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第３回 

中山間地域等直接支払制度等に関する 

第三者委員会 

 

平成２４年６月２６日（火） 

会場：農林水産省第３特別会議室 

時間：１３：３０～１５：３１ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．議  題 

   （１）平成２３年度中山間地域等直接支払制度の実施状況について 

   （２）中山間地域等直接支払制度の中間年評価について 

   （３）中山間地域等直接支払制度の特認基準の変更について 

３．閉  会 
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午後１時３０分 開会 

○中山間地域振興課長 きょうは、各委員の先生方、遠いところお越しいただきまして本

当にありがとうございます。時間になりましたので、ただいまから第３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、實重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 農村振興局長の實重でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、中山間地域等直接支払に関する第三者委員会、開催させていただきましたとこ

ろ、委員の先生方大変お忙しい中、本日ご参加いただきましたことにまずもってお礼を申

し上げます。よろしくお願いいたします。 

 この中山間地域等直接支払制度でございますけれども、すっかり定着をいたしまして、

大変地域でも評価されている施策になっているという具合に思っております。 

 できましたのが平成12年度ですので、もう12年という長きにわたって施策を行わせてい

ただいたところでございます。その間にはいろいろ曲折もありまして、先生方とご相談を

しながら、充実改善をしてきたところでもございます。最近では、やはり農村中山間地域

の農業者の方の高齢化も非常に進みましたので、今、第三期対策５年間ということで始め

させていただいておりますけれども、これは、高齢者の方々が取り組みやすいような改善

をしてきたというところがございます。 

 また、23年度には、離島につきまして手を加えさせていただきました。離島の中でも中

山間地域傾斜地では対象になっていたわけでありますけれども、さらに、条件不利という

観点から、離島の平地も含めまして、離島全体で直接支払いができるようにしたところで

ございます。 

 それから、24年度ですけれども、昨年震災が発生いたしまして、大変被災者の方々はご

苦労なさっておられるわけでございますから、そういった震災によって条件が不利になっ

たといったところも対象にさせていただきました。 

 このように、生産条件の不利を格差是正すると、その不利を埋めるという形で事業をや

ってきております。それによって、農地が守られる、営農という行為が継続されるという

ことが重要でございまして、これが食料の安定供給、あるいは国土保全といった、多面的

機能の維持というものにつながっているという具合に思っております。 

 このような中山間地域等直接支払制度でございますので、かつてはいろいろ批判を受け

たこともありましたけれども、昨今は、大変応援する声が多いわけでございます。引き続
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きまして、先生方のご意見をちょうだいしながら、充実に努めていきたい、また運用を含

めた改善をしていきたいという具合に思っているところです。 

 本日は、昨年度の実施状況がまとまってまいっておりますので、そういった観点、それ

から５年間の対策で22年度からやっておりますけれども、24年度になりまして、５年の中

間年ということになってまいります。そういった、中間年評価を今後行っていくわけです

が、やり方についてご相談をさせていただきたいと思います。 

 また、自治体で特認という形をとっておられるところがありまして、熊本県からの特認

の基準についてのご相談がございますので、あわせてご審議を賜りたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○中山間地域振興課長 ありがとうございました。 

 申しおくれましたが、私、中山間地域振興課長の米田でございます。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、公開で行っておりまして、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、原則とし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。 

 それでは、これからは高橋委員長に議事を進めていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○高橋委員長 それでは、ただいまから第３回中山間地域等直接支払制度等に関する第三

者委員会を開催させていただきます。 

 本日の会議につきましては、一応15時30分程度には終了したいと考えておりますので、

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、林委員が所用により欠席でございます。 

 それから、また、先ほど事務局より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、その旨お含み

おきをお願いいたします。 

 それでは、事務局から、まず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） それでは、配付資料のご確認をお願いしたいと思います。 

 お手元にお配りをした資料の３枚目に第３回中山間地域等直接支払制度等に関する第三

者委員会の配布資料の一覧をお配りをしております。この一覧表に記載しております資料

番号をそれぞれの各資料の右上に記載しております。私のほうで資料番号を読み上げます
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ので、順次ご確認をしていただければと思います。 

 まず最初に、資料１－１、１枚紙でございます。次に資料１－２ということで、平成23

年度の実施状況、続きまして、資料２－１、中間年評価について（案）、資料２－２、Ａ

３判で折り込みの資料でございます。次に、資料２－３、そして資料３－１がＡ４の横判

になっておる特認基準の変更の概要という資料でございます。次に、資料３－２、都道府

県特認基準の変更ということで熊本県からの公文の写しでございます。そして、あと参考

資料１、参考資料２という形で、最後に配布資料の一覧表には記載しておりませんけれど

も、右上に参考としておりまして中間年評価等実施に当たっての様式等（案）というのを

また別にお配りをさせていただいております。全部で10種類の資料となっておりますけれ

ども、資料の足りない委員の先生方がいらっしゃれば申し出ていただければと思います。 

 特にないようでしたら、資料の確認については終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○高橋委員長 それでは、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３点、平成23年度中山

間地域等直接支払制度の実施状況について、２つ目に中山間地域等直接支払制度の中間年

評価について、それから３番目が中山間地域等直接支払制度の特認基準の変更について、

この３点を用意しております。 

 順次、事務局からまず説明をお聞きした上で、議題ごとに委員の方々からご質問、ご意

見をちょうだいしたいと思います。 

 それでは、まず議題１ですが、平成23年度中山間地域等直接支払制度の実施状況につい

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でございます。 

 それでは、平成23年度中山間地域等直接支払制度の実施状況について説明いたします。 

 この直接支払いの実施状況につきましては、当該実施年度の翌年度の６月末までに公表

することになっております。その速報値につきましては、３月に取りまとめ、委員の皆様

にもお知らせしたところでございますが、今般、確定値を取りまとめましたので、正式に

報告をいたします。 

 それでは、資料のうち、概要を取りまとめました資料の１－１でまず説明をいたします。 

 １ページでございます。 

 直接支払いを行っている市町村数でございます。23年度の交付金を交付した市町村数は
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993市町村でございます。22年度より８市町村ふえておりますけれども、内訳といたしま

しては、新規に14市町村が交付市町村となりまして、原発事故の影響と市町村合併により

６市町村が減少した結果、８という数字になってございます。 

 また、この993という数値は対象農用地基準を満たす農用地を有する市町村の約９割を

占める構造となっております。 

 続きまして、次のページでございます。２の協定数でございます。 

 平成23年度までに締結された協定数は２万7,570協定でございます。これは、22年度と

比べて663協定の増となっております。 

 増加した主な要因でございますけれども、23年度から特認農用地制度の拡充を行った結

果、離島の平地などの条件不利地が新たに特認の対象になったことや、集落協定の話し合

いに時間を要したため、２年目の平成23年度から取り組みを開始した集落が存在すること

などが挙げられます。なお、総協定数のうち、集落協定がその大半を占めてございます。 

 続きまして、３の交付金交付面積についてでございます。 

 平成23年度に交付金が交付された面積は67万7,633ヘクタールとなっております。１万

5,277ヘクタールの増加でございます。これは、先ほど申し上げましたように、離島の平

地などの条件不利地を新たに対象にしたことなどに伴うものでございます。 

 また、この交付面積の内訳でございますけれども、②のところでございます。基礎単価

による交付面積、これが約８万7,000ヘクタール、体制整備単価による交付面積が約59万

1,000ヘクタール、その比率は基礎単価が13％、体制整備単価が87％となっております。 

 これらの結果、直接支払交付金の対象農用地面積のうち、実際に交付金が支払われてい

る農地の面積率、カバー率でございますが、81.4％となっております。 

 以上が概要でございます。 

 以降、少し実施状況の結果を取りまとめました資料の１－２を活用いたしまして、説明

をいたします。 

 まず４ページをお開きいただきたいと思います。 

 農地の地目別にどのような交付状況になっているのか、面積ベースで整理したものがこ

ちらのページでございます。 

 この交付金の種目別の交付面積につきましては、全国ベースで、田が約45％、畑が約９

％、草地が約43％、採草放牧地が約２％となっております。 

 地域的な特色といたしましては、北海道においては、草地が約87％を占め、都府県にお
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いては、田が約78％を占めております。 

 ５ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらは、傾斜等の交付基準別の交付面積を整理したものでございます。 

 急傾斜が約31％、緩傾斜が約27％と、急傾斜のほうが若干高くなっている状況にござい

ます。 

 ６ページでございます。 

 こちらは交付金の対象となる農地に対して、地目別にどの程度実際交付を受けているの

か、その面積率を整理したものでございます。 

 先ほどの概要でもご説明しましたとおり、全国ベースで約81％となっている中、これを

それぞれの地目で対象農用地に対しどれだけ交付されているかということを見ますと、田

で約81％、畑は少し低くなっておりまして約60％、草地は約89％、採草放牧地は約85％と

なっております。 

 続きまして、７ページでございます。 

 急傾斜、緩傾斜等の交付基準別で同じような整理を行っております。 

 その結果、急傾斜が約75％、緩傾斜が約79％、高齢化率や耕作放棄率が高いもの約43％、

小区画・不整形が約54％、草地比率の高い草地が約89％、８法地域内特認地が90％という

状況になってございます。 

 ８ページをご覧いただきたいと思います。 

 ここでは、担い手等への農作業の受委託、法人の設立等の積極的な取り組みを行う場合

において、別途単価が加算される措置の対象面積を整理しております。 

 担い手が新たに利用権などを設定した農用地に５年以上継続して耕作した場合の規模拡

大加算、これが554ヘクタール、担い手に対し新たに協定面積の一定割合以上において利

用権などを設定した場合の土地利用調整加算が911ヘクタール、小規模・高齢化集落の農

用地を協定に取り込んだ場合の小規模・高齢化集落支援加算が3,185ヘクタール、新たに

特定農業法人などを設立した場合の法人設立加算のうち、特定農業法人が1,558ヘクター

ル、農業生産法人が853ヘクタールとなっております。 

 22年度と比較いたしますと、規模拡大加算と小規模・高齢化集落支援加算が増加してい

る中、土地利用調整加算や法人設立加算については横ばいというような状況になってござ

います。 

 続きまして、９ページをご覧いただきたいと思います。 
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 ５の協定の概要でございます。 

 １集落協定当たりの参加数は全国で平均22人、北海道で55人、都府県で22名となってお

ります。平均交付面積は、全国で25ヘクタール、これを内訳で見ますと、北海道が920ヘ

クタール、都府県は13ヘクタール、また１集落協定当たりの平均交付金額を見ますと、全

国で約195万円、内訳といたしまして、北海道が2,282万円、都府県は167万円となってお

ります。 

 続きまして、次の10ページでございます。 

 協定の規模分布を整理してございます。この資料のうち、下のグラフをご覧いただきた

いと思います。 

 都府県では、５ヘクタール未満が36.5％を占めている中、10ヘクタール以上の層も約37

％存在してございます。 

 北海道におきましては、100ヘクタール以上の層が約５割を占め、1,000ヘクタール以上

の協定も13％程度存在している状況にございます。 

 11ページをご覧いただきたいと思います。 

 参加者の状況を整理したページでございます。 

 集落協定の参加者数は約61万という状況になってございます。 

 続きまして、12ページでございます。 

 ここからは協定の活動内容について整理してございます。 

 まず、直接支払の受給のための必須の活動内容のうち、集落マスタープランの内容につ

いてでございます。 

 集落マスタープランとは、集落の目指すべき将来像、またそれを実行するための活動方

策や協定期間の目標を記載するものでございます。この集落マスタープランの活動方策と

して、最も多くの集落で位置づけておるものといたしましては、11番、共同で支え合う集

団的かつ持続可能な体制整備、これが約69％を占めております。続きまして、②機械・農

作業の共同化等営農組織の育成、これが21％。このほか、⑤の農業生産条件の強化が約10

％という状況になっております。 

 13ページに移りたいと思います。こちらのページでは、農業生産活動などの内容となっ

ております。 

 まず、ア、耕作放棄の防止等の活動についてでございます。 

 具体的な活動として一番多いのが、農地の法面管理、これが約73％、続きまして、賃借
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権の設定・農作業の委託、これが約38％、鳥獣被害防止のための柵、ネット等の設置、こ

れが36％となっております。なお、下の水路、農道別の管理につきましては、水路の管理

が95％、農道の管理が98％、ほぼすべての集落で実施している状況になってございます。 

 14ページでございます。多面的機能を増進する活動でございます。 

 これらの具体的な内容といたしましては、周辺林地の下草刈り、これが約67％、景観作

物の作付けが約37％、堆きゅう肥の施肥、これが約14％となっております。 

 15ページに移りたいと思います。 

 農業生産活動等の体制整備についてでございます。 

 これは、満額の交付単価を受けるための必要な活動でございます。 

 まず、アの農用地等保全マップでございます。 

 この農用地等保全マップとは、将来にわたって適正に協定農用地を保全していくために、

必要な内容を図面に落としていくというものでございます。農用地等保全マップの主な内

容といたしましては、農地法面、水路、農道等の補修・改良、これが約84％、農作業共同

化、または受委託、これが約15％、これら以外に、その他将来に向けた適正な農用地保全、

これが約23％となっております。 

 続きまして、イの地域の実情に即した農業生産活動等の継続に向けた活動でございます。

満額の交付単価を受けるためには、アのマップに加えまして、このイのＡからＣの要件か

ら１つ以上選択して実施していただくことが条件となってございます。 

 まずＡ要件、生産性の向上や担い手の育成の活動などを選択した協定でございますけれ

ども、これが約4,000協定ございます。集落営農等の活動などのＢ要件を選択した協定が

490、そして、第３期対策から創設したもので、高齢化農家も含め集落ぐるみで助け合う

仕組みを取り決めるものとしているＣ要件、これを選択したものが１万6,027協定ござい

ます。 

 説明の最後でございます。16ページでございます。 

 交付金の配分割合でございます。 

 これは全国で共同取組活動への交付金の配分割合が約55％、個人の配分が約45％、平成

22年度と比べ若干個人配分が増えている状況にございます。 

 また、この共同取組活動への配分割合を集落協定数で見ますと、下の表でございますが、

50％以上75％未満、これを共同取組活動に充てているものが１万7,454協定、約64％、こ

れが大半を占めている状況でございます。なお、すべて共同取組活動に配分している協定
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が約3,000協定で11％、共同取組活動に配分せず、すべてを個人配分にしているもの、こ

れが300協定で約１％となってございます。 

 この共同取組活動の交付金の使途を整理したものが次の17ページでございます。 

 その使途を見ますと、農道・水路管理費に使用している協定は２万2,886協定と最も多

く、共同取組活動の支出割合としては約26％を占めております。 

 次いで、機械購入や施設整備のための積立・繰越の支出割合が約20％となっております。 

 18ページ以降につきましては、都道府県別の実施状況を添付しております。後ほどお時

間があればご覧いただければ幸いでございます。 

 23年度の実施状況の概要につきましては以上でございます。なお、この実施状況につき

ましては、本日の委員会終了後、公表する予定となっております。 

 当方からの説明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。 

 それでは、ただいまの報告につきまして、ご質問なり、ご意見ございましたらちょうだ

いしたいと思います。何かございましたらどうぞ。 

 はいどうぞ。 

○近藤委員 質問を２点。 

 まず１点目は、ページがよくわからなくなっちゃったんですけれども、交付対象集落数

でしたっけ、22年度に比べて増えたのは。初年度は、協定がまとまらず２年目から参加さ

れたので増えたと、そういう説明があったと思うんですけれども、その実数はどうですか。

要するに、その大半は新しい制度のもとで協定を維持、活動を維持していくのは大変だぞ

と、しんどいぞ、そういう意味でなかなかまとまらなかった集落、協定がほとんどだとい

うふうに理解していいんでしょうか。 

 それと、もう一つ。８ページ目の、今回の特徴である加算段階の取組の中で、規模拡大

加算が増えています。政策的な効果の観点からは良いことなんでしょうが、小規模・高齢

化集落支援加算でいくと全部で324から374、かなり増えています。ただ単純に、積極的な

取り組みがあったと良い方に評価していいのか、それとも逆で、そうした支援を受けない

とやっていけない集落、これが増えたという側面を含んでおり、手放しで評価して良いの

かどうか、その辺の役所としての解釈を教えてください。 

○高橋委員長 はいどうぞ。 

○中山間整備推進室長 まず、後段のほうの質問の回答をまず行いたいと思います。 
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 小規模・高齢化集落加算でございますけれども、私たちといたしましては、年々高齢化

し、規模も縮小している集落に対しまして、元気のある集落が手を差しのべて中山間直接

支払にぜひ取り組んでほしいという趣旨のもとで３期対策から導入した制度でございます。

これに関しまして、適用する集落が増えているということに関しましては、この制度を通

じて、中山間の集落の取組に寄与することができているんじゃないかというふうに考えて

おり、当方といたしましては、この数字が増えること、これは一定の施策効果として判断

したいと思っております。 

 ただ、その影には、やはり小規模・高齢化に苦しむ集落の方が今日本の各地に存在する

ということも忘れてはならないというふうに思っております。 

 次に、最初の質問でございます。 

 １年目は集落の話し合いなどがなかなかうまくいかず、２年目からの取組になった協定

の数でございますけれども、約400協定という状況になってございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 はいどうぞ。 

○村田委員 16ページの交付金の配分割合のところですけれど、個人配分を見ると、共同

取組活動への配分が上回っています。でも、前年度に比べるとはっきり減っています。確

か３期対策のスタート時に、当初、当局としては、個人配分に手厚くという趣旨のことに

言いかけて、後に、集落内でそれぞれ話し合ってくれればいいというふうに従来どおりと

も受け取れる方針を示しました。わずかですけれども、共同取組活動への配分が減ったと

いうこの数字を、どのように解釈し、評価しているのでしょうか。プラスなのか、マイナ

スなのかが書いてないんですけれど、どのように受けとめているのか、教えてください。 

○中山間整備推進室長 ただいまのご質問にお答えします。 

 中山間地域等直接支払制度が戸別所得補償制度の関連制度と位置づけられたこともござ

いまして、この交付金の使途、個人配分のほうに重点的に配分するように取り組んでほし

いという考え方を持っているのは事実でございます。ただ、その一方で、集落ごとの抱え

る事情などもございますので、最終的には、各集落の判断というような形で今運用してご

ざいます。 

 今回の数字に関しましては、これからよく分析しないといけないと思っておりますけれ
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ども、今言ったような各集落の抱えるいろいろな要因なども踏まえまして、このような数

字になっているのではないかというふうに推察しているところでございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。 

 解釈は微妙なところだとは思いますが。また十分検討していただいてということかと思

います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○守友委員 後ろの（参考１）についての質問も構わないでしょうか。18ページ以降、都

道府県別のデータが出ておりますが。これについてもよろしいですか。 

○高橋委員長 はいどうぞ。 

○守友委員 19ページに交付市町村数が出ておりますね。これのトータル数については先

ほどご説明があったのですが、交付市町村数の平成23年と平成22年を比べていきますと、

ほとんどが横ばいか増えているのですが、減っているところが福島と島根かと思います。

福島の場合には、これが原発由来なのかどうなのかということと、島根の場合に、２つほ

ど減っているのですが、島根県はかなり頑張っている。ではこの減少要因が一体何なのか

というあたり、ちょっとご説明いただければと思いますが。 

○高橋委員長 事務局のほうから。 

○中山間整備推進室長 ただいまの質問にお答えします。 

 福島県の市町村が減少した要因といたしましては、これは原発事故の影響でございます。

島根県の市町村数が減った要因といたしましては、これは合併が要因とみられてございま

す。 

 以上であります。 

○高橋委員長 だそうですが、藤山委員何か特に補足をしていただくことございますでし

ょうか。 

○藤山委員 そのとおりです。 

○高橋委員長 そうですか。はいわかりました。 

○守友委員 島根のほうは実態的には変わらないと見てよろしいのですね。 

○藤山委員 ええ、現場は頑張っています。 

○守友委員 福島の特殊要因の事例のみが減ったけれども、ほかのところは横ばい、ない
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しは若干の増で健闘しているという、こういう評価でよろしゅうございますね。わかりま

した。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 はいどうぞ。 

○玉沖委員 わかればで結構なんですが、離島地域についても平地でも認めますよという

ことになりましたが、それを機に離島地域の集落がどのくらい増えたかとか、それもしデ

ータでわかるところがあれば教えていただきたいんですけれども。そうでなければ、簡単

で結構ですので、教えていただければと思います。 

○中山間整備推進室長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 離島の平地、まず全体でございますが、新潟県を含め６県で20市町村において取り組ん

でいただいているところでございます。全協定数は約200協定でございまして、交付面積

が8,600ヘクタール程度ではないかと考えてございます。 

 これは、これまでの積み重ねでございまして、前年度からの増加分がうち幾らかという

ことでございますが、約5,000ヘクタール程度ほど増えたんではないかというふうに推察

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○玉沖委員 ありがとうございました。 

○高橋委員長 ありがとうございます。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 はいどうぞ局長。 

○實重農村振興局長 ほかにご質問がなければ、最初の近藤委員と村田委員から評価に関

するご質問がありましたが、ちょっと補足をさせていただきたいと思います。まず、22年

度にスタートできなくて、準備に若干時間がかかったというところがございます。これは

書類を整えるといったようなことがあろうかと思いますが、多くは前の対策から続けてい

たところが多いと思います。実は、開始するに当たって、この一番厳しい要件は５年間、

ちゃんと農業を続けていただくと、また、耕作放棄地を出さないというところでございま

す。農業を耕作を続けていただくことで食料供給、それから国土保全が果たされると、こ

ういう観点です。その５年間というのが、だんだん高齢化が進んでいきまして、果たして

５年間続けられるだろうかというような意見もあるやに聞いております。これに対しては、
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私どもは、普及をしておりますのは、仮に５年間高齢化などの事情で続けられなかった場

合に遡及返還かといったようなことではありませんと。やむを得ないで、途中でできなく

なった場合にはそこまでというようなことになっておりまして、そういう仕組みなんです

ということを誤解がないように、普及に努めているところでございますけれども、若干そ

ういった議論をされたところがあったやに聞いております。 

 それから、２点目の小規模・高齢化について利用されるのは、どういう具合に評価され

るかということですけれども、制度として仕組んだわけですから、なるべく使っていただ

くのがありがたいということは基本だと思っております。もともと、中山間直接支払は、

平成12年の以前はないわけでありますけれども、歴史を通じてずっとそういった助成なし

に農業生産活動が継続して来ることができた。それによって、公益的な機能を果たす農業

や耕作が続けて来られたというわけでありますけれども、なかなか、高齢化が進展、その

他社会的な諸条件も伴いまして、やはり、公益的なものには公益的な支援をする必要があ

るというように変わってきたということだと思っております。そういう意味では、小規模

・高齢化加算につきましても、その分については、さらに公益的な支援をしなければなら

ない状況が強まっている地域もあろうと思いますが、どうしても自然的にそれから社会的

なことも含めまして、そういった状況が強まると思いますけれども、必要なところで、使

っていただければありがたいという具合に思っております。 

 同様に、個人配分の点ですが、これは22年度から開始した際に、できれば、半分程度は

個人配分をしていただきたいという具合に言っております。まだ、実際には半分行ってお

りませんで、共同取組活動のほうに55.3％という実情であります。これはやはり22年度以

前に10年間やってきていて定着をしている。共同でいろいろな活動をするためのコストが

かかる、あるいは特別に役員といったような形で使役をされる方に対する費用をみんなで

出すというような形が……失礼しました、23年度からということでありますけれども、こ

ういった共同活動の部分が定着をしておりますので、なかなか無理に実情を変えることも

困難だと思われます。 

 一方で、やはり個人の農業者の方の所得を補てんする、プラスしていくという意味での

個人配分も望ましいと、両方の観点があろうと思います。当初、半分程度は個人配分にと

いう形でお願いをしておりますけれども、まだそこまで行ってない。しかし、そちらに向

かって少しずつ中で相談をされて、実態が変わってきていると、このような状況だと思っ

ております。 
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○高橋委員長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、まだご意見もあるかと思いますが、一番最後に議題がすべて終わった最後に

またご発言する機会をもちたいと思いますので、これくらいにしまして、次の議題に進み

たいと思います。 

 それでは、議題の（２）ですが、中山間地域等直接支払制度の中間年評価につきまして、

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 説明いたします。 

 中山間地域等直接支払制度でございますけれども、平成22年度から26年度までの５年間

を対策期間といたしまして第３期対策を実施しているところでございますけれども、その

中間年に当たる平成24年度に中間年評価を行うことになってございます。このため、当該

実施要領に基づき、本日の第三者委員会を起点といたしまして、作業等を開始し、平成25

年６月末までにその結果を取りまとめたいと考えております。 

 この中間年評価を行うに当たっての大きな方針といたしましては、２期対策と３期対策

の政策効果などを比較するためにも、２期対策において委員からのご意見や都道府県担当

者などの議論を経て取り組んだ評価手法を、基本的に踏襲する形で進めていきたいと考え

ております。 

 では、具体的な説明に入ります。 

 まず資料の２－１でございます。 

 今回の直接支払制度の中間年評価につきましては、先にも述べましたとおり、本事業の

実施要領に位置づけられており、資料の左側にありますように、実施要領第13で交付金交

付の評価として中間年評価を行うことになってございます。 

 その進め方でございますけれども、第２項で、市町村長が評価を行い県に報告する。 

 ３項で、県知事は市町村からの報告内容を受け、中立的な第三者機関において、検討、

評価を行い、それを国に報告する。そして国は、農村振興局長が県知事からの報告を受け

て、中立的な第三者機関において検討、評価することが規定されてございます。 

 また要領の運用には、具体的な評価の時期、スケジュール等、やり方について規定され

ております。 

 第17の第１項の（１）でございますけれども、中間年評価は、25年６月末までに実施す

る、第２項で、評価はここに書いております事項について行うこととしています。 

 そして、３項で、市町村長はこの中間年評価において協定で規定した取組が不十分な集
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落に対しては、取組の改善に向け適切な指導、助言を行うものとし、改善が見込めない協

定にあっては、第９で定める返還等の措置を講ずることになってございます。 

 これは、改善が見込めないと、この時点ではっきりしたものについては、この規定によ

り交付金の停止、もしくは返還を措置していただくということでございます。ただ、私た

ちといたしましては、今回の中間年評価において、もし仮に取組が十分でないところかあ

ったとしても、この時点でしっかりフォローアップをして、最終の目標が達成できるよう

にサポートすることが趣旨でございまして、ここで切り捨てていくということではなく、

逆に取組の幅を広げて、引き続き地域で取組を続けていっていただきたいとの思いを持っ

てございます。 

 このため、こういう規定はございますけれども、我々はこの時点で少し弱まっている集

落については、その背中を押す方法をしっかり考えていきたいと思っております。 

 なお、この評価項目につきましては、資料の２－１の右側に整理してございます。 

 次に、資料の２－２でございます。 

 こちらが中間年評価の全体像を整理した資料でございます。 

 左側から、集落段階、市町村段階、県段階、国段階と整理をしてございます。 

 先ほど要領にございましたとおり、今回の評価につきましては、規定上は市町村、県、

国が行うこととなってございまして、一番左側の集落段階のプロセスは要領に規定されて

いない状況にございます。しかしながら、第２期対策の中間年評価と同様に、集落協定の

当事者においても、これを機会に自己点検をしていただいて、それを受けて、この規定に

沿って中間年評価を行いたいと考えております。 

 これは、当事者においても、今の活動が、例えばマンネリ化してしまい、何を目標に自

分たちはこれをやっているのかということをあまり意識されないまま続けることなく、こ

の時点で自分たちの活動をもう一度原点に戻ってしっかり検討していただき、現状はどう

なっているのかということを自分たちでも評価、自己点検していただきたいという考え方

に基づくものでございます。 

 以上の考え方のもと、まず資料の２－２の左端の欄でございます。 

 集落段階の評価でございますけれども、検討・評価の主体は基本的に協定代表者の方に

自己評価、自己点検をやっていただき、評価の目的のところにある協定の見直し、改善な

り、取組の再認識、確認をしていただきたいと思っております。 

 そして、評価の対象は、協定に定められた事項について、今どこまで達成しているのか
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ということにつきまして、それぞれ協定の項目ごとに点検をして、自分たちで確認をして

いただきたいと思います。 

 そして、一番下でございますけれども、評価の方法でございます。 

 今回、中間年の24年でございますので、今の時点で実施状況がどこまで達成しているか、

目標値が定められているものについては、最終年が５年目になるわけですので、中間年の

時点としては、その数値の半分というのを一つのメルクマールにして、それと比較して、

現状の取組がどこまで来ているか、それを超えているか、超えていないかというようなこ

とを確認していただき、第３期対策の最終の年度である平成26年までに最終目標に達する

ことができるのか、できないのか、という見込みも含めて自分たちで点検してもらうこと

を考えてございます。 

 次に、市町村の評価でございます。 

 集落から市町村に報告していただき、左から２つ目の欄になりますけれども、市町村長

が集落評価結果を踏まえて評価を行います。ここから要領に基づく手続に入っていきます。 

 この市町村段階の評価の目的は、取組に課題がある集落協定を明確にして、必要な指導、

助言を実施し、課題を明確にしていくことにございます。 

 評価の方法でございますが、点線で赤枠と青枠がございますが、まず赤枠の集落協定ご

との評価につきましては、個別の協定の中に一つ一つの集落の自己点検した評価結果を踏

まえ、これらの協定を「優良」、「適当」、「要指導・助言」、「返還」の４段階に区分

し、管内全部の集落協定等について評価をしていくことを想定しております。 

 青枠の制度の成果と課題につきましては、各協定の評価に基づき、それらを市町村全域

で整理し、取り組みのよいところがたくさんある市町村は、市町村としての指導もこのま

までいいということ、また、なかなか十分ではない地区が多いということになりますと、

自分たちの指導の仕方にも何か問題があるんではないかというようなことなどを市町村な

りに自己点検していただき、その後の指導・助言のやり方などにつなげていくということ

を目的に評価をしていただくものでございます。 

 次に、県の評価でございます。 

 市町村が評価した後は、今度はそれを次の右側の欄の県に報告いたします。県におきま

しては、先ほど申しましたとおり、知事が第三者機関において、検討・評価していただく

ことになるわけでございますけれども、県は市町村から上がってきた評価の内容について、

県下全域を見渡して市町村別で取組の差異はないか、課題がどこかで固まっていないか、
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県としての指導の内容に何か改善点はないか、制度に何か今後改善すべき点はないか、こ

のようなことを県下全域の視点から評価していただきたいと思っております。 

 また、その評価の方法につきましては、市町村報告に基づく客観評価を行うため、市町

村が評価してきた内容につきまして、県全体で評価する。そして、その下の青枠の制度の

成果と課題につきましても、今度はマクロ的な効果、県全域での効果について評価してい

ただく。そして、その結果については、県の第三者委員会で検討・評価をしていただき、

それを国に提出し、国は農村振興局長が第三者機関において、総括して検討評価をすると

いうプロセスでございます。 

 これらの一連のスケジュールでございますけれども、集落の自己点検と市町村段階につ

いては、今年の12月末までにこれらの作業をしていただき、県に報告していただきたいと

思っております。12月末までに県に上がってきたものを、県が内部で評価をしていただく

のは、来年の１月から３月末までを予定しております。そして、その結果を国に出してい

ただいて、国は要領の規定上の平成25年６月末までに評価を行うというようなスケジュー

ルを想定してございます。 

 このような評価の内容を少し具体的に説明させていただきたいと思います。 

 お手元の資料の２－３をご覧いただきたいと思います。 

 資料２－３の１ページでございます。 

 集落段階の自己評価、自己点検についてどういう形でやるのかということをこのページ

で整理してございます。項目１、２、３につきましては、先ほどご説明いたしましたので、

４の評価の方法について少し補足して説明いたします。 

 この評価の具体的な方法につきましては、まず（１）でございますけれども、24年度、

つまり現時点までの評価を「○」、「△」、「×」で評価していただくことを考えており

ます。 

 例えば、確実に実施または平成26年度までの目標を半分ぐらいまでは来ているというも

のにつきましては「○」、少し遅れているものはございますけれども、そこそこできてい

ると考えられるものには「△」、できていないものについては「×」として、平成24年度

時点の現状について評価をしていただきたいと考えております。 

 こういう現状をまず認識した上で、（２）でございますけれども、最終評価である26年

度までに目標が達成できているか、できないか、その将来見込みについても評価してもら

うことを考えておりまして、例えば、今後しっかりやって、26年度の最終年度までに目標
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をしっかり達成できるというように自分たちが考えれば「○」、今後の実施、または達成

に少し課題があるので、何か手当なり、指導なり、自分たちで少し考えなければならない、

このような事項については「△」、これはもう難しいという場合は「×」ということを自

己評価していただきたいと思います。 

 こういう方針に基づきまして、実際現場では、次の２ページの自己評価表に記入するこ

とを考えております。 

 本日配付したこの２ページはイメージでございますけれども、取組内容の欄には、集落

マスタープランとか、耕作放棄地の防止の活動とか、水路・農道の管理とか、大くくりの

分類の中にさらにいろいろな具体的な活動項目が記入されております。そして、当該協定

の中で取り組んでいる活動というのが、この表の真ん中に該当の有無という欄がございま

すけれども、ここに「○」がついているところは、あなたの協定ではこの活動をやること

になっています、このようなことを意味しておりまして、市町村のほうにおきまして、

「○」をつけて集落にお渡しすることを考えてございます。 

 ですので、集落におきましては、この「○」が該当しているところについて、自己点検

し、24年度までの実施についてできているか、できていないのか、などについて「○」、

「△」、「×」で本人たちでその印をつけていただき、一番右側の欄に、平成26年度まで

に最終目標が達成できるかどうかについても、自分たちの見込みをつけていただくという

ことになります。これを市町村に提出していただきまして、市町村がこれを取りまとめる

という流れになります。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。 

 今度は市町村の評価について説明いたします。 

 市町村の評価は、取組内容ごとに自己評価と同じく３段階で客観的に判断いたしますの

で、集落が自己評価した内容と、市町村の評価が異なる場合もあるかもしれません。自分

たちは、よくできていると思っても、市町村から見たらいやいやそうではない。またその

逆もあることも考えられます。このような考え方に基づきまして、項目の１、２、３につ

きましては、先ほど説明いたしましたので省略いたしますが、４番の評価の方法について

説明いたします。 

 （１）で、集落協定の評価と書いてございますが、市町村は、集落協定の取組内容ごと

の評価結果を、次の５ページのガイドラインなどに基づきまして、集落マスタープランと

か、耕作放棄地の防止活動とかの大くくりの分類ごとに「◎」、「○」、「△」、「×」
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の４段階で評価をしていただきます。そして、個々の内容を４段階で評価した上で、協定

全体の評価を「○」の数、「×」の数などで「優」、「良」、「可」、「不可」の４段階

で評価していただくことを考えてございます。 

 今、説明した内容を記入様式に基づきまして、少し補足して説明いたします。 

 ４ページでございます。 

 この資料におきまして、取組内容をＡからＩというグルーピングをしております。ここ

にさらに耕作放棄の防止活動とか、水路の管理という大くくりの分類ごとにブロックの整

理を行いまして、それぞれ取組内容をさらに整理してございます。 

 例えば、一番上のマスタープランという欄がございますけれども、この表におきまして、

地元では、24年度におきましても「○」、26年においても「○」と、ちゃんとできている、

見込みもちゃんとあるという評価をされている項目につきまして、市町村から見ても

「○」だったらここに「○」をつけるという整理になってきます。 

 ここで市町村が「○」、「△」、「×」などの記入に悩むことも考えられますので、こ

のつけ方を先に触れました５ページのガイドラインという形で示していきたいと考えてお

ります。 

 このように協定を各活動の項目ごとに、今のような市町村の評価をしていただくことに

なるわけでございますけれども、その場合、市町村の評価の欄で「△」がつくということ

は、何らかの指導・助言が必要である場合が考えられます。このため「△」がついたもの

につきましては、どういう指導・助言が必要なのか、このようなことを右側の欄に記入し

ていただくことになります。 

 例えば、上から２つ目の項目が４ページで「△」となっておりますけれども、点線がつ

ながっている上の欄から市町村として必要な取り組みを選択していただき、この場合であ

れば該当する①、③、⑦を記入し、市としては、このような指導を行うことで、状況を改

善できる旨を右端の欄に記入していただくことになります。 

 協定の各活動につきましては、このような点検をしていただくことになりますけれども、

最後に、協定総体としてどうなのかということについても整理していただきます。 

 これが４ページの一番下にある総合評価という欄になります。各活動ごとに「○」の数

などで４段階の評価をつけていただき、市町村の協定全体の評価を取りまとめていただく

ことになります。 

 このように、協定ごとの整理をいたしまして、また市町村全域で見て、市町村の中に一
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つの市町村で協定が、例えば10、20、場合によっては100とか200ある市町村もございます

けれども、全体として評価をし、総合的に取りまとめ、別途市町村の評価書をあわせて作

っていただきます。 

 この市町村の評価書につきましては、今日お配りした参考資料を少しご覧になっていた

だきたいんですけれども、この参考資料の１ページでございます。実際の記入様式などを

イメージして添付してございます。 

 先ほどの個別の協定ごとに判定した後、それらを総括的にこの１ページのシートに、一

市町村、基本的に１枚という形で整理していただきたいと考えております。 

 その後ろにございます２ページ、３ページは、市町村評価書の参考資料といたしまして、

例えば２ページは、助言・指導が必要な協定が自分の町で、例えば幾つあるかということ

を整理することで、全体像が見えてくることを期待しております。 

 ３ページは、あまりこういうことがあっては好ましくないことと思っておりますけれど

も、返還とか、もう達成ができないとか、そういうことが発生いたしましたら、それが何

協定ぐらいあるかということをこのシートで総括していただくことをイメージしておりま

す。 

 次に、県の評価書についても少し触れさせていただきたいと思います。 

 ４ページでございます。 

 県では、ここで、市町村から出てきた総括的な市町村ごとの評価結果、そして、個別の

結果の総合整理したもの、それらを含めまして、県全体で課題や成果の整理などをやって

いただくことになります。 

 この県における中間年評価書というものを想定したものがこの４ページでございます。

県といたしましては、県全域を見渡して、市町村単位で見て、「優」がある協定がたくさ

んある市町村か、県全体で指導と助言の仕方で何か改善するべきことはないか、今後制度

の運用とかについて必要なものはないか、そして効果として、どのようなものが上がって

いるか、このようなことをこの中間年評価書という形で全体を総括していただきたいと思

っております。 

 少し細かくなりましたけれども、以上が先ほどの資料２－２の集落段階から国の段階に

至る評価のプロセスの具体的な説明でございます。 

 大変恐縮でございますけれども、資料の２－２にもう一度お戻りいただきたいと思いま

す。 
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 一番下のところにアンケート調査の実施ということを今回の評価プロセスの中に位置づ

けてございます。協定ごとの評価は、先ほどのような形で整理していくことになりますけ

れども、一方なかなか評価だけでは見切れないようなことにつきましては、２期対策同様、

このようなアンケートを行うことで補足していきたいと考えております。 

 このアンケートの内容でございますけれども、こちらは資料の２－３の７ページにその

概要を整理してございます。 

 これは、国がアンケートを作って配布することになりますけれども、７ページの３にあ

りますように、約２万8,000協定のすべての協定の代表者と直接支払に取り組んでいるす

べての市町村を対象に実施することを考えております。 

 アンケートは、協定代表者用と市町村用のは少し設問が異なることもございますけれど

も、おおむね似たようなことを聞く予定としております。 

 なお、協定の代表者にアンケートを書いていただく場合、農家の方の中には書類作成に

慣れていない方もいると思いますので、できれば市町村の方が伺って聞き取りながら書い

ていただく、このようなことも考えて市町村の協力も得ながら活動を行っていきたいと思

います。 

 ８ページでございます。 

 アンケート調査の具体的な項目を５つのフローに分けて整理してございます。 

 まず、Ⅰの協定参加者についてでございます。 

 ここでは基本的な事項である協定参加者の人数及び年齢などを聞いてございます。協定

に関わっている方々はどういう方々がいるか。特に女性の方がどのように関わっているの

か、年齢層はどういう方が主役でやっておられるのか。このようなことについてこの項目

で聞いてみたいと考えております。 

 Ⅱの協定締結に至る経緯についてでございます。 

 ここでは協定をつくる過程が実のある集落活動を行う上で非常に大事であろうという考

え方に基づきまして、一つの項目を立てアンケートを実施したいと考えております。なお、

今回は、一度２期対策をやめて、３期対策から再度取り組み始めた集落の回答などを通じ、

この交付金活動をやめざるを得なかった背景や、再度再開できるようになった理由などを

調べてみたいと考えております。 

 Ⅲの耕作放棄地の発生防止・多面的機能の維持についてであります。 

 ここでは、２期対策の成果との比較衡量を念頭に置きまして、耕作放棄地の発生防止や、
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中山間地域で大きな課題になっている鳥獣害の問題などについて、この直接支払制度が果

たしている効果の現場の具体的な声についてアンケートを実施したいと思っております。 

 次の、９ページでございます。 

 Ⅳの地域・集落の活性化についてでございます。 

 この項目におきましても、２期対策のときにアンケートを行った項目について、今回も

聞きまして、政策の比較衡量を行いたいと考えておりますが、今回はそれに加えまして、

近年集落活性化の取組として注目を浴びている集落間連携や都市農村交流、直売・加工な

どを通じた６次産業化、集落の外部からの人の移住促進活動などに関する現場の動きにつ

いて把握したいと考え、項目を新たに設けております。 

 最後のⅤのその他についてでございます。 

 ここでは、小規模・高齢化集落加算やＣ要件の設定など、３期対策から新たに取り組ん

だ事項などの現場の声をこの項目でアンケートを実施したいと考えております。 

 このように評価だけではつかみきれないことにつきまして、２期対策同様アンケートで

補足したいと考えておりますけれども、今回は、これに加えまして、中山間直接支払制度

の政策効果をより分析するために、関連調査なども実施したいと、このようなことも考え

ております。具体的には、2010センサスの統計結果と連携しながら、中山間地域等直接支

払制度に取り組む集落と、取り組んでいない集落で耕作放棄地や農地の流動化、集落営農

の取組などにどのような違いが生まれているのか、その分析にチャレンジしてみたいと考

えております。 

 以上が、当方からの説明の概要でございます。本日のご意見などを踏まえ、今後作業を

都道府県や市町村などに依頼したいと考えております。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件につきまして、中間年評価の趣旨、方法等につきまして、今事

務局からご説明ありましたが、ご質問、コメント、あるいはご要望、何でも結構ですから

どうぞ。 

 はい。 

○浅野委員 とても丁寧な評価の体系ということなので、ただせっかくやる評価ですから、

できるだけ国民に届くようにということを考えてコメントを幾つかさせていただきます。 

 一番最初は、こういうふうな階層性を持った評価ということなので、基本的には、階層
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性を持った評価が屋上屋を重ねることがないようにするために、一番大事な点というのは、

それぞれの段階が評価の観点、目的を持っていることだというふうに思います。その点か

ら考えますと、一番最初の集落段階の自己点検評価と、２段階目の市町村段階、あるいは

その上位にある都道府県段階、その上の国段階で、それぞれその評価の観点が明確に区別

されていて、そこが明らかにされていないと、一体どういう評価をしているのかというの

がわからないことになります。 

 例えば、私が今日の話を聞いて、もう少し補足すればいいなと思ったのは、１段階目は

自己点検評価ということなので、約束したことをどれくらい適切に守られているかという

ことを自己点検していただく。２段階は、地元の立場から自己点検評価がどれほど妥当な

ものであるかをはっきり見る。プラス、次の上位の段階になってきますと、もうちょっと

社会的な観点が入ってきて、今まで行われた政策の実施運営体制がどうであったかを市町

村に対して県はきちんと見る。国は、都道府県に対して、同じことを行うとともに、マク

ロ的な効果の把握を行う。こういうことが自己点検にそれぞれ出てくると、４段階に分か

れている評価がそれぞれ意味を持ったものになるのではないかと思います。 

 その観点から調査表を見せていただきますと、資料２－３の別紙の１ページ目ですけれ

ども、記入要領というところ、これの表現がちょっと長くてわかりにくいので、例えば、

上の「○」、「×」、「△」であれば、確実に実施、あるいは平成25年に５割以上が達成

されているかということが一番大事ですよね。２番目は、ほとんどできているかどうか。

３番目は、できていないか、こういう３段階ぐらいで評価したほうが良いように思います。

今のままですと、文言も含めてとてもわかりにくいので、すっきりさせたほうがいいんじ

ゃないかと思います。その下の段階の「○」、「×」、「△」については、25年の実施見

込みですから、「今後の実施または」というところはもう削除していただいて、「平成26

年目標の」ということでいいんじゃないかなと思いました。 

 そう考えますと、次の市町村評価について、取組に対して「◎」、「○」とかいうふう

にあるんですけれども、私は、ここはむしろ集落の評価が妥当であると言えるか、それと

も妥当性に欠けるところがあると言えるか、その次に「要指導」、「要助言」、「返還」

というふうな階層にしたほうがより目的にかなうのではないかという、そういう感触を持

っています。ただ、今の話は今日私が思いついてしている話なので、今までの経緯もござ

いますから、それを全部受け入れていただくということではないんですけれども、一例と

して階層的評価であればこういう考え方があるというお話をさせていただきました。 
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 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 事務局から何かございますか。今後の参考にしていただきたいと思うんですが。 

 はいどうぞ。 

○藤山委員 委員の藤山です。 

 実は３つほど申し上げたいと思うんですが、一番目は、私も中山間の集落に住んでいま

すし、それからいろいろな省庁の委員にも出ているんですけれども、この直接支払いほど

現場にきちんと行き渡って活用されている補助金というのは本当にありません。ですから、

現場から見ても、そこで政策を見ても、ぜひこれを守り、育てていきたいなというのが切

なる願いというか、それを信じております。できればワンコイン～国民１人当たり500円

～でこれだけ効果がありますから、ワンノート～国民１人当たり1000円～ぐらいになれば

らさらにいいなという大局的な判断をしております。 

 それから、２番目は、今回は粛々と評価して継続するよりも、大きな時代の転換点が迫

っていることに注目したいと思います。私は、これを2015年危機と呼んでいますが、いろ

いろな意味で時代の転換点です。農業的にも、今まで主力世代であった昭和一桁世代が

2015年、平成27年には全員80以上になります。島根県のいろいろな調査では、農業の平均

引退年齢、これは、先ほど畦畔の草刈りなんかが主となっているというデータがありまし

たが、平均の引退年齢が76.7歳です。ということは、まさに中間評価の年に大量引退が現

に始まっているということです。ですから、ここまで３期対策を重ねてきたのは、実はこ

の2015年を乗り越えないと、そこでばたばたと終了となったら今までやってきた甲斐がな

いということにもなるわけです。ですから、やっぱりしっかりそういった、これはもう現

場もひしひしとわかっていますから、2015年危機をみんなで乗り越えるんだというメッセ

ージというか、明確な政策目標が要るんではないかなと思います。となれば、単なる現状

評価にとどまらず、次期というか、まさに持続可能な営農対策に向けて展望を開くような、

そういう動機ともなるような形に持っていかないといけないんじゃないかなと思います。

ですから粛々と中間年評価をやるよりも、むしろ次に向けてしっかりやっていこうという

弾みがつくような形で考えなきゃいけない。 

 それから、３番目は、そういうことを考えた場合、総花的にしっかり取りたいのはわか

りますし、しっかり考えられてはいると思いますが、もっとポイントを絞ったらどうかな

と思います。 
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 私は、今みたいな2015年危機を乗り越えるためにはポイントは３つだと思うんです。 

 一番目に担い手です。とにかく36.6％が島根県の中山間では昭和一桁ですから。それが

今まさに引退されるということです。一番、最大多数の基幹的農業従事してやっています

が、大量引退に向けてどうするんかというのが一番本当はポイントなわけです。ですから、

先ほどのアンケートにせよ、本当は、私は自己評価シートであってもいいと思いますが、

年齢構成みたいなもっと５歳刻み、本当は全員の年齢ぐらい書いてもらうと一番わかるん

でしょうが、少なくとも、そういった2015年時点の将来像がわかるような自己点検であり、

将来に向けた展望が開けるようなことが要るんではないか。 

 それから、２番目は何かというと、事務局機能です。いわゆるマネジメント体制です。

やはりしっかり実際の農作業をされるのも大切ですが、一方で負担になっているのは会計

やらいろいろなマスタープランを作ったり、事務作業がやっぱり非常に現場の、特に個々

の集落ではしんどいわけです。現在、事務代行なんかも積極的にどこかでまとめてやると

か、そういう取組もセンターでも応援しています。そうした事務局体制がこれから述べる

いろいろな広域連携、分野間連携にも非常に重要だと考えます。今、そうした事務や会計

を誰が担っているのか、どういう苦労があるのか、といったあたりをしっかり調べないと

いけません。そこで滞ると、たとえ担い手が育っても実際の事務手続とか、計画作りは進

まないことになります。 

 ３番目は、じゃ突破口はどこかというと、私は、本当に「連携」だと思っています。い

ろいろな広い意味での。連携には２つ意味がありまして、分野間の連携、もう一つは地域

間の連携です。分野間の連携をさらに分けると農業の中での連携がまず求められます。今、

我々は直接支払の委員ですけれども、ほかにも「農地・水」とか、いろいろなものが実際

にはあります。あるいは営農組合とか、担い手作りの者とか、あるいは新規就農のいろい

ろな支援策、こういうのをいかに組み合わせるかというのがこの2015年危機を乗り越える

のに重要だと思います。とともに、今島根県でも注目されるのは、農業だけじゃなくて、

島根県、今、地域貢献型集落営農というのを応援していますけれども、いわゆるコミュニ

ティーと連携した取組です。まずコミュニティーのほうで、集落をまたがって広域的なコ

ミュニティー組織ができる。そういうのがまた引き金になって、直接支払の協定も広域連

携に持っていくといった注目すべき事例が起きています。 

 ほかにも、私も総務省ともいろいろ関わっていますが、４年前から集落支援員とか、地

域おこし協力隊というのを配置する市町村には350万円の特別交付税措置がつくという画
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期的な政策が出ています。こういったあたりに先ほどの事務局機能とか、担い手といった

ところも本当はあわせ技でやり得ます。こういった総力戦を戦うような戦略がいるんじゃ

ないかと思っています。もちろん、過疎債ソフトといいまして、今までハードにしか使え

なかった過疎債、７割償還分を国が見る制度です。ソフト事業にもかなり幅広に使えるよ

うになっているということです。 

 さて、連携の２番目は、地域間、これはここにもありますように、集落間をいかに一緒

にやっていくかです。島根でも１集落当たり150～160万円で、全国的にもそんなもんです。

しかし、小学校区ぐらいで金額を束ねると、大体2,000万円を超えます。あるいは農地・

水も加えると3,000万円を超えると。こういったあたりをいかにうまく使えるかだと思い

ますし、これにさらに都市との連携が加われば、私は本当はいろいろなより発展的な方向

はあるんじゃないかと思っています。 

 ちなみに、2015年には、都市の団地の高齢化率が農山村をどんどん追い抜き始めます。

団塊世代が全員高齢者になりますから。そういう意味でも、きちんと中山間のそういった

食料を生産する力をやって、それが都市の危機の緩和にもつながっていくような、こうい

うストーリーにしないといけません。今、中山間に住んでいる人よりも都市の団地に住ん

でいる人が多いわけですから、中山間地域への支援がひいては都市のそういった安心にも

つながるんだというストーリー展開を最後に持ってきておくことは非常に重要かなと思い

ます。 

 以上、補助金としては、私本当に、最優秀補助金の一つじゃないかなと思っています。

2015年危機は確実に迫っている中で、担い手、事務局機能、連携といったあたりに重点を

絞って、やっぱりそこへ皆さんを動機づけしていくような、こういう中間年評価にできな

いといけないんじゃないかと。そういう意味では、単なる現状評価にとどまらず2015年シ

ミュレーションというか、そのときにどうなんだと、こういった踏み込んだ評価にできな

いかなというふうに現場としては考えます。 

 以上です。 

○高橋委員長 大変貴重なご示唆ありがとうございました。またただいまのご意見を参考

にしてまた調査方法を検討していただきたいと思うんですが。何か特にコメントすること

ございますか。よろしいですか。 

 はいどうぞ。 

○玉沖委員 ３点あるんですけれども、いつも、全国の過疎地や中山間地のようなところ
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で地域作りや商品開発の仕事をしています。そこでも、やはり中山間地の直接支払制度の

ことはすごく話題に出てまいります。今回の調査を実施するに当たって、目的を皆さんに、

国から書類が来るとなるとすごくネガティブに受け取られますので、そうではなくて、先

ほどご説明があったように、みんなで一緒に執行できるように救いたいんだという、そう

いったポジティブな調査の趣旨をぜひあわせて伝えれるようにしていただきたいなという

のが１点目です。 

 ２点目なんですが、成果の部分について、定量面の評価の仕方については、今までのい

ろいろなご意見等あわせてお考えいただくとして、私のほうでは、定性面のほうについて、

いわゆる現象面ですね、そこの成果の拾い方をアンケート調査のところに関わる話しかも

しれないんですが、お願いしたいなと思っています。 

 例えば、確か前期対策の最後のほうにも現地への視察にも行かせていただきましたし、

あと自分の担当事業でもお伺いしていると、中山間地直接支払制度を利用して、例えば植

栽事業とか、あと整備、草刈りをまめにしましたと、その結果観光客が随分奥まで入って

きてくれるようになって、そこで記念撮影をしてくれることが増えた。そうすると、そこ

に地元の農家の皆さんたちが、仕事場と思っていたけれども美しい景観と言われるように

なったから、じゃよりきれいにしようというモチベーションが上がったり、あと観光客が

奥まで入ってきてくれるようになったので、売店の売り上げが多少上がりましたとか、そ

ういった、この制度によって二次的だったり三次的だったり、いろいろな現象面の効果が

上がっているはずなんですね。それは実際によく聞きますので、そういったような定性面

や現象面の成果までここに引っ張り上げることができないのかなというお願いが一つ。 

 最後に、共同活動についてなんですが、地域によって比率の定め方が違いますけれども、

私の少ない事例でなんですけれども、やっぱり共同活動のほうの着手がそんなにスタート

してすぐに行われず、議論したりですとか、どんな方法がいいかということで、例えば活

動の方法を決められても、それに迷ったり、どうしたらいいかという時間が非常に長くて

いらっしゃるようなんです。ここの事例についてもう少し詳しく紹介をする方法がないの

かなというのが、今回の調査結果の、ここのいろいろな事例や加工して多方面に独自作業

ですとか、そんなふうに使っていきたいというお話しをお聞きいたしましたので、そうい

うときにぜひ共同活動の事例、その中にも事務局機能の話が出ていましたが、共同活動を

推進する上での事務局機能の作り方というところで二の足を踏んでいらっしゃるケースを

よくお聞きします。例えば、共同活動でオーナー制度を行う場合、自治体の事業だったり、
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どこかの財団が事務局になってくれる場合は別なんですけれども、自分たちが、集落が事

務局になってやっていくにはどんな方法があるんだろうかとか、そこで一番皆さん今一歩、

歩を進められないでいるという事例をよくお聞きしますので、展開していくとか事例を作

るとか、前期のときにもパンフレットをお作りでしたが、そういったところでこういうと

ころも少し目配りをしていただけたらなと願っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 同じような件ですが、石川県なんかでも県の段階で、いろいろな共同活動の優良事例集

を収集したり、パンフレットを作って配布したりしておりますので、そういう関連の資料

も一緒にあわせて収集していただくということも今の玉沖委員の資料になるんではないか

と思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 はい。 

○守友委員 今、藤山さん、玉沖さんが言われたことを聞きながら、そうだそうだと思っ

たのですけれども、この事業の評価ですね。今原発災害で苦労されている飯舘村の菅野村

長が、この直接支払制度を農林水産省、戦後最大のヒット事業だ、と評価をしているので

す、この中山間地域等直接支払は現場で、非常によく集落まで浸透しているのです。そう

いう面でいうと、非常に高い評価を得ている事業だと言っていいと思うのです。私は、２

期対策のこの評価の案件のときにも、この委員に入ったばかりでおりましたので、そのと

きに、このアンケートをやるときに、現場のほうでネガティブに、ああまた何か資料を書

かなきゃいけないと考えるの大変だというところをどうやって突破するのかというような

話をちょっとしたことを覚えているのですけれども、そのときにはポスト２期はどういう

ふうにしていくのか、この次はどうしようかという、そのためのアンケートだということ

を非常に強くメッセージとして出さないと、ポジティブな意見はなかなか出ないねという、

こういうような話をしたような記憶があるのです。 

 そうしますと、この３期対策の評価をするということは、その後４期という名称になる

か、そこははっきりわからないですけれども、何らかの形で先ほど藤山さんがおっしゃら

れたような事態を突破していくようなものの一つの素材として行くんだというあたりを、

これは調査の前にきちんと入れておく必要があると思うのです。最低限鏡文にはちゃんと

書いておくとか、それから農政局の資料を通じて県とか市町村への説明があると思うので
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すけれども、そのときにそこをはっきりと加えておくと、現場の受けとめ方が、いろいろ

高齢化進んでいるなどしても、じゃもう一息頑張ってみようかという、こういう気持ちに

なると思いますので、その辺丁寧な説明をした上で、この評価、並びに調査を進める。せ

っかく２万数千件の調査になるわけですから、その成果を十分に生かしていくという上で

も、現場の積極的なポジティブな姿勢というものを引き出して、それに乗っかって、新し

い施策を出していくということが私は重要ではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○村田委員 中間年評価は、直接支払という交付金が、適正に使われているかどうか、貴

重な税金ですから、それを点検する。それから、５年間の間で、もし少し歩みが遅い団体

がいれば、それを早目に見つけてサポートし、支援するという、そういうお話でした。そ

れは必要なことだと思います。 

ですけれども、今もう一つの側面として見なければいけないのは、今、守友先生がおっ

しゃったように、次の第４期対策を考えるときに－これ来年か再来年に考えるんですか

――中間年評価がやっぱり検討の基礎になるわけですね。ですので、きちんとやっている

かどうか調べる、評価するというのは、それはもちろん必要で否定しないんですけれども、

藤山さんもおっしゃいましたけれども、次の対策につなげるためにはどういうことが必要

なんだということを想定してアンケートも、また評価もしたらいいんじゃないか。皆さん

が言ったことと同じことですけれども、私もそう思います。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 いずれも、せっかく中間年評価をするわけですので、中間年評価とは言いながら将来に

生かせる、将来の施策展開に生かせるものをやっていただくということで一致しているか

と思います。 

 そういう意味で、実際はちょっとなかなか大変だと思うんですが、この調査及びアンケ

ートは協定参加者を対象としているわけですので、別途何らかの方法で参加できなかった

方、集落、あるいは理由はいろいろあろうかと思いますが、なぜ参加できなかったのか、

どういう条件なら参加できると考えているのか、何かそういうことも別途何か調査してい

ただけることがあったらいいんじゃないかなと思います。 

 ほかいかがでしょうか。どうぞ。どなたでも結構ですが。 
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 はいどうぞ。 

○山本委員 資料２－２のところで、一番左側で、必須のところで、集落マスタープラン

のところで達成状況というのがあるんですけれども、私などは、このようなことを課せら

れると、果たして隣の人はどれぐらい達成しているんだとか、ほかの人はどれぐらい達成

しているんだとかって、すごい非常に気になるんですけれども、Ａの集落とＢの集落との

横の交流とか、つながりとか、情報交換の場とかというのはあるのでしょうか。 

○高橋委員長 事務局でおわかりになりましたら。 

○中山間整備推進室長 これはあくまでも事例という形でお聞きいただければと思います。 

 私は、前任地が山梨でございまして、山梨県でも、直接支払に熱心に取り組んでござい

ました。各市町村段階で、いろいろな集落の取組をしている地域がありまして、いい集落

の取組事例などを他の集落に紹介するとか、そのような指導を、県を中心に、もしくは市

を中心に、県もそれをバックアップしながら取り組んでいたような記憶がございます。私

たちといたしましては、そのような現場の行政の動きをバックアップすることで、前向き

な気持ちで各農家の方々がこの制度に取り組んでもらえるその環境作りに努めていきたい

と考えております。 

○山本委員 それから、もう一つなんですけれども、鳥獣害対策とかも含まれております

よね。それというのは、例えば、この目的が食料の安定供給、国土保全とか、それから集

落の交流とかも含まればそれはよろしいんですけれども、鳥獣害対策は、集落じゃなくて、

例えば市町村がやれば、集落のところの一つの仕事は減るのではないかと、ちょっと初歩

的なことを考えてしまったんですが。 

○中山間整備推進室長 鳥獣害対策でございます。もちろん市町村などの支援を受けて、

例えば柵の整備でございますとか、そのような防止活動に取り組んでいるケースもあろう

かと思います。ただ、なかなかすぐに行政の、例えば市町村からの特定のバックアップを

もらえない場合などは、まずは集落の活動の一環として柵の整備などをまず自分たちで取

り組んでみよう、そのような集落の思いということも十分想定されるところでございます。

そういった場合には、ぜひこの直接支払、特に使途の制限を課しておりませんので、この

支払を活用しながら鳥獣害対策にも取り組んでいただければという思いを当方としては持

っているところでございます。 

○山本委員 わかりました。ありがとうございました。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。 
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 ほかはいかがでしょうか。 

 はい。 

○市田委員 ３期でも基本的には２期と同じ仕組みがとられていて、農業生産活動、いわ

ゆる義務的なものですね。それと体制整備という、そういう二段階の形になっています。

実際は８割ぐらいの集落が体制整備、つまりプラスアルファの活動も取り組んでいるとい

うことです。それには、集落の力もあるかと思うんですけれども、県や市町村がそういう

ふうに仕向けているところもあるでしょう。実際のところ、どこからがプラスアルファ、

つまり体制整備の対象になるのかが少しわかりづらいと思います。 

それと関連して集落の自己点検から始まる資料２－３の様式について質問します。２ペ

ージでは、色分けして生産活動はだいだい色のところ、黄色いところが体制整備、あと緑

が加算、それぞれ○がついていているところを合計すれば単価が決まるというのはわかり

ますが、例えば法面の管理、何か崩れたところを直すとか、そういう活動であればただの

草刈以上のことをしているということで差を設けているのか。水路に関する活動も、ルー

ティン的な掃除は生産活動で、何か特別に補修したとか、そういうのが体制整備なのか、

うかがいたいです。 

 もう１点、23年度の実施状況について共同活動の中身の集計がありました。資料の１－

２の17ページです。この活動に関しては生産活動と体制整備が混ざっていて、両方含むと

いうふうに理解してよろしいんでしょうか。それで、共同活動の中身、共同取組活動の中

身で一番多いのが、こちらで説明していらっしゃるように農道・水路管理費であると、見

てよろしいんでしょうか。 

○高橋委員長 仕組みがややこしいということで、委員の方にはややこしいということで

すが、実際の農家の方にはもっとややこしいかもわかりませんが、できるだけそれは整理

してご説明いただくということです。 

○中山間整備推進室長 ただいまの質問にお答えします。 

 ２ページのオレンジ、黄色の色別に少しご回答させていただければと思うんですが、ま

ず農地保全のためのルーティンな活動、これについてはどこで対応するのかというご質問

についてでございます。 

 これにつきましては、直接支払、まず一義的な目的は、農地の保全、耕作放棄地の発生

防止でございます。つきましては、ルーティンの取組に関しましては、２ページで言いま

すと、オレンジの一番ベーシックな取組活動に該当するということでございます。 
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 ２点目の実施状況の17ページの共同取組活動の分類がどのような背景になっているのか

というご質問でございますけれども、これにつきましては、２ページのオレンジ、黄色、

いろいろ溶け込んだ形で17ページの分類を整理させていただいております。 

 以上であります。 

○高橋委員長 よろしいですか。 

○市田委員 はい。ありがとうございました。 

○高橋委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

 はいどうぞ。 

○守友委員 資料２－３の一番最後のページ、アンケートに関わる部分ですね。それで先

ほど室長からご説明ありましたように、２期対策のアンケートを基本にするということで、

今回加えるというところで９ページの後半以降が新たなところかと思うのですけれども、

特に３期対策のＣ要件というのが非常に大きな意味を持っておりますし、数字でも結構重

さを持っているのですね。そこで、そういう面でいきますと、例えばその他のところに入

っている部分、それから、さっき村田さんからも質問がありました個人配分２分の１につ

いてとか、このあたり、ちょっと注意して、きちんとデータをとっていただくと、今後の

方向が出てくるのではないかと思います。小規模・高齢化集落に対する支援とか、Ｃ要件

に取り組まなかった理由というあたり、この辺アンケートをどういうふうに組むのかとい

うのは、今日のところではまだ説明がなされておりませんけれども、非常に重要なところ

でありまして、上のほうの21、22、23のような項目に加えて、25、26とか27、28のような

ところ、ぜひここのところは注意深くとると、かえって農村社会の中のいろいろ苦しいと

ころと頑張ろうというところが分かってくるのではないかと思いますので、できましたら

このあたり、慎重なアンケートを作成していただいて、事前にちょっとでもお見せいただ

いて、みんなで何か検討するような機会があれば、より役に立つアンケートになるのでは

ないかなという感想を抱いております。 

○高橋委員長 大変ありがとうございました。守友委員から非常に貴重なご意見をちょう

だいいたしましたが、このアンケート項目、項目の案ということで、項目が列挙されてい

ただいておるんですが、その中身がなかなか具体的な、まだこれからだと思いますが。 

 これはもう少し中身を細かく具体的に示していただくと、先ほどの市田委員のご質問と

も関連することかと思いますので。これは、アンケートの項目、問い方等がある程度固ま

りましたらまた郵送ででも、各委員にお送りいただいて、ちょっとご意見をちょうだいす
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るというチャンスがあってもいいんではないかなと思いますので、ご検討をお願いしたい

と思います。 

 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○藤山委員 せっかくのアンケートの部分が、先ほど局長さんからも個人配分ということ

について、これは一定程度確保されたいというのがあったんですが、こういうアンケート

で気をつけていただきたいのは、あくまでも実質的な所得がみんなで得するということに

つながらないといけないわけですね。形式的に各農家に分けてしまって、そうしたら本当

孫にiPadを買ったら終わりみたいな金額になる場合もあるわけです。でもそれを、しっか

り共同の機械レベルだとか、そんなのをやることによって、実質的に実は各人が所得向上

の結果になると。こういう現場に即した実質的な所得向上としての個人配分という考え方

というのが現場的には非常に重要でして、みんなで単純に分けてしまってはそうならない

場合が多いわけです。やっぱりそういう底力を全体的にやるわけですから、そういったぜ

ひ観点が必要かなというのと、ぜひ、さっきのＣ要件も含んで、あまりとりあえず平成26

年度で返還しないように、たどり着こうという発想じゃなくて、ルックバックでなく、ル

ックフォワードですね。その次につながるような元気の出るアンケートというか、そうい

う問題意識のアンケートの書きぶりというか。あまり誘導尋問ばっかりしてはいけないと

思いますが、そういった今の立ち位置をやって、その次に続いていくことが私も大事だと

思っていますので。そういう配慮が必要じゃないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 まだまだご意見は尽きないかとは思いますが、また一番最後にご自由にご発言する機会

も持ちたいと思いますので、この議題の２についてはこれで終わりにしておきたいと思い

ますが、いずれにいたしましても、どなたの委員からでも、今回の調査は将来の在り方、

４期対策といいましょうか、将来の対策に生かせるような、あるいは農家の方がモチベー

ションを高めることに資するような調査にしていっていただきたいというのが大方のご意

見かと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、３番目の議題に移らせていただきます。 

 中山間地域等直接支払制度の特認基準の変更についてでございます。説明をお願いいた

します。 
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○中山間整備推進室長 ご説明申し上げます。 

 都道府県特認基準の変更の概要につきまして、まず資料の３－１に基づきまして説明い

たします。 

 この都道府県の特認基準の趣旨でございますが、これは１ページ目の項目１のところに

整理記載してございます。この内容を図に整理したものが右側の対象地域及び対象農用地

に係る制度の仕組みというものでございます。 

 この図の左側、対象地域という青い部分でございます。これが交付金の対象地域を整理

した部分にあたりまして、現在、地域振興立法８法と称してございますが、特定農山法、

山村振興法、過疎法等々、地域を限定して振興措置を図る法律が８本ございます。これら

の法律が指定している地域を直接支払の対象地域にまず位置づけているということでござ

います。 

 これに加えまして、この右側の対象農用地という欄がございます。本制度でございます

けれども、青の対象地域の要件とこの対象農用地としての要件、すなわち、急傾斜や、自

然条件により小区画・不整形な農地、草地率の高い草地等の要件を満たすことによって、

交付金の対象となる農地になる、このようなことをこの図で整理しているところでござい

ます。 

 ただ、これが通常の基準でございまして、今回の特認地域につきましては、この下側で

ございます。８法の地域外でも自然的、経済的、社会的条件が不利な地域については、都

道府県知事が指定することで制度の対象としようということでございまして、これにつき

ましては、国で定めたガイドラインを次のページに記述しているところでございます。 

 この図のほうに戻りますけれども、右側の対象農用地にも特認がございます。 

 この基準につきましては、通常の基準に準ずるものとして、知事が定める基準がベース

になるとなってございます。 

 この特例に該当するものといたしましては、８法地域内の新潟県を初めとした６県の離

島の平地の農用地などがございまして、今のところはここだけが対象となってございます。 

 今回は、その２つの特認のうち青の特認地域についての申請が熊本県からございました。

これにつきまして今日ご審議をいただければと思います。 

 ここで、この特認の審査検討の進め方について説明をいたします。 

 ２ページの特認地域及び特認基準に係る審査検討についてという資料をご覧いただけれ

ばと思います。 
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 ここを読ませていただきますと、都道府県知事は、特認地域及び特認基準の設定・変更

に当たっては、農村振興局長が別に定めるガイドラインを参考にして、次のア、又はイに

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されております。 

 今回は、８法地域以外の申請でございますので、このうちイに該当いたします。この場

合、８法地域外については自然的・経済的・社会的条件が悪い地域で、かつ農業生産条件

の不利性があることを示すデータが求められますけれども、ガイドラインに定める基準の

範囲内であるときは、不利性を示すデータを添付する必要はないとされてございます。 

 なお、この右に国が定めている特認地域のガイドラインを記載してございますが、これ

は、あくまでも参考として国が示しているものでございまして、県においては、これを見

ながら、また県独自で特認基準を策定することもございます。 

 このような特認制度につきまして、今回、申請のあった熊本県の内容でございますけれ

ども、資料の３－２の２ページの別紙１の中段の対象地域の欄のうち、ｃの（ｃ）の基準

をご覧いただきたいと思います。 

 熊本県におきましては、これまで、特認を認めるエリアを２期対策に取り組んでいた地

域に限定しておりましたけれども、今回、直接支払の活動の輪をさらに広げるため、この

基準を削除したいということが今回の特認基準の申請の中身でございます。 

 なお、次のページ以降に、新たに対象となる市町村等が記載されてございます。 

 これら熊本県の協議内容につきましては、国のガイドラインの範囲内でございまして、

事務局といたしましては、特段問題がないものと考えてございます。 

 以上よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明がありましたが、今回の熊本県の特認基準の変更についてで

すが、ご質問、あるいはご意見等ございましたらちょうだいいたします。 

 いかがでしょうか。 

 特に国のガイドラインの範囲内だということで特段問題はないかと思いますが、特にそ

れでよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○守友委員 要するにちょっと厳しくしていたけれども、国のガイドラインにあわせたい

と、こういうふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○中山間整備推進室長 そのようなお考えで結構と思っています。 
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○守友委員 だとすれば、国の委員会とすれば、国のガイドラインから逸脱しているもの

でないので、当然認めていいのではないかという判断になるかと思いますけれども。 

○高橋委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、守友委員からそういうふうに総括をしていただきましたが、そういうお考え

でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

  

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 それでは、特にご意見はございませんようですので、この本議題につきましては、まと

めをさせていただきますと、熊本県の特認基準の変更案については、第三者委員会といた

しましては、特に調整すべき意見はないということで集約をしたいと思いますが、それで

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、原案どおり第三者委員会としては指摘事項はないということでご賛同いただ

くことになりました。ありがとうございました。 

 以上で予定された議題は終わりましたが、事務局のほうから何か特にありますでしょう

か。 

 じゃどうぞ。 

○中山間地域振興課長 ただいまご議論いただきました特認基準の変更につきましては、

早速必要な事務手続を行ってまいります。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、一応予定されていた議題は以上でございますが、会議のときに時間の関係で

ご発言いただけなかったようなもの、あるいはその後何かお気づきのような点、何でも結

構ですので、全般的に何かご意見、ご発言いただくことがありましたら、ちょうだいいた

します。特に議題については制限もおきません。 

 どうぞ。 

○守友委員 中間検討ですけれども、この後、今日の議事録はホームページにすぐアップ

されるということなので、あと農政局から県を通じて、どんどんどんどん説明に入ってい
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くということになりますね。なるべく早目にやっていただいたほうが現場での考える時間

が増えると思いますので、農水省もお忙しいと思いますけれども、よろしくお願いしたい

と思います。 

○高橋委員長 事務局のほう、その辺よろしくお願いいたします。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 はいどうぞ。 

○藤山委員 先ほど、山本委員のほうから鳥獣害対策なんかもう少し課題もあるんじゃな

いかとあったんですが、現場の集落から言いますと、やっぱりこの直接支払がコミュニテ

ィ力を引き出し、地域の力でしっかり特性に応じた取組につながっています。幾ら防止柵

なんかお金が来たとしても、それをみんなで草刈りしない限りは全くこれは防止にならな

いんです。ですから、そういった地域の、あくまでも平等の力というのを注目して、そこ

を養うところに非常にすばらしい特性があると思いますので、そういう中でいろいろな分

野横断でいろいろな多面的機能が入っていくというところは、やっぱりしっかり評価して

いかないといけないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 ほかはもうよろしいでしょうか。 

 はいどうぞ。 

○山本委員 先ほど、私はその目的の中に交流みたいなのが入るのであれば構わないんで

すがと前置きをして言ったはずなんですが。 

○藤山委員 そういうのを踏まえて、それが違っていますというんではなくて、全般的な

事業の組立としてそういうのを大切じゃないかなと思っています。 

○山本委員 私は、毎週とっている生協の主催で生産地との交流とかの小旅行みたいなの

によく参加させていただくんですけれども、去年の秋には、長岡のほうの段々畑の米を作

っているところとか、今年は九州の八女のお茶を作っているところとか、交流と援農みた

いなこともすることがあります。そうしましたら、今回、生協と農協さんをつなぐ仕事を

しているという若い女性の方も出席しておりまして、ちょっと中山間のことを言いました

ら、やはり知らないんです。そういう仕事に従事する若い女性だから多分農業が好きでそ

ういうのにおつきになったんじゃないかしらと思われるほど一生懸命だったんですが、や

はり知りませんでした。ですから、自給率40％というのも随分宣伝で行き渡りましたよね。
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そのぐらい宣伝をしてくれれば、高齢化という悩みを訴えるだけじゃなくて、少しは若い

人が農業に従事するということにもつながるような気がしますので。やはり私も、そうい

うところに行って、これは中山間の関係だなってわかるのはこういうところに出席させて

いただいているので、多くの国民にも知っていただきたいと思いますので、知らしめると

いうことにもお力をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○高橋委員長 こういう取組について、いろいろな局面でＰＲ活動、広報活動をしていっ

ていただきたいと、そういうことでよろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございました。 

 ほか、はい。 

○浅野委員 これ質問なんですけれども、本年度の委員会の予定みたいなのを最初に伺い

ましたっけ。 

○高橋委員長 いやまだですね。 

○浅野委員 それは後から、また。 

○高橋委員長 今ありましたらひとつ。 

○中山間整備推進室長 ただいまの質問にお答えします。 

 今後の委員会の予定でございますが、都道府県の中間評価が年を越えまして来年３月末

までに実施することになってございます。このようなスケジュールを踏まえまして、もし

可能であるならば、来年度早々にも今後の取りまとめの方向について何か委員の方々のご

意見をいただけるような場を作れれば当方としても幸いと考えておりますけれども、これ

に関しましては、もう少しお時間をいただいて、調整させていただければと思っていると

ころでございます。 

○高橋委員長 浅野委員、何か。 

○浅野委員 今日、国の評価をどうするかを、アンケートをうまく活用して適切なものを

やりましょうという意見が出ていたということから考えますと、やっぱりアンケートをや

る前にもう一回何をやるべきかや、どういうことを聞けば次の調査に生かされるのかとか、

そういうことを考えたほうがいいんじゃないかという感触を持っていて、さらに、アンケ

ート票とかが配り終わった後で方向を定めるということは実質的には不可能じゃないかと

いうふうに思うんですがいかがでしょうか。 

○高橋委員長 先ほど、守友委員からもありましたが、このアンケートは、本日は項目だ
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けを列挙してあるんで、その中身といいますか、文言、もちろん最初の趣旨から、質問項

目、問いかけの内容とかからについて、問いかけについて具体的なアンケートの内容等に

ついて各委員のご意見を伺うようなチャンスが持ったらいいのかなということで問いかけ

かと思います。 

○中山間整備推進室長 今のご質問にお答えいたします。 

 実際、開催をする形をとるのか、それともメールか、郵送なのかの形をとるのかそこは

少し考えさせていただきたいのですが、どのようなアンケートが適当なのか、今日のご意

見を踏まえて、また再度先生方のご意見を確認する何か方法は考えていきたいと考えてお

ります。 

○高橋委員長 お願いいたします。 

 大体素案ができる時期、大体のことまだわかりませんか。 

○中山間整備推進室長 できるだけ早く行っていきたいと考えています。 

○高橋委員長 できるだけ早くというご意見でございますが、大学関係者は、年を越しま

すと、皆さん入学とか卒業とかで忙しくなる方が多いかと思いますので、秋口ぐらいまで

にはやっていただけたらありがたいということですが。 

 それでは、予定の時間が来ましたけれども、特にご発言いただくことございますでしょ

うか。よろしいでしょうか、もう。 

 最後に、局長のほうからお願いします。 

○農村振興局長 本日は貴重なご意見を種々いただきまして、ありがとうございました。 

 ３つ議題がありましたけれども、特にやはり中間年評価についてのご意見が中心であり

ました。これから準備を含めまして、１年ぐらいかけまして、全国的に相当なエネルギー

を使って進行することになります。これは、かつては大変もうこの制度は廃止したらどう

かといったような批判もありましたけれども、こういった評価をきちんとすることを通じ

て、そういった声は聞かれなくなりまして、非常に地元でも評価されて、また活用してい

ただいていますし、また、中山間地域でないところの人たちからも応援をいただいている。

都市の住民からも応援をいただいているということにつながっていると思います。さらに

これを宣伝、広報をしていくことも含めまして、先生方のご意見、今日頂戴いたしました

ご意見を反映しまして、今後の対策と申しますか、次につながっていくような形でやって

いきたいと思います。ご意見をまた頂戴しながら進めたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 
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○高橋委員長 それでは、議長としての私の役目はこれで終了とさせていただきます。 

 それでは、事務局のほうにお返しいたします。 

○中山間地域振興課長 それでは、大変貴重なご意見の審議をありがとうございました。 

 本日の議事録の公開でございますが、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。ありがとうございました。 

午後３時３２分 閉会 


