日本全国を網羅していたと思いま

す。その辺はちょっと調べます。 

 それから、「立ち上がる農山漁村」も、たしか選定事例がない県は４つか５つだったと思

いますので、ほぼ全国でやられています。かなり万遍なく分布しているかと思います。し

たがって、どちらが多いかというのは、印象としては、中国、四国とか北海道が多かった

と思います。パンフレットがございますので、それをまた取り寄せまして、この研究会が

終わるまでには配付させていただきます。 

○向笠委員 ありがとうございます。 

○三野座長 もしあれでしたら、この分析結果を御追加いただくなり、御説明は後ほどい

ただければと思います。 

 それでは、澤浦委員。 

○澤浦委員 私は群馬と青森、静岡、島根で農業をやらせていただいているのですけれど

も、ＳＷＯＴ分析の中で、農村の「弱み」の中に、私は明らかに欠けている部分があるな

というふうに見させていただいております。その部分というのは、「農村への受入に当たっ

て必要な、定住・宿泊施設などの生活インフラ」とありますけれども、明らかに欠けてい

るのは情報インフラと道路だというふうに私は思っています。道路のことを話をすると、

今の御時世、マスコミ的にはすごく不謹慎だと思うのですけれども、１日に 10 台しか通

らない道路の整備をするのはおかしいとかいう切り口は私は大嫌いで、農村こそ道路はし

っかり整備すべきだというふうに、私は農村に住んでいて思っています。 

 それから、あともう一つ、農村こそ光ファイバーとか情報インフラを早く入れるべきだ

というふうに考えています。そのことで何が起きるかというと、都市の頭脳労働者という

とおかしいけれども、知的労働者というんですか、そういった人たちが今、うつ病であっ

たり、さまざまな病気を起こしているというのはよく聞く話なのですが、そういった人た

ちも、情報インフラが整えば、都市で仕事をしなくても、農山村、山あいの緑豊かな村で

仕事をすることが可能になってくるわけです。そういった意味も含めて、私は情報インフ
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ラこそ早く農村に引くべきだと思います。そのことが都市住民に対して、新たな活躍する

ステージをつくっていくのではないかなというふうに思っております。 

 あと、それに伴って、人が移動するには当然道路というのも必要ですから、道路も、１

日 10 台しか走らなくてもちゃんとつくるということも私は重要だと思っています。私の

おじがアメリカに住んでいまして、アメリカでは１日に１台も通らない林道でさえ、しっ

かり２車線道路で整備がされております。「アメリカではなぜこんなに道路がいいの」と言

ったら、「道路がよくなきゃ産業ができないだろう」とはっきり言い切っているんです。で

すから、私はそういった意味も含めて、情報インフラと道路の整備というのは田舎ほど早

くする必要があると思っております。「弱み」のところにそれをつけ加えていただけるとあ

りがたいなというふうに感じました。 

 以上です。 

○三野座長 御意見として承っていきたいと思います。 

 それでは、小田切委員、お願いいたします。 

○小田切委員 私、三野座長の下で農村振興推進の基本方向の研究会の末席に加わらせて

いただいたということもあって、そこで議論した内容がここまで深められたのかというこ

とで、大変意欲的な課題設定だなというふうに思っております。さすがに４月１日に研究

会をやるだけのことはあるなというふうに思っております。 

 そういう意味で、私自身の研究もここまでたどり着いていないといいましょうか、多分、

この研究会と同時進行で進むということもありますので、一種の仮説といいましょうか、

あるいは私が知りたいことを、もしよろしければ少しお話をさせていただきたいと思いま

す。４点ほどありますが、簡単に申し上げたいと思います。 

 １つは、マッチング・コーディネーターの重要性というのは、今までの私の知見でもこ

の点はやはり出てくるわけなのですが、これが農村サイドに必要なのか、都市サイドに必

要なのか、あるいは両方必要なのか。いわばマッチング・コーディネーターの内部構造と

いいましょうか、それがどういうものがあるべきなのかということが大変知りたいところ

であります。これは勿論、対象によって違うということだろうとは思いますが、どういう

パターンがあるのかということだけでも、この研究会で出てくればいいなというふうに思

っております。 

 ２番目は、都市と農村の協働というのは、いわば点と点のつながりでございまして、そ

ういう意味で、こういった先発事例を広げるというのが今までの経験から言うと大変難し
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い。つまり、普及するという視点で考えると、やはり課題があるのだろうというふうに私

は思っておりまして、そういう意味で、従来の農業技術などで常識的にあった、点を線に、

線を面にするという手法がこの場合、使えるのかどうかということは、やはり考えていく

必要があるのだろうと思います。いずれにしても、普及、エクステンションのことについ

て、課題が残っているというふうに思っております。 

 ３番目は、協働関係の活動の成熟化といいましょうか、これが果たしてステップアップ

していくようなものなのか、これも私は疑問に思っている、あるいは是非検討したいとい

うふうに思っております。 

 例えば、非常に単純に言えば、最初は一種のイベント段階と言っていいのだろうと思い

ます。それに対して、通常作業の支援段階と言いましょうか、通常の作業で必要だから、

これこれの人数来てほしい、これこれの特性を持ったボランティアに来てほしいという、

通常の作業で要請されていくような段階があるのだろうと思います。そして、最後の段階

といいましょうか、最も高次の段階は、緊急時に来てほしい、緊急にこういうことが必要

だから来てほしい、そういうことに対応できるような段階というのがあるのだろうと思っ

ております。 

 いわばイベント的な段階、通常に求められている段階、緊急に求められている段階、こ

ういう形で、果たしてステップアップしていくものなのかどうか。そうではなく、それぞ

れの主体がそれぞれを担うことによって、重層的にと言いましょうか、分担的にこなして

いくものなのかどうかということも是非知りたいというふうに思います。ステップアップ

型のものなのか、そうではなく、そもそも得意分野があって、それを得意分野ごとに当て

はめていくようなものなのかというのは、政策支援としては、かなり仕組みとして違って

くるのではないかというふうに思っております。 

 ４番目は、これはむしろ要請ということでお願いしたいのですが、まだ正式には決まっ

ておりませんが、今年度、ふるさと納税の話が進んでいくわけであります。昨年度、総務

省の検討会に私も参加させていただきましたが、自治体に対する寄附控除の大幅な前進と

いいましょうか、そういうものが今年度実現する可能性が極めて高いということでありま

す。 

 そうなると、都市から農村部への新しいお金の流れができるわけでありまして、このお

金の流れが汗、ボランティアということにつながっていくのか、あるいは知恵、情報とい

うことにつながっていくのか、いずれにしても、お金ということを切り口にして、新しい
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動きにつながっていくのかどうかというのは、これは現段階でアンテナを高くして見つめ

ていく必要があるのだろうと思います。この研究会の実施過程で、間に合うかどうかはと

もかくとして、ふるさと納税の状況がどういう形なのか、各自治体に対する寄附の金額が

どういうふうに積み上がっていくのか、あるいは先ほど申し上げたようにお金からの波及

があるのかどうか、是非アンテナを高くして、この辺の情報を集めていただきたいという

ふうに考えております。 

 以上、４点でございます。 

○三野座長 ただいま小田切委員からは、この研究会の研究課題ということでお話があっ

たかと思いますが、今の段階でもし簡単にお答えいただけることがありましたら、事務局

の方からいただきたいと思います。 

○田野井室長 １番目のマッチング・コーディネーターのパターンというものに対しては、

今、持っているようなものの中で、そういう視点がなかったものですから、あるいは今回

お示しした中でも、そういう視点でまた見てみれば違う分析があるかもしれません。それ

はやってみたいと思います。次回以降で考えさせていただきたいと思います。 

 それから、普及の点というのは、まさに我々も、「立ち上がる農山漁村」などを初めとし

て、点として幾つか選んで、それをいかに面に広げていくかということで、最近はネット

ワーク化ということが非常にポイントだと思っています。これも答えが出るかどうかわか

りません。我々もはっきり言って手探り、あるいはトライ・アンド・エラーでやっていか

ざるを得ないかなと今、思っていますが、今回の議論を通じて、点を線から面という形に

なるものが、何かヒントなりでもつかめればというふうに正直思っております。 

 それから、協働活動の成熟化も、まだ分析できるほどさまざまなパターンが出てきてい

るかというと、そこはよくわかりません。ただ、視点としては、我々が気づいていない視

点ですので、今後の政策を考えていく上で、あるいはステップアップというものを後押し

する政策なのか、あるいは重層的に行く政策なのか、その辺の政策を考える上でのヒント

といいますか、仕分けといいますか、そうしたことでの検討というのはできるかなという

ふうに思っております。少なくとも視点として、そういうもので見ていくということが盛

り込めたらなというふうに思います。 

 ４番目のふるさと納税の方は、今の段階ではまだ何とも申し上げられませんので、また

今後の状況なり、あるいは御指摘のとおりアンテナを高くしていきたいと思っております。 

○三野座長 ありがとうございました。 
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○永嶋農村政策課長 済みません。ちょっと追加させていただければと思います。１番目

のマッチング・コーディネーターの内部構造について、どういうパターンがあるのかとい

うお話だったかと思いますけれども、まず、都市と農村との共生・対流という面では、都

市と農村とのマッチング、ＣＳＲでは企業と農家、それと大学と農家というような、それ

ぞれのパターンがあるかと思います。今、我々がやっている農商工連携とか、３省連携の

子ども農山漁村プロジェクトというのも、まさにマッチングを行っていこうというもので

ございまして、農商工連携の中では、農林業者と地域の中小企業とのマッチング・システ

ムをやっていきましょうということで、ある程度の計画をつくったりはしております。そ

れから、子ども農山漁村の部分につきましては、学校と地域のところをマッチングしまし

ょうということでやっております。事業ごとにいろんなマッチング・システムがあるので

はないかと思いますけれども、これにつきましては、２回目のときに議論させていただけ

ればありがたいと思います。 

○三野座長 ありがとうございました。そのほか何か御指摘いただくことはございますか。

橋立委員。 

○橋立委員 今の小田切委員の御質問の３点目に関係することなのですが、７ページに私

どもの取組みを事例として載せていただきました。ありがとうございます。これをちょっ

と補足する格好で、成熟化の話を少しさせていただきたいんです。 

 この「かぐや姫の郷づくり」というのを始めました。これは１つ訂正があります。15 年

度の事業の一番下のところに、「竹原郷協議づくり協議会」という変な名前になっています

が、「竹原かぐや姫の郷づくり協議会」と御訂正ください。 

 16 年度に３つの事業を始めました。１つは棚田オーナーなのですが、もう一つは、かぐ

や姫の郷づくり応援団ということで、地域外の方が農村の環境整備、竹林の整備にボラン

ティアで来ていただいて、なおかつ逆有償ボランティアで、ボランティアからお金をいた

だくということで、荒れた竹林も交流の資源にしてしまおうということで活動いたしまし

た。今日お見えの金井委員の地球緑化センターの方々がその後ずっと、毎年 100 名規模で

入っていただいて、続けて環境整備をしていただいております。 

 ３つ目が、ブルーベリーの作付を行ったんです。これが今、生きてきて、今年度、棚田

オーナーとブルーベリーで約 250 万円の収入を得ました。実はこれはコミュニティ・ビジ

ネスとして立ち上げようというのが私どものもともとの意図でございまして、そういう意

味で、ある程度収入が伴ってきたということです。それが今後の継続の力になりつつあり
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ます。 

 それと同時に、棚田オーナーたちが地域のホームページの立ち上げに力を注いでくれま

して、今や竹原地区のホームページは棚田オーナーがつくり、運営してくれています。こ

ういった発展の方向が今、見えてきたということなのです。 

 それから、大学にとっては、地域の教育力に期待するというのが大変大きくあります。

今、70～80 ぐらいの方の全人的な人格といいますか、そういう方とおつき合いいただくこ

とで、学生たちは非常に成長してくる。それが大学にとっては一番のねらいですし、地域

にとっては、勿論都市・農村交流なのですが、交流に終わらせないで、何かその中からコ

ミュニティ・ビジネスの芽を見つけるということで活動をしてまいりました。 

 それから、もう一点、ちょっと気になった点がございます。11 ページの「ＣＳＲの一環

としての農村との協働に関する意識」の農村側の企業との連携の阻害要因で、「推進体制の

不明確さ」ということがございました。これは、難しく書くとこうなるのですが、農村に

とっては、どうやったらできるか全く見当がつかない、単純にそういうことだと思います。

どうやって企業とおつき合いするのか、方法が全く見えない、そういうことだというふう

に思います。全体的に少し言葉を柔らかくして社会に伝えるようなことをお考えいただけ

ればなというふうに思います。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 それでは、何か御指摘ございますか。伊吹委員。 

○伊吹委員 伊吹でございます。私は主にＣＳＲを専門にしておりますので、ＣＳＲの観

点から発言をさせていただきます。企業側の意識という観点から発言をいたします。 

 こちらの現状の報告の中でも、ＣＳＲの潮流が１つの背景となっているという話がござ

いましたけれども、私が企業のＣＳＲの御担当者、あるいは経営者の方々と日々対話をす

る中では、究極を言ってしまいますと、やはり企業としてのメリットは何かというところ

が明確にならないと、なかなか企業は動かないというのが、本音と建前もあると思います

けれども、現実かなというふうに思っております。 

 日本の企業がＣＳＲと言っても、実にたくさんのテーマ、対象がありまして、国内で取

り組むのか、あるいは海外で取り組むのか、それから、環境問題から、教育問題から、文

化・芸術から、福祉問題、さまざまなテーマが世の中の課題としてはございますので、そ

の中から企業の事業と関係のあるテーマだとか、究極を言ってしまうと、企業の利益、売

上げにつながるテーマというものを、企業は企業の論理で選んで取り組むというのが実態
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ではないかなというふうに思います。 

 そこで、私が御報告を伺って非常に重要だなというふうに思いましたのは、今、Win－

Win 関係が非常に重要だという御報告がありましたけれども、企業側から見ると、11 ペー

ジにもありますように、企業側の Win といいますか、メリットというものがまだ明確に伝

わってきていない。一方、日本の農村ということを企業側から見ると、マーケット、市場

としての魅力がものすごい高いというふうには、やはり少子化ですとか、そういった社会

背景がございますので、そういうふうには映っていないのではないかというふうにも思っ

ております。ですので、本当は魅力があるのに、気づいていないという現状があるのでは

ないか。 

 逆にこの研究会でも私が非常に関心を持っておりますのは、企業から見た日本の農村の

魅力とは何だろうかというところが一歩踏み込めると、企業側にとっても、それなら取り

組めるのではないかというふうに一歩踏み出せる、背中を押されるというか、そういった

アクションが起こるのではないかというふうに感じております。 

 また、２点目としましては、農村側から見ても、どの企業と組むかというのはきっちり

戦略をもって取り組んでいく必要がある。例えば、大手の企業と組む、あるいは地方の企

業と組む、それによっても、組み方ですとか、農村が得るメリットというのは違ってくる

と思います。 

 いろんな事例を御紹介いただきましたけれども、企業がビジネスとして取り組んでいる

取組みなのか、あるいは純粋な社会貢献で取り組んでいる取組みなのかによって、ある成

功モデルの持続性にも、持続性というのはつまり、例えば、寄附ですとか、純粋な社会貢

献でやるとしたら、その寄附が終わってしまえば活動は終わってしまう、逆に続けるには

寄附し続けなければならないということですけれども、ある程度ビジネスモデルに乗せる、

先ほど、商品開発、製品開発に企業がかかわっているケースがありましたけれども、そう

いったビジネスの１つのモデルの中にこの取組みを組み込めれば、持続的に、寄附し続け

なくてもモデルがきっちりと回っていって、農村もハッピーだし、企業側もハッピーだと

いう関係がつくれる、維持し続けられるということもありますので、２点目としましては

やはり農村から見た、どの企業と取り組んでいくのかということの農村側の戦略というも

のも重要なのではないかというふうに思いました。 

○三野座長 ありがとうございました。金井委員、お願いします。 

○金井委員 皆さんのお話の中にある、まさに毎日、私どもは、企業から、学校から、個
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人から、こういうコーディネート役をやっていまして、対応し切れませんというぐらい、

日々忙しいです。非常に大事なことは、今、説明していただいた中に、一番これをやって

いかなければいけないところは、コーディネーターの役だと思うんです。例えば、直接企

業と農村をつなぐというのはなかなか難しいと思うのです。つまり、企業の皆さんの意向

もあります。そして、農村を知らなければいけない。その両方を、間を取り持って、どの

ような形にそれを意義づけていけばいいのか。企業は企業としての望むことがあるわけで

す。ただ、どのようにして貢献したらいいかわからないというところがあります。それか

ら、農村にとっても、企業が入ることは大いにいいけれども、やはりそこにもメリットを

期待されるわけですから、その両方をどういう形でつないでいったらいいかというのを

日々やっております。今、中国とか、いろんな要望がありまして、それに沿って、１つず

つ丁寧に向き合いながらつくり上げていく。寄附という形だけではなくて、継続した形で

両方の意向を調整してつないでいくというのをやっております。 

 その中で、今、私ども、作新学院大学の先生から、橋立先生も加わっていただいて、ち

ょうど昨年、農水の方の応援もあるのですけれども、ふるさと協力隊という、若者が１年

間どっぷりと農山村に暮らしながら社会貢献するという事業をやっておりまして、これは

よく事務局長が言うのですが、経済発展の影響などにおいて、今、地域の空洞化というと

ころが社会的な背景としてあるわけですけれども、都市の若者たちにとっても今、空洞化

という形になっているという中で、人と社会の空洞化を埋める必要があるということで、

そのために若者たちと農山村を結ぶことで空洞化を埋めていく、その１つのプログラムと

して、緑のふるさと協力隊事業を、若者たちに対して、活躍の場、夢や可能性を実現して

いく場を与えて、地域おこしの一役を担っているということで、今、やっているわけです。 

 今、15 年目なのですが、14 年やってきまして、382 名、今年を加えますと 412 名です。

昨年、ちょうど３月に農水省の方々もいらしていただいたのですが、総括研修というのが

ありまして、丸ごと農山村を持ってきて、１年間どういうことをやったか、展示物を通し

て彼らが発表する場面なのですが、１年間、そこでどっぷり暮らしたことによって、発表

する場で、定住というのを意識していなかったのですが、今まで 384 人中 157 名、農山村

に定住しております。 

 １人の若者が行くことによって、何もできないというか、青年海外協力隊のように技術

を持っていくわけではないのですが、そこに若者が行って、いろいろお手伝いするという

ことで、先生がさっきおっしゃっていたように、地域の人はみんなすばらしい教育者なの
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です。教える側も元気になりますし、教えられる方も謙虚さで学んでいく。１年間、地域

の中に入って、あらゆることをやります。お祭りの手伝いから、特産品の売り場から、企

画も、本当に挙げたら切りがないぐらいやっていって、農山村の非常に大きな理解者に育

っているというのが若者たちの現状です。 

 そして、１人１人行くのですけれども、出てはいけないことになっていますから、御両

親が来たり、友人が来たり、その後の人とのつながりも非常に大きいということで、14 年

やってきまして、都市と農山村をよくしていくには、人の動きを中心に考えることで、双

方の再生に通じることではないかなという実感を持っています。済みません。長くなりま

した。 

○三野座長 ありがとうございました。それでは、黒川委員、お願いします。 

○黒川委員 いろんなことを感じていたのですけれども、農村というのもいろいろだし、

ＮＰＯというのもいろいろだし、大学もいろいろだし、企業もいろいろなのだけれども、

ここは全部が一塊になっている。うまくマッチングするために、きちんとそれぞれがそろ

っていないといけないというのが認識でして、例えば、この４月１日から私は経済学部で

はなくて、大学院の政策創造研究科というのをつくって、こういういろんな問題をやるコ

ーディネーターを育てるということを目標に大学院をつくったんです。 

 そこに入ることになったというか、受けてきてくださった方がたくさんいらっしゃるの

ですけれども、すごく難しくて、私たちがイメージしていた地域の人ではなくて、法政大

学という都心でやってしまうと、千代田区だったり新宿区だったりになってしまって、イ

メージしたのは違って、一番強烈だったのは、いろんな自治体から、こういうプログラム

を地域にちゃんとサテライトでつくれというのが一番厳しい要求でした。来年は多分、そ

ういうサテライトをつくるだろうと思いますけれども、とりあえず今年は静岡県だけとか、

そう簡単には大学の方も動けなくて、そういうことがつくれないですけれども、必要とさ

れるテーマというのは地域によって違っていて、結果的に、ねらっていたのに、東京の都

心の在り方を考える会みたいな研究会になってしまいそうで、今のところ、かなり焦って

います。そういう人ばかりが受けてくるという感じになってしまっている。 

 それから、多分、ＮＰＯも同じことが言えているし、農村も同じことが言えていると思

うんです。ただ、今回のこのテーマというのは、短期に何か成果を出さなければいけない

ということだから、何かを考えようとするのですけれども、超長期に考えると、人口減少

社会になっていて、すごく厳しい環境の中で考えなければいけないから、一番難しいのは、
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残さなければいけないものと自然に返さなければいけないものをちゃんと判断しなければ

いけないということです。 

 もう一つ、私が今かかわっていることで言うと、デジタル・ディバイドをゼロにする戦

略会議、やはりこれも去年の 10 月に福田さんが総理になられたときにつくりましょうと

いうことで、これと同時につくったもので、さっき澤浦さんが言われた、ブロードバンド・

インターネットを全国ゼロにするということで、これは 47 都道府県全集落について、そ

れをゼロにするためのプログラムというマップを今つくっていまして、６月までにできて

きます。それで幾らかかるか。でも、都道府県の方が来られて議論しているのは、つくっ

てもいいなと思うところもあるけれども、集落の中に入っていて、本当にすべての地域に

つくらなければいけないだろうかと皆さん思っていらっしゃるんです。そこまでする必要

があるのか、手を挙げてくださったところにやるべきなのか、その選択がすごく難しくな

っています。でも、ゼロにするということが政治的課題になっているので、戦略としては、

この地域すべてをゼロにする。もうなくなっている県もあるんです。そういう意味では、

ブロードバンド・インターネットがすべての地域で使える、そのためには、今までは光だ

ったり、考えていたのが、電波も使っていいということで、新しいタイプのことをやろう

ということをしています。 

 もともとブロードバンドのことで言うと、一昨年から日本では、携帯電話を使っている

人が１か月７円ずつ払って、全国で条件不利地域のところに公共サービスを提供するため

に、ＮＴＴ東西に寄附するというスタイルで、つまり、今、携帯電話を持っている１億 7,000

ぐらいの番号を持っている人が、１人７円ずつ負担しているんです。それで、全国の公衆

電話とか、携帯電話がなかなか通じない地域をゼロにしていくための費用負担もしている

んです。これは税金ではないんです。 

 それをどういうやり方をしているかというと、都市の人たちが幾らか負担したら、全国

のこういう基礎的なサービス、ユニバーサル・サービスをきちんと負担できるんだという

システムができている。これは、ＥＵは当たり前だし、アメリカも当たり前なのだけれど

も、日本ではなかなかできなかったことですけれども、今、ユニバーサル・サービス・フ

ァンドというのがもう機能しています。ＮＴＴ東・西は民間会社になってしまっているか

ら、ＣＳＲで、もうからないところまでブロードバンド・インターネットを引くなどとい

う気は毛頭ない。株価が下がると困るということで、そのことをきちんと補うための政策

というのを、普通に電話を持っている人たちが、その番号の中で費用負担するということ
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ができています。 

 道路もこんなことができたら一番いいわけです。これも重要なのは、本当に必要なとこ

ろと、政治的に必要だと言われているところとどうやって切り分けたらいいのか。あった

らいいですかと聞かれたら、みんなあった方がいいと言うに決まっているのですけれども、

本当に必要なところで使われるところにつくっていかれるといいと思うんです。さっき澤

浦さんは、１人も通らなくてもいいではないかと言われましたが、やはりそうはいかない

と思うんです。だれかがお金を負担しなければいけないし、ものすごい借金の累積の中に

今いるわけだから、今回の２兆 6,000 億円だって、そう簡単にゼロにできるような問題で

はないので、こういうことがどんどん進んでいってしまうと、別のところでピンチになっ

てしまうということは意識しなければいけない。 

 それから、もっと深刻なのは、農村地域は基本的には公共交通が使いにくい状態にある。

ＥＵみたいな国だと、どちらかというと公共交通に頼っていく代わりに自動車から離れま

しょうという政策を取るのですけれども、そのプロセスは、集落をある程度規模の経済が

働くところに集めてくる。オランダなどは全員都市に住んでいて、車で農地に働きに行く

というスタイルになっているわけです。そういうスタイル、ある程度のことをしないと、

環境、衛生上の問題から、ＣＯ２の問題から、全体として農村地域がいつでも非効率な地

域だということにされてしまう傾向にあるので、何らかの形で残すべきところにきちんと

一定水準以上のインフラが、社会インフラというか、それはさっきのソーシャル・インフ

ラも含めて、一定の人たちがきちっと社会的責任で守れる範囲のところを確保しなければ

いけない。今日の話の議論の中で一番つらいなと思ったのは、残すべきところと、ここか

らは無理だと思うところをどこかで切り分けておかないと、近い将来の長期的な対応は難

しいのではないかという気がしました。 

 企業も対応は全然違うと思うし、大学も、都心の学校というか、私の大学みたいなとこ

ろと、地域の大学とは違うので、是非地域の大学中心で、地域から情報発信するというシ

ステム、大学という一般的な大学論ではなくて、きちんと地域に役割を持ってもらうとい

うことが必要なのではないかという気もとてもします。 

 ただ、結局は、都市側の人のニーズがないと私は成り立たないと思うのです。これはす

ごい厳しいことだけれども、しかも、そのニーズというのは結構条件が厳しいと思うんで

す。わがままというよりは、一定水準以上のある要求水準があって、でないとボランティ

ア活動というのもなかなか自立して成り立たないと思うのです。要求一色では難しいので、
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そこのところの一定水準というのを、いろんなファクターがあって、どういう場合にそう

いうことが成り立つのかというのを、条件というのをきちんと整備しないと、一般論で話

していてもなかなか長続きしないことになってしまうのではないかという気がしています。 

○三野座長 ありがとうございました。実は私も今、地域の大学の方に幾つか関係してお

りまして、まさに先生のおっしゃることは非常に身にしみて感じております。今、地域の

大学というのは、生き残りを賭けて、いろんな形の模索を始めています。そういう絶好の

タイミングだと思います。けれども、地域の大学にとって一番問題なのは、大学の中の教

員の再教育だと思うんです。その辺で、どんどん大学に向けて、こういう情報を発信して

いただく何か手段というのも、かなり大きな効果をもたらすのではないかと、地方の大学

に関係していますと、ときどきそういうことを思う次第です。 

 一通りいただきましたが、何かございますか。ないようでしたら、次の「その他」とい

う項目がございまして、事務局の方から伺っているところでは、特になくて、全体を通し

た御意見をいただければというふうに伺っております。全体を通して御議論がございまし

たら、お願いしたいと思います。何かございますか。橋立委員。 

○橋立委員 １つは、農家の生活を豊かにするイメージというのをきちっとこの中で打ち

立てていかなくてはいけないなというふうに思っております。以前に集落移転というのが

ありましたが、その集落移転のときは、実は、古い家の屋根にわざわざ穴を空けて住めな

くして、新しい居住地に住まわせたというようなことがありました。今の時代でしたら、

むしろ２地域居住といいますか、都市住民の２地域居住ではなくて、農村住民の２地域居

住だってあっていいかなというふうに思っています。何かそういう新しいイメージ、ビジ

ョンを持てればいいなというふうに思っています。 

 それと関連するのですが、ひたすら都市住民が農村に入ってくるというイメージだけで

はなくて、農村から都市への人の移動というのも同時に是非考えていきたいと思います。

例えば、大分県の大山町は、木の花咲くや館という町の出店を福岡市内に出して、買い物

に来たりした町民がそこで泊まることもできるということをやっていますし、そこでビジ

ネスとして木の花ガルテンという物産館を運営しています。そういった例もありますし、

一方的に都市住民が農村に入ってくるというイメージだけで終わってしまうと、ちょっと

欠ける部分があるのではないか。必ずしも大きい部分ではないかもしれませんが、是非そ

のことも併せてお考えいただきたいと思います。 

○三野座長 ありがとうございました。先ほどの御説明の中で、対流のところが、まさに
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今、お話のようなところの、農村から都市へ向かうという方向も、この研究会の大きな目

的だと思います。 

○田野井室長 今の点、ちょっとよろしいでしょうか。今、橋立委員がおっしゃることは

まさにそのとおりで、決して農村で待っていて人が来るばかりではなくて、この事例の中

でも、大山商店街の事例を御紹介いたしましたのは、まさに農村の方から都市の方に、商

店街というのを使って、どんどん出ていっているということが双方のメリットになってい

るということですので、事務局といたしましても、農村の方が積極的に都市に働きかける、

それは物理的に出ていくということがあれば、精神的に、あるいは情報、いろいろありま

すけれども、そうしたことも必要であると思っていますし、企業のメリットにしましても、

ただ我々が、何がメリットですと考えるのではなくて、農村側の方が、自分たちのところ

に出てくれば、あるいは自分たちと一緒になれば、こんなメリットがありますよというふ

うに、農村側から訴えていくことが必要であろうと思っています。我々がこんなメリット

がありますよと言うよりは、むしろ農村側がそういうことを考える下支えといいますか、

きっかけを我々がどうつくれるかというところが、多様な地域における活性化のための手

段だと思っています。その点、今後の研究会でお知恵をいただければというふうに思って

おります。 

○三野座長 小田切委員。 

○小田切委員 黒川先生が大学にもいろいろあるとおっしゃったこととかかわって１つだ

け申し上げたいのですが、この研究会の原点となった農村振興政策推進の基本方向に係る

研究会の１つの到達点は、都市と農村の連携とか協働というふうに言った場合、その都市

を大都市と地方中小都市にきちんと峻別したということが大きなポイントだったのだろう

と思います。そういう意味では、今回の資料構成、あるいはプレゼンテーションはそうい

うことにはなっていなかった。つまり、地方中小都市と農山村との連携、それから、大都

市と農山村との連携を分けて考えることが重要だろうと思います。これは単に２つのパタ

ーンがあるということだけではなく、現代的にはやはり足元の地方中小都市と農山村がど

のように連携するのかというのは非常に大きな課題だろう、独自の課題だろうというふう

に思っておりまして、その中で、企業が、大学が、場合によったら都市のコミュニティが、

何ができるのかというふうに考えるのが重要であって、１つの大きなテーマとしてとらえ

ていただきたい。多分、そういうことと関連して大学もいろいろあると黒川先生がおっし

ゃって、私もまさにそのとおりだろうと思います。 
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○三野座長 いろいろの中にも構造性が少し見えてきたということかと思います。では、

澤浦委員。 

○澤浦委員 私は農業をやっている立場から申し上げると、農村から何で人がいなくなる

かとか、農村が農村として何で立ち行かなくなっているかというと、ずばり言えば、経済

が成り立たなくて、そこで生活ができないから、後継者がそこに定住できないから、人が

少なくなっているわけで、イベント的なことで都市から農村に人を呼んだり、農村から都

市に行ったとしても、一過性のものであって、根本的な解決にならないのかなというふう

に私はいつも思っています。 

 そう考えたときに、今、残すべき地域、残さない地域を分けるという話もありましたけ

れども、その地域で新たな産業を起こす、生活できるようなスタイルをつくるということ

もすごく大事で、この資料をいただいたときに、本当に農村が永遠に地域として、コミュ

ニティとして、生活できるような場をつくっていくのが目的なのか、それとも、何となく

都市と農村が行ったり来たりして、楽しかった、よかったという交流をつくるのが目的な

のか、ちょっとよくわからなかったのですけれども、その辺はどちらなのでしょうか。 

○田野井室長 その点に関しましては、基本方向の研究会の中でも同じようなお話があっ

たのですけれども、勿論地域として生活できる場をつくる、あるいは持続性というものを

どうやって確保するかというのが大事です。交流するというのはあくまで手段であると思

っております。いかに交流しても、きちんとした生活基盤がなければ、その地域は衰退、

あるいは滅びてしまいます。何で農村かというと、当然そこに生業としての農業があるか

ら農村なのであって、生業としての農業とともに農村が存続し続けるための手段として、

さまざまな交流とか、あるいは定住とかがあるのだろうと思っています。そういう点では、

今の御質問は、前者の方、生活の場としていかに持続的に振興できるかということが目的

だと思っています。 

○澤浦委員 そうしたときに、私は啓蒙活動的なことはすごく重要だと思っているんです。

例えば、島根県の例なのですけれども、20 ヘクタール、10 軒ぐらいの農家の集落だった

のですけれども、「野菜くらぶ、ここで何かやってくれよ」と言われて、そのとき、「米を

残して集落として残すのですか。この田園風景を残すのですか。それでやり方が違います

よ」と言ったんです。田園風景として残すのだったら、20 ヘクタールのうちに 10 戸の農

家も要らないのです。１軒もあればいいぐらいなのです。１軒も要らないぐらいなのです。

それ以外の人はどうぞ都市へ行ってくださいという話になる。20 軒残るということを考え
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たら、米ではなくて、野菜とか、施設園芸とか、そういったことに変えていかなくては残

らないのではないですかということで、変わってくると思っているんです。 

 そういったときに啓蒙活動をする中で、自分は農村の大切さ、ただ単に農業をやるだけ

ではなくて、例えば、治水とか、都市に水を供給するとか、森林から出る酸素が二酸化炭

素を吸収するとか、もう少し広い意味での啓蒙活動もこの交流の中につけ加えていって、

それを踏まえて、変な話ですけれども、税制などと言うとおかしいですけれども、税金の

徴収と分配というのももう一度考えるべきではないかなというふうに私は思っています。

ただ単に交流だけでは、農村の中に生活というのは守れないと思います。 

 聞いた話なのですけれども、スイスの方では、税金で暮らしている人たちがしっかり山

村を守っているという話も聞いたことがありますので、そういうことも含めてお願いしま

す。 

○三野座長 今日は最初の取っかかりでございまして、これからそのような議論を深めて

いくことにしたいと思います。 

 本日は予定の時刻が来ておりますので、最後にお一方だけ、もしあれでしたら、お受け

したいと思います。ないようでしたら、ありがとうございました。事務局の方から何かご

ざいますでしょうか。 

○田野井室長 ただいま配付させていただきましたのは、先ほどの向笠委員からの御質問

に対して、アストラゼネカが現場で活動されました、これは 2006 年 11 月、一昨年の例で

すけれども、これについて同社のホームページを打ち出しましたので、40 か所、この例を

参照していただければと思います。 

 それから、「立ち上がる農山漁村」の方は、昨年度までの 110 事例の分布がパンフレッ

トにありますので、これも御参照いただければと思います。この上で何か御質問がありま

したら、また次回以降にお願いいたします。 

 それから、連絡事項といたしまして、今回、御都合がつかずにお二方の委員が御欠席で

ございますけれども、第１回目の資料及び議論の内容につきましては事務局の方から説明

させていただきまして、その際にいただいた御意見なども適宜、次回以降の検討に反映し

たいというふうに思っておりますので、御了承願いたいと思います。 

 それから、６月に予定しております３回目の会合のときに、これは事務局の案として、

農村の協働を実践されておられます組織の代表者などをお招きして、ゲスト・スピーカー

としてお話を伺うということも考えております。もし御賛同いただけるのでありましたら、
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事務局といたしましてもその候補者を検討いたしますけれども、今、黒川委員からもお話

がありましたように、さまざまな方が関係されますので、いろんな候補の方が考えられる

と思いますけれども、もし委員の皆様方から御推薦いただける方があれば、事務局の方ま

で御連絡いただければ、あるいは具体的な名前でなくても、こんな人がいいというような

御意見でも結構ですので、ありましたら、お願いいたします。 

 最後に、次回、第２回研究会の開催日についてなんですけれども、事務局の方からあら

かじめ委員の皆様に御都合を伺っております。今のところ、５月の上旬から中旬にかけま

して、全委員の御都合がいいというふうにお答えいただいた日はございません。そういう

点で、またどうしても御欠席になる方が出て大変申し訳ないのですけれども、今、御出席

可能な委員の方々が一番多い日が５月 12 日月曜日の午後となっております。もしよろし

ければ、５月 12 日の、今、会議室を確保していますのは４時から６時という形で考えて

おりますけれども、いかがでございましょうか。 

○三野座長 いかがでしょうか。５月 12 日が一番御出席の方が多いということでござい

ます。では、その辺りですかね。 

○田野井室長 それでは、第２回研究会は５月 12 日の午後４時から６時というふうにさ

せていただきます。 

 事務局からは以上でございます。 

○三野座長 ありがとうございました。時間をきっちり守りいただきましたので、これで

ほぼ予定時刻になりました。本日の議事はすべて終了いたしましたので、進行を事務局の

方へお返ししたいと思います。 

○永嶋農村政策課長 長時間にわたりまして活発な御議論をしていただきまして、誠にあ

りがとうございました。次回の第２回の研究会の開催につきましては、改めて事務局の方

から案内させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、これをもちまして第１回の「都市と農村の協働の推進に関する研究会」を閉

会させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


