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第２回 

中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会 

議事次第 

 

 

１．日 時：平成23年２月28日（月）13:30～15:21 

 

２．場 所：農林水産省第３特別会議室 

 

３．出席者：高橋委員長、浅野委員、近藤委員、玉沖委員、藤山委員、村田委員、 

守友委員、山本委員、 

      農村振興局長、農村政策部長、中山間地域振興課長、中山間整備推進室長、

課長補佐（直接支払企画班、直接支払業務班） 

 

４．議題 

  １  開会 

  ２  議題 

  （１）平成22年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（見込み）について 

  （２）中山間地域等直接支払制度の特認基準について 

  ３  閉会 

 

５．配布資料 

  資料１   平成22年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（見込み） 

  資料２   平成23年度中山間地域等直接支払交付金概算決定の概要 

  資料３－１ 都道府県特認基準の設定・変更の概要 

  資料３－２ 都道府県特認基準の設定・変更 

  参考資料１ 中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会設置要領 

  参考資料２ 中山間地域等直接支払交付金実施要領等（抜粋） 
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午後１時３０分 開会 

○課長補佐（直接支払業務班） それでは、定刻となりましたので、ただいまから第２回

中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会を開会いたします。 

 では、委員会に先立ちまして、吉村農村振興局長からごあいさつをさせていただきます。 

○農村振興局長 皆さん、こんにちは。農村振興局長の吉村でございます。 

 第２回の中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会の開催に当たりまして、一

言ごあいさつ申し上げさせていただきます。 

 本日は、委員の先生方、大変お忙しいところ、また足元の悪いところお集まりいただき

まして、大変ありがとうございます。 

 中山間地域等直接支払制度でありますけれども、ご案内のとおり、平場との生産性の格

差、この不利を補正するということで、条件不利地域の営農の上で必要不可欠なものとい

うふうに広く共通認識をいただいているところであります。 

 後ほど報告させていただきますけれども、22年度から第３期対策に入ったわけでありま

す。特に中山間地域、高齢化が進んでいるということで、そのままいくとかなり落ち込む

のではないかというような懸念もあったわけでありますけれども、高齢化に配慮した対策

を３期対策に盛り込みまして、何とか22年度の実績が大体まとまりましたけれども、ほぼ

前年並みの面積が確保されたという状況でございます。 

 中山間地域等の直接支払制度、23年度においては、制度の根幹は維持しながら、戸別所

得補償制度が本格的にスタートするということで、その適切な補完になるように見直すと

いうことにしたところであります。 

 具体的には、これまで条件不利性がありながら必ずしもきちっとこの制度が行き渡って

いなかったところについてもはっきりと対象にするということで、地域振興８法地域内で、

傾斜地と同等の条件不利性が認められる離島の平地、こういったものなどを特認農用地に

するということで、条件不利性に応じて、傾斜地と同じ条件で交付金を交付するというこ

と。 

 また、これまで特認農用地は緩傾斜単価に限定されていたわけですけれども、条件不利

性が相当するものがあれば急傾斜地単価に引き上げるということ。それから、特認農用地

の国庫負担率、これもこれまで３分の１だったわけですけれども、これを２分の１に引き

上げる。こういうことを23年度予算の中で措置をしようということにしております。 

 本日は、22年度の実施状況をご報告させていただくとともに、先ほど申しました制度の
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見直しを踏まえて、各県から特認基準案が寄せられております。そういう見直しがあった

ということもあって、今まで特認基準案、毎年少しずつ出ておりましたけれども、ことし

はかなり多い状況でございます。それらについてご意見をいただきたいというふうに思っ

ております。 

 委員の先生方には、限られた時間で恐縮でございますけれども、ぜひとも忌憚のないご

意見を賜ることをお願い申し上げまして、私の冒頭のあいさつとさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○課長補佐（直接支払業務班） ありがとうございました。 

 申しおくれましたが、私、中山間地域振興課の松本でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 本日の委員会につきましては公開で行っており、傍聴の方もお越しになっております。

また、資料及び議事録につきましてはすべて公開することとなっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 これからは、高橋委員長に議事をお進めいただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○高橋委員長 それでは、第２回の中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会の

審議に入りたいと思います。 

 本日の会議につきましては、遅くとも15時30分をめどに終了したいと考えておりますの

で、慎重かつ円滑な議事の進行にご協力をお願いいたします。 

 なお、本日は、市田委員、林委員が所用により欠席でございます。 

 また、先ほど事務局から説明がありましたが、本委員会の議事録、これは委員の皆様の

お名前が記載されたものとなりますが、後日公開されますので、よろしくお含みおきをお

願いいたします。 

 それでは、まず事務局のほうから資料の確認をお願いいたします。 

○課長補佐（直接支払業務班） では、資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の資料ですが、一番上が今回の議事次第となっております。 

 ２枚目が委員の方々の名簿。３番目が配布資料の目録となっております。これに沿いま

して確認させていただきますと、まず、右肩に「資料１」と書いてあります資料が「平成

22年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（見込み）」というものでございます。 

 続きまして、資料２、こちらが「平成23年度中山間地域等直接支払交付金概算決定の概



 

－4－ 

要」というものです。 

 続きまして、資料３－１ですが、こちらはＡ４横判となっております。こちらが「都道

府県特認基準の設定・変更の概要」というものです。 

 資料３－２ですが、こちらが「都道府県特認基準の設定・変更」というもので、分厚い、

インデックスのついた資料になってございます。 

 そして、参考資料１として、本委員会の設置要領。参考資料２としまして、本交付金の

実施要領（抜粋）がございます。 

 以上でございますが、そろっていらっしゃいますでしょうか。 

 よろしいようですので、委員長、よろしくお願いします。 

○高橋委員長 では、早速ですが、議事に入りたいと思います。 

 本日は、お手元に配布されております議事次第にありますように、平成22年度中山間地

域等直接支払制度の実施状況（見込み）についてと、それから２つ目に、中山間地域等直

接支払制度の特認基準、この２つを予定しております。順次、事務局から説明をお聞きし

た上で、議題ごとにご質問、ご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、議題１の平成22年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（見込み）につき

まして、まず事務局からご説明をお願いいたします。 

○中山間整備推進室長 中山間整備推進室長の志知と申します。 

 それでは、今から、先ほど委員長からございました議題の１、中山間地域等直接支払制

度の実施状況につきましてご説明させていただきます。 

 資料１に沿いまして、ご説明いたします。 

 まず、１ページの１のところ、交付市町村数でございます。 

 22年度の交付金を交付しました市町村数は989市町村となる見込みでございます。これ

は21年度に比べ19市町村減っておりますが、これはもともと少数の協定しか存在しなかっ

たような市町村が、高齢化の進展、担い手不足等によりまして協定がなくなることにより

まして、市町村自体が交付対象から外れたものということで考えております。 

 なお、対象の農用地基準を満たす農用地を有する市町村数は1,101市町村ございまして、

これの90％の市町村が交付市町村となっております。 

 続きまして、１枚おめくりいただきまして２ページのところでございます。協定数でご

ざいます。 

 平成22年度に締結された協定数でございますが、これが２万7,001協定となる見込みで
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ございます。これは昨年度に比べまして1,764協定の減ということになっております。 

 内訳といたしましては、新規の協定締結が約1,700ございまして、協定の分割が約250、

複数の協定の統合が約1,000、協定の廃止が約2,600となっておりまして、その結果といた

しまして、1,764協定が減ったということでございます。この減った主な理由でございま

すが、高齢化等によりまして５年間続ける自信がない、また集落を取りまとめているリー

ダーが不在であるなどとなっております。 

 それと、あと基礎単価から体制整備単価に今回大きく移行しております。基礎単価のほ

うをごらんいただきますとわかるように、約４割減っておりまして、体制整備単価のほう

が33％の増となっております。この結果、これまで基礎単価の集落がやや多かったところ、

今回、全体の３分の２が体制整備単価の協定となっております。これは今回、第３期対策

に盛り込んだ集団的サポート型が効果を発揮したものではないかということで考えており

ます。 

 それから、この下のところ、３の「交付金交付見込面積」でございます。 

 平成22年度に交付された面積は66万3,137ヘクタールとなってございます。これは、21

年度に比べまして630ヘクタールの減少となる見込みでございます。率にいたしますと0.1

％の減ということで、ほぼ昨年並みを維持したという状況でございます。 

 協定数の減少に対しまして交付面積自体は横ばいでございますので、今回、３期対策に

盛り込みました飛び地の取り込みや協定の拡大によりまして、協定自体の広域化が進んだ

のではないかというふうに考えております。 

 交付面積の内訳でございますが、基礎単価による交付面積が約８万5,000ヘクタール、

体制整備単価による交付面積が約57万7,000ヘクタールとなっておりまして、大体、基礎

単価が１割、体制整備単価が９割という感じでございます。これも協定と同様に、集団的

サポート型の創設によりまして、体制整備単価の割合が増加してございます。 

 それと、次の３ページのところは都道府県別の実施状況についてつけております。これ

につきましてはまた後ほど時間があればごらんいただきたいと思いますが、地域的に申し

ますと、今回は北海道と東海地方でやや増加してございますが、あとの地域につきまして

は微減という傾向となっております。 

 なお、この22年度の実施状況の見込みにつきましては、２月23日に公表しているところ

でございます。 

 以上でございます。 



 

－6－ 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの報告を踏まえまして、ご質問、ご意見がありましたらご発言いた

だきたいと思います。どなたからでも結構ですが。 

 では、近藤委員。 

○近藤委員 ちょっと細かいことですけれども、教えてください。 

 ２ページ目の協定数の1,700の減の内訳、1,700が新規でプラスですが、残りの分割、統

合、廃止は全部マイナスにきくんでしょうか。 

○中山間整備推進室長 新規と、あと分割自体は、大きなものが２つに分かれていまして

これはプラスになります。統合はマイナスでございまして、廃止もマイナスでございます

ので、新規と分割がプラス、統合と廃止がマイナスという、そういう勘定でございます。 

○近藤委員 それと、地域的な特徴ですね。1,700、6.1％は小さくない数字に思えるんで

すが、地域的な特徴があるのかないのか、6.1％減ということに対する評価、背景を教え

てください。 

○中山間整備推進室長 地域的なものといたしましては、特に分析は協定自体については

しておりませんが、多分、面積と同じような傾向ではないかと思います。 

 面積で申しますと、先ほど申しましたとおり、基本的には全国的にやや減少という感じ

でございまして、あまりどこが強烈に減ったということはありません。都道府県別に見ま

すと中国四国がやや減ったという感じがございますが、やっぱり全国的に大体減少してい

るということでございますので、おそらく協定についても同じように、地域的にやっぱり

非常に小さかったところ、もう高齢化が進んでいるところがやめていったのではないかな

ということで思っております。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかにはいかがですか。どうぞ。 

○藤山委員 私どもの中山間センターもまさに中山間のど真ん中にあって、今回もかなり

心配していて、ただ、面積的には頑張って徳俵で踏みとどまったなという感じが、中国地

方でも、全国でもしているんですが、これは今すぐというわけではないんですが、2,600

の協定が廃止というか、その辺のしっかりした類型化、あるいはいろんな農業センサスや

担い手のデータとも組み合わさったような、そういう分析は私どもも頑張りたいとは思っ

ていますが、ぜひ全国レベルでもしていただきたい。次の５年が来ますので、そういった

もので、どういった体制なり要因をきちっとやっていけばいいかという指針として、ぜひ
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まとめていくようなお取り組みをお願いできればというふうに思っています。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 全くそのとおりでございまして、この制度を生かすためには、やはり先に役に立つよう

な分析もこれからお願いし、またそれのためのデータの蓄積をお願いしたいと思います。 

 ほかにはいかがでしょう。どうぞ。 

○守友委員 今の藤山さんと同意見でありまして、面積的には若干減ったけれども、まあ

まあというか、先ほど徳俵と言われましたけれども、そのような頑張り方かなと思うので

すが、やっぱり協定のところで、先ほど近藤さんもご質問されたような、新規・分割・統

合・廃止で、これは少し地域ごとに見てみる必要があるのではないかと思いまして、大き

い協定を結んだところがいろんなことで活動しているというのは前々から色々なアンケー

トにも出てきておりますので、そういう統合型と、やむなくの廃止型というのは、大分意

味が違うと思うのですね。 

 おそらくこの廃止型のところと面積の減少というのは何かパラレルな関係があるのかな

という気がしますが、統合のところは一体どの辺に出ているのかというあたりですね。こ

れは今日のデータにはありませんけれども、集めれば可能だと思いますので、その辺のと

ころが明らかになると、いわば攻めの対応として統合していったというようなところと、

やむを得ず撤退せざるを得なかったところの差が出ると思いますので、その要因分析を、

今後の課題としてやっておくと、来年、再来年以降の非常に重要な指標になるのではない

かなという、そういう感想を抱きました。 

 以上でございます。 

○高橋委員長 どうもありがとうございました。 

 特に事務局のほうからはよろしいですか。 

 ほかには、いかがでしょうか。 

 それでは、特にございませんようですから次の議題に移らせていただきたいと思います。 

 議題２は中山間地域等直接支払制度の特認基準についてでございます。 

 また事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○中山間整備推進室長 それでは、引き続きまして説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料２の平成23年度の中山間地域等直接支払交付金の概算決定の概要について、

おめくりください。１ページめくっていただいたところでございます。 

 今回、平成23年度の予算につきましては、先ほど局長の説明にもございましたが、戸別
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所得補償制度の本格実施に当たり、条件不利地域における適切な補完となるよう、地域振

興８法地域内の傾斜地以外の条件不利地を傾斜地並みの支援対象とする見直しを行ってお

ります。 

 １ページおめくりください。ポンチ絵がございます。こちらに沿いましてご説明させて

いただきます。 

 拡充の内容でございますが、このページの下のところに拡充の概要がございます。４点

ございます。一番上のところは、先ほど申しましたとおり地域振興８法地域内の農用地、

特に離島の平地等を対象としておりますが、この中で、傾斜地と同等の条件不利性が認め

られる特認農用地につきまして、条件不利性に応じ、傾斜地と同じ条件で交付金を交付す

るということとしております。 

 その具体的な内容が次でございますが、これまでも特認農用地ということで対象として

おりましたが、単価につきまして、緩傾斜単価に限定するということをしておりました。

今回の見直しで、その中で、条件不利性によりまして急傾斜地と同様な不利性がございま

すところは急傾斜単価に引き上げるという形で、田であれば8,000円から２万1,000円、畑

であれば3,500円から１万1,500円という形で見直しを行っております。 

 もう１点は、特認農用地の国費負担率でございます。これも、これまでは３分の１とし

ておりましたが、これを２分の１に引き上げる、そのような見直しを行っております。 

 それと、一番最後のポツのところでございますが、条件不利地域における戸別所得補償

制度の適切な補完となるよう、交付金の２分の１以上は農業者個人に支払うことを原則と

いたしました。ただ、これにつきましては、交付金の使途につきましては協定参加者がそ

の合意によりまして決定するということになっておりますので、あくまでもこの原則は原

則といたしまして、地域でどのように使うかというのは、それぞれの協定の中でお決めい

ただくということでございます。したがって、これまでと同様に、地域の状況に応じた交

付金の活用は可能ということでございましたので、この旨をここにはっきりと明記してい

るところでございます。 

 続きまして、特認の内容につきましてご説明させていただきます。資料３－１をごらん

ください。「都道府県特認基準の設定・変更の概要」でございます。 

 まず、特認基準というものはどのようなものかということでございますが、制度の仕組

みといたしまして、１ページの右側のところの図でございます。 

 本制度の場合、対象地域がありまして、それにさらに、対象農用地の要件をかけるとい
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う形となっております。通常の場合ですと、この上の白いところ、地域振興立法８法の指

定地域を地域といたしまして、これに右側の白いところ、通常基準でございますが、ここ

に急傾斜や自然条件により小区画・不整形な田、草地率の高い地域の草地、また市町村長

が特に認めるものとしまして、緩傾斜、それから高齢化率や耕作放棄率が高い農地という

形で、対象地域に対象農用地の要件が加わるという形で二重で基準としております。 

 特認と申しますのは、この対象地域の場合ですと、この下のところ、８法地域外という

ものがございまして、ここを県が指定するということになっております。今回の特認基準

でございますが、今回出てきているものにつきましては、この上の対象地域のほうは８法

の指定地域内となっておりまして、ただ、対象農用地のほうは、この右側の赤いところで

囲っておりますが、ここが特認基準という形で、先ほど申しました急傾斜や緩傾斜とか、

また高齢化率の高いところとか、それ以外の基準というものを県が自分のところの地域実

態を見て定めるということとなっております。現在につきましては、この下にございます

が、沖縄及び鹿児島県の遠隔離島地域の農用地が対象となっております。 

 今回、先ほど申しましたような見直しを行いまして、その結果といたしまして、６県、

この左側の２の（１）にございますが、新潟県、島根県、山口県、長崎県、鹿児島県、沖

縄県から、今回この特認基準についての策定が上がってきているところでございます。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、この特認基準が今の要領上どのようになっ

ているかということでございます。 

 この特認基準の審査検討についてでございますが、まず対象農用地についてでございま

すが、ここにつきましては、この一番上の四角の（５）にございますが、（１）から

（４）までの基準に準ずるものとして、都道府県の知事が定める基準（特認基準）に該当

する農用地となっておりまして、これを具体的にどのように県がつくっているのかと申し

ますと、次の真ん中の囲いのところの（１）にございますが、都道府県知事は、ちょっと

飛ばしていただきまして、アンダーラインのあるところでございますが、別記４を参考と

いたしまして、次のアまたはイに掲げるデータを中立的な第三者機関に提出し審査検討を

行うものとする、とございまして、この別記４は何かと申しますと、この一番下のところ

でございます。 

 ８法地域内の農用地にあっては、勾配が田で100分の１以上、畑、草地または採草放牧

地で８度以上の農用地と同等の農業生産条件の不利性があり、他の農用地に比べて耕作放

棄率が高いこと、これを参考として県のほうは基準をつくり、県の第三者機関で審査、検
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討を行うということとなっております。 

 続きまして、（２）のところ、都道府県知事は中立的な第三者機関で審査された特認地

域及び特認基準につきまして、次の表に掲げる必要なデータを添付して農村振興局長に協

議するということになっております。これが、今回来ている県の資料でございます。 

 それで、必要なデータと申しますのは、この下の表にございますが２点ございまして、

一つがコスト格差、もう一つは耕作放棄率が他の農用地に比べ高いことということでござ

います。 

 それで、次に、国のほうで行うことでございますが、（３）のところでございます。都

道府県知事から協議を受けた農村振興局長は、第三者機関の意見を聞き、必要があれば各

都道府県の特認地域及び特認基準の調整を行うものとするということでございまして、こ

この第三者機関の意見を聞くというところが本日お願いしているところでございます。 

 続きまして、具体的な各県のこの特認基準につきましてご説明させていただきます。 

 まず、１ページめくっていただきまして、３ページのところでございます。ここに、設

定・変更の内容がございます。内容の説明に入る前に、特認基準の国の第三者機関の検討

に当たっての考え方につきまして、参考までに述べさせていただきます。 

 特認基準の策定につきましては、まず都道府県知事の裁量となっておりまして、また各

県の第三者機関が既に特認基準の対象となる農用地の条件不利性については議論をいただ

いているところでございます。したがって、国の第三者機関といたしましては、個別の案

件の不利性を審査するというより、全国的な観点から、国民から見て理解されるか、また

傾斜地とか、各県の間の基準で比較いたしまして不均衡がないか、そういう点からご意見

をいただければと思っております。 

 また、審査の際の参考でございますが、第１期対策のときに、同じように特認基準につ

いて第三者機関でご意見をいただいております。その中の意見としまして、特認基準は自

然的、経済的、社会的条件のすべてが悪く、農業生産条件が不利であることを明確に示す

ものとすべきであること。また、もう１点といたしまして、特認基準の設定について、地

方に自主性を認めることは必要であるが、各県の特認基準に著しい不均衡が生じることは

好ましくない。そういった意見が出されております。 

 国といたしましては、特認基準の設定につきまして、地域の実情を踏まえ、各県が自主

的に策定するものという観点から、先ほどご説明いたしましたように、考え方、添付すべ

きデータの内容を示し、具体的な算定方法については国としては細かく定めておりません。
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ここは県のほうにそれぞれ任せているところでございます。従いまして、この後ご説明い

たします各県の生産コストの算定方法、どのように算定しているかというところは、それ

ぞれで多少異なっております。 

 事務局といたしましては、その算定の方法がどうというよりも、その対象農用地に不利

性があるかということが合理的に説明できるのか、また傾斜農用地とか、他県に比べて著

しい不均衡がないか、そういう観点からチェックしていたところでございます。 

 それでは、各県の特認基準の内容につきましてご説明させていただきます。 

 まず、新潟県の特認基準でございます。 

 先ほどの３ページのところ、ここに各県の特認基準と対象地域、適用単価につきまして

まとめておりますので、これを見ながら、また詳しいものを見て行くという感じでご説明

させていただきます。 

 まず、今の３ページのところをごらんください。新潟県の特認基準案につきましては、

離島振興法に基づき指定された離島振興対象実施地域であって、次表に掲げる市の傾斜地

以外の農用地となっております。次表は佐渡市でございまして、対象地域は佐渡市の田と

畑となっております。適用単価でございますが、緩傾斜単価、田で8,000円、畑で3,500円

となっております。 

 それでは、詳細につきまして、資料３－２、この分厚いほうをごらんください。これに

つきましては、かなり分厚いものですので、ポイントをかいつまんでご説明させていただ

きます。 

 まず、５ページをごらんください。農業生産条件の不利性を示すデータのうち、コスト

格差につきまして、ここで県のほうから掲げているところでございます。 

 まず、田につきまして、アのところが田でございますが、これの算定結果というのが上

のところにあるかと思います。これは、佐渡地域の生産コストをこの下のところの表で出

しまして、それを総計したものが９万1,363円。そこから全国平均を引きまして、それに

８掛けをしております。その結果、9,401円となりまして、これが緩傾斜単価の8,000円を

超えているということで、これは生産コストの面で全国に比べて不利性があるということ

を言っているところでございます。 

 この中身のところの表でございますが、主要な差額が出ているところといたしましては、

肥料費や農薬費が、島に持ってくるということで割高であるということ、それから用水確

保にため池が必要ということで、土地改良費が高くなっております。また、燃料が高いの
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で、カントリーエレベーターが高くなっておりまして、これが賃借料が高い原因となって

おります。このほか輸送コストもかかっているところでございます。これらをそれぞれ足

し合わせまして、この生産コスト差が出ているところでございます。 

 続きまして、この下のところ、畑でございます。これにつきましては、代表的な作物と

しまして柿でコスト差を算定しております。いわゆる「おけさ柿」と言われるものでござ

います。 

 これも、同じように全国平均との差を出しまして、その結果といたしまして１万614円

が出ておりまして、これは新潟県が設定しようとしている緩傾斜単価の3,500円を超えて

いるものでございます。 

 この内訳につきましても、先ほどと同様、肥料費、農薬費、光熱費が割高のほかに、島

外消費がメインでございますので、輸送コストが大きくかかっているところでございます。 

 続きまして、１ページめくっていただきまして、６ページをごらんください。耕作放棄

地率でございます。ここは、この表の真ん中のあたりに耕作放棄率の2010というところが

あるかと思います。ここは全国が9.8％、新潟県が5.9％でありますが、佐渡市は11％にな

っておりまして、耕作放棄率が高いということでございます。 

 なお、そのほかの自然的、経済的、社会的不利性といたしまして、この後ろ、７ページ、

８ページにございますが、人口の減少や高齢化の進行、また就業機会の少なさ、石油・ガ

ス等が高い、交通が不便であるということをそれぞれ県のほうでまとめてきてございます。 

 なお、新潟県の第三者委員会からは、県の特認基準につきましては適当であると判断さ

れております。そのほか、コメントといたしまして、農業生産条件や経済・社会的条件か

らも離島の不利性を確認したということ、また平坦部の地域から急傾斜地域をカバーする

ような、そういった体制が望ましいという、そういったコメントが出されてございます。 

 なお、事務局といたしましては、新潟県の基準につきまして特段の問題はないものと考

えております。 

 続きまして、島根県でございます。先ほどのＡ４の横のほうをごらんください。 

 島根県の特認基準でございますが、地域振興３法（過疎法、離島振興法、特定農山村

法）いずれにも指定された地域であって、次表に掲げる町村の対象地目の農用地となって

おります。 

 具体的な対象地域といたしましては、この下にございますが隠岐の島町、海士町、西ノ

島町及び知夫村となってございます。 
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 適用単価につきましては、コスト格差に応じまして急傾斜単価を適用するとしておりま

して、田であれば、西ノ島町の田については急傾斜単価、それから海士町、隠岐の島町に

つきましては緩傾斜単価、それから畑につきましては全町村で急傾斜単価でございます。

草地につきましては、海士町、西ノ島町、知夫村が急傾斜単価で、隠岐の島町が緩傾斜単

価となってございます。 

 続きまして、詳細でございますが、資料３－２の24ページをごらんください。ここで、

耕作放棄率でございますが、ここの２のところでまとめてございますが、この表の右側の

ところに出ております。海士町54.8％、西ノ島町75.0％、知夫村63.8％、隠岐の島町19.4

％となっておりまして、すべて全国平均よりも高いということになってございます。 

 次に、生産コスト差でございます。その下の３の（１）から始まっておりますが、この

25ページの次のところの真ん中のあたりに⑤というところがございます。田に係る生産コ

スト差についてとございまして、ここに生産結果をまとめております。海士町で１万

3,826円、西ノ島町が４万1,807円、隠岐の島町が１万3,298円ということで、それぞれ適

用しようという単価を超えているということでございます。この具体的な算定データにつ

きましては、28ページ以下にそれぞれ載せてございます。 

 コスト格差の主な要因といたしましては、肥料費、光熱動力費、農機具費が割高である

ということ、それからあと、収量が全国平均より低いということで、それを補正している

ということが主な要因でございます。 

 続きまして、畑についてのコスト格差でございます。これは26ページをごらんください。

ここの⑥に各町村のデータをまとめてございます。これにつきましては、すべて急傾斜単

価を超しているという状況でございます。 

 これにつきましても詳細な内訳が35ページからございますが、内容といたしましては、

肥料費などが割高であること、それと、やはり収量が低いということで、それの補正をし

たということが主な要因となっております。 

 次に、草地でございます。草地につきましては27ページをごらんください。ここに各町

村のものをまとめてございますが、これは海士町、西ノ島町、知夫村が急傾斜単価を超し

ている、隠岐の島町につきましては緩傾斜単価を超しているということとなっております。

これにつきましても、肥料費の割高とか、収量が低いということが要因となっております。 

 なお、島根県の島の輸送コストにつきましては、県内でプール計算としているというこ

とで、離島にかかる負担分がないということで、これは計上しておりません。その算定結



 

－14－ 

果をまとめたものが27ページの下のところにございます。ここに各町村と地目につきまし

て、それぞれの単価を載せているところでございます。 

 それから、そのほかの自然的、社会的不利性でございますが、これは23ページのところ

で、冒頭で島根県の資料に載っているところでございます。具体的には、人口が昭和25年

の４万5,000人から半減している、それから、65歳以上の比率が３分の１となっている、

また、本土から40から80キロメートルぐらい沖合に位置しており、海上輸送費がかかり、

また、それに伴い出荷作物も限られている、排水性が悪い土壌のため、概して収量が劣っ

ているというふうなことを挙げております。 

 島根県の第三者委員会では、この県の基準で妥当と判断しているところでございます。

なお、島根県の第三者委員会のコメントといたしましては、輸送費はコストに入らないの

か、また、生活の不利性を反映できないのか、この対象となった場合の制度の効果を後ほ

ど実証してほしい、そういったコメントがございました。 

 事務局といたしましては、島根県の案件につきましては、特段の問題はないと考えてお

ります。 

 続きまして、山口県でございます。 

 先ほどの横長のほうの資料をごらんください。山口県の特認基準案でございますが、離

島振興法に基づき指定された離島振興対策実施地域に存する農用地区域内に存在する１ヘ

クタール以上の面積を有する一団の農用地であって、農業生産条件の不利性を有する勾配

が100分の１未満の田及び８度未満の畑となっております。 

 対象地域は、萩市の見島、相島でございます。 

 適用単価は、緩傾斜単価を田と畑でそれぞれ適用するとしております。 

 次に、詳細につきましてでございますが、資料３－２の53ページをごらんください。こ

こで農業生産条件の不利性を示すデータを出しております。 

 これは見島の田でございます。これにつきましては、結論としましては全国の基準を超

えているということでございますが、その内訳でございますが、黄色く塗っておりますが、

肥料費、農薬費がそれぞれ割高であるということ、それから、収量がやはり低いというこ

とで、下のところでございますが、収量補正を行っております。それからあと、運送コス

トについてもかかっているところでございます。 

 続きまして、55ページをごらんください。これは相島の畑でございますが、すいかを代

表作物として算定しております。 
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 内訳を見ていただくと、一番下のところでございますが、特に運送コスト、やはりすい

かが重いということで、運送コストが非常に大きくかかっております。これが主な要因と

なっております。 

 57ページをごらんください。耕作放棄地率でございます。見島が39.4％、相島が25.5％

となっておりまして、全国平均値をいずれも上回っているということでございます。 

 それから、そのほかの自然的、社会的不利性でございますが、すみません、52ページに

お戻りください。見島と相島でそれぞれまとめているところでございます。いずれの島も

小さい島で、農業用水が不足しているということでございます。見島の場合ですと、雨水

を利用する天水田のため、収量が低くなっている、それから相島は、主要作物がすいかで

ございますが、その運送コストが大きいわけで、燃油高騰による影響を非常に受けやすい、

そういうことを述べてございます。 

 山口県の第三者委員会からは、県の特認基準案につきましては特に問題ないということ

で、他のコメントといたしまして、ほかの離島は対象としないのか、また、この対策の対

象とする以上は、永続して農業ができるように考えるべきではないか、また、人材をどう

確保するのかということのコメントがございました。 

 事務局といたしましては、山口県の特認基準については特段の問題はないと考えてござ

います。 

 続きまして、長崎県でございます。 

 また横長のほうに戻っていただきまして、長崎県の特認基準案でございます。 

 条件不利性を有する架橋されていない離島地域に存する団地の主傾斜が、水田の100分

の１未満、畑で８度未満である農用地となっております。この括弧の中で島を幾つか挙げ

ておりますが、これは、畑でつくっているのが自家用の野菜ということで、畑については

対象外としたい。水田については対象とするが、畑については対象外としたいということ

で、こういう括弧書きとなっております。 

 対象地域でございますが、対馬市、壱岐市、五島市など、９市町が挙がっております。 

 適用単価でございますが、これは現行制度の対象農用地と均衡をとるということで、す

べて緩傾斜単価としたいということでございます。 

 詳細につきましてでございますが、資料３－２のほうの66ページをごらんください。 

 まず、耕作放棄率が上のほうにございます。すべて対象とするところの耕作放棄率につ

いては全国を上回っているという状況でございます。 
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 次に、生産費格差の算定結果につきましては、その下の（４）のところに一覧がござい

ます。これも、すべてこの右側にございます緩傾斜単価の基準を超えております。 

 それで、田の算定の内容につきましてでございますが、70ページをごらんください。こ

ちらに詳細な試算がございます。ここの上に格差のそれぞれの要因を書いてございますが、

主な要因といたしましては、肥料費、農業薬剤費、光熱費等が割高であること。それから

収量が低いということで、その補正、この下のところにございますが、収量補正を行って

いる。そのほか、これは次の71ページにございますが、運送コストがかかっているという

こと、これらが主な要因でございます。 

 続きまして、畑でございます。畑につきましては、小麦または大豆で、それぞれの島、

算定してございます。算定の内容でございますが、小麦が82ページで、大豆が86ページと

いう形で、それぞれ分かれて計算を行っております。 

 どちらも共通して、肥料費、農業薬剤費、光熱費等が割高であるということ。あとやっ

ぱりこれも収量が低いということで、収量補正を行っております。その関係で、生産コス

ト差が出てきているということでございます。 

 なお、運送コストにつきましては共同計算を行っておりまして、地域ごとのコストが算

出できないため、計上しておりません。 

 それと、そのほかの不利性でございます。これは63ページをごらんください。海上輸送

によるコスト増等の不利があるため、農業所得が低水準である、また、農家当たり、単位

面積当たりとも、県平均の半分ぐらいという状況となっております。 

 次のページに、農業生産条件の不利性について載っておりますが、出荷・輸送コストの

ほかに、飼料、肥料、資材の購入にも輸送コストがかかっている、また、そのほかに、離

島であるがゆえに鮮度が低下している、また、販売活動に伴う旅費負担等が不利になって

いるということが載っております。 

 長崎県の第三者委員会でございますが、県の特認基準については了承してございます。

コメントといたしまして、急傾斜単価を超えている生産コストでございますので、急傾斜

単価を適用してはどうか、離島以外に半島地域は入らないのか、耕作放棄地が９割を超え

るようなそういう地域も対象とすべきか、また、県のビジョンを示すべきではないか、そ

ういったコメントがございました。 

 事務局といたしましては、長崎県の特認基準については特に問題がないと考えてござい

ます。 
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 続きまして、鹿児島県でございます。 

 また横長の資料にお戻りください。鹿児島県につきましては、従来、特認基準がござい

ました。従来の基準は奄美群島内の市町村で農業生産条件が悪いものとなってございまし

て、それを今回変更したいということでございます。今回のものは、離島であって、農業

生産条件が悪い平地農用地となってございます。 

 対象地域でございますが、現行の対象地域はここにございますが、瀬戸内町の加計呂麻

島などとなっております。これを今回、奄美市以下の12市町等に変更したいということで

ございまして、適用単価につきましては、すべて緩傾斜単価となっております。 

 農業生産条件の不利性を示すデータでございますが、資料３－２の101ページをごらん

ください。ここのところ、まず上のところに耕作放棄地率が示してあるかと思います。こ

の耕作放棄地率のうち、黄色く塗っているところ、ここにつきまして、全国平均以上の離

島ということで示しております。鹿児島県については、まず耕作放棄地率の高いところを

対象として、生産コスト差の計算を行うという形にしてございます。 

 各市町村の生産コストの算定結果でございますが、102ページに一覧を載せてございま

す。12市町等のすべての田畑で、緩傾斜単価を上回っていることとなっております。 

 田の生産コスト差の詳細につきましてでございますが、これは104ページに算定結果を

載せてございます。また、中をごらんいただければあれですが、主な要因といたしまして、

肥料費、農薬費、光熱費が割高であること。また、収量が低く、補正を行っているという

こととなっております。 

 次に、畑の生産コスト差でございますが、これは各離島、代表的な作物がそれぞれまち

まちでございまして、さとうきび以下、いろんな作物がそれぞれつくられてございます。 

 この詳細な算定内容につきましては、作物ごとに111ページ以下に載せておりますが、

まず、111ページ、さとうきびでございます。さとうきびにつきましては、収量の補正が

要因となっております。離島ということで、収量がかなり低いということで、その補正を

行っているということでございます。そのほかの作物につきましては、この後ろにござい

ます。紅甘夏、カボチャ、たんかんとなっております。これらにつきましては、共通して

割高なものといたしまして、肥料費、農薬費、光熱費など、これらが割高であるため、生

産コストがそれぞれ高いということになっております。これはこの後ろの資料にそれぞれ

載っているところでございます。 

 そのほかの自然的、経済的、社会的不利性でございますが、これは100ページをごらん
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ください。100ページの２のところ、特認基準変更の必要性のところで載せてございます。

外海に広く点在し、資材費が割高であるということで、これらの離島については生産条件

が不利であるということを載せてございます。 

 この特認基準につきまして、鹿児島県の第三者委員会では了承しておりまして、コメン

トといたしまして、鹿児島県は畑地帯で離島も多い。特認で対応できるところは、ぜひ設

定してほしい、設定しても、市町村の財政状況、またリーダー不在などで実施できない現

実もあるのではないかと、そのようなコメントがございました。 

 事務局といたしましては、鹿児島県の特認基準について、特に問題がないものと考えて

おります。 

 続きまして、沖縄県でございます。 

 沖縄県の特認基準でございますが、沖縄県もこれまで特認基準を設定してございまして、

遠隔離島地にあることで農業生産条件の悪い農地となってございました。今回は、沖縄本

島から離れていることで農業生産条件の不利な農用地と変更したいということでございま

す。 

 具体的には、これまで沖縄本島から100キロ以上離れた南大東島などを対象としており

ましたが、今回は沖縄本島以外の農振農用地を有する離島をすべて対象としております。

その結果、18市町村が対象として挙がってきてございます。 

 適用単価については、すべて緩傾斜単価となってございます。 

 詳細につきましてでございますが、資料３－２の128ページをごらんください。生産コ

スト差を示すデータでございますが、沖縄県の場合、ちょっと他県と異なりまして、離島

を７つに区分してございます。ここの真ん中のあたりにございますが、特地ＡからＦまで

という形で区分しておりまして、この区分ごとにデータを算定してございます。 

 この区分の方法でございますが、人事院の特地勤務手当の分け方に基づいております。

これは生活不便度に応じて区分されるというものでございます。沖縄県からは、市町村を

離島ごとに判定するというのは時間がかかるということ、また人事院の規則は全国を対象

としているので、ある程度透明性があるのではないかということで判断したということで

ございます。 

 131ページをごらんください。生産コスト格差の算定結果の表でございます。この中で、

特地Ｄの草地、これにつきましては緩傾斜単価を下回っておりまして、これは対象となっ

てございませんが、これ以外につきましてはすべて上回ってございます。畑については、
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さとうきびで算定しているところでございます。 

 この算定方法の詳細について、134ページをごらんください。ここに、特地のＡ以下で

それぞれ算定結果を出してございます。これは肥料費、光熱動力費、農機具費等に輸送費

がかかり割高であること。また、沖縄本島に比べ収量が低いことが要因となっております。 

 ただ、この中で、グループごとに算出しているということで、このグループの中では、

さとうきびを産出していない島もございまして、こういった島の場合は、そこの島を除外

して、ほかの島のデータで算定しているということで、実際の生産実態を反映していない

島についても対象に含まれるという状況となっております。 

 続きまして、草地の生産コストの算定でございます。これは138ページをごらんくださ

い。これは牧草で算定いたしまして、特地Ｄを除く５グループで緩傾斜単価を上回ってい

るというものでございます。これは肥料、光熱動力費、農機具費等が割高なことが要因と

なっております。 

 続きまして、田の生産コストの算定につきまして、これは141ページをごらんください。

田の場合は３グループが対象となっております。これも、いずれも緩傾斜単価を上回って

いる状況でございます。要因は畑と同じでございますが、特に沖縄の場合、水稲の収量が

全国平均を大きく下回ってございまして、その補正分が非常に大きくなっております。 

 続きまして、耕作放棄地率でございます。132ページをごらんください。この真ん中の

表にございますが、沖縄県全体では6.9％と全国平均に比べ高くなっていますが、離島に

限って見た場合、3.8％となっております。これは全国平均より低くなっております。 

 ただ、沖縄県のほうから、ここの上のところの説明にございますが、離島地域では１次

産業の就業者が沖縄本島に比べて非常に高い。一番下の表にございますが、沖縄本島の場

合は１次産業の就業者は４％でございますが、離島の場合は18％となっておりまして、非

常に高い。そういった農業への依存度が非常に高い一方、農業就業人口の減少、高齢化に

よりまして、将来的に労働力不足により耕作放棄地が激増するのではないかということで

ございます。 

 それを防ぐために本制度の適用が必要であるということでございまして、沖縄は平成12

年から特認基準がございましたが、平成12年のときから同様の説明でございます。中にご

ざいますが、南大東など、これまで本制度の効果により耕作放棄地率が非常に低い状況に

保たれているということでございます。 

 そのほかの自然的、経済的、社会的不利性でございますが、123ページをごらんくださ
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い。特認基準の必要性というものがございます。沖縄県の離島は、四方を海に囲まれ、面

積も狭く、県の中心地である那覇市から遠く離れているということ、あらゆる場面で不利

である、とりわけ農業分野では、農業資材が割高であること、台風、干ばつなど自然災害

の影響を受けやすく、作物も制約がかかるという特有の不利性を有しているということを

挙げてございます。 

 なお、以上の県の特認基準につきまして、沖縄県の第三者委員会からは、結論としては

了解されておりますが、議論の中では、特地ＡからＦに分けたのはどういう考えに基づい

ているのか、さとうきびの生産がない島について、さとうきびで生産費を算定することは

いいのかなどの質問が出されております。 

 事務局の考えでございますが、先ほどの県の特認基準の必要性にありますように、全体

といたしまして沖縄県の離島が不利であるということは明らかだろうと思っておりますが、

生産コスト差の算出方法が他県と比較いたしましてかなり異なるのではないかということ

で、委員のご議論をいただければと思っております。 

 具体的に申しますと、特認の対象につきましては、あくまでその農地が条件不利である

ということを生産コストの格差として示してほしいということでございますが、沖縄県に

つきましては、県の第三者委員会でも指摘されておりましたが、生活不便度で離島グルー

プとして平均してデータを出しているということで、個々の離島の不利性というのがその

データと乖離しているところが出てきているのではないかと思っております。 

 一つの市で出している宮古島や石垣市については特に問題ないと思いますが、複数の離

島をまとめているところにつきましては、沖縄本島の周辺の場合、さとうきびを生産して

いない畑がございまして、そういった島につきまして、ほかの島のさとうきびのデータで

条件不利性を出したということが、その島の条件不利性を示したことになるのかどうかと

いうことでございます。 

 他県の場合ですと、これまでご説明しましたように、それぞれ市町村や離島の作付作物

を対象といたしまして生産コストを算出しているところでございまして、その島のデータ

を使わないというところはございませんので、そこらあたり、多少他県との違いがあるの

ではないかということでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 一気にこの特認基準の変更につきまして、膨大な資料でご説明をいただきました。 
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 ただいまの説明を踏まえまして、限られた時間でご議論していただくことになりますが、

有意義なご議論になりますように、全体を通しての共通的なご意見があれば、まずそれを

いただきまして、それから後に県別のご質問、ご意見に移っていきたいというふうに考え

ております。 

 そういうことでよろしければ、まず全体的なご意見、ご質問がございましたら。 

 どうぞ。 

○村田委員 今回のこの特認基準の設定・変更というのは大変いいことだと思っています。 

 もともとこの中山間地域等直接支払制度というのは条件不利地域対策だと僕は思ってい

ますので、条件不利の具体的な基準として傾斜地を採用しているのでしょうけれども、傾

斜地以外でも条件不利性はあります。これまでも沖縄の一部の島に適用されていたそうで

すけれども、こういう離島は、今いろいろ説明があったように、やっぱり条件不利性が非

常に強いと思うので、これは本来あるべき制度に戻ったというか、本来あるべき制度に則

した特認であろうと思います。 

 そういう意味で評価するんですけれども、質問です。今回は離島を取り上げましたが、

例えば本州、北海道のどこでもいいんですけれども、離島以外で、いわゆる生産条件の不

利性という概念というのかな、傾斜地以外でどんな条件のところがありうるのか、また、

今後そういうところを特認として認めることになるのかどうかということをお聞きしたい

と思っています。 

○高橋委員長 では、事務局の方、お願いします。 

○中山間整備推進室長 今回の特認につきましては、特に離島と限っているわけではござ

いませんので、条件が不利なところを幅広く県のほうで考えていただくということかと思

っております。きょう出てきておりますのは離島ばかりでございますが、それ以外にも当

然、生産条件が不利なところというのはあるのではないかと。 

 国といたしましては、先ほどもご説明いたしましたが、耕作放棄地率の高いこと、また

生産コスト差というものが不利であるということを示していただきたいということで出し

ておりまして、地域的には特に縛っているものではございません。 

 離島以外にも、例えば生産地が非常に離れていて輸送コストがかかるところとか、土壌

条件が悪くて対象作物が限られる、また収量が低いところとか、そういったところもある

のではないかと思っております。ことしは１年目ですので、やっぱり一番わかりやすいの

は離島ということで、まず離島が出てきたのではないかなと思っております。 
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○高橋委員長 どうぞ。 

○村田委員 その質問をなぜしたかというと、ちょっとイメージしたのは、僕はたまたま

知っているから聞くんですけれども、例えば愛媛県の山のほうで、地形的に台地がありま

す。 

○高橋委員長 カルスト台地ですね。 

○村田委員 ええ。畑のあるところは平らなんですけれども、そこに行くまでが、山が非

常に急峻なところがあります。僕は測ったわけではないので斜度は知らないんですけれど

も、恐らくあの畑のところは傾斜地じゃなさそうな感じがするんですけれども、生産条件

の厳しいところじゃないかなと。例えばのイメージですよ。 

 だから、そういうところは特認の対象としてあり得るのかなと思うんですけれども、今

回は別に離島に限ったわけではないということなので、今後そういった条件不利性があれ

ば可能だということなんでしょうか。 

○中山間整備推進室長 委員がおっしゃるような、上っていく途中は非常に急で大変なと

ころなんだけれども、そこの田畑は平らなところというのは、ほかからもちょっと聞いた

ことがございます。我々といたしましては、そういうところも含めて、条件不利性を示し

ていただければ、十分に対象になり得るものと思っております。 

○高橋委員長 そういうことでよろしいですか。 

 じゃ、どうぞ。 

○浅野委員 少し考えないといけないと思うんですけれども、私、この費用のとり方とい

うんですか、生産条件の不利性というのをどうやって見るかというのはかなり重要なこと

じゃないかと思います。 

 もし、非常に意地悪に考えると、ある地区が適地適作を離れて、要するにコストのかか

るものを無理してつくって、生産費がものすごくかかったら、それはその地域というのは

条件不利地域と言えるのかという問題が少し絡んでくると思うんですね。 

 だから、例えば市場からの距離とかいうことを費用の中に入れ始めると、費用というの

が非常に拡大されてしまうので、そうなってくるとなかなか国民の理解ということからは

少し遠くなるんじゃないかと。 

 だから、逆に言うと、その地区地区が持っている土地条件とか土壌条件とかを見て、や

っぱり適作を考えていただいて、その中での条件の不利さということに限定しないと、条

件不利って本当に、国民に真っ当に訴えることができるのか。特に日本では、多分、第１
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期も第２期もそういう議論、本当に条件不利ってあるのという議論がされてきたと思うの

で、そういう議論というのは既になされているんだと思うんですけれども、条件不利性と

いうのはかなりどちらかというと厳しく見なければいけないんじゃないかというふうに思

います。 

 その上で、実は私、今回こういう形で条件不利性を離島に拡張するというのは、一般論

として非常に妥当性が高いものだというふうには理解しました。ただ、県の名前を挙げて

いいのかどうかわからないですが、沖縄県のように、少し誤解を招きかねないような、や

っぱり算出方法、それは事務局のほうからありましたように、要するに生活利便性といっ

た別の側面を一つ切り口にしてあったりとか、実際に適地適作で本当に妥当性がないと思

われるようなさとうきびのコスト差を使っているとかいうところは、やっぱりディフェン

ドできないんじゃないかというふうな印象を持ちました。 

 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。貴重なご意見だと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。全体的な。 

○守友委員 この各県のデータを見させていただいたら、担当者は大変だったろうなとい

うのが率直な感じであります。今、浅野さんが言われたように、どこから数字を持ってく

るのかという点で、よくよく見ると、いろいろＪＡさんが苦労しているとか、それから試

験場のデータでしょうか、そういうのを使っておられるというので、この妥当性がどうか

というのは、私も基本的に大枠では浅野さんと同じなのですけれども、ちょっとそれは一

つ置いておきまして、今回は離島が対象であるというふうに聞いておりましたので、ちょ

っと見ると、瀬戸内海沿岸とか、東京の伊豆七島だとか、いっぱいほかにあるわけですね。

今日、ここのところに出てきた県が、実は私は予想外に少ないなという感想を抱いており

ます。 

 これは推計なのですけれども、今、浅野さんが指摘されたように、生産性の不利性とい

うことを示すデータとか、その作業とかが相当困難を極めるのか。そういう面で、事務コ

ストがかかるという、そういった問題もかなりあると思うのですね。 

 これは今後の課題かと思うのですけれども、今回出てきたところは多少データについて

でこぼこあるかと思うのですけれども、出てきたところはこの次の議論でやることにして、

今回出てこなかったところにどんなような問題があるのか、わかっている範囲でお教えい

ただければ。私は事務コストの問題とかがかなり大きいのではないかなと思っているので
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すが、いかがでございましょうか。 

○高橋委員長 では、事務局のほう、よろしいですか。 

○中山間整備推進室長 今回の拡充につきまして、各ブロック別に都道府県の担当者とも

意見交換をいたしまして、この推進を図ってきたところでございます。 

 県のほうからの意見といたしましては、まず候補地が出てきて、それからデータを集め

て国へ提出するという期間が、今回予算が決まってからということで、短期間であったと

いうことが一つ。 

 それからもう一つ、それぞれ島なり、そういう条件不利地につきましても、地元市町村

に下ろしてきたという県もございましたが、市町村のほうでもなかなかそこまで踏み切る

かどうか、やっぱりこれは地域で実際には適用対象の後、協定をつくっていただくという

ことがございますので、地元でもすぐまとまるかどうかというふうなこともございまして、

ちょっと様子を見たいという県もございました。 

 今回出てきたところは、そのあたり、地域のまとまりも踏まえて、ここでならやれると

いうことで、やっぱり自信を持ってきたというところで、あとはそれぞれ隣接する県など

の様子を見ながら、また来年以降も出てくるのではないかと思っております。 

○高橋委員長 よろしいですか。 

 ほかには。 

○玉沖委員 まず、今回認めるかどうかという点についてなんですけれども、偶然という

ことですが、離島地域ばかりでしたので、これは認める方向でよいと感じております。 

 ちょっと２点、違和感があることなんですが、各県、単なるフォームの違いだけかもし

れないんですけれども、各県の特認基準とはみたいなところでいくと、表現がまちまちで、

例えば県によっては最初に「特認基準」と冒頭に囲み枠で書かれています。 

例えば鹿児島県や沖縄県などはこれを特認基準と新たに設けることだなということがわ

かりやすいんですけれども、全県を通して、必要性のところを読むと、何を特認基準とし

たいかというのは読み込めるんですが、ちょっと今回の特認基準とは何かというところが

一つ、やや統一感のある表現で示されたほうがいいのではないかということを感じました。 

 そして、これは沖縄県のが悪いというわけではないんですが、そうなると、沖縄県の特

認基準も「沖縄本島から離れていること」なんておっしゃらずに、鹿児島県のように、

「離島地域、かつ」みたいな表現だったりとか、そういうふうにすると、言いたいことが

同じなのであれば、そういうところもそろえられるのではないかと。 
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 そうすると、今後の特認基準みたいなところでも、基準といいますか、カテゴリーが示

されやすいのではないかということが１点と、それと先ほども輸送コストのお話、浅野先

生のほうからもありましたが、私もその輸送コストをワン・オブ・ゼムの条件として入れ

るのは賛成なんですけれども、じゃ、ネット販売はどうなるんだと。ネット販売でも、送

料が使用者負担だったりする場合なども含めると、ちょっと一概に輸送コストの点を、全

面的に柱に置いてはないんですけれども、含めるというのはやや危険性があるといいます

か、今の市場とアンマッチだなということを感じております。 

 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 事務局のほう、何かお答えすることはありますか。 

○中山間整備推進室長 今いただきました各県の基準がばらばらではないかという点でご

ざいますが、これは国で決めるものではなく、各県のほうで決めてきたものでございまし

て、表現ぶりとかはそれぞれ県のほうが決めるものということで、ちょっと統一性という

のを国で図るというのは難しいかなということでございます。 

 それと、輸送コストの面でございますが、一応我々の考え方といたしましては、あくま

で生産者が実際に負担したものという形にしようと思っておりまして、例えばネット販売

でそれを消費者が負担するというものについては、それはコストの中の計算には入れない

ということにしております。 

 先ほどの説明の中にもございましたように、したがって、共同計算などで県一円で負担

しているような場合は、そこの離島の負担分というのはわかりませんので、それは生産コ

ストの中には入れておりません。そのような形で、生産者が具体的に負担した分という形

で、なるべく厳密にしたいと思っております。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

○藤山委員 今の玉沖委員の質問にも関連するんですが、この直接支払の特徴は、地方裁

量主義というか、ある意味、地域主権を先取りしているところであります。これから個々

の県を見ていくと非常に、金額的に横並びにすると食い違う場合も本当はあるかと思うの

です。しかし各県の中では、それはそれでまたバランスを取った考え方でやらざるを得な

いというところで、その辺に対するコンセンサスは実際には必要なのかなという気はして

おります。 
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 ２番目は、今回のこの特認基準はいつまで有効なのかということです。今年限りという

ことはないと思うんですが、それがまた変更がきくのかといったあたりは、やっぱりいろ

いろ全国でやった中で、またちょっと見直してみたいみたいな動きもあるかもしれません。

その辺の見直しの時期はちょっとお互い知った上で判断しなきゃいけないんじゃないかな

と考えます。 

 それから、３番目は、私も離島のいろんな調査もしてみて、非常に産業面、生活面で苦

労されている。あるいは国土保全面でも非常に重要なことだと思っていまして、そこをそ

ういった形である程度守らないと、表土流出とか、いろんなこともあり得る。あるいは、

離島の場合、自給しなくて買えばいいじゃないかというと、それもまた実はコストがかか

るわけですね。一種のオポチュニティ・コストというか、機会費用がかかるわけですね。

そういったところも、やっぱりしっかり本当は見なきゃいけないところもあるんじゃない

かなと考えています。 

 今の地方裁量主義のところの確認と改定の時期や仕方について、今月やって来月また直

しましたみたいなのはちょっと困ると思うんですが、その辺のところはちょっと、もしか

したらどこかに規定があったのかもしれませんが、ちょっと確認しておいたらいいんじゃ

ないかなという気がしております。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 特にこの特認基準の変更なり、他の県、これまで出てこなかった県等の新設、設定とい

いましょうか、そういう件についてはいかがでしょうか。 

○中山間整備推進室長 特認基準の期間でございますが、これまでもそうでございました

が、それぞれの対策期間中だということで思っております。したがって、今回は第３期対

策でございますので、この期間中につきましては、１回お認めいただいたものにつきまし

ては、その間有効である。４期対策があれば、新しい期間のときに、やはりこの不利性は

常に変わっているものと思いますので、またそのときにデータをつけて、それぞれ出して

きていただくのかなと思っています。 

 それから、ほかの県の新設なり、また変更でございますが、特に何か期限を設けている

わけではございませんが、ただ、基本的にはこの制度、年度で協定をつくってお金を払う

ということにしている関係上、やはり年度末、今のような時期に、それぞれ県のほうから

上がってくるのではないかと思います。 

 それを踏まえて、それぞれ市町村が基本方針をつくり、集落で協定をつくって、それに
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対してお金を払うという流れでございますので、また来年になれば、来年の今ごろなり、

それぞれ出すところがあれば出してくるのではないかと思っております。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○藤山委員 ということは、今回出した分については、この第３期については、これはこ

れで、その県については、後でまた後出しじゃんけんはいけないよということですね。変

更はきかないという。 

○中山間整備推進室長 いや、変更は特に構わないと思うんですが、この出してきたもの

の有効期間、途中で、今年限りとか２年限りとかいうのではなく、これがいつまでいいの

かというと、この第３期の対策期間中はいいのではないかと。それに何か条件が変わるな

り、新しい条件不利地があれば、途中で出していただいても構わないと考えております。 

○高橋委員長 よろしいですか。 

 もうほかはよろしいでしょうか。近藤委員、どうぞ。 

○近藤委員 ２点あります。 

 １点は、生産コストの話です。昔の米価の時代から今の所得補償制度まで生産コストと

は何ぞやというのは常に問題になります。どう設計してもおかしいじゃないかという話が

常にあるので、正解というのは出ない気がするんです。しかし、少なくとも、この件につ

いては何を算定根拠にするのか統一的なものを出さないと、明確にしておかないと、でこ

ぼこが出てしまう。中身がいいか悪いかはまた別の話で、とりあえず基準を示さないとい

けないんじゃないかなというふうに思います。 

 それに関連して、急傾斜単価を申請するのか、緩傾斜単価を申請するのかということで

す。これを見ると、島根県は厳密に数字で急傾斜単価を請求されていますが、ほかの県は

遠慮されているのかわかりませんが、緩傾斜単価です。明らかに数字的には、島根県さん

に倣えば急傾斜単価で請求してもおかしくないのにです。明確であること、公平性という

観点からすると、わかりやすさ、何でここは急傾斜なの、何でここは緩傾斜単価なのとい

うことを説明しづらい状況があると思う。無理に縛る必要はないですが、そのあたりの目

安が一応は必要なんじゃないかなと思いました。 

 以上、２点です。 

○高橋委員長 ２点ちょっとご質問がありましたが、いかがでしょうか。 

○中山間整備推進室長 １点目の生産コストの話でございますが、これは確かにおっしゃ
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るようになかなか難しくて、そもそも平成12年からこの特認基準自体はございますが、そ

のときから生産コストを示すというふうになっておりまして、その中については全く触れ

ていないところでございます。 

 委員がおっしゃるように、余りにも何もないというのは今回各県からも非常に難しいと

いうことで、国として一つ、生産費をもとにそれを、各地域の物価指数なり、離島での物

財費などを調べていただくなり、一つ目安というものはつくったところでございますが、

ただ、基本的には各県の自主性というところで、特認基準はそれぞれ県が実態を見てつく

るということが最も趣旨として大きいところでございますので、つくるかつくらないか、

どういうふうにするのかということも県でつくっていただき、それを県の第三者委員会で

きちんと審査していただき、その上で全国的に見てどうかということを国のほうで見ると

いうことで、中身で縛るというよりも、そういう審査の過程でしっかり見ていくというの

がこの制度の一つの特色かなと思っておりまして、一つ、国のほうからは考え方というも

のは示しておりますが、それに縛られることなく、県のほうでなるべく実態を反映した形

で、合理的な範囲で説明がつくようにという形で出してきていただくようにお願いしたと

ころでございます。 

 それと、緩傾斜単価と急傾斜単価の問題でございますが、これは国といたしましては生

産コスト差が緩傾斜単価を超えているのか、また急傾斜単価を超えているのかというのを

基準といたしまして、それぞれ認めておりますが、単価が幾ら高くても、地域の状況によ

り緩傾斜にするというのは、つくるかつくらないかも含めて県の裁量ということでござい

ますので、そこは県のご判断ということにしております。 

 なお、県のほうから聞くところでは、急傾斜単価が可能にもかかわらず緩傾斜単価にす

るということについては、地域の中で、平地・緩傾斜・急傾斜とある中で、今まで急傾斜

の方々が取り組みをしていたところ、平地のところをいきなり急傾斜単価にするというの

は、そういう地域間のバランスから見て、やっぱりちょっとまずいのではないかというふ

うなことを考えたというところが多うございました。ご参考までの情報でございます。 

○高橋委員長 各県、地域の中のバランスを考え、公平性ということだと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○浅野委員 生産費のことがだんだん何かわかってきて、一種の庭先の生産費というのが

多分基準になって、地域の実態に合わせて生産費を県で考えてくださいというのが一つの
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ガイドラインという形で示されているというふうに理解していいですかね。 

○中山間整備推進室長 おっしゃるとおりでございます。基本的には、そこの地域の実態

も全国なかなか一律に判断できるものではありませんので、なるべくそこの地域の中で見

ていただくということを趣旨としております。 

○浅野委員 質問はここからなんですけれども、「生産費格差×0.8」というのが単価よ

り高いかどうかというのが条件不利度の一つの判定基準になっていますよね。この判定基

準が出たときに、教えてもらいたいのはちょっとここから外れていると思うんですが、国

土の何％ぐらいが大体カバーされるとか、そんなマクロ的な検討というのは既にされてい

るんでしょうか。やっておられたら教えてください。 

○中山間整備推進室長 特にそれについては検討しておりません。 

○高橋委員長 まだまだたくさんご意見がおありかと思いますが、各県別のご審議がまだ

これからでございますので、よろしければ、県別の特認基準につきましてご意見をちょう

だいいたしまして、その後、何かありましたら、また全体的なご意見をちょうだいしたい

と思います。よろしいでしょうか。 

 それではまず、新潟県の特認基準案につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお

願いいたします。 

 新潟県は佐渡島ということで、全域緩傾斜単価ということですが、いかがでしょうか。 

特にご意見ございませんようでしたら、ご了承いただいたということでよろしいでしょう

か。 

 ありがとうございました。 

 それでは、島根県についてはいかがでしょうか。 

 隠岐の島の基準でございまして、ここは両方ですね、急傾斜単価の適用と、緩傾斜単価

の適用とがございます。 

 ここで、島根県の特認基準につきましては、藤山委員は島根県職員ということですので、

ちょっと参与にご制限をさせていただきたいと思いますが、ほかの委員の方、どうぞご遠

慮なく。あるいは逆に、藤山委員は島根県の説明というお立場で加わっていただくのは大

いに結構でございます。 

 特にご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、島根県につきましても原案どおりご承認いただいたとさせていただきます。 

 それでは、また藤山委員におかれましては委員として戻っていただきます。 
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 続きまして、山口県の特認基準案につきましてはいかがでしょうか。 

 対象は萩の見島と相島ですか、それから緩傾斜単価のみということでございます。 

 特にご意見ございましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、山口県につきましても原案どおりご承認いただいたとさせていただきたいと

思います。 

 では、その次、長崎県につきましてはいかがでしょうか。 

 長崎県は離島がたくさんございますが、すべて緩傾斜単価の適用ということでございま

す。特にご意見ございましたら。よろしいでしょうか。 

 では、長崎県につきましては、この原案、ご承認ということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 その次からは、既にある特認基準の変更ということですが、鹿児島県につきまして、こ

の特認基準の変更案につきまして、何かご意見なりご質問をちょうだいしたいと思います。 

 どうぞ。 

○村田委員 鹿児島県や長崎県もそうですけれども、先ほどの近藤さんの質問で、急傾斜

単価を適用してもいいはずなのに緩傾斜にした理由として、新たに設定するに当たって、

地域間のバランスを県のほうで考えたという答弁がありました。けれども、どうなんでし

ょうか、新たに対象を広げると、国からお金をもらえますけれども、地元負担もあるわけ

ですよね。地元の市町村、県ですね。その財政的な側面ということもあるんでしょうか。

その辺はいかがなんでしょうか。 

○中山間整備推進室長 財政的には確かに県、市町村とも４分の１ずつ負担いただくとい

うことですので、やはり新しい対象にすると、その分、予算がかかるというのは事実だと

思います。ただ、今のところ、それを理由にしたというのは我々は聞いてございません。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。 

 いろんな理由があろうかと思いますが、一応、鹿児島県からは全域緩傾斜単価というこ

とで出てきているということです。県の第三者委員会でも妥当な意見ということのご意見

をちょうだいしているということです。 

 では、鹿児島県につきましても、原案どおりご承認ということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後になりましたが、沖縄県についてご意見をちょうだいしたいと思います。 

 沖縄県につきましては、先ほど事務局のご説明にもありましたように、算定方法等、い
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ろいろ他の県とは違った状況もあるようでございます。 

 どうぞ、ご意見、何かございましたらお願いいたします。 

 じゃ、村田委員。 

○村田委員 やはりちょっと違和感を抱くのは私も同じでして、生活利便性を言い出すと、

農業の生産条件の不利性ということから離れてしまって、幾らでも広がってしまいます。 

 ですから、地元の気分というのはわかるんですけれども、生活利便性で問題があるんだ

ということを理由に挙げるというのはやっぱりいかがなことかということと、先ほど、ど

こかの島でさとうきびをつくってないのにというのは、その辺はやっぱり合理的な説明が

できるように、やはりきちんとしたデータを地元がつくって出すべきだと思います。 

 この特認基準というのは県の裁量だというので、ある程度は、裁量ですから、それでい

いんでしょうけれども、ちょっとほかの県と整合性がとれる説明ができないやり方という

のはやはり違和感があります。それについてはきちんとした説明を改めて求めてもいいん

じゃないかなと思います。 

○高橋委員長 ありがとうございます。 

 どうぞ、浅野委員。 

○浅野委員 私も、先ほど確認させていただいた費用の考え方、ここがとっている費用の

考え方と少し齟齬があるのではないかというような感じを持ちました。 

 プラス、県のほうの第三者委員会からも少しそれについてはコメントもあるようなので、

もう一度ぜひ県で改めて条件不利性を確認するような作業を少しされたほうがいいのでは

ないかという意見を持ちます。 

 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 今お二方の委員のほうから、主として２点、ご意見をいただきました。 

 一つは、ほかのこれまでの県は市町村単位といいましょうか―でやられておったので

すが、沖縄県だけは生活利便性で、グループに分けて計算されておられる。それが生産上

のコスト計算の根拠に合っているのかどうかというご質問と、もう一つは、生産実態がな

い島でこういう計算をされていておかしいんじゃないかという、大きく分けるとこの２つ

かと思いますが、ほかはよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 
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○藤山委員 皆さん、沖縄県のこの離島の条件不利性自体の問題ではなくて、あくまでも

きちんとした説明の仕方、あるいはそういったものを、きちんと市町村ごとに積み上げて

いくことは、とりもなおさず、それぞれの島にとっても非常に重要なプロセスじゃないか

と思いますので、そういったことを求める意見としては、私も賛成したいと思います。 

○高橋委員長 ほかは。どうぞ。 

○守友委員 そうすると、手続的にはどうなりましょうか。ここまで各県から挙がってき

たことを認めていますね、今、山口、鹿児島とずっと承認してきて、沖縄でこれを仮にこ

こで留保した場合の扱いはどうなるかということなのですが。実務的にそこをちょっと伺

った上で、また次の意見ということになりますけれども、どうなりましょうか、これは。 

○高橋委員長 これは、事務局のほう、よろしいですか。 

○中山間整備推進室長 きょう皆さんからいただきました意見につきまして、農村振興局

長の名前で県のほうに、委員からいただいた意見と、それを踏まえての調整事項という形

で返すことになります。 

 したがって、特に問題のないものにつきましては、「特段なし」という形で返りますが、

何か意見をいただきまして調整が必要であるという場合につきましては、その旨を書きま

して、県のほうに送り、県ではそれを踏まえてもう一度、必要なところにつきまして資料

を修正いたしまして、国のほうに提出してくるということになります。 

○高橋委員長 どうぞ。 

○守友委員 そうすると、雰囲気的にはこの沖縄から出てきた資料で、相当大変だなとい

うのはよくわかるし、各委員みんなそうだと思うのですね。それが他県との整合性となる

と、もう少し補足が欲しいなというのが多くの方のご意見かなと思いますので、私はちょ

っと、中を取るようで申しわけないのですけれども、大枠としては、この制度として、沖

縄から第三者委員会で幾つかコメントはありつつも、承認して上がってきておりますので、

それを尊重する形で、なお、今室長がおっしゃられましたように、調整事項として幾つか

指摘した上で、それを後日確認して、また委員会で、持ち回りか何かで確認していただく

というような形をとればいいのではないかなと思います。 

 そして、各県から特認を自主的に挙げてくるというので、初回ですからいろんなパター

ンがあるというのは、これはやむを得ないと思いますので、次年度以降よりいいものはど

のようなものなのかということを考えていく上でも、沖縄以外の各県に出ていたのも一つ

の参考になりますし、沖縄も一つの考え方になると思いますので、今後の非常に重要な、
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生産費といいましょうか、コスト差を考えていくための重要な資料に今後ともしていくと

いう点で、沖縄のほうからもう１回ご検討いただくと。ただ、全面否定ではないという、

こんなような考えでどうかなという気もいたしますけれども。一つの考え方でございます

が。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 よくまとめていただきましたが、沖縄から出てきました適用単価はすべて緩傾斜単価で

ございますので、沖縄の条件不利性は、これはどの委員も否定はされないかと思います。 

 ただ、算定上、表現上、説明が十分にできるような、あるいは国民の方が十分理解でき

るようなデータをもって説明していただきたいと、そういうことに尽きるかと思いますの

で、そういう附帯意見ということで、この委員会としては取りまとめさせていただければ

と思いますが、そういう扱いでよろしいでしょうか。 

 沖縄につきまして、ほかに何か、さらにご注意いただくことがありましたら。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、いろいろ多くの委員の方からご意見をちょうだいいたしましたが、新潟県、

島根県、山口県、長崎県、それから鹿児島県―鹿児島県は変更ということですが―に

つきましては、特に調整すべき意見がないということで、県から出てきた案に特段の意見

はないということでご了承いただいたと思います。 

 それから、沖縄県の特認基準案につきましては、主として大きい２つですね、生活利便

性を生産コストの計算に用いられましたが、それの説明というか、妥当性についてと、そ

れから生産実態を反映したコスト計算といいますか、コスト格差を算定していただきたい

ということで、この基準案の結論そのものといいましょうか、緩傾斜単価を適用するとい

うこと、それ自体については特に反対意見はなかったということで集約をさせていただき

たいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 以上の点を第三者委員会の意見といたしまして、事務局にこれを踏まえた調整をしてい

ただくということにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

○守友委員 それを踏まえた上で、ちょっと追加するというか、そのような形でよろしい

ですか。 

○高橋委員長 事務局から示されました特認基準案についての意見、あるいは指摘事項と
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いうことについては、そういうことで示させていただきたいと思います。 

 じゃ、そのほかに、どうぞ。 

○守友委員 ちょっと関連して、附帯で。実はこの特認がいわば広げるような形でなされ

て、具体的には離島という形で今回出てきているのですが、先ほどの室長の説明のように、

離島でなくても、いろいろ不利性がきちんと証明できるものについてならば、これは対象

となり得るのだと、制度上こうなっておりますね。 

 今は離島を対象としているということでありますけれども、小さな離島にもこういうこ

とをきちっと政策として目配りしているということが、非常に重要だと思うのですね。 

 さらに今室長からご説明がありましたように、今回はなかったけれども、それ以外にデ

ータがきちっとあれば、それ以外の条件不利性のところにも配慮し得るのだという、こう

いうことを政策としてメッセージを出しているということは、どちらかというと、離島と

か不利地域、ちょっと大変だなと思っているような人たちにとって、いわば激励といいま

しょうか、そういう意味が非常に大きいと思いますので、ですから、まずこれを進めると

いうことと、さらに先ほどいろんな議論が出ました若干のコストの問題とか、より詰める

課題があるということです。 

 特に前段の部分は、いろんな機会を通じて、不利性について配慮をしているし、地域の

人も頑張っていただきたいという、そういうメッセージをいろんな機会で投げかけていた

だければという、これはお願いでございます。 

○高橋委員長 どうもありがとうございました。 

 まだほかの県につきましては、様子見といいましょうか、そういうところが実態じゃな

いかと思いますので、この趣旨を十分また周知していただくということも非常に重要かと

思います。どうもありがとうございました。 

 この際でございますので、そのほかに何かご意見がございましたら。 

 どうぞ、山本委員。 

○山本委員 今回は６県が対象になっていますね。それで先ほども事務コストのことなど

が出ていたんですけれども、やはり申請能力のない地域とか、その後の協定実施能力のな

い地域への配慮ということがなければ、ちょっと不公平ではないかと思います。 

 それから今回、離島のこととかの問題が出て、私は一消費者としては、もう本当にうな

ずけることがすごく多かったのですが、周りを見ますと、これは、ここに出たから私はわ

かるんですけれども、出ていない私のような人は全然わからないわけですよね。これをど
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のようにして、私と同じ隣の私に知らせるのでしょうか。こういうふうに出席することで

納得でき、すごく勉強できて、ああ、こういうことをやっているんだと、すごく新しい知

識を得るという意味でも私は楽しかったんですけれども、やっぱりこういうことは、隣の

私、隣の私、その隣の私にも教えていただきたいと思います。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 広く国民に理解を求める、そのための情報公開ということも最近いろんなところで叫ば

れているところですが、何か事務局のほうからお答えできることがありましたらお願いい

たします。 

○中山間整備推進室長 おっしゃるとおり、中山間地域、またこの直接支払制度もそうで

ございますが、中山間地域の意義ということについては、国民的に広くやっぱり理解をい

ただくことが必要だと思っておりまして、委員ご指摘のように、我々もいろんな機会をと

らえて、そういうことを各地域で一生懸命訴えていきたいと思います。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかに。 

○藤山委員 ただいまの山本委員にも関連することなのですが、生産上の条件不利と同時

に、実施上の条件不利に関することも大切じゃないかと思うのです。確かにいろんな事務

処理とか会計処理が非常に、特に集落単位では難しくなっている実情がありまして、ぜひ

これは、前回の委員会でも申し上げたと思うんですが、いわば本当に農業をまず出発点と

しながらも、やっぱり広く地域をマネジメントするような法人のあり方といったことにも

関係して、そこにそういった人が人材配置され、その人がある程度食べていけるような、

こういった仕組みづくりというのはやっぱり改めて非常に重要じゃないかと思います。そ

の辺に農村振興局としての各段のお取り組みをぜひお願いしたいなと考えます。 

 そういう中で、非常に評価が高い直接支払地域でございますので、そういった仕組みづ

くりも、またぜひ検討を進めていただければと思いますし、私どもセンターでも、例えば

そういう会計講座を来年度からはどんどん開いていこうという検討もしております。直接

支払コースとか農地・水コースとか、そういった研修を、国や県や地元の共同体制で行う

ことも必要かと思います。その結果、各地域のマネジメント体制がしっかりしていくと、

例えば情報発信もどんどん、各地域でもこんな取り組みをしていて、一種の国民全体とし

ての「石高」も守られていますということをもっと具体的に発信するような体制にもつな

がると思います。今は結構、営農自体に追われていて、そういった事務処理とか会計処理
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とか情報発信がなかなかできません。 

 地域のマネジメントの組織をつくっていくというのは非常に、改めて重要ではないかと

いう問題提起をさせていただければというふうに思っています。 

○高橋委員長 貴重なご意見、ありがとうございました。 

 ほかに。どうぞ。 

○浅野委員 私は中山間地域直接支払制度というのはとてもすばらしい制度だと前から思

っています。今回はこの制度自身の趣旨を生かすために、日本全体をよりカバーできるよ

うに特認基準というのを設定されて、制度の隙間をきちんと埋めておられるというこの努

力にもとても敬服します。 

 その際に、私が気になることが１点ございまして、先ほども言ったんですけれども、

「生産費格差×0.8」が単価を超えるということが、通常、多分制度そのものの一つの条

件だったと思うんですけれども、これによって一体、日本の国土がどれぐらい守られるの

か。そのときに、耕作放棄地の防止にどれぐらい貢献して、マクロでどんな効果があるの

かという政策分析をやっぱりきちんとやらないと、この制度自身とても地味で、いい制度

なんだけれど、国民までそれが届かないということで、どこかの段階で政策評価みたいな

ことを大々的にぜひ、それも日本全体でマクロ的にどれぐらいこれが効果があるんだとい

うことを前面に出してやられたらどうかなというふうに思います。ぜひご検討ください。 

 以上です。 

○高橋委員長 どうも貴重なご意見を次々とありがとうございます。 

 それとあわせまして、議題１の実施状況のご報告がありましたが、それで昨年度よりも

面積なり協定で若干の微減ということがありましたが、やはり詳細に分析していただいて、

なぜ減なのか、あるいは何が問題だったのかということで分析をしていただいて、将来に

つなげていっていただければ、非常にありがたいと思います。 

 今まで全体を通じて、何か事務局のほうから。どうぞ。 

○農村振興局長 貴重な意見をちょうだいしまして、ありがとうございます。 

 実施状況のところでも、守友委員のほうからもお話がありましたし、それから先ほど藤

山委員のほうからも、地域のマネジメント体制の問題と、それこそ中山間の直接支払の、

どれぐらいの大きさのところで取り組むかということがかなり関連しているというふうに

思われるところもありまして、２期目のときの評価に当たってもそういう点をある程度頭

に置いて、今回、もちろんこれは地域の自主性を考えていかなければいけないんですけれ
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ども、ある程度継続的にやっていくために、いわゆる高齢者だけになって小さな集落で続

けていくことが困難な場合に、もう少し大きな単位で、例えば小学校区とかそういう単位、

あるいはさらに旧町村とかそういう単位で考えていって、かつ、そこでは中山間地域の直

接支払の事務だけではもちろん生活ができるようなお金をその地域で払うわけにはいかな

いにしても、そのほかのいろいろな活動が、一つ一つで見れば小さいけれども、全部合わ

せると結構なボリュームになって、それが１人、２人、その人をある程度確保してお願い

すると、そういうことにつながっているという地域というのも出てきていると思うので、

そういうところを今回の３期目のときに、どういう形で統合を、先ほど守友先生がおっし

ゃった統合をして、そういう体制に持っていったところがあるのかというようなところは

きちっと分析をしたいと思っておりますし、そういうことも含めて、当然この制度の一番

大きな売りは、耕作放棄地の発生を何とかこれで防止している、抑制しているということ

だと思いますので、それがどのぐらい、特に数量的にも効果を上げているのか。 

 これは、２期目の評価のときにも、いろいろ難しい前提つきの試算ではありましたけれ

ども試算を示させていただきましたけれども、今回も当然、この制度を考えて行く上では

そういう評価というのは不可欠だと思っていますので、そういう材料を順次そろえながら、

ご議論していただくようなことを私どもとしても考えていきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○高橋委員長 予定の時間に大分近づいてまいりましたが、最後に何か一言ご発言いただ

くことがございましたら、どうぞお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 では、どうもありがとうございました。 

 それでは、以上で予定された議題は終わりました。 

 あとは事務局のほうから何かご連絡やご説明等がございましたら、お願いいたします。 

○課長補佐（直接支払業務班） 本日ご意見をいただきました特認基準の調整につきまし

ては、早速必要な事務手続を行ってまいります。 

 事務局からは以上でございます。 

○高橋委員長 それでは、特になければ、これで本日の会議は終了したいと思いますが、

最後に何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題はこれですべて終わりましたので、これで私の本日の委員長の役
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割は終了させていただきます。どうもご協力ありがとうございました。 

○課長補佐（直接支払業務班） 大変ご貴重なご意見、ご審議をいただき、ありがとうご

ざいました。 

 本日の議事録の公開につきましては、各委員のご承認をいただく必要がございますので、

ご発言の内容等につきまして、改めて確認のご連絡をさせていただきたいと考えておりま

す。 

 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。 

午後３時２１分 閉会 


