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第２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５月１２日（月）16:00～18:15 

場 所：農林水産省３階第１特別会議室 

 

○永嶋農村政策課長 それでは、そろそろ定刻になりますので、ただいまから、第２回「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。 

 初に、初回の委員会に御都合がつかずに、今回初参加の委員の方々を紹介させていた

だきたいと思います。 

 橋中義憲委員でございます。 

○橋中委員 石川県の羽咋市長の橋中でございます。先般、欠席をいたしまして恐縮でご

ざいます。今日はひとつよろしくお願いいたします。 

○永嶋農村政策課長 よろしくお願いします。 

 次に、八木武則委員でございます。 

○八木委員 どうも初めまして。静岡県建設部の農地局長の八木と申します。よろしくお

願いいたします。 

○永嶋農村政策課長 よろしくお願いします。 

 なお、本日、小田切委員、澤浦委員におかれましては、都合がつかないということで欠

席になっております。 

 また、事務局側でございますが、前回の出席者に加えまして、４月１日付で就任いたし

ました農村振興局総務課の石川課長が出席しておりますので、御紹介させていただきます。 

○石川総務課長 石川でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○永嶋農村政策課長 また、中條局長におかれましては、国会の都合上、欠席させていた

だくということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、三野座長にお願いいたします。 

○三野座長 それでは、早速でございますが、お手元に配付されております議事次第に従

いまして、議事を進めたいと思います。 

 まず、議事（１）の「都市と農村の協働の推進の方向性」について、事務局より説明を

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田野井農村整備総合調整室長 まず 初に、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 資料１～４に加えまして、第１回の議事録ですが、皆様に御確認いただいた上で、既に
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ホームページ上で公開しております。それを御参考までに配付しておりますので、お手数

ですけれども、御確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料３によりまして「都市と農村の協働推進の方向性」について、説明させ

ていただきます。時間の関係上、このボリュームを説明すると結構時間がかかりますので、

できるだけポイントを絞って説明させていただきますので、場合によっては、わかりにく

い点があるかもしれませんけれども、その場合は、後ほど御質問をいただければと思いま

す。 

 まず、２ページ「１．第１回研究会における主な意見」でございます。 

 これは議事録、あるいはその前の議事概要の中で配らせていただきました内容をそのま

ま挙げておりますので、御参考までに見ていただければと思います。これらの内容を踏ま

えて、以下の資料をつくらせていただいております。 

 ３ページ「２．協働に関わる各主体のＳＷＯＴ」でございます。 

 ＳＷＯＴは、前回説明が十分でなかったかもしれませんけれども、これは企業分析など

で使われる用語でございまして、Strength の「Ｓ」、Weakness の「Ｗ」、Opportunities

の「Ｏ」、Threats の「Ｔ」で「ＳＷＯＴ」という形で呼んでおりますが、基本的には、前

回お示ししたものと同じです。一部澤浦委員より御指摘のありました水や酸素の供給とい

った点についても、「農村の強み」のところに書き加えさせていただいております。 

 ４ページ「３．協働に向けての課題」から、説明をさせていただきます。 

 まず、前回各委員からも一番御指摘があったかと思いますけれども、それぞれの主体の

特徴に応じて分類すべきではないかということを受けまして、ＮＰＯ、大学、企業を、あ

くまで事務局が主観的に分類しております。 

 まず「ＮＰＯ」です。 

 ＮＰＯも活動内容、形態がさまざまでございますけれども、ある程度パターン化した形

で「農村型」「都市型」「中間支援型」と分類してみました。 

 これはあくまでも、すべてのＮＰＯがそのパターンに当てはまっているわけではなくて、

それぞれの活動内容とか形態をそういうふうに分けたということで、実際のＮＰＯは、点

線の中の（注）に書いてありますように、恐らく複数のパターンを有して活動しておられ

るのではないかと考えております。 

 初に「農村型ＮＰＯ」です。 

 これは協働の意義を、集落の抱える社会的・経済的課題の解決というところに置いてお
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られるのではないかと思います。こうしたＮＰＯというのは、大体その成り立ちというの

が、 初は住民あるいは農村への移住者とか、農村に関心を持たれる方々の課題といった

ものが、話し合いや協議会を通じて段階的に組織化されるという経緯が多いのではないか

と思います。 終的には、コミュニティ・ビジネス化しているＮＰＯもあります。 

 こうしたＮＰＯの特徴といたしまして、やはり地域との関係が深いものの、資金調達力

に乏しい。それから、そもそもそこから出発しているわけですが、解決すべき課題が明確

でありますけれども、活動が「点」であって、都市部に伝わりにくい傾向があるのではな

いか。そうしたものに対しては、財政的、人的資源の援助のほかに、そういう活動に対す

る社会的認識の拡大といったものが必要なのではないかと考えております。 

 ５ページでは「都市型ＮＰＯ」です。 

 これは環境問題、あるいは今非常に関心を持たれております食の安全・安心といったも

のに対する都市住民の懸念など、都市住民が有する社会的課題の解決という形で活動して

おられるものを都市型ＮＰＯと分類してみました。 

 こうしたものは、どこか特定の地域とか農村を対象としていないわけでありますが、他

方で実際としては、活動の場は人的ネットワークを介して特定の農村に活動が限定されて

いるところが多いようでして、やはりまだ展開性に乏しいのではないかと見ております。 

 資金調達先の対象は、可能性としては広く考えられるのですけれども、実際はまだ限定

的なのではないかと見ております。 

 こうしたＮＰＯに対しては、農村・企業の双方に対してネットワーク化を広げることが

重要なのであろうと見ております。 

 物の見方といたしまして、こういう都市型ＮＰＯというのは、非常に多岐にわたった社

会的課題を抱えて活動しておられる。その場合に、農村活性化というのは、あくまでも課

題の１つであって、あるいは解決するフィールドであつて、農村活性化自体を直接的な目

的としておられるＮＰＯというのは、そんなに大勢を占めているわけではないと思われま

す。 

 そういう意味で、農村型ＮＰＯから都市に向ける期待に比べると、都市型ＮＰＯが農村

に向ける関心というのは、ずっと小さいのではないかという点を少し踏まえておかなけれ

ばいけないかなと思います。これはあくまで、現状としてこう見られるのではないかとい

うことですので、将来的に可能性はないというわけではありません。あくまでも現状はこ

うではないかという見方を示してみました。 
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 ６ページは「中間支援型ＮＰＯ」です。 

 これは都市・農村双方の社会的・経済的課題の解決を通じた社会貢献というものが協働

の意義になるのであろうと思います。 

 こういう場合に、前回もこうしたＮＰＯというのは、都市に存在するのか、あるいは農

村に存在するのかという問題提起もありましたけれども、恐らく「多数の農村」対「多数

の都市」が活動の前提でしょうから、やはりその情報・資金の獲得の容易さという点から

考えれば、都市側に存在するものが多いだろうと見ております。 

 こうしたＮＰＯは、双方のニーズの把握とコンサルテーション、資金・情報の仲介とい

ったものが期待されるわけですが、ある意味では当然ですけれども、その際に、やはり双

方からの「信頼」「能力」が必要であろうと思います。 

 しかしながら、冒頭の協働の意義のところにある、今、ここでお示ししている限りでは、

なかなか意義づけというのは非常にぼんやりしているといいますか、希薄といいますか、

その辺の難しさがあるのではないかと思います。双方、何のためにやるのかという意義づ

けが、うまくきちんと表現できなければ、その信頼の獲得あるいは能力の育成、開発とい

ったものはなかなか難しいのではないかなと見ております。 

 これは議論いただきたい点なのですけれども、そういう点を考えると、むしろそういう

中間支援型ＮＰＯが提供するサービス、例えばコンサルテーションとか、資金・情報の仲

介ですけれども、こういったものは、場合によっては民間のコンサルティング機関、コン

サルタントとかが有償で提供することもあり得るのではないか。そうしたものの方が、効

果・効率性の観点からよいのではないかという指摘があり得るだろうと思います。その辺

が、我々としては、後ほど出てまいりますけれども、こういう中間支援型ＮＰＯというも

のに対する支援とか、そうしたものについての重要性を考えるのですが、やはり政策とし

て進める場合に、民間で解決できるのであれば、民間で解決すべきであるという指摘が予

想されますので、そういう点を踏まえますと、この辺のところは一度御議論をいただいて、

それをいろいろ御指摘いただければと思います。 

 ７ページは、ただいま分類しましたＮＰＯをイメージとして、水平方向には、右側が都

市型、左側が農村型、縦方向には、下へ行くほど中間支援型、上へ行くほど現場の課題解

決型という形でイメージしてみまして、第１回のときにお示ししました事例としてのＮＰ

Ｏがこの辺に位置するのではないかという、あくまでも事務局のイメージとして位置づけ

てみました。まさに地域の住民の方々の関心の課題解決という形で発生したという意味で
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は、平川市の旧尾上町の尾上蔵保存利活用促進会などは、農村型に近く、しかも現場課題

解決型のＮＰＯであり、環境ネットワークくまもとというのは、熊本にあるということで、

都市でしかも課題解決型である。 

 それに比べますと、棚田ネットワークと組まれて、アストラゼネカのＣＳＲ活動を支援

されました東京ボランティア・市民活動センターというのは、仲介役という意味では、し

かも東京にあるということで、一番都市型、中間支援型の典型である。棚田ネットワーク、

アサザ基金というのは、自らも活動され、それから、そういう企業とかの仲介役もされて

いるという意味では、中間に位置するというイメージで分類してみました。 

 これはその位置が正しいかどうかというよりも、あくまでも今説明しましたような分類

をイメージとして表したものだと御理解ください。 

 ８ページは「大学」です。 

 大学については、その連携と目的の内容につきまして、１つは周辺に農村部を抱える地

方都市に立地する大学（地方都市型大学）と、農村との接点を持たない大都市圏に立地す

る大学（大都市型大学）に分けてみました。 

 「地方都市型大学」の場合は、協働の意義というのは、やはり地元への貢献を一番標榜

することによって、大学の魅力の向上。それによって、これは経営戦略上、特に 近、国

立大学は独立行政法人化しておりますから、地域の特色を生かすということが、学生、自

己収入等を図ることに大きなインセンティブがあるのではないかと見ております。 

 こうした中で、参考資料の２ページの（参考 ２）に、大学における地域連携拠点の例

を幾つか示しております。多くの大学で、こういう地域連携拠点というものを組織上設け

るような傾向にあるということが言えると思います。 

 それから、必ずしも農学部に限らず、さまざまな学部でこうした地域との連携というも

のを研究されつつありまして、そういう場合も、農産物などの地域固有の資源の活用によ

る地域貢献という点で共通しているのではないかと見ております。 

 近では、教養課程でも地域の教育力を活用するという傾向もございますし、こうした

ことによって、学生の獲得、大学間の競争、優位性の確保、さらに加えて、地域企業から

の資金の獲得とか就職先の確保などが期待されるのではないかと見ております。 

 ９ページは「大都市型大学」です。 

 協働の意義として、地方再生、農村の活性化など、社会的・経済的に大きな課題へ取り

組むということに大学の魅力、あるいは大学の姿勢といったものを示すメリットがあると
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お考えになっているのではないかと思っております。 

 これも農学部だけではなくて、工学系、社会学系、経済学系等さまざまな学部で農村研

究を対象とした講座が増加しておるようでして、参考資料の３ページの（参考 ４）には、

一橋大学や関西大学、慶應大学などの例を掲載しております。 

 こうした大都市型大学の場合は、特定の農村との強いつながりがあまりない分、実際に

はどういうところと協働しておられるかというと、やはり教員といいますか、先生方の人

的ネットワークなどに依存しているところがあるのではないかと思います。特に出身地な

ど、そういう地域性がない場合には、なかなか連携を続けるというのも、学生は４年で入

れ替わりますから、そういう点でも一過性に終わる可能性があるという点が懸念されます。 

 ただ、こういう協働によって、さまざまな関心といいますか、学生側の欲求といいます

か、そうしたものに対して研究対象が確保されるということで大きな意義があるのではな

いかと見ております。 

 10 ページは「企業」でございます。これは分類を非常に悩んだところであります。 

 我々から見ると、やはり企業の本業が農業・農村とどのぐらい関わりがあるかというと

ころが一番大きな点であるかと思います。 

 まずは、農村との関わりの程度によりまして、その意義と特徴を概括的に分類してみま

した。 

 まず１つ目が、業務が直接農村・農業と関わりを持つ企業、便宜上「直接型」と命名し

ました。そうしたところは、協働の意義として、企業イメージの向上のほか、地域社会か

らの信頼の確保、あるいは安定的な商圏の確保、ビジネス・シーズの確保といったように、

特徴としてビジネス色が強い、あるいは直接関わりがある分だけ、言葉が適切かどうかわ

かりませんけれども、地元対策などを含む活動が多いのではないかと思います。 

 ただしといいますか、あるいはだからといいますか、そういうビジネス色や地元対策と

いう視点から見ると、逆の社会的課題として、そういう農村活性化の必要性まで十分認識

していただいていないのではないかという感じを受けます。 

 現状では、協働によりまして、活性化に貢献することが一般的といいますか、あるいは

普遍的といいますか、特定の農村を活性化することによって、特定の地区に限らず、広く

全国的に農村が活性化した場合の自分のところの企業のメリットといったものが感じられ

ないという状況にあるのではないかと見ております。 

 ２つ目は、業務が間接的に農村・農業と関わりを持つ企業、これは「間接型」と名づけ
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てみました。そうしたところは、当然企業のイメージの向上という意義があるわけですけ

れども、それ以外に、社員の能力養成や一体感の醸成、福利厚生の充実など、社内管理と

いいますか、内部管理的な側面というものが結構大きいのではないかと見ております。 

 そうした企業の特徴として、ボランティア色の強い活動が多いのではないか。ただしと

いいますか、だからといいますか、企業のステークホルダーとして、その農村があまり認

識されていないだろうと見ておりますし、必ずしもボランティアでなくても、そういう農

業ビジネスあるいは環境ビジネスのところで、本業の技術ノウハウを生かした貢献の方法

があるとはあまり見ていただいていないのではないかと強く感じております。 

 こうしたことを踏まえて、さらに以下にあるような企業規模とか、事務所所在地などの

切り口から分析してみました。それは次ページ以降になります。 

 11 ページは「ア）企業規模による違い」です。 

 これをまた大企業と中小企業に分けてみますと、非常にざっとした傾向ですけれども、

大企業というのは、どちらかというと間接型の傾向があるのではないか。ＣＳＲ担当部署

を多くは設置しておられます。しかし、法令遵守あるいは企業活動の維持といったものが

社会的責任として優先されている傾向にあるのではないかと見ております。社会的課題、

特に農村活性化といったものに対して、貢献認識はまだ低いのではないかと見ております。 

 特に感じたのは、農村というのは、一般的にこういう大企業に比べますと、組織とか財

政、企画立案力などには非常に弱いと見ておられるのではないかと思います。そういう農

村は、大企業にとってなかなかパートナーとして信頼してもらえない、あるいは信頼度が

低いのではないか。というのも、企業がそうした能力の負担が自らに全部かかってくるの

ではないかと懸念する傾向にあるように見ております。むしろ、どこか特定の農村と個別

に契約を結んで活動するという限定した活動よりも、より広く農村に貢献するというもの

を好む傾向にあるのではないかと見ております。 

 そういう意味で、まず企業と農村の接点とか関係性について十分御理解いただける、あ

るいは理解を広げていくことが必要なのだろうなと見ております。 

 中小企業の方は、組織が小さい分だけ意思決定が迅速でありますし、実際に進められて

いる例というのも、事例からすると多いのではないかと思います。そうした地域の購買力

強化、あるいはブランドイメージの向上などにつながるという点は、よく認識しておられ

るように思います。 

 更に、そういう企業イメージの向上によって、従業員の誇りとか、企業への帰属意識の
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向上といった形で、非常にメリットがわかりやすいのではないかと思います。 

 12 ページは「イ）事務所（事業所）所在地の違い」です。 

 この辺は、多少重複も出てまいりますけれども、１つは、大都市に本社を置くような企

業は間接型の傾向、言わば大企業と重なる部分があると思いますけれども、こうした企業

は、他方で地方に支店とか工場をたくさん持っておられますけれども、そういう現場単位

での協働というのが既に進められているのではないかと思います。そういう事例も見受け

られますけれども、他方で、なかなか現場に決定権がない場合が多くて、何事も本社の了

解事項となるというマイナス面もあると思います。 

 そういう意味では、全社的にそういう協働が奨励されるように理解していただくことが

課題であろうと思います。 

 他方で、地場企業、これは企業規模の中小企業とも重複するところがあるかと思います

けれども、やはり地場企業というのは、もともとその地域社会の貢献なしでは存続し得な

いのではないかという意味からすれば、程度の差はあっても、やはり何らかの農村との協

働を進められている例が多いように見ております。 

 そういう意味では、より積極的・効果的に協働ができるような環境づくりを支援してい

く必要があるだろうと思います。 

 13 ページに、３つ目の切り口としまして「ウ）業種・業態による違い」で分けてみまし

た。 

 そのうちの１つが、例えば食品産業・建設業等農村・農業と関わりのある企業、これは

ある意味で直接型の企業になると思いますけれども、こういったところは、これも先ほど

と同じですけれども、地方の工場、事業所単位では、小規模ながらでも、いろんな協働が

進められているだろうと思いますし、建設業などでは、さまざまな制度を活用しまして、

農業への参入までしておられるという状況になります。 

 そういう点では、ＣＳＲという言葉を使うかどうかはともかくとして、農村と協働をす

るということに対して、こうした企業に対しては理解が得やすいのではないかと思います

し、むしろ農村側から積極的にこういう協働の提案をやっていくことが有効なのではない

かと思います。 

 それから、ボランティアのみならず、できればこういう何らかの農村の資源を活用して、

ビジネス等をしていくことが、こうした企業には期待されるのではないかと思います。 

 ２番目の切り口としては、前回の研究会のときのソニーセミコンダクター九州のような
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例を念頭に置いているわけですけれども、地下水の大量使用などの農村環境への影響が予

想される企業なども、やはり環境というのは、今非常に大きな社会的な課題でありますか

ら、ＣＳＲなどにも前向きに対応していただいているように思います。 

 ただ、これは厳しいといいますか、皮肉な見方かもしれませんけれども、こうした企業

にとってのＣＳＲ活動の主要な目的というものが、地域住民との関係を良好にすること、

言わば摩擦緩和で、先ほど地元対策という言葉も使いましたけれども、そういうことがや

はりどうしても一番になっているのではないか。それによって、その活動というのも、例

えばお祭りの協賛や清掃活動などのボランティアに限定されている傾向があるのではない

かと見ております。 

 単に地元対策にとどまらない、協働の発展といったものへの期待。やはり、地域と協力

するという関係は既に下地ができているわけですから、その辺の意義づけとか、何らかの

きっかけがあれば、そうしたものに発展は期待できるのではないかと思います。 

 ３つ目として、消費者・顧客との関係による違いです。 

 これも消費者と直接関わる企業は、やはり非常に企業イメージの向上に対してインセン

ティブが高いでしょうし、消費者動向というのは非常に敏感ですから、農村住民でもやは

り企業に対するステークホルダーの認識が高い可能性があるだろうと見ています。 

 その一方で、消費者と直接接点のない企業は、社会的課題に対して関心が薄いとまで言

ってしまうと、ひょっとして高い会社があるかもしれないので、その辺のところは失礼か

もしれませんけれども、地域の社会的課題に対して、関心を持つという積極的理由が少な

い傾向にあるのではないかなと思っております。 

 ただ、前回御紹介しましたアストラゼネカのように、そういうことを認識して、逆にＣ

ＳＲとしての社会貢献といったものに熱心になられる可能性もあります。 

 これは双方の可能性があるという分析の仕方をしております。 

 そうしたそれぞれの主体の傾向といいますか、いろいろな違いをこうして見てみますと、

やはりなかなか１つではないと思います。これまでも企業というと、正直申し上げて、我々

はあまり細かく分類して考えたことはなかったので、今回御指摘を受けて、いろいろ考え

てみますと、やはり同じ企業でも、どことどう違うのかという点を、恐らくまだこの分類

だけでは十分ではなくて、いろんな分類の切り口があるのだろうと思いますけれども、少

なくとも、相手をいろいろな角度を変えて見てみることは重要なのではないかと思います。

それは政策上でもそうですし、実際に現場の農村側にとってみても、あるいは企業側にと
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ってもそうかもしれませんけれども、当てはまるのではないかと思います。 

 こうしたものを踏まえて、15 ページに、都市側の能力といいますか、企画・技術・資本

を生かせる農村側の戦略づくりというものをまとめてみました。非常に細々と書いており

ますので、ポイントだけ説明させていただきます。 

 １番目、これも前回御指摘がありましたように、まずどのような都市側の相手と組むの

かということ。特に、ただいま説明しましたように、都市側のそれぞれの主体がいろんな

状況あるいは課題を持っておられます。そうしたさまざまな状況を課題といいますか、問

題視といいますか、そうしたものを農村側もよく認識して、相手、パートナーを選ぶ必要

があるだろうと思います。 

 あるいはなかなか相手が選べない可能性もありますけれども、逆にパートナーになった

ときに、そのパートナーがどういう相手なのかということをよく認識して行動しないと、

お互いがうまく合わないところがあるのだろうなと思います。 

 下のポツのところには、それぞれの大都市大学の場合とか、幾つか例示的に示しており

ます。 

 いずれにしましても、相手側のさまざまな特徴、課題、状況などを踏まえて農村側もや

っていかないと、都市側のだれもかれも同じようにおつき合いすると、同床異夢に終わっ

てしまう可能性もあるだろうと思います。 

 ２番目に、そうした都市側の相手に対して、農村のどのような魅力を売り込むのか。こ

れもやはり相手となる都市側が魅力と感じること。自分がいかに思っていても、相手にそ

う思ってもらわなければ話にならないわけですから、とにかく都市側がどう魅力を感じる

かということについて、それを新たにつくり出すのか、あるいは今あるものをうまく活用

するのか、その辺の戦略の巧拙が問われるであろうと思いますし、それを考える際には、

やはり外部の目が非常にポイントになってくるのではないかと思います。 

 さらに、その魅力を売り込む際に、持続性というものを考えると、できればビジネスに

つながるというものが当然望ましいわけで、なかなか補助金や交付金のような形でいつま

でも支援することは困難ですから、そのための戦略はできるだけ自らのサイクルの中で転

がっていくようなシステムといったものをどう考えるか。そのための戦略が必要になって

くると思います。 

 他方で、今、ボランティアでやっていただいている熱心な企業が幾つか出てきておりま

すし、そうした活動も当然続けていただければありがたいわけですけれども、それ以外に



 11

も、ビジネスを通じた農村への貢献活動もあるということ。これもちょっとした気づきの

問題なのではないかと思います。 

 そこに事例で、文房具やオフィス用品の大手メーカーのコクヨの間伐材の活用を紹介さ

せていただいております。これも既に新聞で紹介された事例ですが、今まで、こうしたも

のも農村に対するＣＳＲといいますか、あるいは貢献であると我々は認識してこなかった

のではないかという反省も若干ありまして、こうしたことを通じて、農村の活性化に貢献

しているのだということを我々も認識し、また農村側も認識し、そうしたことを農村側か

らも応援するといったことが非常に重要なのではないかと思っております。 

 後に、農村も特に大都市型企業については、どこかの非常に限定された支援の仕方と

いうのは避けられるようですので、だとすれば、農村自体のイメージ、いろんな美しい風

景とか棚田、水源の確保とか、そうしたもののイメージを売り込むことは有効ではないか

という戦略づくりを考えていく必要があるだろうと思います。 

 ３番目に、協働の場所として、農村から都市へ出向くことも考えるべきではないか。こ

れは前回もちょっとお話ししましたけれども、商店街とかそういうところとの連携。必ず

しも農村活性化というのは、農村だけでやるものではなくて、都市に出ていくことも非常

に重要であろうと思います。単に例えば米だとか野菜だとか、あるいは祭というだけでは

なくて、いろいろなポジティブなイメージ、例えば棚田米であるとか、高知の四万十川の

清流でつくられた何々とか、そういうイメージをうまくくっつけて発信することが重要な

のではないかと思います。 

 逆にそういうものがない場合、品質でほかのものと競争するのは非常に難しいというこ

とも聞いておりますし、例えばアンテナショップなどでも並べているだけでは、なかなか

訴求力がないというお話も聞きましたので、そういう場合には、やはり対面販売によって

伝えるという努力が求められるというところがあるようです。 

 ４番目に、どうすれば協働が持続的なものになるか。これは前回もお話ししましたが、

Win‐Win 関係をつくるということです。企業や大学にとって、非常に大きな話でどこま

でできるかというのが大きな課題ではありますけれども、やはり農村持続的な発展が自ら

の事業の継続性に重要な影響を及ぼすと認識してもらうことが必要でありまして、そのた

めには農村側からいろいろ積極的に評価をしていく。特にＮＰＯに対して、今は農村側が

あまり評価しているというのを聞いたことがないので、農村側からもうちょっと頑張って

いただいて、ＮＰＯに積極的に評価していくということを農村側から打ち出していくこと
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が、ＮＰＯの活動基盤の安定化につながるのではないかと思っております。 

 17 ページ、５番目に、そうしたことに対して農村コミュニティに求めるものは何かとい

いますと、これは再三前回にも申し上げましたけれども、既存の習慣やルールをある程度

変えていかないと新しいものは始まらない。外部の人材を入れることもありますし、一度

入れると正のスパイラルといいますか、うまく転がっていく例もあります。ここには、羽

咋市の例も示させていただいておりますけれども、そうしたちょっとした 初のきっかけ

によってうまくスパイラルが始まる場合もあるようです。 

 単独で行動するのではなくて、ネットワーク化するという意味で、ここでは「全国水源

の里連絡協議会」の例を出しておりますけれども、やはりみんなでネットワークをつくる

ことによって非常にステークホルダーとしての地位も向上していると思います。 

 18 ページ、３番目にコーディネーターの存在ということで、今までは主に企業と大学の

話をしてまいりましたけれども、勿論そこにＮＰＯも入っていただくことも当然あり得る

わけですけれども、特にこの研究会では、ＮＰＯによるコーディネーターの役割も議論し

ていただいていると思います。 

 そういう意味で、コーディネーターの役割は非常に重要であるということは、前回にも

御指摘がありました。そのためには、やはり都市、農村の双方から信頼を得ておく必要が

あるということだと思います。 

 ただ、そういう場合に、農村から信頼を得ても、都市部から信頼を得ているとは限らな

いということで、それは勿論、双方に顔のきくといいますか、双方の信頼を得ているＮＰ

Ｏも限られるわけですけれども、ある程度複数の仲介者の連携というものも考えられるの

ではないかと思います。そうしたものが、農村が有する習慣やルールも変える役割を担え

るのではないか。それによって、都市部からまた新たな退職者なども招くことができるの

ではないかと思います。 

 19 ページに、中間支援組織の必要性ということで、これは先ほど、むしろ民間に任せて

いいのではないかという問題提起をしましたけれども、この資料だけでは若干逆のことを

書いておりますが、我々は今、民間に任せたらということですけれども、実際にそこのと

ころが本当に任せ切れるのかどうか。事務局といたしましては、確信がないところではあ

りまして、むしろ今の段階では、中間支援組織としていろいろ頑張っていただいているＮ

ＰＯ、そうしたところもまだネットワーク、情報収集能力という点では、まだまだ多くの

ところは弱いのではないか。そうしたものの力がまだ足りないと企業から見られてしまっ
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て、信頼性に欠けているということになっているのではないか。 

 そうした点で、都市、農村双方の情報とニーズを把握して、マッチングするという中間

支援型ＮＰＯというものがもっとたくさん出てくる、あるいはその力をつけていただくと

いうことを期待していいのではないか。そのための支援といったものが、これは先ほど言

いました大都市型企業なども、特定の農村よりも、農村一般への貢献等を好むということ

からすると、例えば大都市型の企業の方から中間支援型ＮＰＯの支援といったものが、む

しろ好まれる可能性があるのではないかと見ております。 

 こうした課題を踏まえまして「４．都市と農村の Win‐Win 関係構築に向けた対応策」

ということで、方向性を示しております。 

 初の①の既存施策は、今あります、各省の主な都市と農村との間をつなぐような施策

の事業名をずらっと一覧表にしております。参考資料の４～11 ページの（参考 ５）に、

それぞれの事業の概要を１枚紙で紹介しておりますので、参照いただければと思います。 

 こうした事業がどういう主体を対象としているかというのを、これまでの事務局の主観

で分類してみました。 

 20 ページの下の表では、やはりほとんどが地方に立地するＮＰＯとか大学、企業を対象

としているようでして、なかなか都市部、中間支援組織といったものに対しての支援とい

うフレームワークにはなっていないように見受けられます。 

 21 ページには、こうした活動を促進するための表彰事業について、政府がやっているも

の、それから民間でやられているものについて、既にこういう形でのインセンティブを与

えるための表彰事業などもやっているということを御紹介しております。 

 この辺も、参考資料の 12 ページ以降の（参考 ６）に、それぞれの表彰事業の概要を

１枚紙で示しておりますので、御参照ください。 

 22 ページに、今後の施策の方向性ということで、大きな方向性として、１つは農村の「弱

み」を補う、あるいは「強み」をさらに発揮するために、企業・大学・ＮＰＯの「強み」

を活用する施策ということです。 

 これも第１回の研究会のときの資料にも示しておりましたけれども、これについて、ま

ず農村から都市に対して 初のステップとして、農村との協働の意義づけへの認識をもっ

と深く広めていく必要があるだろうと思っております。これまでのこういう表彰事業など

でやってきたとは思いますけれども、都市、農村双方の自助努力を待つだけでは、広がる

スピードもなかなか進まないだろうと思っております。 



 14

 例えばですけれども、協働の意義を具体的に、特に農村側からは、都市側の関心をよく

意識して、意義づけとか、そうした情報発信といったものをしていく必要があるだろうし、

そうしたものを支援していくことが有効なのではないかと考えます。 

 23 ページに、次のステップとして、そういう意義づけを明確にした上で、都市側が協働

のメリットをいかに感じるかということが鍵になるでしょうし、その場合に、やはり具体

的なメリットというものを農村側から積極的に提示していくことが必要なのではないかと

思います。 

 例えば以下に、幾つか具体的なものを書いております。これはあくまでも事務局が考え

て想定した対応ですので、勿論これは地域、地域でそれぞれ違うでしょうし、当然その地

域の実情や、さまざまお持ちになっている資源などを勘案して、対策が必要なのだろうと

思います。 

 そうしたメリットを含めて、やはり企業行動の場合、あらゆる企業行動において協働を

意識していただくという方向に持っていけないかなと思っております。さらにそのメリッ

トをより大きなものとするためには、農村側も、単独行動よりは、できるだけ連携をとっ

て、大きなネットワークで都市側に働きかけることが必要だろうと思いますし、国あるい

は行政が行う支援というのは、そうしたもののきっかけ、あるいは戦略づくりを総合的に

支援していく必要があるだろうと考えます。 

 24 ページは、さらにその次の段階として、これは今の段階ですぐにできるかどうかとい

うことはわかりませんけれども、次の段階として、その都市側の主体の姿勢とか実績を農

村側から評価するということで、それによって都市側も農村側を逆に評価するといいます

か、農村側の存在意義といったものも認めていただけるのではないかと思います。そうし

た評価制度のシステム設計や運営への支援といったものも考えられるだろうと思います。 

 都市側の主体がさまざまであるということは、既に御説明したとおりですけれども、そ

うしたものに対して、例えば中間支援型ＮＰＯというのは、これまでの施策の対象から外

れていたというか、あまり行政が意識していなかったところがあると思います。そうした

ものも活用できるような仕組みづくりが必要でしょうし、既存政策でもそうした形で今か

らでも拡充する、あるいは見直すことも可能であろうと思います。 

 これも再三申し上げておりますように、農村側もソーシャル・キャピタル、さまざまな

集団としての活動の規範とかルールとかネットワークといったものを見直すことによって、

外部からの人材や意見を取り入れて活性化を図ることは重要でしょうし、その１つとして、
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これは農水省の方で今取り組んでおりますけれども、ソーシャル・キャピタルの計測手法

の開発をしております。 

 昨年の６月に、「農村におけるソーシャル・キャピタル研究会」でとりまとめをいただき

まして、そうした研究の計測手法についても検討をしております。その検討を継続的に進

めておりますけれども、その１つの例が、参考資料の（参考 ７）にありますけれども、

これも非常に研究の内容は細かくて、一言で御説明するのは難しいのですけれども、今、

できるだけそれを簡単に示せるように、こういうレーダーチャートでそれぞれの集落のソ

ーシャル・キャピタルの様子を示せるような形で、これはアンケートに基づいて分析をす

るのですけれども、こうしたものができないかと考えております。今年度の新規事業であ

ります「農山漁村地域力発掘支援モデル事業」というものがあるのですけれども、これは

全国で 300 ぐらいのモデル地区の活性化で、地域が自ら考えるものを支援するという事業

なのですけれども、そこでこうしたものを計測してみて、ある程度実用に供することがで

きるような方向に開発できないかと試しているところでございます。 

 また、それ以外にも、ワークショップ等、住民間の話し合いというものも非常にソーシ

ャル・キャピタルを見直していく上で重要ですから、そうしたきっかけを提供するという

意味で、集落機能再編促進事業というものが今ありますけれども、そうしたものを見直す

といったことも考えられるのではないかと思います。その集落機能再編促進事業は、一番

後の（参考 ８）に示しておりますが、そうしたことも今後検討していくべきだろうと

考えております。 

 25 ページ、②として、今度は逆に農村の「強み」を生かして、企業・大学・ＮＰＯの「弱

み」、あるいは都市住民の社会的課題の解決を図る施策といったものが考えられるだろうと

思っております。 

 では、どんな強みがあるのかということは、やはりきちんと情報発信をしていく必要が

あるでしょうし、例えば商店街との意見交換とか、あるいは大学に対してのそういう研究

対象としての場の提供。社会学系、あるいは経済学系、文科系、さまざまなものが研究フ

ィールドとして考えられるでしょうから、そうしたものをどんどん研究対象として受け入

れることが考えられるであろうと思います。 

 また、これも再三申しているように、やはりビジネスの対象としての信頼を獲得できる

ような手法・材料の提供といったものがあるだろうと思います。 

 もう一つ、農村のソーシャル・キャピタルといったものが、必ずしも農村だけではなく
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て、都市でもソーシャル・キャピタル、若干形は違うわけですけれども、ソーシャル・キ

ャピタルが失われている点では、都市でも同じ問題を抱えておりますので、そうした都市

部のコミュニティの崩壊といったものについて、農村が先に経験して、それをうまく再構

築したという経験があれば、そうしたものも、まさに農村の資源として、都市部との交流

といいますか、都市部との協働にも役立てられるのではないかと思っております。そうし

たものに対して支援をするといったものも、１つの方策なのではないかと思います。 

 後に、コーディネーター機能に対する支援策ということで、これも、まずはそういう

コーディネーターの重要性、必要性といったものの社会的認識を向上していかないといけ

ないだろうと思います。そうしたネットワーク化のためのシンポジウムやワークショップ、

ＮＰＯの中立的な視点からの協働の双方の主体の評価、そういう制度の構築といったもの

が考えられるのではないかと思っております。 

 仲介団体の人的・事務処理的な能力の向上といったものも、この辺を細かく実情を把握

しているわけではないですけれども、企業とかが貢献できるというのは、そういうところ

が大きいのではないかと思っております。例えば職員リクルート、あるいは職員の能力向

上研修といったものに、例えば企業研究の無償受講とか、企業ＯＢの紹介あっせんといっ

たものが考えられるのではないか。あるいは経理、人事部門の管理能力のための助言・指

導ができるのではないかということについて支援が考えられるのではないかと思っており

ます。 

 後のページには、今申しました都市と農村をつなぐ組織のネットワーク化の概念図と

いうことで、真ん中の茶色い線で地方と都市を区切っておりますけれども、中間支援的組

織が絶対、都市になければいけないというわけではなくて、あくまでもイメージですので、

今はどうしても都市の方が多いであろうということでこういうイメージで書いております

けれども、さまざまな協働の仕方があるということで、矢印がたくさん書いておりますが、

これは概念図ということで、また御議論いただければと思います。 

 ちょっと長くなりましたが、以上です。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明がございました内容につきまして、御自由に御意見あるいは

御質問をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。大変豊富な内容を一気に

説明いただいたものですからあれですが、何でも結構でございます。 

 どうぞ。 
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○實重次長 今日、橋中市長にお見えいただいておりますので、文中に取組みがありまし

たね。それについて御紹介いただければありがたいなと思います。 

○橋中委員 恐れ入ります。積極性があまりないものですから、手を挙げて発言はできま

せんでしたが、お手元の資料－３の 17 ページに、羽咋市における取組みが出ておるわけ

でございます。 

 一応、限界集落が羽咋市の中山間地にございまして、ここのお米が昔から非常においし

いということで、ＪＡを通して販売いたしますと、昨年、おととしぐらいも 60 キロ１万

4,000 円ぐらいであったわけでございますが、ブランド化することによりまして、４万

2,000 円、約３倍の値段がついたわけでございます。 

 日本全国どこの地域でも同じかと思いますが、この中山間地で棚田を持つ地域というの

は、そこの住民の方が大変素朴な純粋な気持ちを持っておいでの方が非常に多いわけでご

ざいまして、一方では、非常に保守的であり、忍耐強い。そういうところに新しいブラン

ド化を始めとして、地域活性化のいろんな施策を提案しても、なかなか受け入れてくれな

い。そういうことが、この４年間進めてきまして感じたところです。 

 まさに今ほど説明されましたとおり、その中間の立つ者、いわゆる農家、集落、地域と

いいますか、そこといわゆる本テーマは都市部でございますが、地方と都市部へのコミュ

ニケーションといいますか、そういうものを進展させていく中においては、まさにここで

言われております仲介する者、その仲介する者が田舎であるのか、都市部であるのか、そ

のいずれにも属さない、いわゆる業者であるのかということを、私もそんなに深くは考え

なくて、地域を何とかしなくてはいけないということで取り組んできたわけでございます

が、振り返ってみますと、まさに仲介者となる者がいたということが非常に大きかったな

と思うわけでございます。 

 私どもの職員にマスコミ対応、観光といいますか、そういう二次、三次産業にも精通し

た非常に優秀な職員がおりまして、これがこの事業の展開を行ったわけで、まさに仲介す

る者が非常に大切であるということを感じたわけでございます。 

 私はここでこうなのだよという意見を申し述べる資格はないので、たまたまそういう仲

介する者がいた。私の立場として、それを、わかった、好きなようにやれということで生

かすことができた。そしてその仲介する私の職員が、市長が責任をとってくれるなら、私

は思い切りやるということで、自分の企画をどんどん進めていった。やはり周囲からは、

非常に危ぶまれて、市長あれは大丈夫なのかという意見も多々ありましたが、本当に職員
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をバックアップするというのはおかしいのですが、そういうことです。仲介する方がいた

ということが本当に大事であったなと思いました。 

 それからもう一点、非常に注意をしたのは、本日のこの資料を見ましても、会社、ＮＰ

Ｏとか各種団体が出ておるのですが、本来、農協、ＪＡというものが今、どういう存在に

おるのかということが全然これになかったものですから、地域の活性化において、私が一

番注意したのは、ＪＡといかに連携し、理解を得て進めていくかということです。 

 行政が個性のある地域の活性化の一次産業の活性化をやりますと、必ずＪＡとの軋轢が

あるわけであります。単純にこの地域の田舎のいいところ、都会と交流し、そして活性化

に結び付けていく中において、ＪＡを外して、昔ほどの力はなくなりましたけれども、何

と言ってもまだ根強いＪＡの保守的な考え方があるわけでございまして、ここの組合長と

何回かお話しをして、この神子原米の取組み、いわゆる農協を通せば、１万 4,000 円のお

米が、農協を通さなくて４万 2,000 円になるわけですから、農業から組合員が離脱してい

く手法になるわけです。必ずこれが田舎へ行くほど軋轢が起きるわけです。 

 会社が入ってくる、いろんなものが入ってくるという形になりますけれども、農協との

反目というものが底辺に、それに参加する農家の方々も長年農業を通じて関わりがあるわ

けですから、そこの踏ん切りがつかないのです。保守的と言われるかもしれませんが、農

家の方はいわゆる村八分になりたくないのです。ですから、どういう斬新なアイデアを持

っていても、これをやりたい、これがいいのだと思いながらも、自分が先頭を切って前へ

出られない。ですから、前へ出るために行政がまず仲介者になる。そういうことが、私は

人前で立派なことは言えないのですが、たまたまそういう結果的に仲介者となるいい職員

がいたということと、私自身が本当にこの農協との軋轢をいかに解消するかということに

腐心をした。 

 では、今後どうするかということになりますと、恐らくどこのといいますか、私自身が

私の自治体の農政をどういうふうに持って行くか。一応、棚田の一部分におけるモデル事

業としての活性化には、今は成功しましたが、それを私どもの全地域の農業にどう生かし

て活性化していくかということになると、正直言って、私自身が方策を持たないのです。

今までの農政は、ほ場整備を行う、立派な基盤をつくる、そして灌漑施設をつくる、そし

て集荷場をつくる。いわゆるハード中心できたわけです。私のところは、幸いほ場整備も

終わり、集荷場、集落への形もおおむね整った。さあ農家の皆さん、自分たちの力でやっ

てくださいという基盤ができてしまったら、あと行政は何をしていいかわからない。今、
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そういう状態になっていまして、今日、私は委員になって来ていますが、逆に皆さん、ど

ういう御意見が出るのかなと。ある反面は勉強もしたいなという思いできたわけでござい

ますが、私はとにかく、仲介する者、そして根強い田舎の慣習といいますか、しきたりと

いいますか、その中の１つが生産組合的な農協の融和をいかなければ、スムーズに長続き

することはなかなかできないのかなと思いました。 

 ちょっと長く話しましたが、以上でございます。 

○三野座長 ありがとうございます。ただいま、現場で大変御苦労されている様子をお聞

きいたしましたが、私も何度か地方へ行きますと、いろいろＪＡとの関係をいろいろ耳に

するわけでございますが、ここで協働という、 初の協働組合の「働」が違いますね。同

じくするのと、ここではともに働く方ですね。その辺のニュアンスをどう受け取るかとい

う辺りが、今のお話のかなり確信に触れるところではないかと思います。 

 何か今のお話に関しても結構ですし、更に。では、金井委員、お願いいたします。 

○金井委員 中間団体として、辛い役割をずっとやってまいりました立場で、ちょっとお

話しさせていただきます。 

 まず、この会議というのは、農山村再生のための戦略というか、そういうことで理解し

てよろしいのでしょうか。その大前提は何かというところが非常に大事だと思うのです。

そのための連携の戦略というのがなければいけないのではないかなと思います。 

 つまり、課題を持った人たち、団体同士の今、おっしゃった協働が非常に大事だと思い

ます。コラボレーションとも言いますけれども、その意味は、自分のことだから一生懸命

なれるのです。そういう課題を持った人たちが自分のいろいろまとめてはいただいていま

すけれども、弱点といいますか、弱い部分というか、何が問題なのか。大学であれば、大

学の問題で今、抱えていることはいっぱいあるわけですね。それから企業の方も、私ども

に連日相談に来られるのは、やはり社員の活力がない、地球温暖化のための環境問題、日々

そういうことに対応していて、わからない人たちにどういう場面を与えて、どういう企画

案を出していくかということをやっていく中で、本当にさまざまな大規模な緑化をすると

ころもあれば、新入社員の教育のプログラムをつくって、一緒にフィールドにつなげると

ころもあれば、いろいろ例を挙げたらありますけれども、そういう内容。自分のことだか

ら一生懸命になれるというのが大事になってくると思うのです。 

 ですから、ちょっとわからないというか、ここでもう少しモデルを将来、この後どうな

るかというのはあると思うのですが、わかりやすくたくさん事例は出ているのですが、つ
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まり３つか４つ、大学、企業、中間団体なりＮＰＯなりのこういうモデル、いい事例はい

っぱいあるわけですね。それが今後いい例としてサポートしていく体制を行政が担ってい

こうとしているのかどうなのか。新たにこういう施策をつくるということなのでしょうか。

済みません、認識がちょっとわからないのですが、いずれにしても、何かイメージがあっ

て、それに対して補強するものとか、それに対する提案とかといっていくことの方がわか

りやすいかなと思って、錯綜してしまったのですが、連携、戦略という意味で、そのため

にどうしらたいいかというところの意見を出し合えたらいいなと思っていますが、どうで

しょうか。まとまらなくて済みません。 

○三野座長 一応、幾つか御意見をお聞きした上で、もし、まだ事務局からあればと思う

のですが、そのほか、何か御質問・御意見はございますでしょうか。 

 それでは、八木委員、お願いします。 

○八木委員 静岡県の農地局長の八木と申します。 

 前のお二人の発言に関連しないかもしれませんけれども、私をこの研究会に呼んでいた

だいたのは、多分、私のところで、昨年の中間とりまとめでも言及していただきましたけ

れども「一社一村しずおか運動」という活動をやっておりまして、今回のテーマと共通す

るのかなということで呼んでいただいたのかなと思います。参考になるかどうか、そのこ

とについて少しお話をさせていただきます。 

 その前に、都市と農村の協働という、この農村も、実は中間とりまとめに少しそんなこ

とも書いていただいておりますけれども、平地型の農村と条件不利地域の農村では少し趣

が違うのかなと感じておりまして、それぞれの課題があるでしょうし、多分、多少違った

対応があるのかなと感じております。 

 平地については置いておきまして、私たちの「一社一村しずおか運動」は、厳密の線引

きはできないのですが、どちらかというと条件不利地域の部分の農村を何とかしなければ

いけないということの一つとしてやっております。そもそも、条件不利地域の農村の振興

は今に始まったことではなくて、従来からいろんな施策をやっているのですが、正直言い

まして、なかなか手詰まりといいますか、いい案がないというのが現状でございます。そ

ういった中で何かいいアイデアがないかと担当が日々、それぞれ考えているのですけれど

も、たまたま韓国の運動をある雑誌で目にして、これをうちに引っ張ってきてできないか

なということで始めたのが「一社一村しずおか運動」でございます。 

韓国とは少し違うのですけれども、いずれにしても、事務局の方でまとめていただいた
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ように、やはり農村の振興のためには、単なる奉仕では言い過ぎですけれども、ボランテ

ィアだけではなくて、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係を外から来て助けてくれる人が持っていると

いう形の振興の方法はないかと考えて、今、やっているところでございまして、実はモデ

ルも何もなかったものですから、韓国のモデルはありましたけれども、少し趣が違うので

手探りで始めまして、とりあえず、主として県内の企業に意向調査をしました。その中で、

かなり手ごたえがよかったものですから、今度は個別にできそうな企業に当たりまして、

その前から我々の地域振興の活動の中で、ある程度のできそうな候補地をデータとして持

っていましたので、そこと個別に結び付きをさせました。 

 結果としては、今、実は８組というのでしょうか、一社の方は実はダブりもありますし、

一村の方もダブりがありますので厳密には違うのですけれども、延べ８組の一社一村の協

定を結んで活動しております。実は、私としては８組しかないと言った方がいいのかなと

思っていますけれども。といいますのは、正直言って、平成 17 年から活動を始めて２年

間、やっと８組になりました。お見合いをさせて結婚するという例があって、とにかく結

びつきをさせるのには結構手間がかかります。 

私たちは行政ですから少し言いにくいのですけれども、給料はいただけるものですから、

ある一つのことに多少の時間をかけても、企業のように何をやっているのだと怒られませ

んのでやらせていただきまして、結果として８組なのですけれども、８組しか行っていな

い。それも正直言いまして、活動に「ケ」と「ハレ」があるとすれば、まだまだ「ハレ」

の状態です。「ケ」の状態には行っていません。これはまだ実質２年なものですから、当然、

今は「ハレ」の状態で、テンションは高く行っていますけれども、これが３年、４年、５

年になったときにどうなるかというのは正直言って不安です。 

 今、そのＷｉｎ－Ｗｉｎの関係のＷｉｎが、とりあえず企業は、本当に年に２回、こう

言っては失礼ですけれども、社員教育とレクリエーションといろんなことを兼ねて、年に

２回だからいいというぐらいでやっていただいているのですけれども、これが農村にして

みると、ときどき来て草刈りをやっていただくのも非常にうれしくて、にぎやかになって、

例えばもっとほかの企業でいえば、そのときにバーベキューもやろうかといったことでい

いのですが、５年、10 年経ったときにそのままでいけるかどうかというのははなはだ疑問

です。ただ、長期的にＷｉｎ－Ｗｉｎをどうするか。ここがないと、やはり、今のような

協働の継続は難しいかなと思っています。そのときに、実は企業にとってのＷｉｎのとこ

ろにいつもビジネスのことが出てくる。これは当然なければいけないのですけれども、正
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直言いまして、芸も何もない農村で企業が入ってきてビジネスとしてやってくださいとい

うのは、うまくいくところもあるかもしれませんけれども、大多数の地域の農村はかなり

それも難しいのかなと思います。 

そうなってきますと、それでは、企業のＷｉｎはどこを求めるかということですけれど

も、私はやはり主としてＣＳＲしかないのかなと思います。これは、今度はＣＳＲという

ものは相関的な問題ですから、直接、間接問わず、消費者がどう評価するか。これは株主

もそうですけれども、そこの気運が醸成されて評価を上げさせないと、企業として継続的

なＷｉｎを得る動機にはなかなか難しいのかなと感じております。 

 そんなことを、とりあえず感じております。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 この辺りで一度区切りにして、事務局から今までの御意見で何かありましたらお願いし

ます。 

○田野井農村整備総合調整室長 金井委員から御指摘のありました、大前提といいますか、

大学、企業とよい事例をサポートするということにつきましては、勿論、大学、企業と農

村が、おっしゃったように、双方の課題を協働することで解決できるということ。それが

うまく見つけられるかどうか。それをさまざまな面で支援していこうということを施策に

したいと思っております。ただ、具体的な例をとおっしゃったのですが、正直なところ、

まだ我々としては理想となるような例は、正直、まだあまり見つけ切っていないのかもし

れないのです。 

 もう一つは、逆にこういう例ですと例を示してしまうと、なかなか、そこで、発展性と

言うと適切ではないかもしれませんけれども、我々としてはどういう施策があるのかを考

えていく上で、逆にこういう施策でというイメージがあればいいんですけれども、もう少

し、今やっていること以上のことが何かないかと考えたいものですから、そういう意味で、

今どんな例があるという具体例は、正直なところ、私たちはまだ実際の例としてはないわ

けです。だから、理想の例というものは何か書けるかもしれませんけれども、現実の例と

して、逆に何かうまくやっているという例があれば御教示いただければ大変ありがたいか

なと思っております。 

 あと、八木委員のおっしゃったＷｉｎ－Ｗｉｎの関係は、確かに条件不利地域などの場

合にビジネスなどはなかなか難しいのではないかという御指摘も実際はそうだろうと思い

ますし、ただ、可能性としては決して施策の中でやはり消したくないというのも正直あり
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ます。それから、ＣＳＲなどでも企業のメリットのために、まさに農村側からそういうよ

うな評価をすることがないと、逆に幾らやってもだれも評価しない。企業は多分、自己満

足ではなかなかやらないわけで、いかにボランティアといえども、やはりやったからには

評価が上がるとか、社員のやる気が出るとか、何らかのものがないとやらない、企業とし

ては取り組まないでしょうから、そうしたものを、黙っていれば大したことのないものを、

農村側から活動すればそれが上がるかもしれないわけです。そうしたものがないかといっ

たことを施策的にも示していければと思っております。 

 その場合に、ここで明示していないのですけれども、金井委員のおっしゃった、何をサ

ポートするかというところも実は大きな課題でして、どこまで国あるいは市町村も県も、

みんな行政がどこまでやるのかという問題で、それも非常になかなかピン・ポイントにこ

こまでというふうには言えない場合があって、非常に多様なニーズ、多様な状況に対して

どこまでやるかというのはケース・バイ・ケースが出てまいります。特に 近、国として

は地方分権の議論とかもあって、そこまで国がやる必要はないと言われてしまいますので、

ここで、どこまでが国で、どこまでが県でということをするよりも、全体として、やはり

どういうサポートが必要なのか。それをどのレベルがやるのかというのは行政の中での仕

切りの話と考えていきたい。 

まずはそもそも、こういうところに行政が支援すること自体が未開のといいますか、あ

まりやっていないところだと思いますので、どういうサポートが有効で、あるいはどうい

う取組みが有効であるかということの検討から入っていきたいと思っています。 

○三野座長 どうぞ。 

○向笠委員 向笠でございます。 

先ほど金井委員が、自分のことだから一生懸命になれるというお言葉がございましたけ

れども、私は日本各地の本物の食品とか食材とかそういうものを生産している伝統食品メ

ーカーとか、そういうところに日々取材に行っておりまして、例えば京都府の天橋立があ

ります宮津市で、無農薬栽培のお米から純米酢をつくることに自社の理念をかけて、過疎

化しております棚田で、当初は契約で栽培をされていたのですけれども、そこの生産者が

亡くなってしまったために、 近は社長以下、社員総出で田植えをし、稲刈りをして、そ

して、無農薬の原料米を確保して、伝統製法で純米酢をつくっていらっしゃるお酢屋さん

がございます。そのお酢のおいしさとか、その経営姿勢に対して全国にすごく支持してい

る消費者がいるのですけれども、当然、価格は一般のメーカー品のお酢よりは高額になり
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ます。 

 現在、安心・安全で本物を求めたいという消費者の気持ちと、また、そういうものを生

産して消費者のもとに届けたいという生産者はいるのですけれども、そこの間に、どうし

てもお値段が高くなってしまうという一つの課題が出てまいりまして、ですから、農村振

興に貢献しているような生産者に対しましては、やはり助成金という形で販売価格が少し

抑えられるような施策が取れたらいいなあと思っております。 

 今のお酢屋さんに限らず、各地の、例えばおしょうゆ屋さんであれば、同じく無農薬栽

培の地場の大豆をつくりたいとか、それから、日本酒メーカーであれば酒米をつくりたい

とか、とにかく自分のことだから一生懸命というのは、要するに自社の食品をつくるため

に欠かせない農作物の生産に関しましては、皆さん、とにかく一生懸命でございます。そ

のためには地場の農家を応援したり、それから、そういうつくってくれる農家がなくなっ

ている地域においては全社員を挙げて取り組んでいらっしゃいます。 

各地にはまだそういう事例がたくさんございまして、また、そうやってつくられている

食品に対しては少し高くてもほしいという声はたくさんあるのですけれども、そういうも

のを入手できるのが、ある程度は所得にゆとりがある層にだんだん限られてきているとこ

ろがまた別の問題点になっておりますので、その部分を何とか政策として解決していただ

きたいと思います。 

○三野座長 ありがとうございます。 

 私も今、前回のことを少し振り返ってみたのですが、前回の議論では 後に黒川先生か

ら、ＮＰＯもいろいろ、大学もいろいろ。とりあえず、それを構造的に何か整理できない

かということが今回事務局から出てきた一つの考え方を整理して、それと、もう一つ、今、

優良事例を幾つか積み上げつつ、それが一つの振興の施策としてどういうふうに施策とし

ての体系づけができるかということで、アプローチの仕方がかなり錯綜してきてしまった

ような気もしますが、そういう意味では、今回提出いただいたレポートはどちらかといい

ますと、協働の可能性の構造性みたいなものを少しこういう切り口で整理されたというこ

とだと思います。 

議論は、今、どんどんいろんな御感想をいただきながら、私自身も今日の議論をどうま

とめたらいいのか少し混乱しておりますので、その辺、整理の仕方も含めていろいろ御議

論いただければ幸いかと思います。本当に自由にいただければと思いますが、少し事務局

側の話とがすれ違っているのかなという気は若干しております。 
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 橋立委員、お願いします。 

○橋立委員 今の座長のお話で、少し大きなところへ戻してお話をさせていただきたいと

思います。 

 基本認識として、今、農村は悪循環に陥っている。人口減少、高齢化、経済力の低下、

それから、環境の劣化というものがそれぞれ回りめぐって、どんどん悪いスパイラルに入

っていってしまう状況にある。それを何とかしなくてはいけない。このままでは農村は滅

んでしまう。農村が滅べば都市も一緒に滅ぶのではないかという基本認識があって、共生・

対流によってそれを解決しましょうという話ですね。その中で、この交流というものは、

協働の推進とはどういうふうに生きるかということなのだと思います。 

 もう一方で、今、あまりに負のスパイラルが強くて、多分、所得とか、マンパワーとか、

時間とか、都市の持っている資源を再配分しなくてはいけないという議論があるのだと思

うのです。その再配分の一環として、この協働の推進といいますか、協力関係は何ができ

るか。その辺は少し大きくとらえていく必要があるのかなと思っています。 

 例えば所得の再配分という意味では、地域側でコミュニティ・ビジネスを起こすとか、

あるいは企業が地域化の中で物資を調達する関係をもう少し強くするとか、そういうもの

があると思いますし、あるいは、今、向笠委員のおっしゃった安心・安全といったものが、

これから地域の経済力の核になってくるかもしれないというお話もあるかと思います。そ

れから、安倍前首相のおっしゃった地域のブランド化でかなりできる部分が見えてきてい

る。それを全体に広げるのは難しいというお話もありました。そんなことがある。そうい

った、政策としてできそうなことを探すのがこの研究会の目標だと思いますので、そうい

ったことで再配分ということを切り口にしてみると少し見やすくなるのかなと思いました。 

 マンパワーについては、この応援団が事例として出てきていますし、あるいは人材派遣、

企業とかＮＰＯとかがそれぞれの地域に合った問題・課題を解決するのにふさわしい人材

を派遣する。アドバイザー事業などもそれに入るかもしれません。 

 それから、時間の再配分ですが、私どもは、例えば大学のサテライト・キャンパスを地

域に置いて、そこでときどき授業をやるみたいな時間の配分を変えることもしています。

もっと大きく言えば、大学の入学を９月にずらして、４月から９月の間は、例えば高校を

卒業した人たちは外で活躍しなさい。必ずしも農村ではないかもしれませんが、そういう

ものが多分、再配分の政策なのかなという気がしております。そういった、もう少し大き

な目で政策のそれぞれの位置づけを見ていくといいかなと思っております。 
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 あと、少し細かい話ですが、私は地方大学の代表ということだと思うのですが、地方大

学が地域の環境を付けられているのは、中立的な立場、もっと言えば地域の側に立って物

を考えられる力が大学にあるためだと思っています。時には行政とも一線を画しながら、

地域のために何をやるかということを考えているわけです。それと同時に、地方の大学は

地元から逃れられません。一度関わったらずっと生活付いてしまうのです。だから、弱点

でもあるのですが、そういうことで相手の信頼感もある程度あるのかなという気もしてお

ります。そういったものが継続的な連携の核になれるかな、そういう条件なのかなと思っ

ております。 

 もう一つ、企業の連携の例なのですが、東北電力が、今、まちづくり元気塾というもの

をやっています。人材派遣の一種ですが、 近は直接、コミュニティ単位の地域づくりを

支援するという事業なのです。これは地域活性化が電力需要に結び付くからという目的も

あるのですが、実はその中で本社と支社と営業所の社員が地域のワークショップに参加し

て、その中で地域の住民はこういうことを考えているのだとか、その住民の意見をまとめ

上げていくのに、このワークショップのやり方はこういうふうにきくんだとか、そういう

現場にいることが実は今の大企業の社員にとってとても大事だという面があるわけです。

そういったことで、お互いにＷｉｎ－Ｗｉｎの関係ができているのかなと思っております。

これは事例でございます。 

○三野座長 ありがとうございました。 

実は私も、今、ある地方の大学に籍を置きながら、また別の地方の大学のある学科の設

立準備委員をやっておりますが、今、先生のおっしゃったことは、まさに地方の大学で地

域学というものを、今までの地域科学と地域学はどう違うかという、かなり議論のための

議論のようなことをしております。 

リージョナル・サイエンスというものが今までの地域科学だったのですけれども、地域

を科学の対象として見るのが大学の一般的な見方だったのですけれども、大学自身が地域

の中に飛び込んでいくのがエリアル・サイエンスという考えで、その辺の考え方がかなり

県立大学の新しい創設の際に、県の振興するための一つの戦略として大学自身をどう位置

づけるか。ただ、それをどう受け取るかというので、また大学の中でいろんな議論が生じ

ているような次第ですので、大学の生かし方、あるいは大学そのものの在り方も少しここ

で整理いただいた、２つに類別するのがいいのかどうかは別として、今、大変微妙なとこ

ろにあるような気がいたします。うまく言えないのですけれども、また何か補完いただけ
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ればと思います。 

 黒川先生、どうぞ。 

○黒川委員 まだ金井委員と私で、何でここにいるのかがあまりよくわかっていないとい

う、そこが何か発言しにくい、すごく難しい立場にある気がするのです。 

それで、今日、いろんな方からいろんな例を聞かせていただくと、それはそれなりに意

味があって、よく調べると今の時代に条件が合っているという形だと思います。多分、私

も関わってきたことで言えば、それぞれ、これはすごいと思うことは今までに幾つも見せ

ていただいているのですけれども、それはその条件にぴったり合っている。 

幾つか挙げますと、私の計画行政学会というところで地域のいろんな計画を表彰すると

いうことを十何年やっています。一昨年の優勝は山形大学なのです。山形大学は４つぐら

いキャンパスがあるらしいのですけれども、１か所だけある地域、農村地域で、何にもキ

ャンパスがないところがあって、そこだけ大学がないのはなぜかと地域の人からずっと批

判されていて、山形大学の総長と職員の人たちが相談をして、キャンパスのないところで

大学授業をやる。むちゃくちゃです。そこに行かないと生徒は単位をもらえないというの

をやり始めたら、これが大成功ということで、キャンパスのないところで授業をやろうと

すると、地元の人たちが場所を提供しなければいけない。 

そういうところに学生が 100 人も来るというと、地元の人が食材を提供してくれる、そ

こに新しいお店ができる、新しい商品ができる。これは数えられないぐらい新しいいろん

な芽が出ていますから見ていただくといいと思いますけれども、審査員は全員諸手を挙げ

て、何でこんなことが強引にやるとできるのかという、逆の言い方をすると、山形大学の

キャンパスのあるエリアは大学と何の関係もない。つまり、逆転の発想でうまくいったの

ですけれども、もう少しキャンパスのある医学部とか工学部もちゃんと何かやりなさいと

いうのが、今、話題になっていますけれども、何もないところが大成功しているのです。

多分、今の橋立先生の話のように、山形大学はもう抜けられないと思います。 

 もう一つ、「オーライ！ ニッポン」の話で私がすごく驚いたのは、三鷹だったか、武蔵

野だったか、小学校３年生から中学校３年生までの間で将来必ず 15 日間、田舎に行かな

いといけない。義務教育として子どもたちが必ず地域に行かなければいけない。だから、

これは伊豆中央か何かが受け皿になってくださっていて、全部の子どもたちが伊豆に行っ

ているわけです。 

だから、これもある種の強制制度で行っているわけですけれども、だれも迷惑はしてい
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なくて、とてもいい動きになっている。初めは夏休みだけだったのが、春、夏、秋、冬、

好きなところに、お父さんやお母さんも一緒に行ってよくて、それで 15 日間をこなさな

い限り、その町の中学校の単位とかが取れないわけですから、みんな必死になって行こう

としている。これも強制ですね。単位で強制するという学校のやり方があります。 

 それから、規制改革会議でどぶろく特区のことを調査に行ったときに、浦川原という新

潟の町で、ある建設会社が規制改革のお陰で農地を貸していただいて、大きな傾斜地の農

地を借りて、そこを牧草にしようということを考えられているのですけれども、それだけ

ではなくて、棚田のすごい上の方についてはだれも耕す人がいなかったので、建設会社の

全社員がその棚田を整備することと、それから、田植え、稲刈りまで、今年で４年目か５

年目になっていると思いますけれども、やり始めて、その建設会社が、平地ではレストラ

ンをつくっていて、その急斜面のところにはヤギを育てていたりして、ヤギのお乳を取る。 

これが次々に進んでいて、今、引きこもりの子どもたちが動物と触れ合うというところ

までつながるようになっていて、使われないでいた農地を企業がさまざまに有効活用しな

がら、企業は、新入社員は全部農業、お米をつくることを一連の仕事として必ずやる。こ

れはビジネスとして成り立っているのかどうかよくわかりませんけれども、単なる建設会

社です。もともと農業というものは、農村地域では建設会社と半々ぐらいでやっていたと

ころなのだ。だから、双方向にできるかと思ったら、だれも農業ができない。本当にサラ

リーマンで入ってきた人たちは何もできないのを全面的にやっています。 

これも社員の人たちにいろいろお話を聞きましたけれども、とても上手に、楽しんで、

昔からうちはこういうことをやっていたのだということを再認識しながらやっていらっし

ゃるので、日常的にそれらがフィットするようになっている。多分、こんな会社は日本中

にも 50 個以上あると思います。規制改革会議の土地利用に関して企業に委ねることがで

きたお陰で動いているものですから、内閣府に行って一覧表をもらえばそれで動いている

ところがたくさんある。「オーライ！ ニッポン」だって、それだけ拾っていって面白い例

は 50 や 100 の事例がありますね。だから、これまでずっといろんな制度を、今日は８個、

農林水産省以外の制度も含めたり、表彰制度もここに出ていますけれども、私の知ってい

る限りで、今まで見せていただいたものの中に幾らでも面白い例はあるのです。 

そういうことをたくさん知ることで、その間に今回の話というのは仲介になる人が何か。

それを上手にやると、今、まだまだ可能性があるところにももっとそういうことが広げら

れるというストーリーでいいのですか。たくさんいい事例を知ることとか、考えられるべ



 29

きいろんなことは、いろんなところで工夫がされている。地域振興論とか、産業振興論と

か、地域クラスター論とか、規制改革とか、特区とか、いろんな工夫がいろんなところで、

この 10 年間ぐらい、行われていますね。その中に出てきている事例をずっと拾い上げて

いくと、特区の評価委員会の中で、農業マターで出てきているものだけでも、私が知って

いる限り、250 や 300 は例があります。それを拾ってどうするかと言われたら、私はよく

わかりませんし、それから、計画行政学会で出てきている事例もそうだと思いますし「オ

ーライ！ ニッポン」なども出てきていると思うので、しかも動いている。動いているも

のに関して、これまでまだまだ続いていくのか、現状把握をするようなことがよかったの

かもしれません。 

前回、私は何を答えたらいいかわからなくて、大学で、今、自分のところで困っている

話を、金井先生がさっきおっしゃっていた、本当にモチベーションを持つためには自分の

頭からこういうところで議論しようと思うと、責任ある、今、自分で困っている問題を考

えるのが一番だと皆さん思われると思うのですけれども、そのときに、そういうことを考

えようとすると、一般論で美しく分類分けすることよりは、それぞれのところで違った取

組みがあるのではないかというのが私の意見だったのですけれども、それは法政大学全体

で農村地域との関わり、地域センターで花をもらっているところと協力したりとか、私の

知っているところだけでも、法政大学の中でそういうプロジェクトを持っているところは

20 個以上あると思います。千葉県の中で、お花を育てていって企業化するプロジェクトと

か、そういう大学院の講座まであるぐらいですし、大学の中で探せと言われれば、法政大

学の中でもそんなものはいっぱいあると私は思っているのですけれども、サテライトで言

えば静岡県とこれから対応しようとか、静岡市と対応しようとか、そういうものがあった

り、それから、農村博物館みたいなところに私は関わっているので、とても面白い。 

今まで 50 幾つも認定されていますけれども、これはどこの地域もみんなやる気満々で

地域の魅力を売り出そうとされている。これも農林水産省のあれですけれども、今日の中

に田園空間博物館という名前も入っていなくて、どうしたのかと言いたくなるところなの

ですけれども、そういうものは私の知っている範囲でその程度なのですから、経済産業省

とか、国土交通省とか、ずっと広がりでいったらいい。都道府県単位でつくっていらっし

ゃる、さっき静岡県庁の話がありましたけれども、一個一個の県庁に聞いたら全部持って

いるし、1,800 ある基礎的自治体に聞かれても、多分、何らかの形でいろんな工夫をされ

ようとしているわけですから、日本中が動いていると思うのです。動いている中でどうい
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うことをやったらまとまるのか。たくさんある中のどこかを上手につまみ食いしてきて、

ストーリーがつくれるのか、つくれないのかというのはそこのところでどきどきしている

とか、いっぱい話をして申し訳ないのですけれども、私自身がどうしてここにいるのかが

まだわかっていないので、どういうことに行き着けば、ここでみんなで議論することをも

っと大きい流れにすることができるのか、本当にまだわかっていない感じなのです。 

○三野座長 多分、ここへ出ている全員がまだ、それぞれお考えはお持ちだと思うのです

が、なかなか、両方とがフィットしていない辺りが非常に難しいところだと思いますが、

どんどん、今のような課題をお出しいただいたらと思います。 

 どうぞ。 

○永嶋農村政策課長 済みません、その前によろしいですか。いろんな意見をいただきま

して、本当にありがとうございました。 

○三野座長 もう一人発言して、それから、課長にお話をいただきます。 

○伊吹委員 私は、ＣＳＲ（企業の社会的責任）が専門ですので、本日御説明いただいた

資料に関しまして、主に企業の視点から意見を述べさせていただきます。資料の 10 ペー

ジ以降の数枚で企業分類と特を、直接型と間接型というように、分かりやすい切り口で整

理していただいたので、今後どのように企業にアプローチしていったらいいのかという点

が、より見えてきたのではないかという印象を持ちました。 

 直接型、間接型で分けて補足させていただきますと、まず、直接型というのは、企業の

業務に関係がある、例えば食品関連企業とか、そして中小の地場の企業が多いということ

でございますので、比較的企業として農村に関わることについては、利害が一致しやすい

と思います。したがって、ビジネスのアイデアを持って直接型の企業アプローチしていけ

ば、短期的に、小さいかもしれないですけれども、成功事例をつくり出しやすいのではな

いかと考えました。 

 一方、間接型は、大企業で、都市部で、あまり企業の業務にも関係ないということにな

りますので、利害関係は一致しにくいと思います。したがって、短期的に成功事例をつく

るというのはなかなか難しく、段階を踏むなど、中期的にアプローチしていく対象として

とらえたらよいのではないかと思いました。これが１点目でございます。 

 ２点目が、後半の方で、22 ページから 23 ページの辺りで、実現に向けた課題、施策と

いう点でまとめていただいているところですが、私は基本的には同感といいますか、方向

性としては同じであるという印象を持ちました。特に重要だと考えましたのは、企業の視
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点で言いますと、企業側に農村の魅力を伝えるだとか、企業にとってもメリットがあるの

だということを伝えるということが非常に重要だという御指摘がございましたが、私もこ

れは政策としても積極的にアプローチ、実施していくべき重要な鍵となる施策になるので

はないかと考えております。 

 それに加えて、やはり小さくてもいいから成功事例を、もう既にいろいろな成功事例が

あるということでございましたけれども、小さくてもいいから成功事例を生み出すために

は、やはり企業の立場に立った具体的な提案が必要なのではないかと思います。実際には

これをやると企業イメージが良くなるとか、社員の誇りが高まるということもメリットで

すが、やはり企業を動かすには、もう少し具体的なメリットというものを提案していかな

ければいけないということを感じました。 

 ただ、先ほど本当に企業にとってビジネスとして成り立つのかどうかというと、少し疑

問だという御意見がございましたが、その場合、もう一つアイデアがあるなと思いました

のは、もし、仮に市場がなかったとしても、企業が農村に関わる接点があるということで

す。たとえば、海外の事例がありますけれども、フランスのダノンですとか、スイスのネ

スレという食品関係の会社が、グローバルな取組みとして、いろいろな途上国で農業従事

者の支援に積極的に取り組んでいるというケースがございます。 

 これはどういったことかと言いますと、やはりもう少し企業のバリュー・チェーンの部

分、つまり原材料を調達する部分を、より社会的に見直していこうという動きが、ＣＳＲ

の流れのなかで起こってきておりまして、何らか都市と農村、企業と農村の接点が見出せ

るのではないかと思います。企業と農村の接点に活路を見出すのであれば、その辺りに何

かヒントがあるのではないかと考えます。 

 以上でございます。 

○三野座長 ありがとうございました。これで第１ラウンドが終わったころに、時間が、

大変申し訳ないのですが、課長の方から、どうぞ。 

○永嶋農村政策課長 いろいろ御意見をいただきましてありがとうございます。ちょっと

論点がぼけてしまって、大変恐縮しております。 

 それで、今回の研究会といいますか、経緯だとかをもう一回させていただければありが

たいなと考えているところなのですけれども、昨年、農山漁村活性化のための委員会をつ

くりまして、その中でも中間報告といったものを出させていただきまして、都市と農山漁

村との交流だとか、先ほど向笠委員の方からありました農産物に付加価値を付けるとか、
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そういういろんな意見が出たわけですけれども、ここの委員会では、特に都市の力を活用

してはいかがかという意見が出まして、その手法だとか、そういったものについて御議論

をいただければということで、特に都市の力といったものについて、企業と大学とＮＰＯ、

この３つに絞ってある程度議論したいということでございます。 

ただ、企業についてはＣＳＲということなのですけれども、前回の御意見で、いろんな

企業があるじゃないかと、ステージ別に考えたらどうということと、それと企業にとって

もどういうメリットがあるのか、少し考えてみたらいかがかということで、今回の資料で

は、例えば表彰制度みたいなもの、そういったものの事例として出させていただいており

ます。 

 それから、大学についても、前回、中央の大学と地方の大学の役割といったものも御意

見をいただいたわけなのですけれども、 近、大学でも、大学院生を派遣してもらったり、

それから助手の方が地方に出て、しかも長期で地元で活躍している事例といったものもご

ざいますので、そういった大学の活躍の場をどういうふうにやったらいいのかとか、そう

いったことについて、今回、大学についても幾つか分類して載せていただいております。 

 また、ＮＰＯについても、同じようにステージ別に考えていければということでござい

まして、ＮＰＯについても、３つに分類してそれぞれ御説明させていただいているという

状況でございます。ひとつよろしくお願いできればと思っております。 

○三野座長 ありがとうございました。本当は、その辺から入った方がよかったのですが、

今、この議論の結果は、非常にコメントが大事だと思いますが、先ほども申しましたよう

に、ちょっと進行がまずくて申し訳ございません。あと、少し時間をかけまして、もし、

何か御意見がございましたら、少しお受けしたいと思います。 

 どうぞ。 

○橋中委員 提言ではなく、単なる自分の思いでございますが、正直言いまして、私のと

ころは、本当に小さい自治体でございまして、まず、農業政策において、ひとつお礼を申

し上げたいのは、農地・水・環境保全向上対策事業、あれはこの地域をつくる、集落を維

持していくということについて、私どもの方は、本当に有効利用させていただいておりま

す。 

 石川県内の自治体においても、100％の農地に対して、この事業を取り組んでおるのは

羽咋だけでございます。 

 それもまさに農村振興の、失礼ですけれども、これも今までにないいい施策だなと、批
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判する人も勿論いますが、やはりそれは工夫によって使い方であるのです。 

 ですから、今日に至って、都市部と農村部の協働をどうするかという議論、これは現実

において必要なのですが、先ほども教育の場においてという御意見もあったのです。 

 自分のうちの前を流れている川の水が、どこから水源があって、そしてどこへ流れてい

くかというのは、子どもは知らないのです。今の二十歳代の方でも知らないのです。 

 そういう方々に地域を活性化しろといっても、自分の地域、自分の集落、自分の町、自

分の市が頭にイメージできないのです。 

 ここにお寺さんがあって、ここに学校があって、それで山があって、ため池があって、

海がこちら側で、そして平野部に、私どもは潟と言っているのですが、山から流れてくる

水が平野部の農地を潤して、そして潟に流れていく、そして海へ出る。潟へ流れるのだけ

れども、自然落下で流れていくのではないのです。強制的にポンプで排水しておる。強制

的にお金をかけて、いわゆる山から流れてくる水、これを日本海へ流している。 

 こういう実態を知らないのです。そして、各農家が大変な集落が、大変な維持管理の経

費をかけて、地域を管理・運営している。その地域を管理・運営している人がいなくなっ

てきているのです。農業を行う中核農家の方々だけが、今度は農地を管理していく。集落

とすれば、おれの農地は、あの人に管理していただいているのだから、排水も道路も直す

必要がないのだ。あの方がやるのだ。今、そういう時代になってきている。 

 ですから、正直言って、市長という立場ではなく個人的な立場とすると、農村は都市部

の方々のための憩いの地域ではないということを強く言いたいのです。 

 だけれども、先ほど黒川先生と橋立先生が言われましたとおり、農村は農村だけでなっ

ているのではないのだと、都市部との連携によって農村もある面では成り立っているのだ

という御意見があったのですが、私はまさにそのとおりだと思います。各自治体において、

その地域の集落を維持・管理していく、決して花火のように、こういうことを取組みまし

た、こういうことを試みています。それで２年、３年でつぶれていくような政策であって

はならないと思うのです。 

 それで、私たちは政治家ですから、ぽんと新聞やらマスコミに出るようなことをやりた

い。ところが、一過性のものであるわけなのです。 

 ですから、本当に自分たちの地域は自分たちで守るのだという意識づけを農村地域の方

がするべきだと思う。 

 そういう形の中で、三世代がともに地域のいろんな行事に出て行う、本当にまさに農地・
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水・環境保全事業というのは、私どもはありがたく使わせていただいております。 

 まず、その地域におるものが、自分の足元を見つめる、そういうことから取り組んでス

タートしないと、ですから、私もどういうお話をするのかな、 後はどこへもっていくの

か、ちょっと見てきたのですが、どこへこの話が進むのかなと思っておりましたが、まさ

にお二方から、その方向性のお話を聞いたものですから、本当にそういうことを思いまし

た。ありがとうございました。 

○三野座長 どうぞ。 

○實重次長 いろいろ有意義な御意見をありがとうございます。何点か、今、橋中委員か

らも御紹介がありましたけれども、何点か私どもが既に取り組んでおります施策を御紹介

させていただいて、それから、また、この会議における目指すところと申しますか、ちょ

っと紹介させていただきたいと思います。 

 黒川委員から、子どもを農村に送り込むお話、事例として、武蔵野市などが非常に熱心

に取り組んでおられます。 

 これにつきましては、文部科学省、それから総務省と話し合い、連携いたしまして、子

どもを将来的には 120 万人、１学年分全部農村に１週間滞在してもらおうではないかと、

こういうプロジェクトを始めております。これは、今年の予算から始めておるのでござい

ますが、５年後を目標にしております。 

 既に文科省の方では、学習指導要領を改訂されまして、集団宿泊あるいは自然体験、こ

ういうものを重視するということを、学習指導要領の随所に入れていただきました。 

 こういうことが始まっているのと、それから向笠委員から、農薬とか化学肥料を削減す

る取組みに対するコスト差を支援したらというお話がありましたが、今、橋中委員から御

紹介がありました、農地・水・環境保全向上対策、これは去年 19 年度から始めておりま

す。 

 その中で、これは２階建てになっていまして、地域の草刈りとか水路の管理、農道管理、

こういうことをした場合に、一例で申しますと、10ａ当たり 4,400 円、それに加えて、地

域でまとまって、農薬、化学肥料を半分に減らしていただく、そういったような場合には、

10ａ当たり 6,000 円というものを交付するというような事業を始めさせていただきました。 

 いろいろ手続が面倒だと、書類をつくるのが大変だというお話が随分ございましたので、

これは大分工夫をして、今年度は半分ぐらいになるように、私どもとしても努力したつも

りでございますが、こういった点を更に広げていきたいと思っております。 
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 既に、大体日本中の農地の４分の１、116 万ヘクタールが草刈りや水路管理、こちらの

１階部分の支援対象を担っております。 

 それから、もう一点、農商工連携、この資料の中にもございましたけれども、この中で、

これが一番 近の、言ってみれば、優良事例集だと思いますが、４月に発表させていただ

きました。 

 新しい農と商工部門の連携をされているところを紹介して、また、予算や法案の形で応

援していこうというものでございますが、その 88 の中で、大学や研究機関などと連携し

ている事例が 25 ございました。 

 それから、地域住民や消費者団体と連携されている事例が９ございます。こういったも

のが広がっていくと思いますし、また、橋中委員からＪＡについてのお話がございました

が、これは農商工連携の中核になっていろいろ活動している中に、ＪＡもあるいは森林組

合とか漁協といったところもございます。農業者の方でもいろいろな問題点を抱えており

ますが、一方で、中小企業者の方でもなかなか地域経済がよくならないということで困っ

ているというところもございますので、いろんな支援措置を講じておりますから、これら

を活用して広げていっていただければありがたいと思っております。 

 このようなことを地域の活性化などを中心にやっておりますけれども、ここの研究会で

協働という言葉を使わせていただいておりますが、これは昨年、ソーシャル・キャピタル

という外国の概念を勉強いたしまして、協働という言葉がいいのではないかと、これは有

識者の先生方にも入っていただきまして、出していったわけでありますが、協働という言

葉を使った研究会をやっていただいております。 

 農村の今後の方向として、やはり重要なのは、ネットワークではないかと思います。こ

のネットワークには、農村の中のネットワークもありますし、都市とのネットワークもご

ざいますし、企業、ＮＰＯと、こういうことがあるわけでありますが、その中で、今、企

業、大学、ＮＰＯといったことを御議論いただいているということだと思っております。 

 したがいまして、ソーシャル・キャピタルというのを協働力という形で、行政側も勉強

を始めて、では、次にどういうところに力点を置いていったらいいのか、具体的に何をし

ていったらいいのかというのを模索しているところでございまして、いろいろ御提言いた

だきまして、まとまってきましたら、またそれを具体的な予算要求とか、施策としてとり

まとめをしていく次の段階ではあろうかという具合に思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 
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○三野座長 大変申し訳ありません。うまく進行が調整できなくて、これで一応、議事１、

今、やっと１が終わったところでございますが、もう時間の残りがほとんどなくなってし

まいました。 

 ということで、とりあえず、今回はいろいろ御意見を伺ったのですが、まだまだお話を

いただかなければならないことがあると思いますので、それは直接事務局にお申し出いた

だければ、またまとめて次回でも整理いただきたいと思います。 

 そこで、時間が大変押しておりまして、次の議事の２、その他というところへ進みたい

と思いますが、これにつきましては、特に用意をしておりませんので、何か全体を通して、

御意見、御質問がございましたら、お受けしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 橋立委員、どうぞ。 

○橋立委員 前回のこの会議で、農村振興政策推進のための基本方向の冊子をいただきま

した。これを詳細に読ませていただいて、これとこの会議の関係はどういうことなのかな

と、実は疑問に思いながら、今日は来ました。先ほど、課長から、その説明があったので

すが、これは非常に広範な知識で、いろんな要素を考えながらまとめられているのです。 

 その中で、都市との協力関係というのは、１項設けてあるのですが、この提言の一番の

問題点と思われるのは、すべての項目について、何々すべきである、こういうことが重要

である、必要であると、それが全部の項にそれがついて、こうするということがどこにも

書いていないのです。 

これは、特に都市の協力ですか、都市の力の活用についてだけでも、これをすべきであ

るとか、必要であるではなくて、こうするというのを、ここでみんなで考えていこうと、

そんなことをすると、多分政策の研究会になるのかなと思っております。今日は、来るま

でにそんなことを考えてまいりました。 

○三野座長 ありがとうございました。その辺のことも十分御参考にさせていただいて、

これから更に進めていければ、この研究会を進めていければと思っております。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。大変時間が超過してしまいましたが、 後に事務

局からこれからの進め方で少しお話があるということですので、よろしくお願いします。 

○田野井農村整備総合調整室長 ありがとうございました。本日議論いただきまして、い

ろいろ御意見をいただきました内容を基に、次回の第３回、全体で４回しか予定しており
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ませんので、それまでにはある程度これまでの資料ですとか、それから本日いただいた御

意見などを踏まえて、文字の形に落としてとりまとめの案という形で示させていただきた

いと思います。 

 本日は、２名の委員の方が御欠席でございますけれども、また、本日の内容、資料につ

いて、事務局の方から説明して、その際にも個別に意見をいただこうと思っております。

そこで、いただいた意見も同様にとりまとめ案に反映させていただきたいと思っておりま

すので、御了承いただきたいと思います。 

 それから、次回の第３回の研究会の際に、第１回のときにも予定の中でお示ししていた

のですけれども、農村との協働、実際にされている組織の代表者の方を、また、ゲストと

してお招きして、御意見を伺うということを予定しておりまして、前回、もし、どなたか

御推薦があればということで、お諮りしていたのですけれども、特段御推薦がなかったの

で、それであれば、事務局の案といたしまして、今日の参考資料の 17 ページにパートナ

ーシップ大賞というのをお示ししているのです、このパートナーシップ大賞を主宰してお

られます、ＮＰＯのパートナーシップ・サポートセンター代表理事の岸田眞代さんをお招

きしてお話を伺うというのはどうでしょうか。 

 これまで５回の、企業とＮＰＯのパートナーシップについて、事例は先ほど黒川委員の

お話にもありましたけれども、事例もいろいろと御承知のようで、本も出されております

し、そうしたお話が聞けるのではないかと思っておりまして、次回のゲストとしてお招き

しようと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 ただいま事務局から御提案いただきました次回の事例発表者として、岸田眞

代さんをお迎えしてお話を伺おうということでございますが、御了解いただけますでしょ

うか。 

（「はい」と声あり） 

○三野座長 ありがとうございました。それでは、御異論が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。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

○田野井農村整備総合調整室長 では、この後のスケジュールについて、お諮りいたしま

す。あと、第３回、第４回なのですけれども、既に事務局の方から皆様の第４回まで含め

まして御都合を伺っております。 

 第３回につきましては、６月中で、皆様の御都合で全員が揃うという日はなかったので、
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今のところ、６月 24 日火曜日午前が も多くの方の御都合がよろしいようです。 

 そのため、大変御都合の合わない方には申し訳ないのですけれども、次回の開催を６月

24 日火曜日午前 10 時から 12 時とさせていただいてよろしいか、お諮りしたいと思いま

す。 

 併せて、 終回につきましても、これも７月中で皆様の予定で、皆さん全員がお揃いに

なる日がなかったものですから、一番たくさんの方のスケジュールが合う日として、同様

に７月 16 日水曜日の午前９時半から 11 時半という形で、今、考えさせていただいており

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。一応、皆さんの一番多数御参加いただける時間を選んで

いただきました。 

 では、一応、そのようにさせていただきたいと思います。 

○田野井農村整備総合調整室長 ありがとうございます。それで、今、言いましたような

時間でさせていただきまして、あと、もう一点、とりまとめ案につきましては、この日程

で行きますと、第３回まで１か月半ほど時間がございます。そういう意味で、いろいろと

御意見がたくさんあったように思いますので、できるだけ早く一度まとめて、第３回より

も前に一度皆さんに配らせていただいて、その文書に対して御意見をいただいて、それを

第３回に諮らせていただくというような形にさせていただければと思っておりますので、

よろしく御協力のほど、お願いします。 

○三野座長 それでは、どうもありがとうございました。そのようなスケジュールで進ま

せていただきたいと思います。 

 大変進行がまずくて、 後の方ははしょってしまいましたが、せっかく盛り上がってき

たところで、終わりということになってしまいました。 

 本日、予定しておりました議事は、一応、これで終了しましたので、進行の方を事務局

の方へお返ししたいと思います。 

○永嶋農村政策課長 それでは、本日は、長時間にわたりまして活発な御議論をいただき

まして、誠にありがとうございました。 

 次回の第３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御案内いたします

ので、どうかひとつよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、これをもちまして、第２回の研究会を閉会させていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 
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