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確保すべき農用地等の面積の目標等に関する国と地方の協議の場 

 

                    日 時：平成27年11月５日（木）17：00～18：00 

                    場 所：農林水産省 第１特別会議室 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．あいさつ 

３．議  事 

 （１）確保すべき農用地等の面積の目標 

 （２）都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項 

４．閉  会 

 

【配布資料】 

  ・ 確保すべき農用地等の面積の目標等に関する国と地方の協議の場設置要領 

資料１ 「確保すべき農用地等の面積の目標（案）」及び「都道府県が定める確保すべき農用 

    地等の面積の目標の設定基準（案）」について 

資料２ 「農用地区域内農地面積の目標について（案）」及び「都道府県が定める確保すべき 

    農用地等の面積の目標の設定基準（案）」に対する地方六団体としての考え方 

 

参考資料 新たな基本方針における確保すべき農用地等の面積の目標（案）及び都道府県が定 

     める確保すべき農用地等の面積の目標の設定基準（案） 
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午後４時５８分 開会 

○司会 お揃いになりましたので、ただいまから確保すべき農用地等の面積の目標等に関する国と地方

の協議の場を開会いたします。 

 全国知事会、全国市長会、全国町村会の代表の方々におかれましては、本日ご参集いただきまして誠

にありがとうございます。 

 私は、農林水産省農村計画課の土地利用調整官の竹村と申します。本日の協議の場の進行を担当させ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の出席者についてご紹介いたします。まず全国知事会を代表しまして鈴木三重県知事

でございます。 

◯鈴木三重県知事 よろしくお願いいたします。 

○司会 続きまして、全国市長会を代表いたしまして牧野飯田市長でございます。 

◯牧野飯田市長 よろしくお願いします。 

○司会 続きまして、全国町村会を代表しまして杉本池田町長でございます。 

◯杉本池田町長 杉本です。よろしくお願いします。 

○司会 最後に、農林水産省を代表いたしまして伊東農林水産副大臣でございます。 

◯伊東農林水産副大臣 どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございます。 

○司会 また、事務局としまして末松農村振興局長。 

◯末松農村振興局長 よろしくお願いいたします。 

○司会 それから三浦農村政策部長。 

○三浦農村政策部長  よろしくお願いいたします。 

○司会  前島農村計画課長でございます。 

◯前島農村計画課長 よろしくお願いいたします。 

○司会 開会に当たりまして、伊東農林水産副大臣からご挨拶を申し上げます。 

◯伊東農林水産副大臣 こんにちは。お忙しいところありがとうございます。 

 鈴木三重県知事、牧野飯田市長、杉本池田町長におかれましては、公務ご多忙の中、本日の確保すべ

き農用地等の面積の目標等に関する国と地方の協議の場にご出席をいただきまして誠にありがとうござ

います。また、平素より農林水産行政に一方ならずご支援、ご尽力を賜っておりますことを、改めて感

謝申し上げる次第でございます。ありがとうございます。 
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 国土が狭小で農地面積が限られております我が国におきまして、食料の安定供給を確保するために、

集団的に存在する農地などの優良農地を、良好な状態で維持、保全し、さらに有効利用することが極め

て重要であります。しかしながら、近年、荒廃農地の発生等によりまして農地が減少傾向にあります。

私どもの周囲を見渡しても耕作放棄地が点在し、なかなか後の活用が図られていないという状況でござ

いました。本年３月に新たな食料・農業・農村基本計画を策定いたしまして、これまでのすう勢や施策

効果を踏まえまして平成37年の農地面積を、440万ヘクタールというふうに見通しを立てたところであり

ます。 

 この見通しを受けまして今般、農振法に基づく農用地等の確保等に関する基本指針において定めます

確保すべき農用地等の面積の目標、そして都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定基

準を見直すこととしております。また、この見直しに当たりましては、先に成立いたしました地方分権

改革一括法の趣旨を踏まえ、国と地方が一体となって優良農地の確保に取り組むこととなるよう、議論

を通じて国と地方の双方が納得する目標や設定基準を作成することが、重要であると考えているところ

でもございます。 

 本日は、地方団体の中でも、農地を初めとした農村の土地利用に深い見識をお持ちの皆様にお集まり

いただいたと、こう認識しておるところでありまして、また感謝を申し上げる次第であります。それぞ

れの自治体での経験を踏まえた貴重なご意見を賜ることができればと考えているところであります。何

卒本日の議論が実り多いものとなりますようご期待申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠

にありがとうございました。 

○司会 ありがとうございました。 

 なお、本協議の場の公開方法についてでございますけれども、傍聴についてはできることとし、協議

の場への提出資料及び議事概要は、協議の場終了後、農林水産省のホームページにおいてそれぞれ公開

することとさせていただきますのでご了承願います。 

 それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきたいと思います。本日配付した資料は、

一番上から議事次第、出席者名簿、座席表、国と地方の協議の場の設置要領、資料１、資料２、参考資

料の順となっております。資料の漏れがないかご確認いただきたいと思います。 

 それでは、漏れがないということでしたら協議の場の議事に入りたいと思います。それでは、資料１

につきまして前島農村計画課長より説明をお願いいたします。 

◯前島農村計画課長 農村計画課長の前島でございます。私の方からご説明申し上げます。座って説明
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させていただきます。 

 まず国の確保すべき農用地等の面積の目標についてご説明いたします。資料１の１ページ目をご覧い

ただきたいと思います。図がございますけれども、新たな国の面積目標の設定に当たりましては、平成

26年の農用地区域内の農地面積405万ヘクタール、これを基にいたしまして近年の農用地区域からの除外

面積、荒廃農地の発生面積のすう勢を踏まえます。その上で農用地区域への編入促進、荒廃農地の発生

抑制、再生などに係る効果を織り込みまして、平成37年の目標として403万ヘクタールという案を掲げて

いるところでございます。まず表の左側にございますすう勢でありますけれども、農用地区域からの除

外につきましては、近年の農用地区域からの除外面積を基にいたしまして、平成37年までに約7.6万ヘク

タール減少するというふうに推計しております。また、荒廃農地の発生につきましては、近年の農用地

区域内の荒廃農地の発生面積を基にいたしまして、平成37年までに約8.6万ヘクタール減少するというふ

うに推計しております。 

 一方、右側、施策効果でございます。こちらは増加の要因になりますけれども、農用地区域への編入

促進につきましては、一定の要件を満たす農地を農用地区域に編入することによりまして、平成37年ま

でに約6.9万ヘクタールの増加を見込んでおります。荒廃農地の発生抑制につきましては、農地中間管理

機構による担い手への農地集積ですとか、多面的機能支払制度の拡充の効果によりまして、平成37年ま

でに約2.8万ヘクタールの発生抑制を見込んでおります。荒廃農地の再生につきましては、担い手への集

積の取組とあわせて荒廃農地を再生することによりまして、平成37年までに4.5万ヘクタールの再生を見

込んでおります。 

 以上のすう勢と施策効果を織り込んだ結果といたしまして、平成37年時点で確保される農用地区域内

の農地面積の目標としては、26年と比較しまして２万ヘクタール減の403万ヘクタールとしたところでご

ざいます。なお、農用地区域内農地面積は、この５年間に２万ヘクタール減少いたしております。それ

と比較いたしますと今回の目標は、10年間で２万ヘクタールの減少を見込むものでございますので、す

う勢と比較しても大きな無理のない数字ではないのかなというふうに捉えているところでございます。 

 続きまして、２ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらは都道府県が定める確保すべき農用

地等の面積の目標の設定基準でございます。都道府県における面積目標の設定基準の算定式といたしま

しては、国の面積目標の考えと同様に、１つ目が、これまでのすう勢が今後とも継続するとした場合の

平成37年時点の農用地区域内農地面積のすう勢に、農用地区域への編入促進の効果、荒廃農地の発生抑

制効果、荒廃農地の再生効果、これらを織り込むこととしております。これらの国の目標算定に用いて
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いる項目に加えまして、各都道府県において独自に考慮すべき事由、これを考慮要素に入れるというこ

とにしております。 

 それぞれの項目についてご説明いたします。まず設定基準の１番目、平成37年の農用地区域内の農地

面積のすう勢についてでございますが、平成26年の農用地区域内の農地面積を基準にいたしまして、農

地以外の用途に供するための農用地区域からの除外について、平成23年から26年までのすう勢が今後も継

続するとした場合の除外面積と、荒廃農地の発生につきまして、平成22年から26年までのすう勢が今後も

継続するとした場合の荒廃農地の発生面積、これらを減ずることによりまして、平成37年の農用地区域

内の農地面積のすう勢を求めることとしております。 

 次に、農用地区域への編入促進につきましては、集団的に存在する農地のうち一定の要件を備えた農

地の編入、このほかに中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払制度、農業生産基盤整備事業などの

施策の推進による編入により効果を算定する基準としております。 

 次の３ページ目をご覧ください。荒廃農地の発生抑制につきましては、農地中間管理機構による担い

手への農地集積・集約化、多面的機能支払制度の推進、農業生産基盤整備事業の推進などによりまして

効果を算定する基準としております。荒廃農地の再生につきましては、農地中間管理機構による担い手

への農地集積・集約化、荒廃農地の再生利用のための対策などによりまして効果を算定する基準として

おります。 

 最後に５つ目、その他各都道府県において独自に考慮すべき事由についてでございます。こちらにつ

きましては、都道府県独自の施策による農用地区域への編入促進効果ですとか、荒廃農地の発生抑制効

果を見ると、また、減少要因といたしましては、農振整備計画の定期見直しなどによります自然条件が

不利な農地等の農用地区域からの除外、また、都市計画などの土地利用計画に基づく開発予定による農

用地区域からの除外など、平成37年までに都道府県において独自に考慮が必要となる項目について算定

するという基準としているところでございます。 

 なお、それぞれの項目の算定に必要なデータにつきましては、既に事務的に各都道府県にはお送りし

ているところでございますけれども、それらは全て各市町村からの報告に基づく都道府県ごとのデータ

をお送りしているところでございまして、私どもといたしましては、設定基準及び算定に用いるデータ

の両面において、地域の事情を反映可能なものになっているものというふうに考えているところでござ

います。 

 私からの説明は以上でございます。 
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○司会 ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました確保すべき農用地等の面積の目標案、都道府県において確保すべき農用地

等の面積の目標の設定基準案について、鈴木知事、牧野市長、杉本町長からそれぞれご発言をお願いし

たいと思います。 

 まず最初に、鈴木知事からお願いいたします。 

◯鈴木三重県知事 本日はこのような場を設定していただきまして、伊東副大臣初め農水省の皆さんに

大変感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 資料２に基づきまして少しお話をしたいと思いますけれども、まずは先ほど副大臣からもおっしゃっ

ていただきましたけれども、第５次の一括法の中で４ヘクタール超の大臣協議は残ったものの、農地転

用許可権限を移譲するという、これまで地方分権改革の最重要課題として地方が取り組んできたもので

ありまして、それが実現したことについては、本当に我々そのご尽力に改めて感謝申し上げたいと思い

ます。特に伊東副大臣におかれましては、市長経験者として分権にも精通していただき、また、党の部

会の方でもこの権限移譲をしっかりサポートいただき、リードしていただきまして、感謝申し上げたい

と思います。 

 今回は、ミクロ管理と表裏一体のマクロ管理に向けた重要な協議の場であると考えておりますので、

農地確保の必要性は国・地方共通の認識であるということで、両者が有効に機能してこそ実効性ある農

地の総量確保の仕組みとなると思っています。全国知事会、全国市長会、全国町村会としましても、改

めてしっかり責任を果たしていこうと、国とともに責任を果たしていこうという決意でありまして、改

めて申し合わせを先般行ったところであります。私個人としましても、これに携わらせていただいて約

２年、牧野市長や杉本町長とともにチームで取り組んできて一定進んできたことについては、感慨深い

ものがあるというところでございます。調整も終盤になってきましたけれども、調整の終了がゴールで

はなくて、これから新しい制度が円滑にスタートして有効に機能するということが、大事であることか

ら、申し上げるべき点は申し上げさせていただきたいと思っておりますので、ぜひ国におかれましても、

地方の声に耳を傾けていただき有意義な議論ができるようにお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、長くなりましたが、資料２に基づきましてお話しさせていただきたいと思います。まず、

１ページ目の前文の部分でございますけれども、「特に」ぐらいになるでしょうか、農用地区域内の農

地面積の国目標と都道府県の目標面積設定基準の策定に当たっては、地方六団体で出してきました提言

の内容を十分に踏まえていただくとともに、この場における議論の内容を十分に尊重し、その内容を適
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切に反映させることで、国と地方が双方の立場で納得できる点を見出していただくようにお願い申し上

げたいと思います。そして同時に、設定された国の目標につきましては、必要な施策の充実を図ること

などによって国もその達成に責任を持っていただくとともに、達成状況の客観的な検証を可能とするた

めに算定根拠を明確にし、根拠のある目標管理を行っていただきたいと考えております。 

 続いて２ページ目の１ポツでありますけれども、１つ目の丸のところですが、国目標と都道府県の積

み上げた目標面積との間に相違が仮にある場合には、地方の意思も尊重していただいて協議をしっかり

行っていただきたいと思います。あわせて２つ目の丸でございますけれども、目標達成状況の評価を行

う際には、設定された目標と達成された数値を数字だけを単純に比較するということだけではなくて、

例えば、ＴＰＰのこともあるかもしれないし、いろいろな社会情勢の変化もあろうかと思いますので、

そういうふうな形での評価を行って、そういうのを加味していただいた評価を行っていただきたいと思

っております。 

 それから２ポツ目でございます。農用地区域内の農地面積のすう勢についてでありますけれども、荒

廃農地の発生のすう勢、細かいやりとりはまた事務的にもやらせていただければと思いますが、発生の

すう勢については現実を踏まえたものとしていただきたいと思いますし、荒廃農地の新規増加面積のす

う勢の平均を計画期間分乗じた数値を基本とし、すう勢を過小に見積もることがないようにしていただ

きたいということであります。 

 それから３ポツ目でありますけれども、農用地区域への編入促進ですが、20ヘクタール以上の集団的

農地あるいは、10ヘクタール以上20ヘクタール未満の集団的農地のうち、基盤整備が実施されている農地

の全てを編入するとした考え方は、現状における農用地区域への編入促進のすう勢から乖離しているの

ではないかと我々は考えています。現状のすう勢を上回る目標を仮に提示するということでありました

ら、農用地区域への編入促進に係る新たな施策をお示しいただいたり、地方における施策の進捗状況、

見込みを踏まえた上で、個々の農地の条件や地域の状況を反映可能な方法により算定をしていただきた

いと考えております。 

 そして次のページ、３ページ目の４ポツでございますけれども、荒廃農地の発生抑制についてであり

ますけれども、農地中間管理機構を活用した担い手への農地の集積ですが、我々もしっかり地方として

責任を果たして頑張っていこうとは思っておりますが、実態として荒廃農地の発生率が低い、条件が整

った農地から集積が進むということが想定されますので、個々の農地の条件や地域の状況を反映可能な

算定方法により、現実を踏まえた適切な施策効果を見込んでいただきたいと考えております。 
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 ３つ目、申し上げたとおり、我々もしっかり地方としても積極的に推し進めていきたいと思いますが、

今後、国におきましても目標の達成状況を適切に検証し、その結果、集積の実態と目標との間に乖離が

生ずる場合には、その原因を分析し制度改善を図るとともに新たな施策を実施するなど、目標の達成に

資するさらなる施策効果の上積みを行っていただきたいと思います。 

 それから５ポツ目、荒廃農地の再生についてでありますけれども、再生可能な荒廃農地面積には、今

後集積が進む前に再生利用が困難と見込まれる荒廃農地の分類に移行していくことが想定される農地も、

含まれている点も十分に勘案し、施策効果の算定を行うべきであると考えております。 

 また、農地中間管理機構を活用した担い手への農地の集積におきましては、中山間地の農地など条件

の悪い農地で既に耕作放棄地となっている農地の集積は、なかなか困難でありまして、条件のよい農地

と同様の集積率で一律の集積が進むと見込むというのは、施策効果を過大に見込むことになるのではな

いかと考えています。荒廃農地の再生について施策効果を算定する際には、地方における施策の進捗状

況、見込みも踏まえた上で、個々の農地の条件や地域の状況を反映可能な方法により算定するべきであ

ると考えております。 

 次のページはその他でございますけれども、都道府県の目標面積設定基準に基づき設定される、都道

府県が定める確保すべき農用地等の面積の目標につきましては、各都道府県が算定した数値を十分に尊

重していただきたいと考えるところであります。 

 これで私の説明は最後になりますが、後に牧野市長と池田町長からお話しいただきますけれども、今

回、特に市町村は、これまでやってこなかったマクロ管理にコミットするという大きな決断、覚悟をし

ていただいた中でのものでございますので、ぜひ地域の実情が反映される、また、そういう英断をしっ

かりご尊重いただくような形で現実に即した目標管理になるということを、改めて知事会としてもお願

い申し上げたいと思うところであります。 

 私からは以上です。 

○司会 鈴木知事、ありがとうございました。 

 続きまして、牧野市長、お願いいたします。 

◯牧野飯田市長 長野県飯田市長の牧野でございます。本日、この協議の場を設定いただきましたこと、

そして今、鈴木知事からもお話がありましたように、私ども、これまで２年間このＰＴ、プロジェクト

チームを組んでやってきましたそれぞれの団体の代表を、この場に呼んでいただきましたことに対し、

改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございます。 
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 そういった意味で非常に大事な局面に差しかかっているということで、私どもの決意について最初に

少しお話しさせていただきたいんですが、この農地に関する今回の一連の私どもの考え方ということに

つきましては、これまでも申してきておりますように私ども自身、真に必要な農地を確保するというこ

とをしっかりと踏まえて、マクロ管理そしてミクロ管理をやっていこうということで、それぞれの団体

におきまして協議を重ね、そうした協議に基づいて国との協議の場まで積み上げをしてきているという

認識でいるところであります。 

 当然、今回のミクロ管理におけます権限移譲につきましても、あくまでもこれは権限移譲であって規

制緩和ではないということは、再三にわたって申し上げてきているところでございまして、それにつき

ましてはしっかりとした確認を、またこれからもさせていただければと思っておりますし、当然そうし

た考え方に基づいて農水省の皆様方におかれましても、透明で明確な基準をしっかりとお示しいただき

まして、私どもがそれに基づいた運用をしっかりとできるような、そういった体制づくりにご尽力をい

ただきたいということを、重ねてよろしくお願い申し上げるところでございます。 

 今回の協議は、マクロ管理に関します算定基準、設定基準といったことではないかという捉えをして

いるところでありますが、これにつきましては先ほど鈴木知事からお話をさせていただきましたとおり、

六団体におきましてこの考え方を整理させていただき、今、説明をさせていただいたところであります。 

 こうした考え方は、実際に農地を目の前に見ております市町村の現場におきまして、これを確保して

いくためにどうすれば良いかということを真剣に考えたときに、当然その目標面積につきましても現実

に即して、これならば十分達成可能であるというものを目指して行うべきものであり、決して机の上の

議論で済ませるものではないという認識を持ってやってきているところでございます。したがいまして

ここで考え方として述べられたものは、そうした現場の肌感覚に基づいた、そして地域の皆さん方、ま

さに農地を実際に担っていただいている皆さん方とともに、真に必要な農地を確保していくためにはこ

うしたことが必要であるという考え方によって、書かせていただいているものと認識しているところで

ございます。 

 実際に既にお示しいただいております国の算定基準、設定基準等に従いまして試算もさせていただき

ましたが、やはりこうした考え方が必要であるという認識を持っております。どうしても現実には地域

の事情というものがあって、そうしたものを反映した形で目標が設定されるようにしなければならない、

そう感じております。農用地区域への編入促進につきましても、実際にやってみますとちょっと現実離

れした数字が出てきてしまうというのが、市町村レベルでは起こり得るということを実感しております。 
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 あるいは荒廃農地の再生につきましても、既に農業委員会等、関係する皆さん方のご尽力でここは何

とか再生できる、そういったところも分析を進めていっていただいておりますが、いわゆる中山間地域

のような条件不利地域におきましては、担い手を確保するのが大変難しいという状況の中で、どんなに

農地があっても担い手が確保できなければ荒廃してしまうというそういった状況の中で、現実的なこと

も考えていかなければならないというのが実情でございます。そうしたこともしっかりと踏まえた形で、

荒廃農地の再生も行っていかなければならないと私どもは考えておりまして、まさにこうした現場の声

を、しっかりと農林水産省の皆さんにおかれましても踏まえていただければということを、重ねてよろ

しくお願い申し上げるところであります。 

 私の方からは以上、この考え方に対する思いを述べさせていただきまして意見とさせていただきます。

どうかよろしくお願いいたします。 

○司会 牧野市長、ありがとうございました。 

 続きまして、杉本町長、お願いいたします。 

◯杉本池田町長 まずこの場の設定をいただきましたことに敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 正直言いまして、新しい基準に従って、目標面積の積上げを一回やってみるしかないなというのが思

うところです。いわゆる地方創生という課題に臨むにあたり、町村では、農業あるいは第一次産業とい

うのは、大変大きな重要な資源であることは間違いないと思います。先ほど、地方六団体を代表して鈴

木知事から地方六団体の考え方を述べていただきましたけれども、現在、町村を取り巻く状況が少し変

わってきている。例えば、今回ＴＰＰ妥結という話が出てまいりました。これはやっぱり精神的不安要

件としてはかなり大きなものがあるということです。この精神的不安要件がすう勢等や、荒廃農地の発

生抑制というものの中に既に含まれていると言われれば、それまでなんでしょうけれども、我々町村に

とりましては、ＴＰＰ妥結という農業を取り巻く環境の変化に伴う精神的荒廃農地というすう勢とでも

いえる新たな影響が、今後のすう勢の動向に与える影響がかなりあるのではないかと思っております。 

 それからもう一つは、鳥獣害がかなりひどい。これも、もう耕作するのが嫌だと。鳥獣害は山際に出

てくるんだろうと皆さんお思いでしょうけれども、実は中山間地域の平場でも出ている。福井県の例を

とりましても、平野部でもイノシシ等についての被害はかなり出てきているんです。 

 稲作だけではなくて野菜等畑作物につきましても、鳥獣がひどくやる気がしないと。中山間地域では

ある意味畑を囲っているという感じですから、山から出てこないように囲っているというわけではあり

ません。これだけコストと手間をかけて、農地を農地として耕作に供する土地として守れというお考え
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で、すう勢を見ていらっしゃるのかと。そうした現状の中で目標を積み上げてこい、あるいは県の基準

を議論するとなると、これらの数字はいささか疑問が出てくる場合があるのではないか。国の示す目標

が403万ヘクタールだろうが、都道府県から上がってきた目標を合算したら380万ヘクタールとか、私は個

人的には乖離が生じてもそれで良いと思っているんです。それこそ世間様が本当に農地というのは大切

なものなのか、農地を農地として、あるいは国民の財産である土地を農業用として耕作すべきかどうか

というのは、世間に一回聞いてみたい。日本の国にとって農業・農村・食料というのは大切かと聞くた

めに、自然体で目標面積の積上げを一回やってみて開示した方が良いのではないかと思っているんです。 

 今、ＴＰＰの妥結等、いろいろ問題が出てきた。以前から、話題はありましたけれども、昨年来から

検討している状況と今は変わってきている。これによる精神的な影響が、農地が荒廃していく方向へ拍

車をかけることとなり、その影響がすう勢に与えるインパクトというのは、かなり大きいものではない

かと思いますので、その点も踏まえ十分検討していただきたい。そして農林水産省にお願いしたいのは、

ＴＰＰの妥結を契機として、農地をなぜ守るのか、なぜ優良な農地を確保するべきなのか、日本の国民

の食料の安全と安定を守っている農業・農村はどうあるべきかというのは、世間に問うてみられたい。

皆さんと我々自治体とやりとりしたってつまらないな。 

 以上でございます。 

○司会 杉本町長、ありがとうございました。 

 鈴木知事、牧野市長、杉本町長よりそれぞれご意見がありましたけれども、これに対しまして全体を

通して農林水産省としてのコメントを、伊東農林水産副大臣からお願いいたします。 

◯伊東農林水産副大臣 細かい点は専門の事務方からお答えさせていただきますけれども、この農用地

区域内農地面積の目標及び都道府県が定める確保すべき農用地等の面積の目標の設定基準に対する六団

体の考え方につきまして、基本的な農林水産省としての考え方を申し述べさせていただきます。今、申

し上げましたように事務方から足りないところ、詳しいところを、また補足させていただきます。 

 まず地方六団体の考え方にもあるようでありますが、食料の安定供給等に必要な農地をしっかり確保

していくためには、国と地方が一緒になって責任を果たしていくことが重要であるという共通認識であ

ります。このような協議の場を通じまして国と地方が意見を交換し、お互いの立場を尊重しながら取組

を進めていくことが、今後とも必要であろうと、このように思います。また、地方六団体の考え方につ

きましては、要約しますと、面積目標の設定及び管理について地方の実情を十分に尊重してほしいとい

うお話であり、また、地方の意見を十分に聞くべきであるというようなことではないかと、こう思うわ
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けであります。 

 この点につきましては農林水産省といたしましても、今回お示しいたしました点につきまして、面積

目標案あるいは都道府県の設定基準案は、そのような配慮を十分にしたものと考えておりますけれども、

今後、都道府県の地方の皆さんが策定する面積目標に係る国との協議あるいは指定市町村の面積目標の

策定、さらにはその後の目標の管理におきましても、地方の意見をしっかりよく聞きながら実情に十分

配慮して取組を進めさせていただきたいと思います。 

 あわせて一言申し上げるとすれば、今回いただいたご意見の多くは、都道府県や市町村の面積目標の

設定が高くなり過ぎることや、あるいは目標が達成できないことを懸念してのものであるというふうに

も思うところであります。ご懸念の向きは理解をいたしますが、まず都道府県側の面積目標設定におき

まして、農地の確保に向けた地方の決意が明示されることが、重要と考えているところであります。 

 国としましても、地域の声、これに十分耳を傾けながら、目標の達成に向けて必要な施策予算、こう

したものの確保に努めてまいりますが、農地の確保のためには都道府県・市町村における取組が、最も

重要であるというふうに思っているところであります。十分今回の設定基準案につきましてご理解いた

だくとともに、農地の確保に向けた最大限の取組をお願い申し上げる次第でございます。また、事務方

から一点一点のたくさんのご指摘、ご要望をいただきました点につきましてお答えをさせていただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○司会 続きまして、個別事項につきまして事務局から回答をお願いいたします。 

○三浦農村政策部長 それでは、基本的なところは今、副大臣からご説明申し上げましたので、私の方

からは、せっかくこの資料２という資料を提出していただいていますので、これに沿って少し補足説明

をさせていただきたいと思います。 

 守るべき農地を守っていくということにつきましては、国と地方団体との間で思いは共通であるとい

うことと、既に制度はでき上がっていると、そうすると今後、必要なのは、制度に基づく実際の事務を

進めていく上でいろいろな協議とかがスムーズにいくように、国と地方それぞれの納得感が得られるよ

うにするということが重要だと思っておりますので、そういう観点で国の考え方を説明させていただき

ます。 

 まず１番目、国目標、都道府県の目標面積設定基準及び国・都道府県の目標の達成状況のところです

けれども、まず都道府県の意見を十分に聞くという点については、今ほど副大臣からご説明したとおり

でございます。十分に意見を聞いてまいりますが、ただ、その際１つお願いがありまして、いろいろな
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数字を出すに当たって県独自の算定根拠を使うという場合には、その合理性等につきまして十分な説明

をお願いしたいということでございます。 

 それから２つ目の丸のところで評価の話がございますが、先ほどＴＰＰとかの引用もございましたけ

れども、設定された目標と実績を単純に比べて、これは単純に実績が目標に到達していないから問題だ

とかいうことはなくて、きちんとその間の状況の変化というものは踏まえた上で評価をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 ２番目の農用地区域内の農地面積のすう勢でございます。最初の丸のところで係数の話がございます

が、これは非常に事務的な話になりますけれども、前回の指針の策定のときには農林水産省の耕地及び

作付面積統計というのを使ってというか、それしか使うものがなかったんですが、今回は都道府県を通

じて市町村において実施している調査、確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況等に関する調査と

いうのがありますけれども、その結果が今回使えるのでそれを使ったということで、ちょっとデータが

違っているということでございます。 

 それから２つ目の丸のところで荒廃農地の発生のすう勢のところなんですけれども、これは増えた要

因に２つございます。１つは文字どおり使われていた農地が荒廃してしまったというもの、もう１つは

市町村の方でいろいろ調査をしていただいた結果、もともと荒れていたものをつかまえていなかったも

のが、今回新たにつかまりましたというのが、両方あるというふうに私ども理解しております。そうし

ますと、調査をどんどんやっていけばいずれはどこかで止まるわけで、同じように荒廃農地が発見され

るとは限らないので、その分についてはすう勢に含めていないということでご理解いただければと思い

ます。各地域においてその辺特殊事情があるということであれば、データ等を踏まえて出していただけ

ればと思います。 

 それから３点目、農用地区域の編入促進のところでございます。これはすう勢と実績がかなり離れて

いるんではないかということでございますが、平成21年のときに実は編入すべき農地というのは拡大し

ております。それまでは20ヘクタール以上の集団農地は入れましょうというのを10ヘクタールにまで広げ

たんですけれども、私どもの考えとしては20ヘクタール、これはずっと農振法ができてから引き続いて

農用地区域に編入すべきという扱いだったので、それは入れていくということと、10ヘクタールと20ヘク

タールの間の農地につきましては、これはやはり新しく編入すべき農地になったということで、ちょっ

と状況が違うだろうということで、これは基盤整備済みの農地に限定した上で編入ということで算定し

ております。ここのところは数字の性格にもなるかと思いますけれども、単純にそのすう勢を見ていく
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ということでありますと、どちらかというと見通し的なものになってしまいますが、今作らなければい

けないのは、施策効果あるいは政策努力を含めた目標ということになっておりますので、こういったも

のを基にはじいているということでございます。ここも地域の実情等ございましたら、そこは真摯に承

って協議を進めていきたいと思っております。 

 それから４番目、荒廃農地の発生抑制のところでございますけれども、これは農地の状況が個々いろ

いろ、条件の良いところ、悪いところ、あるのはもちろんでございますけれども、ある意味、平均値を

用いるということは、そういうのを全部ひっくるめて算出するというところが一種のそのメリットであ

りまして、要はどこまで細かくするかというかなり実務的な問題がございます。そういう意味で我々と

いたしましては、まず都道府県ごとにはちゃんと荒廃農地の発生率というのは違うんだというところま

では、算定の根拠として考えますけれども、その先につきましては、都道府県の農用地区域内全体を対

象に平均値で算出するというのが、よろしいのではないかというふうに考えた次第でございます。 

 それから４番目の項目の一番最後のところ、原因を分析して制度改善を図って新たな政策を実施する、

これは当然のことと思っております。国の食料・農業・農村基本計画も５年ごとに見直しをかけて必要

な政策の見直しをやっていくということですので、当然これは都道府県、市町村のご意見も聞きながら、

そういった施策というものを考えていきますし、予算の確保にも努めていきたいと思っております。 

 それから５番目、荒廃農地の再生のところでございます。今、統計上再生可能な荒廃農地と、それが

困難な農地というふうに、２つ分けていますけれども、私どもも再生可能な荒廃農地というのが全て再

生できるというふうには思っておりません。そういう前提の上で、このうち大体60％は再生可能ではな

いかというふうに考えているところでございまして、これも60％という一律の数字になりますけれども、

条件のよいところ、悪いところ、両方にらんでこういう形にしたということでございます。ちなみに国

の目標における荒廃農地の再生面積は、今回の目標では年当たり大体0.41万ヘクタールということですが、

近年５カ年におきましてはこれが0.49万ヘクタールということで、過去５年の実績よりは再生のペースが

ダウンするというような形で見ておりますので、その点もご理解いただければと思います。 

 それから最後、６番目、その他でございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、都道府

県の面積目標につきましては基本的にこれを尊重してまいりますが、協議を円滑に進めるためにもその

算定根拠については、よく整理していただければありがたいと思います。 

 それから最後、農用地区域内の農地面積の把握につきまして課題があることは承知しておりますけれ

ども、いろいろな政策を展開する中で定期見直し等の中で、農地の利用状況をできる限り正確に把握す
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ることが必要ではないかと考えております。 

 あとこれに出ていないところの話としましてＴＰＰに関しましては、これはまさに政府を挙げて農家

の不安に寄り添って必要な対策を検討していくということですので、その中で広く十分ご意見、いろい

ろなことをお伺いしながら進めていきたいと考えておりますし、それから鳥獣被害につきましても環境

省の方でも法律改正をいたしまして、また、ちょうどたまたまなんですけれども、10月から鳥獣の担当

部局が生産局から農村振興局に移りまして、私もいろいろお話を聞かせていただいていますが、環境省

の方もそれまでの鳥獣保護という考え方をかなり大きく変えて、向こうの方でも県での鳥獣対策の予算

化をしたという新しい動きも出ております。捕獲圧を高めて、とにかく特にイノシシ、シカについては

抑制していくんだということでやっておりますので、そういったところもご理解いただければと思いま

す。 

 私からは以上です。 

○司会 ただいまの農林水産省からの回答を踏まえまして追加のご意見等ありましたらお伺いしたいと

思います。 

◯鈴木三重県知事 ありがとうございました。 

 それぞれ誠意を持ってお答えいただいたというふうに思っておりますけれども、その上で何点か少し

申し上げたいと思うんですけれども、まず１つは、先ほど副大臣にも部長にもおっしゃっていただいた

んですが、我々の資料２で言うところの１ポツの２つの丸と、それから６ポツの１つ目の丸、この３点

についてとめ直しておきたいんですが、つまり１ポツの１つ目の丸は、要は国の目標と都道府県の積み

上げの目標に相違があった場合、それを尊重してほしいということと、２つ目のところは、評価もそう

いういろいろな情勢を加味してほしいということでありました。 

 部長がおっしゃったように、我々が独自の状況で出すときには算定根拠を明示せよというのは、当然

のことだと思いますので、それは我々当然配慮するものの、私が若干懸念しているのは、例えば国の目

標と都道府県の積み上げが乖離した場合、それを最後まで一緒にするという努力をせずに、国はこう、

都道府県はこうという形になった場合に、我々は決意を持って現実に即してやると、やってみたらこう

いう目標だったというのであったにもかかわらず、一定の農地確保について強く思いを持っておられる

方々などから、地方は農地確保をやると言っていたのにやる気がないのではないかとか、あるいは分権

をしたことで農地が減るということになって、分権は逆効果じゃないかというようなレッテル張りがさ

れると、我々は現実に即し地域の実情に即してやっていこうと考えている中ですので、そこについて、
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もし乖離が出て都道府県の積み上げの方が低かった場合において、我々も当然根拠を説明しますけれど

も、それが地方がやる気がなくてそうなっているのではなくて、一定の根拠のもと地域の実情に応じて

こうなんだという説明責任をともに持って、我々も当然根拠を示しますけれども、そういうことを非常

に懸念しているというのが１点あります。 

 ですので達成状況の評価もそれを基にやると、やる気がないんじゃないかとかいうようなことになら

ないよう、我々もかなりの覚悟と決意を持って今回臨んでいますので、そういうことを若干心配してい

ますので、それが乖離したまんまの場合においては、そこの説明責任、そういう地方に対するレッテル

張りにならないようにご配慮賜りたいということが１点と、もう一点は、先ほど部長の方から、農用地

区域の編入のところでの政策努力を見込んでということをおっしゃっていました。当然我々も例えば自

治体の総合計画とかを作るときに、目標においては政策努力を見込んでやるというようなことが多々あ

りますので、おっしゃるとおりだと思うんですけれども、農用地区域の編入の部分については、今、多

分新たな施策というか、それを編入していくためのこういう施策で、よりその編入を促進していこうと

いう施策が、我々から見ると明示的に余りまだ示されていないと思っていますので、政策努力とおっし

ゃっていただくのであれば、そういう部分もセットでぜひお示しいただきたいというのは、今、たまた

ま農用地区域のところをお示し申し上げましたけれども、ぜひお願いしたいという点が２点目です。 

 ３点目は、今日先ほど副大臣からも部長からも大変丁寧にご回答いただきましたけれども、また、文

書でもいただけるというお話を聞いていますので、もし今日我々代表者３人来ていますけれども、その

回答などもいろいろな団体に照会し、その上でもう少しこういうことをしっかり言ってこいというよう

なこととかがあれば、またこの協議の場の２回目の開催についてもご相談をさせていただきたいと、そ

のように思います。 

 私からは以上です。 

◯牧野飯田市長 ありがとうございます。 

 私ども市町村の立場で、また杉本町長からもお話があるかと思いますけれども、今回のこのいわゆる

マクロ管理の設定基準というのが非常に重要だと思っているのは、当然、指定市町村を目指そうという

市町村におきまして、こうしたマクロの目標をしっかりと作って、そしてそれを達成しよう、本当に努

力をしていきたいと考えているからであります。 

 そうなりますと、市町村レベルになりますと本当に現実の話として、実際にそこで担い手が確保でき

るかどうかでありますとか、あるいは農用地区域の編入のところにもありますけれども、農振農用地で
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はないいわゆる白地の農地を一体どういった形で確保するかというようなことにつきましても、現実的

な話としてこういう考え方でやっていくんだということを、言っていかざるを得ないこともあると思う

んです。算定基準について、より広範囲における設定の仕方と、現実を踏まえた設定の仕方とでは、当

然ながら乖離が出てくる。市町村においては、それがかなり明確に出てくるものだろうと予想がされま

す。 

 ですから現実にはこうなんだということについては、先ほどから申しておりますように、真の農地の

確保をしていきたい、だからこうやって手を挙げてきているんだということ、つまりやる気がある市町

村が出てきているということは踏まえていただいて、そうした中でこれだけ努力してもこうした数字に

なるんだということについては、これは私は尊重していただきたいと思います。 

 それについて例えば国の考え方あるいは県の考え方とも異なるじゃないかということを言われてしま

っても、現実的にそうなんだから、それについてそっちに合わせろという話は、つまり現実から乖離し

ろということを市町村に求めることになりかねないんです。それを目標にしろということは、市町村に

とっては達成不可能な目標を設定しろと言うのと私は等しいと思ってしまいますんで、そうならないよ

うな、まさに納得感の得られる運用の仕方をよろしくお願いしたいということを、再度申し上げさせて

いただきます。 

◯鈴木三重県知事 ごめんなさい、さっきの自分の発言の補足で、さっき私はレッテル張りと、言い方

はいまいちだったかなと思いながらも懸念していたのは、要は例えば先般も農地中間管理機構でも、都

道府県の数字が全部出てランキング形式で出されていましたが、数字が公表されるのは全然我々は構わ

ないんですけれども、地域にどういう事情があるのかということなども考慮されていないというような

ことになるといけなくて、例えば数字だけが、ばばばっと例えば目標のことが出て、達成していません

ねとかとなると、ほら、権限移譲して、地方はやっぱりやる気なかったじゃないか、やる能力なかった

じゃないかというようなことになることを大変心配しています。ぜひそういうレッテル張りにならない

ような、現実に即して地域の実情に応じてこのようにやるものなんだと、彼らはこういう根拠で説明し

ているというようなことについても、ぜひ、ともに考えていただけるとありがたいと思いました。すみ

ません。 

◯杉本池田町長 私は言っていることがちょっとずれているのかな。優良農地確保の目標面積設定の話

以前に、優良農地を確保するために農地転用許可権限を地方に分権する話があったと思います。現状で

言えば、いわゆる指定市町村の話です。我々六団体として主張した分権改革の内容は、指定市町村とい
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うわけではなかったが。本来の趣旨は、分権をしてもらって、何かむやみやたらに転用するような規制

緩和をしてくれという提案ではなかったということです。さっき牧野市長がおっしゃったように農地を

守る分権であると。我々町村としては、くどい言い方になるんですけれども、分権できっちり農地を守

ろうということは、農業の振興になる。すなわち農村振興にもつながるだろう、だから徹底してやろう

というのが、地方からお出ししたいろいろな文書でもあらわれている。 

 もちろん国が法律を持っているわけですけれども、農地法、農振法の関係で、優良農地の確保を徹底

してやるというのが、本気なのかということです。そうであれば、単なる農地の面積を守るというだけ

では話にならない。優良農地確保に資する政策と優良農地の確保は、当然表裏一体のものになるはずな

んです。ここが私どもとしては入り口ということになる。 

 私がどうしてもここが腑に落ちないというのは、農地の面積確保に資する部分は、全部おっしゃって

おり、農地面積は積み上げてどうのこうのとおっしゃるけれども、一向に優良農地確保に資する政策と

合致したような話には聞こえないんですよ。農林水産省にはそうした政策がいっぱいあるけれども、そ

ういうものがセットとして組み入れられておらず、どうしても腑に落ちない。これはうちの町の話なん

ですけれども、さっき言ったように鳥獣害だとかあるいはいろいろなことがある。さらに、以前、転作

関係の政策の中で、転作地に植林をしてもいいことになったため、山が農地に迫るという状況なんです。

条件不利地域があったりして、これも農地としてある程度守りたいということがある。そのため、いつ

でも農地に戻せるようにということで、生産的保全農地、ちゃんと耕作することを前提とした環境的保

全農地、こういうものを考えて、山際にベルト状に花を植えて、山林化を止めることをしようとしてい

る。 

 少し話がそれたけれども、優良農地の確保に資する政策を農林水産省からお聞きできれば少しは腑に

落ちるんだけれども、今新しく始まった日本型直接支払、こういったものを充実させるとか書いてある

けれども、その他の優良農地の確保に資する政策で、農地は農地として、あるいは環境保全的な農地と

しても確保させることができるんだからこういう農地を目標面積に上げる、一緒に農地を保全して、農

業振興を行うというような言い回しがあまり聞こえてこないというのがちょっと心配です。本気で農林

水産省さんは農業の振興を考えているのかと。強い農業、強い農業と言うけれども、その目的を達成す

るため強い農林水産省になると言えるのかということを聞きたいと。ちょっと言い過ぎましたか。 

◯牧野飯田市長 そんなことないと思います。 

◯杉本池田町長 話がちょっとそれていますかね。頑張りましょうと、俺たちと一緒にやろうという話
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を聞かせてもらえると、この案はすっと流れる。 

○司会 それでは、何点かご意見等ございましたので、農林水産省の方から回答をお願いいたします。 

○三浦農村政策部長 まず鈴木知事からお話がありましたレッテル張りにならないように、確かに報道

とかだと本当にわかりやすく、ぽんと出しちゃうので何とかランキングと、確かにそういうところあり

ますけれども、今回、特に県に作っていただく目標というのは、国も協議を受けますので、ある意味共

同責任なわけです。ですから例えば目標が国の考え方でやったものより低い県があったとしても、そこ

は結局、対外的にどういう説明責任ができるのかということになるんだと思います。それはさっきお話

があった実績とも絡んでいて、例えば非常に意欲的な目標を掲げてくださったんだけれども、結果とし

て実績がそれに届かなかったというケースも出てくるでしょうし、逆に、ちょっと低目の目標を立てて

おいたので実績は、軽くそれをクリアしましたというようなケースも出てくるでしょう。それはでも、

個別個別に事情がありますから、そういうものだということを、私どももきちんと地方の方々と一緒に

よく説明をしていくということに尽きるかと思います。 

 それから農用地区域の編入策は、ご案内のとおり農林水産省のいろいろな補助事業というのは、基本

的に農用地区域の中の農地を対象にやる、あるいは今入っていないものは将来入れるという前提でやる

ということなので、１つはいろいろな事業、特に地元で必要とされるものを、きっちり確保してやって

いくということに尽きるんですけれども、あともう一つ、国全体の政策の動きとして、人口が減少して

いる中で都市計画とかも少しコンパクトシティーとかで、国土交通省も従前とは大分考え方が変わって

きています。今、私のところで都市農業振興基本法というのが、今年の通常国会で法律が成立したこと

を受けまして、例えば都市計画の中の線引きを、今まではどちらかというと市街化区域にどんどん持っ

ていって開発するというものを、逆に市街化区域から市街化調整区域に戻すとかいう方策についても検

討しているような状況ですので、いろいろなことを努力を積み重ねながら、そこは農用地区域に編入す

ることが、農家の方にとってもそうだし地域全体にとってもいいんだということを、よく打ち出してい

きたいというふうに思います。 

 それから今ここでお話ししていることというのは、いずれ議事録になりますけれども、ご照会いただ

ければ、私どもの本日の説明も含めまして文書で回答するということについては、もちろん受け入れた

いというふうに思っております。 

 それから牧野市長の方からお話がありまして、国・県と市町村の間のギャップ、地元ではどうしても

こういうのがあるんだというところは、それはまさに今のお話とパラレルでございまして、市の方で、
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やっぱりちょっとうちの市はここまでやってこういうことだから、ここの数字はこうなっているんです

ということを説明していただいて、それを踏まえて指定基準の方でも最終的に指定をしていくというよ

うな流れになっているかと思いますので、そういったところで酌み取っていけるのではないかというふ

うに思っております。 

 それから最後、杉本町長からいただいたお話、これはまさにもちろん農地を守るのが大事なんですけ

れども、最終目標は、農業がきちんとして業として成り立って、そこで人が生活をできて地域が成り立

っていくということですので、そのための政策というものは、もちろんこれで100％とかではないので絶

えず見直しはかけていく必要はありますけれども、よくＴＰＰなり地元のご意見なりそういったものを

伺って、不断の見直し、向上というものは私ども図っていきたいと思いますので、そこは今後とも一緒

にやっていただければと思います。 

◯前島農村計画課長 １点だけ補足させていただきますと、牧野市長から繰り返し、現実を踏まえた設

定というお話がございました。この点につきましては正直に申し上げて、今回の国の目標の設定ですと

かあと都道府県の設定基準、これはどうしても私たちはデータを見ての設定にならざるを得ない。個々

の市町村の中の農地の状況までは把握し切れませんので、そのデータ自体は市町村からの報告に基づい

ているものなので、必ずしも乖離しているわけではないと思っていますけれども、国や県の定め方と市

町村の目標の定め方というのは、自ずとやり方が異なるというふうに思っております。 

 これは別の指定基準の指定市町村の話になりますけれども、こちらについてはそういう市町村の実情

に即した定め方、これができるようなフォーマットといいますかそういったものを、併せて私たちの方

でもお示ししたいと考えています。ただ、私たちだけで作るのでは非常に独りよがりなものになってし

まいますので、素案をご覧いただいて市町村でもこのやり方だったら作ることができるとか、ここの表

現はこういうふうに変えた方がいいとか、そういうご意見もいただきながら、できるだけ皆さんに使っ

ていただきやすい、作りやすい、そういったフォーマットを作っていきたいと思っていますので、ぜひ

ともご協力のほどをお願いいたします。 

◯鈴木三重県知事 意見というか質問というか確認なんですけれども、この今回決めた基準や国の403万

ヘクタールとかという部分についての見直しの、例えば法律だと附則で５年後見直しとかそういうのあ

ったりしますけれども、そういうのは、基準を決める前から聞くのもなんですけれども、設定するのか

しないのか、設定するならどういう考え方なのか、さっきいみじくも杉本町長が、やってみますかみた

いなことをおっしゃいましたけれども、やってみての使い勝手の部分とかもあると思いますし、施策の
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進行状況もあるだろうし、農業においてどういうのがあるかわかりませんけれども、ＴＰＰもあるし、

あと産業だったらリーマン・ショックみたいなのもありましたし、そういう10年間の中で大きな社会情

勢の変化みたいなのがあり得ると思いますから、そういう見直し、改善、修正のプロセスみたいなこと

について、もしお考えがあれば教えていただければと思います。 

○三浦農村政策部長 農林水産省の場合、食料・農業・農村基本計画というのがありまして、これで政

策全体の見直しを５年ごとにやっておりますので、当然それが見直されれば今回の目標というのも見直

す、過去もそうでしたけれども、そういうサイクルで我々政策をやっております。 

◯鈴木三重県知事 ということは、食料・農業・農村基本計画が見直されなければ、これは見直さない

ということですか。 

◯前島農村計画課長 基本的にはそうなると思います。法律の規定上は、経済事情の変更などによって

見直す必要がある場合は見直すということなのです。 

◯鈴木三重県知事 ということは、法律上は運用してみての課題が出たときにそれを変えるということ、

修正をするということには、法律の要件にはなっていないということですか。 

◯前島農村計画課長 そうです。普通に考えればそういう意味では、食料・農業・農村基本計画を今、

部長が説明申し上げたように５年に１度変えますので、食料・農業・農村基本計画が変わると見直すと、

５年ですから今、立ててうまくいかないということになれば、そのうまくいかないという反省に立って

５年後の見直しのときに、どうするかということになろうかと思います。 

◯鈴木三重県知事 そうですね。我々も今、例えば自治体総合計画を持っていて、それで４年ごとの行

動計画みたいなのを持っているんですけれども、そこにもＰＤＣＡ回すための目標みたいなのがあって、

目標というのは予測や見込みじゃなくてあくまで目標だから、先ほど部長がおっしゃったように政策努

力を見込んだものが目標なんだと思うんですけれども、結果としていろいろな財政状況とかもあったり

してうまくいかないケースもあったりして、僕らはたった４年の行動計画のＰＤＣＡ回すときにも、い

ろいろ諸事情があって変更している部分があると思うので、なかなか基本計画が変わらなければこれは

変わらないというのは、運用上難しいんじゃないかなというのは若干思ったりしますけれども、これか

らまたいろいろ議論させていただければと思いますけれども。 

○司会 他にご意見等ございますでしょうか。 

 ご発言がないようでございましたら、最後に伊東農林水産副大臣よりお願いいたします。 

◯伊東農林水産副大臣 本日は貴重なご意見をありがとうございました。 
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 ５年の見直しも、ちょうど今から５年前、民主党政権で食料・農業・農村基本計画で食料自給率を

50％に設定したのが５年前です。このとき40％だったんですけれども、翌年からもう39％に下がって、そ

のまま全く上がらないでこの５年経過して、一体それは何なんだという話になりますよね。ですから５

年でこの間見直したのが45％に、何とかそれでも大丈夫かと言いながら設定する。常に見直しも天下の

情勢をにらむことも非常に大事なことだというふうに思っておりますので、しっかりこの点やらせるよ

うにしますのでよろしくお願いします。 

 改めて先ほどもお話しさせていただきましたけれども、後日、書面にて詳細につきましては公開等さ

せていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それとまた必要があれば、回答をご覧いただいた後、第２回目の協議の場を開催するかどうかという

点につきましても、またご意見をいただきたいと、ご検討いただきたいというふうに思うところであり

ます。 

 成案を得た後、食料・農業・農村政策審議会への諮問と答申等の所要の手続を経ることになります。

本年中に農用地等の確保等に関する基本指針を見直しさせていただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。国と地方一体となって優良農地の確保に向けた取組を、進めさせていただきま

すようよろしくお願い申し上げます。今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。 

○司会 それでは、以上をもちまして、本日の国と地方の協議の場は終了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。 

午後６時０４分 閉会 


