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午後３時１５分 開会 

○小倉中山間地域振興課課長補佐 第４回中山間地域等直接支払制度等に関する第三

者委員会の現地意見交換会を始めます。 

 現地を御案内いただきました、中津川市久須田集落、恵那市岩村集落の皆様、岐阜

県、中津川市及び恵那市の御担当の方々、誠にありがとうございました。 

 早速、意見交換会を始めさせていただきたいと思いますが、開会に先立ちまして、

三浦農村政策部長から御挨拶をさせていただきます。 

 

○三浦農村政策部長 農林水産省農村振興局農村政策部長の三浦でございます。中山

間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会の意見交換会の開催に当たり、一言御

挨拶を申し上げます。 

まず、本日の第三者委員会現地調査を開催するために労を取っていただきました久

須田集落及び岩村集落の皆様、中津川市、恵那市、岐阜県の関係の皆様方には、心か

ら厚く御礼申し上げます。 

さて、中山間地域等直接支払制度につきましては、創設以来 12年を経過いたしまし

て、中山間地域等において平場との農業生産条件に関する不利を補正し、条件不利地

の営農継続を図る上で必要不可欠な制度として各地で御活用いただき、定着している

ところであると受け止めております。平成 22年度から第３期対策が始まっております

が、今年度が５年間の対策期間の中間年に当たるということで、現在、集落段階、市

町村段階において、協定に記載した取組事項の達成状況等につきまして中間年評価を

実施していただいているところでございます。今後、来年の３月末までに都道府県段

階で、６月末までには国の段階で、それぞれ取りまとめを行う予定となっております。

本年６月に開催された本委員会におきましては、この中間年評価を今後の施策展開に

いかせるように行っていくべきであるという御意見を始めといたしまして、中山間地

域における農業の担い手の確保、あるいは集落間の連携、事務局機能の強化といった

取組の重要性等につきまして御意見をいただいたところでございます。 

 本日は、こういった状況を踏まえまして、この直接支払制度の評価・検討等を実施

していくに当たって、本委員会の委員方に地域における具体的な取組の状況を把握し

ていただくという目的で、現地調査並びに地域の皆様方との意見交換を行う場を設け
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させていただきました。 

 皆様方におかれましては、本制度に取り組まれてこられました上での成果とか、あ

るいは取組を進めるに当たって色々と御苦労いただいた点等があろうかと思います。

限られた時間ではありますが、忌憚のない御意見をいただきたいと思います。委員と

の間の意見交換等を通じ、実りある会議になることを祈念いたしまして、簡単でござ

いますが挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○小倉補佐 ありがとうございました。 

 申し遅れましたが、私、農林水産省中山間地域振興課課長補佐の小倉でございます。

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、報道の方々に公開になっております。取材の申し込

みはございませんでしたが、公開でございますので御承知おき下さい。また、資料及

び議事録につきましては、原則として公表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。 

 さて、まず始めに、本日の出席者につきまして御紹介させていただきます。中山間

地域等直接支払制度等に関する第三者委員会からの出席者といたしまして、高橋委員

長、浅野委員、市田委員、藤山委員、村田委員、守友委員、山本委員の７名でござい

ます。また、岐阜県からは熊崎農村振興課長、山村恵那農林事務所長、中津川市から

は細川農林部長、久須田集落協定の西尾様、黒田集落協定の片桐様、野内集落協定の

吉村様、恵那市からは安江経済部長、岩村集落協定の小木曽様、丸山様、杉浦様に御

出席いただいております。 

 農林水産省からは、三浦農村振興局農村政策部長、米田中山間地域振興課長、東海

農政局からは橋本整備部長、堤地域整備課長が出席させていただいております。 

 ここで、開催地である岐阜県の熊崎様、中津川市細川様、恵那市安江様よりそれぞ

れ御挨拶をいただきたいと思います。 

 まずは岐阜県の熊崎様、お願いいたします。 

 

○熊崎岐阜県農村振興課長 ただ今御紹介をいただきました岐阜県農政部農村振興課
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長の熊崎と申します。 

 先ほどの道中では、慣れないバスガイドということで大変失礼いたしました。開催

地を代表いたしまして一言御挨拶をさせていただきたいと思います。 

 本日は、中山間地域の直接支払に関する第三者委員会の現地調査ということで、こ

の岐阜県の地にようこそお出でくださいました。心より歓迎を申し上げます。また、

関係の皆様方には、日頃から本事業を始め農業・農村振興の施策の推進に大変御尽力

をいただいていることに対しまして、感謝とそして敬意を表したいと存じます。本来

であれば、私どもの農政部の部長がお邪魔をして御挨拶を申し上げるのが本意でござ

いますけれども、本日あいにく部長が長崎県の方に出かけておりまして、欠席となっ

ております。実は長崎県、昨日まで和牛のオリンピックということで５年に１回開催

されます全国和牛能力共進会というものが開催されておりまして、岐阜県におきまし

ても和牛の高級ブランドということで飛騨牛というものがございますけれども、実は

枝肉の日本一、これまで二連勝しておりまして、何とか三連覇を目指して出かけてお

ったわけですけれども、大変残念ですけれどもあと一歩というところでこの賞を受賞

することができなかったという状況でございます。 

 今皆様方のお手元に、こういう青い「ぎふ農業・農村基本計画」というパンフレッ

トをお配りさせていただいております。実はこの表紙の中にも飛騨牛が載ってござい

ますけれども、この「ぎふ農業・農村基本計画」というものは、実は一昨年の３月に

岐阜県農政の指針ということで県が策定したものでございます。岐阜県の農業を一言

で申し上げるのはなかなか難しいのでございますけれども、表紙にございますように

夏秋トマトとかですね、枝豆、ホウレンソウといったものが大変採れております。ま

た畜産は飛騨牛、それから果物では岐阜県が発祥の富有柿、それから花きではこれは

フランネルフラワーというものでございますけれども、花きの出荷額につきましては

全国でも３位といったところでございます。それから、この背景の写真でございます

けれども、棚田の写真が載っていると思います。これは、御当地恵那市におきます「日

本棚田百選」の坂折棚田というものでございます。県内には約 4,300ヘクタールの棚

田がございますけれども、この恵那市、それから中津川市には約半分の棚田があると

いう中山間地域でございます。 

 岐阜県は山の国・木の国と言われておりますように、県全体の 83パーセントが中山
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間地域であります。そして耕地面積、それから農業産出額とか、あるいは農家戸数等

県全体の約半分をこの中山間地域で占めている。県農業としましては、大変重要な位

置付けがございます。 

 この基本計画を見開いていただきますと、左側の下段には、例えば農業産出額とか

あるいは農業就業人口というものが右肩下がりになっております。右側の欄で、耕作

放棄地とかあるいは鳥獣被害といったものが右肩上がりということで、全国共通かと

思いますけれども、とりわけ中山間地域におきましては大きな課題となっているとこ

ろでございます。こうした中、この中山間直接支払につきましては、岐阜県には約 900

の集落協定がございまして、9,000 ヘクタールの農地を対象に取り組ませていただい

ております。大変大きな効果が発揮されているというふうに思っております。 

 今日は委員の先生方を始め、農林水産省の方々にも御出席をされておりますので、

どうぞ我々を御指導いただきたいと思っております。また、集落協定の代表の皆様に

は、常日頃から思われていること、地域の生の声をどうかお話しいただきまして、実

り多き意見交換となりますことを御祈念申し上げまして、開催地を代表しての挨拶と

させていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○小倉補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、中津川市の細川様にお願いいたします。 

 

○細川中津川市農林部長 改めましてこんにちは。先ほど御紹介がありました中津川

市農林部長の細川でございます。中津川市を代表して一言御礼と御挨拶をさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

 中津川市は、平成 17年の２月に全国でも珍しい長野県の山口村と越県合併を含めま

して、１市７町村が合併しております。人口は約８万人、世帯数が約２万７千でござ

います。１戸当たりの平均が 2.96人ぐらいで、少子高齢化が進んでおります。これは

全国的に同じことと思いますが、中山間地域を抱える悩みでございます。市の面積で

ございますが、約 80パーセントが森林でございます。耕地はそのうち 4,090ヘクター

ル、約 6.8パーセント程度と全くの中山間地域でございます。中津川市は、中山道を
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中心にして古い文化が残っております。観光客は、年間 53万人ほど訪れます。馬籠の

地区や付知峡を中心に、伊勢神宮の御用材を伐り出しております神宮美林等、観光資

源としてはたくさん自然のものがございます。中津川市の主要産業としましては、中

核工業団地を中心としました、ものづくりの工業が主力産業となっております。農林

業におきましては、先ほど岐阜県の方から紹介がございましたが、夏秋トマト、それ

から飛騨牛の肥育等が大きな収益のウエイトを占めております。また、中津川市では、

和菓子の利用に栗の栽培も非常に盛んに行われています。しかし、全体としましては

兼業による水稲栽培が面積の多くを占めております。したがって、農業振興に係る補

助等大変にありがたく、当市の農業を振興していくためには、欠かすことができない

ものとなっているわけでございます。 

 ちょっと話は変わりますが、現在、リニア中央新幹線の岐阜県駅と車両基地が当市

にできるということで、それに伴う都市計画やまちづくりビジョンの策定、道路網の

整備計画等、市がそちらに大きく動いております。リニアの駅、それから車両基地の

候補地も正式には決まっておりませんが、農業振興地域等がこれから関わっていき、

今後の調整が必要かと思っております。 

 そのような中で、中山間地域の農業をこれからどう振興していくのかというのが、

私たちの課題としておるところでございます。 

 今日は調査に来ていただき、大変ありがとうございました。いろんな意見を聴かせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○小倉補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、恵那市安江様お願いします。 

 

○安江恵那市経済部長 改めましてこんにちは。私、恵那市役所の経済部長をやって

おります安江といいます。よろしくお願いいたします。 

 今日は、高橋委員長さんを始め、第三者委員の皆様、農林水産省、岐阜県の皆様に

つきましては、事業の調査に来ていただきまして、御苦労さまでございます。また、

阿木地区、また岩村地区の方々についても御出席をいただきありがとうございます。 

 それでは、私は、少し恵那市の御紹介をさせていただきます。恵那市も中津川市と
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同様に、平成の合併をいたしておりまして、16 年の 10 月に旧恵那市とそれから南部

５町村と一緒になって合併をいたしたところでございます。面積は 504平方キロと大

変大きな面積となっておりまして、岐阜県内では７番目の面積を誇っているというこ

とでございます。そのうち、やはり中津川市と同様で、78パーセントが森林でござい

ます。耕地はわずか７パーセントの 3,370ヘクタールということになっております。

市の北部につきましては、長野県から流れる木曽川、そして南部は、これも長野県か

ら流れて三河湾に注ぐ矢作川というのが流れておりまして、美しい山々ですとか自然

豊かな中山間なところでございます。人口は、平成 22年の国勢調査では 53,718人で

ございました。前回 17年と比べますと２千人ほど少なくなっているということでござ

いまして、また高齢化率も 28パーセントと全国平均を上回って、少子高齢化が顕著に

進んでいるところでございます。観光面につきましては、旧恵那市を東西に結んでお

ります中山道というのがございまして、江戸から 46番目の宿、大井宿がございます。

そして、この会場でございます岩村町には岩村城というのがございまして、日本三大

山城の一つでございまして、700 メートルほどの高いところに城があって、その城下

町が有名になっております。そして、昨年大正から数えて 100年を迎えましたが、明

智町に大正村というものもございます。そして、木曽川をダム式発電所で堰き止めま

した恵那峡というのも有名になっておりまして、そういう観光名所が数多くありまし

て、現在市としては年間 400万人の観光入込客を見込んで、一生懸命観光の設備にも

整備をしているところでございます。 

 産業につきましては、段ボールの原紙ですとかバイオリン、そして硬式の金属バッ

ト、それから細寒天の生産量につきましては、日本一を誇っているところでございま

す。工業出荷額につきましては工業団地がございまして、そこでは年間に 1,720億円

程度の工業出荷額がございます。そして最後になりましたけれども、農業につきまし

ては稲作を中心としておりまして、園芸作物でございますとか工芸作物、そして果樹、

畜産等が行われておりますが、担い手の不足でございますとか鳥獣被害の増大による

生産意欲の低下が一番問題になっております。このような課題を解決するために、農

家の人たちとこれからも共にこういう課題について解決していくことが一番大切なこ

とかなというふうに思っております。 

それでは、以上で恵那市を代表し、挨拶とさせていただきます。今日は、どうも御
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苦労さまでございます。 

 

○小倉補佐 ありがとうございました。 

 それでは、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

ろしくお願いいたします。 

 

○高橋委員長 それでは、第４回の中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員

会を開催させていただきます。 

 本日の会議につきましては、皆様お帰りの御予定等もあるかと思いますので、遅く

とも 16時 45分頃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御協力

をお願いいたします。 

 なお、本日は、近藤委員、林委員、玉沖委員が御欠席でございます。 

また、先ほど事務局よりお話がありましたが、本委員会の議事録は後日公開されます

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

 

○小倉補佐 それでは、お手元に配布されております第４回中山間地域等直接支払制

度等に関する第三者委員会資料一覧というものがございますけれども、それに沿って

確認させていただきます。 

 議事次第１枚もの。委員名簿も１枚ものです。それから出席者一覧、両面１枚もの

です。資料１としまして、ホチキス止めの２枚もの。資料２としまして１枚もの、両

面です。資料３、これはホチキス止めで４枚ものでございます。それから参考資料と

しまして両面１枚ものの中山間地域農業をめぐる情勢、参考２としまして平成 25年度

予算国の概算要求の概要、１枚ものでございます。そのほかに先ほど御紹介がありま

したけれども、岐阜県の方から農業・農村基本計画の資料、それと鳥獣被害対策の手

引について提供いただいております。それから、恵那市の方からパンフレット、封筒

に入ったものがございます。以上でございます。不足するものがございましたら、事

務局の方まで言っていただきたいと思います。 
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○高橋委員長 それでは、早速ですが議事に入りたいと思います。 

 本日はお手元の議事次第にございますように、まず中津川市、恵那市の方から中山

間直接支払の実施状況について、御説明をいただきたいと思います。それから、本日

見せていただきました集落についての活動状況についても御説明いただきます。その

後に意見交換ということで、活発な御意見をいただければと考えております。 

 それではまず、中津川市、恵那市の直接支払の実施状況等についての御説明に移ら

せていただきます。まず、中津川市さんの方からお願いいたします。時間の関係で、

大体３分程度でお願いします。 

 

○細川部長 それでは、中津川市の方で、資料２になるかと思いますが、中山間地域

等直接支払制度の取組について説明させていただきます。 

当市の中山間地域等直接支払制度の協定数につきましては、平成 23年度で 134協定

でございます。面積にして 1,961ヘクタール、交付金にしますと３億 2,723万円でご

ざいます。この大きさにつきましては、県下で協定数では２番目でございますし、協

定面積につきましてはトップでございます。そのうち田の方が 1,941ヘクタールとい

うことで全協定面積の 98パーセント、従って協定のほとんどが田だということになり

ます。協定面積は耕作田の約 58パーセントをカバーしておりますので、傾斜地の農業

に適用されるほとんどの傾斜地がカバーされているという考え方を持っております。

耕作放棄地につきましても、農業センサスの調べによりますと 513ヘクタールでござ

いましたけども、一昨年農業委員会が現地調査をしましたところ 873筆、約 100ヘク

タールで、約 2.4パーセント程度になっております。耕作放棄地が抑えられていると

いうのも中山間地域直接支払制度の利用による耕作放棄地の抑制につながっているも

のと考えております。 

それから中山間地域の課題でございますが、先ほど見ていただいたように、中山間

地域の農業につきましては、耕地整理、土地改良事業等が終了しましても１区画の面

積が非常に小規模になっております。大きいところも 20 アール、30 アールというと

ころで、小さいところになりますと６アールとかになって、非常に小単位になってお

ります。そのために大型機械の導入ができないと。それとまた田から田へ行くときの

手間がかかって、ほ場とほ場の間に、今日も見てもらって分かると思いますが、大き
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な法ができてしまう。そこの草刈り等をしながら、中山間地域を守っているわけでご

ざいます。非常に面積が小さいということで、農地の集約の借り手が非常にいないと。

これも集約の進まない一つの理由にもなっております。非常に草刈り等維持管理が大

変であると。山間地のため山側の方が湿田になりやすくて、下側の方が非常に水持ち

が悪い状態になることも多々ございます。 

また、中山間地域の農業でございますので、非常に鳥獣害、今まではイノシシの害

が非常に多かったわけでございますが、最近はサル、シカ、それからカモシカ等の被

害が多大になっておりまして、岐阜県の方と３つの対策の中で、色々対策を進めてお

りますが、なかなか今日も見ていただいたように、広範囲に電牧を張って対策を立て

ておりますが、非常にこれの維持管理が大変なこととなっております。 

そこで、非常に大変な中山間地域を守っていこうとしておるわけですが、小規模で

も農地を守っていこうとする気持ち、それから自給自足の確保、それから川上におけ

る小規模の水のダム的効果、地域の耕作放棄地の解消というようないろんな面で、地

域が一体となってこの中山間直接支払制度の交付金を使いながら、守っておるわけで

ございます。その中で、耕地の維持ということが今後の課題となっておりますが、中

津川市では機械化できるものにつきましては、今、集団化を進めております。農業ビ

ジョンというものを今年度策定しまして、これに合わせて各地域の振興を行っておる

ところでございます。 

 以上、簡単ですが中津川市の御紹介をさせていただきました。 

 

○高橋委員長 はい、どうもありがとうございました。 

 では、続きまして恵那市の方から御説明をいただきます。 

 

○安江部長 それでは、私の方から恵那市のことについて御説明をさせていただきま

す。 

 まず最初に、恵那市の農業の概要について少しお話をさせていただきます。先ほど

もお話ししましたが、恵那市の 78パーセントが山林でございまして、耕地面積は７パ

ーセントで大変少のうございます。そのほとんどが棚田状態でございまして、典型的

な中山間地域というところでございます。さらに農家の耕地面積というのは非常に少
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のうございまして、ほとんどが自己完結型の農家でございます。そして、やはり農地

等の所有権に執着がかなり強い状況でございます。一部には営農組合等で農地の集積

を進めているところですが、まだ少ないといった状況でございます。農産物につきま

しては、稲作を中心としまして、先ほど見てまいりましたが夏秋トマト等の園芸作物

でございますとか、果樹等のほか豚、鶏等の畜産も行われております。 

なお、この地域につきましては、今一番旬のものでございますが、「栗きんとん」と

いうものがございまして、菓子屋さんへの栗の供給というのは恵那、中津川でも実際

には１割程度しかございません。ほとんどは九州から受け入れておりまして、そうい

う状態でございますので、当恵那市といたしましても、栗の供給をするために、一昨

年ほどから 20 ヘクタールほどの栗の団地の造成も始めているという状況にございま

す。 

こうした状況の中、農業の問題点といたしましては、３点ほど挙げられるんではな

いかと思っております。まず、１点目として、全国的ではございますけど担い手不足

でございます。現在恵那市の農業に携わっている方というのは、65歳以上の方が約 80

パーセント強というところでございまして、もう数年後には農業の担い手が無くなっ

てしまうのではないかというふうに思っております。若い世代の農業者の育成と、そ

れから営農組合等の組織の設立などが一番肝心なことではないかと思っております。 

そして２番目には、鳥獣対策でございます。最近はイノシシやサルの被害が倍増し

ておりまして、平成 23年度の被害状況というのは、恵那市で 6,300万円ほど被害が出

ております。こうしたことなどで、せっかく野菜を作っても、みんなもうバカらしく

て作ってられないということで、そういう農業の生産意欲というものが非常に削がれ

ているということでございまして、対策として電気牧柵ですとか、サルについてはモ

ンキードッグというものを導入しておりまして、サルは犬が追い払うという形で、今

10 頭ほどモンキードッグを買い入れてサルを追い払っているということでございま

すが、１つの地域で追い払っても次の地域に出てきますので、もう少し広域的なとこ

ろで、市の段階でやることではないかなと、もっと大きな範囲でやっていただくのが

いいかなと思っております。 

それから３点目につきましては、耕作放棄地でございます。担い手不足でございま

すとか鳥獣被害等で耕作放棄地が拡大している状況でございますので、これを食い止
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めるには継続的な農業生産者の育成が抜本的には必要ではないかというふうに考えて

おります。 

こうしました農業の問題点を解消するために、もう一つの方法として中山間地域直

接支払制度を活用しております。その制度の協定数につきましては、恵那市の概要に

ございますように 71協定を結んでおります。面積につきましては、ここに書いてござ

いますように 1,379ヘクタールということです。これは恵那市の耕地面積の約 41パー

セントに当たることになっております。ほとんどの対象が田となっております。当市

といたしましても、この制度は中山間地域の農地を守る大切な制度でございますので、

今後とも積極的に進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。以

上でございます。 

 

○高橋委員長 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、本日現地調査を行いました中津川市の久須田集落協定、それ

から恵那市の岩村集落協定と、それから意見交換会に御出席いただいております中津

川市の黒田集落協定、野内集落協定、それぞれの活動状況について御説明を頂戴した

いと思います。 

 まずは久須田の集落協定の方から、３分程度で説明をお願いします。 

 

○西尾氏（久須田集落） 久須田集落の西尾と申します。 

私たちの地域は中津川市の最南端に位置しております。ほ場整備は昭和 58年から平

成７年に実施しました。中山間地域等直接支払につきましては１期目から取り組んで

おります。それで、平成 23年からは農地・水保全管理支払にも取り組んでおります。

協定面積は 22ヘクタールでございます。交付金につきましては、個人配分はゼロパー

セントでございます。全て共同活動にしました。協定参加者は 35 名でございます。こ

のうち女性は３名です。取組内容としましては、主に水路とか農道の管理が中心とな

っておりまして、その中で高付加価値農業といたしまして、ソバと辛いもを作ってお

ります。それから、平成 23年までの主な取組内容でございますが、この中で特徴的な

ものとしまして、高付加価値農業の実践といたしましてソバと辛いもを作っておりま

す。それから、第２期目としまして園児との体験交流ということで、さつまいもを作
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っております。それから、今後の課題としまして、協定参加者の高齢化ということで、

かなり共同作業が厳しいといった状況になっております。ちなみに 35名の中で 40代

が２名、50 代９名、60 代 10 名、70 代 14 名ということで、かなりの高齢化になって

おります。それから、集落間の連携としまして、隣接します恵那市の豊田集落と連携

をしまして用水路やため池の草刈り等を実施しております。これは２年に１回ほど実

施しております。以上です。 

 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、黒田集落協定の御説明、お願いいたします。 

 

○片桐氏（黒田集落） それでは、黒田集落についてお話をさせていただきます。 

私たちは、１期目から取り組んでまいったわけでございます。現在第３期というこ

とでいきますと、交付金いただきまして個人配分が 30パーセント、共同取組が 70パ

ーセントということになっております。１期目、２期目につきましては 50 パーセン

ト・50パーセントということでしたけれども、第３期につきましては大型農業機械と

いうことで、トラクターやコンバインをこれまで地域の誰もが持っていないような大

型のものを買うということにいたしまして、その関係で従来の 50 パーセント・50 パ

ーセントを 70パーセントと 30パーセントというふうに切り替えたところでございま

す。なお、この共同取組のうち一番割合が大きいのは、共同利用施設整備費というこ

とでございまして、第３期につきましては大型農業機械だったですが、第１期につき

ましては地域の集会所を作りました。それから第２期につきましては、畦畔を重機で

もって転圧をして補強するということを行っております。そういう関係がありまして、

転圧なんかをしましたところなりにつきましては、従来は自己保全管理ということで

やっていた田んぼで、稲を作付けるというような形で、若干ですけれども水田面積も

増えておるというところでございます。それから、第３期におきましてですけれども、

協定農用地につきましては若干の拡大をしておりますが、やはり独居老人の家なんか

はですね、山際の日陰の悪い田んぼなどは耕作できなくなってしまいまして、第２期

までは何とか御主人も御存命だったもんですから頑張っていただいてたんですがお亡

くなりになりまして、第３期につきましてはそういうところについては、しょうがな
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いなということで除外をする。その代りほ場整備をしたところで入ってないところに

ついては、改めてきちんと管理していくんだということで、プラスマイナスがありま

して、総体としましては 0.04ヘクタールの増ということになっております。それから、

退職をした方をですね、新たに田んぼを作っていただいて、中山間の制度の役員です

とか、機械化営農組合を昨年発足したんですけど、その役員になってもらって、合わ

せてオペレーターもやってもらうということで、サラリーマンだった方に、第３期は

新たに地域の担い手として進めてもらっているということでございます。雑駁ですけ

ど以上です。 

 

○高橋委員長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、野内集落協定の御説明をお願いします。 

 

○吉村氏（野内集落） 野内集落の吉村です、よろしくお願いいたします。 

ちょっと訂正でございますが、交付金の個人配分のところの 30パーセントというの

は、ゼロパーセントとなっておりますので御承知ください。というのは、これ税金の

対象になりますので、税務署の方から忠告がございましたのでこれをゼロパーセント

にしまして、共同取組活動費としていただいております。それでは私の集落ですが、

お配りいただいております地図を御覧いただくとわかりますとおり、ほとんどが未整

備の地域でございます。これはなぜ未整備かというのはですね、昭和 23年の農地解放

によりまして田んぼが取られてしまったというのが頭にございまして、なかなかほ場

整備が進まなかったというのが現状でございます。それから私の地域は約 30戸あるん

ですが、人口は現在 86名です。平均年齢は 56歳でございます。その前の年になりま

すと、104歳といった方がおみえになりましたので平均年齢が 67点いくつだったんで

すが、その 104歳の方と 100歳の方が亡くなったもんですから、おかげさまで 56歳に

なり、こういうことで限界集落に近い地域でございます。その中で、この中山間地域

の事業をやるということは、非常に難しいのではないかと言われたんですが、何しろ

農地を守るということが目的でございましたので、何とか皆さんの同意を取り付けま

してこういうことになったわけでございますが、おかげさまで２期から始めたんです

が、総延長 40キロという長大な鳥獣害の、イノシシの電牧を設置することができまし
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た。それでもまだ被害がたくさんございますので、去年からちょっと試験的にやって

おるのがニンニクの栽培です。岩村町でやっていて、一番被害がないということでし

たので、豆畑の間に一株ずつ植えておりまして、今年のところはイノシシもシカも来

ておらず、何とか成長しました。そのようなことで、現在この集落で頑張っておりま

すが、何といっても担い手がいないということでございますので、この中山間地域の

事業を進めていただきまして補助金等で何とか管理費をつくりながら、地域の方々の

応援を得ながら、面積としましてはたったの 17町歩でございますが、それを守って何

とか耕作放棄地を解消したいと思っております。耕作放棄地につきましては、私が今

年何とか借りたんですが、それを作るまでに５年はかからないと田んぼにならないで

す。雑草地に生えてしまうと、まず水が下がらない。その草を取るのが大変。火をつ

けて燃やせばすぐ苦情の電話がかかってきて大騒ぎということですので、その草刈り

機の費用が大体 60万円ぐらいしますので、それをやったりすると何やっとるのか分か

らん状態です。耕作放棄地と簡単に言われとるんですが、それを解消するのは大変な

ことで、補助事業をして、中山間のこの事業を何とか使えるようにしていただけると

非常にありがたいと思います。以上でございます。 

 

○高橋委員長 はい、ありがとうございました。 

 最後になりましたが、本日見せていただいた岩村集落の説明をお願いいたします。 

 

○杉浦氏（岩村集落） 岩村集落の概要を説明させていただきます。 

岩村集落は、第１期の中山間直接支払制度については 40協定あったものが、第２期

から１協定にしております。第２期の中山間の制度中に、Ｂ要件というものがありま

して、担い手への農地集積、利用権設定と作業受委託を数値化して目標を定めて中山

間の制度に取り組むようにということで、行政の方から指導がありまして、岩村町は

Ｂ要件で利用権設定面積と農作業の受委託、それから営農組織の設立とを目標に掲げ

ておりました。それで従来からありました飯羽間営農組合、その次に 17年度に富田営

農組合を設立して、18 年度に岩村地区営農組合という任意の組織を立ち上げました。

その当時のＢ要件の目標達成率は 136パーセントで、あっという間に利用権設定面積

が増えてきました。それで第３期になりまして、岩村町はＡ要件の方を選択して利用
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権設定面積の増加目標を掲げております。それについては資料に書いてありますよう

に、21年度には 483,900平米だったものが 26年度の目標は 80万平米に目標を掲げて

おるわけですが、23年度には 68万平米、実は 24年度にまた大きく増加しまして、26

年度の目標をすでに今年はオーバーしております。82 ヘクタールを超えております。

このまま行きますと 26年度、残り３か年残して達成率は 130パーセントとか 140パー

セント程度まで行ってしまうんじゃないかというふうに思っております。岩村地区に

ついては農地・水保全管理支払の交付金の重複地区ですので、共同活動はそちらで行

っております。実際には従来からの農業者による江さらいとか用水路の泥出し、それ

とか用水路・農道の法面の草刈り等の共同活動はこちらから支援をしておりますが、

岩村町は土地改良事業が終了してから 35年ほど経っております。農業施設、用水路、

農道もかなり傷んできておりますが、この農地・水の方で用水路の補修・修理等も農

業者自ら行っております。これについては、恵那市の方で別途に支援をしていただか

なくて、この農地・水の方で農業者自らが農業施設も修理してきております。それと

営農組織は全て、この資料には営農組合と書いてありますが、それぞれ法人化してお

りまして、株式会社と農事組合法人とに分かれております。 

中山間直接支払制度に取り組んで良かった点は、農業者が、後継者がいない方が農

業を継続できない場合については、協定農地は先ほど言いました３つの営農組織が無

条件で引き受けて、耕作を継続していくこと、それと３つの営農組織はそれぞれ法人

化しておりますので、オペレーターの確保は難しいんですが永続的に農業が続けられ

ること、農業者の方から見ると営農組織はある種の保険かなあというふうに思ってお

ります。最近、岩村町以外の地区から農地を預かってくれんかという問い合わせがか

なり増えておりまして、オペレーターが少ない中若干やっておるんですが、その辺が

ちょっと課題になっております。というのは、そちらの方で中山間の農地をこちらの

中山間に入れられるかどうかということが若干問題になっておりまして、なかなかで

きないのが現状になっております。耕作放棄地については、農業委員会でいう耕作放

棄地は、実はもう岩村町にはゼロです。耕作放棄地の解消を目標に掲げておるわけで

すが、もうやるところがなくて、３万平米というのはちょっと放っておいて荒れない

限り無理なんじゃないかというぐらい、耕作放棄地がなくなってしまいました。以上

です。 
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○高橋委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、議題の３番目の意見交換に移りたいと思います。 

 どなたからでも結構でございますが、時間が限られておりますので、まずはただ今

御説明いただきました内容の中から、簡単な委員の方からの御質問等ありましたら、

先に承っておきます。 

 

○村田委員 久須田集落と野内集落で交付金の配分ですけども、いずれも共同取組活

動への配分を 100パーセントにしていますね。それで効果上がっているというお話で

すけども、国の方では３期対策からですね、交付金の半分以上は個人に配分すること

を考えたら、という意向を示しています。そのことについてどうお考えなんでしょう

か。 

 

○西尾氏 そのことにつきましては、一応総会でかけまして、基本的には田んぼをた

くさん持っている方に当然交付金がたくさん入るわけなんですが、この方がなかなか

共同作業に出て来ないということがございまして、所有面積の少ない方の中からやっ

かみが出たんですね。その中で、一番いい方法として、じゃあどうするかとなったと

きに、全部共同作業に使うというふうにうちはなりました。 

 

○吉村氏 野内集落でございますが、久須田集落と同じように平均面積が５反以下で

ございます。そして私が４町歩ぐらい持っておりますけども、私のところにお金が全

部入ってきてしまって、他の人がゼロになってしまうということですので、共同取組

にということ。それからもう一つは税務署の方で、納税申告をしに行きますと、農地

面積に応じた一定額は所得とみなされていました。それにプラス、ここで個人配分し

ますと、それに上乗せされてしまいます。というのは、農業所得標準方式だったので、

別に私お金をもらわなくても、「あなたはこれだけと決まってますよ」というふうにな

ってたんです。ですので、私みたいに申告する者はいいですけども、ほとんどの人が

年金生活者で、申告しませんので、上乗せされてしまって国保とかが上がってしまう

ので、こういうふうに共同取組としてお金を払うというふうにしております。 
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○高橋委員長 ほか、あれば。よろしいでしょうか。 

 

○藤山委員 先ほど久須田集落の方から年齢構成の概要があったんですが、中国地方

でも平成 27 年ですね、３年後、2015 年には昭和一桁世代が全員 80 になられるんで、

このままではちょっと守っていけないなと思うんですが、今、それぞれ集落の５歳刻

みで一番多い年代は、どの位になってるんですか。 

 

○小木曽氏（岩村集落） 私、飯羽間なんですが、先ほど事務局の杉浦の方から説明

があったのですけれど、岩村、それぞれ飯羽間、富田そして旧岩村と特徴がある集落

です。その中でそれぞれ個人で担い手というものはどうしても少なくなったものです

から、地域の特性をいかしながら、３つの農業法人を設立してきたわけです。その中

で、御質問の件ですけども、やはり飯羽間の場合は、昔の県営ほ場整備をやった段階

で機械化営農組合を立ち上げ、それが現在に至り、生産コストを下げるという意味で、

機械の共同利用を自分たちが生産組織となってオペレーターを養成しているわけです

が、大体ＯＢの方が中心になって現在やっております。大体年金生活者で 63 歳から

64 歳くらいというのが私の方の会社では 12～３人おる、事務局まで入れて 12～３人

おるわけですが、こんなようなことで大体今後とも続いていくんじゃなかろうかと、

そのように考えております。非常に後継者、担い手というものの確保ということが、

やっぱり農業を専業で食っていくということは大事なことだと思うんですが、御承知

のとおり大変急峻な谷地田が多いものですからこの、岩村地域というのは。なかなか

そういう部分で中堅の方々が農業へ参画するということが、いろんなマスコミを通じ

て報道されているんですが、なかなか、今日見ていただいたんですが、ああいう地域

だとまた気候的に、先ほどからお話があったように、この岩村、山岡辺りは冬は非常

に寒いというようなことで、細寒天の８割位は全国に供給しているようなことで、非

常に農業としては条件が中山間のことで御多分に漏れず難しい地域だと思いますので

ね、若い方を取り入れて行きたいんですが、なかなか難しいのではないかと思ってい

ます。 

 



- 19 - 

 

○守友委員 各協定とも放棄地を作らないということで、かなり頑張っておられるこ

とがはっきりしています。それに多くの場合営農組合で作業を受けていて、そして若

い人が関わってきている。そういうところがほぼ共通で、大変頼もしいなと思います。

同時に先ほど中津川の久須田集落で言われていましたように、もう少し高付加価値の

方を追及できないか。ソバとか辛いもとか。ソバはちょっと水の関係でなかなか大変

なようですけれども、そういったところで他の協定では、お米に加え、何かそういっ

た高付加価値的なものを考えておられるのか、あればちょっとお聞きしたい。もしで

きないとすれば、引っ掛かりは何なのか。どの協定でも結構なのですけれども、お話

しいただければお願いします。 

 

○高橋委員長 はい、どちらの協定でも該当があれば。 

 

○吉村氏 農業者にとって米以外のものを作って売りたいというのは分かるんですが、

土地の問題、要するに土壌の問題。うちの方は粘土質ですので、トマトを作っても枯

れてしまう。先ほど久須田集落で言っておられたように、雨が溜まってしまいますと、

枯れてしまいますので意味がないということ。あの、ナスをちょっと作ろうと思って

試験的にやってみたんですが、非常に大変なんですよね。手間暇がかかるんですよね。

フランスみたいに単に持っていって売ってしまえば、目方で売れば売れるんですが、

日本の場合は必ず包装してピチッとしてやらないと売れないんですよね。そうすると、

そこの経費がすごくかかってしまう。かといって、ナス１個がいくらかと言えば、50

円、60円ということで、とてもやれないんですよね、一人では。複数でやれば儲かる

かと言えば、複数でやっても儲からない。人を入れれば儲からない。自分でやれば手

間がかかってしまう。ナスも、本当に毎日手入れをしようと思うとですね、枝を切っ

て剪定して、肥をやってと、本当可愛いですけど大変なんです。で、米が一番いいっ

ていうのは、放っておいても獲れるんですよ、言っちゃ悪いですけど。ヒエばっかり

生えても５俵なり６俵なり獲れるんです。ただ、私たちもこの久須田集落さんもそう

なんですが、今やっているのは、消費者の方に美味しい米を届けようということで、

私たちも研究会を設けておりましてやっておるんですけれど、消費者がすごくわから

ないのは、よくあるんですが、カメムシの付いた米、黒い米、あれ無農薬なんですよ
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ね。あれ売れないんですよ絶対、持って行ったって。私たちには、あれが一番美味し

い米なんですよ。だけど、消費者の方には黒い米は売れない。農薬を使った真っ白に

なった米は買っていくんですよね。だから、そこに大きな矛盾があるんです。生産者

と消費者の矛盾。ですので、そういうことを報道関係者の方が「美味しいですよ」と

言えばすぐ売れる。こういう方針に沿って言っていけばすぐ売れると私は思います。 

 

○高橋委員長 他の集落の方からどうぞお願いします。 

 

○丸山氏（岩村集落） 私の方の、ここら辺でいくとかなり転作率が高くて、そうい

う高い中で、米は今言われたように標高が 500以上の所で作って、本当に美味しい米

ができまして、米を売って皆さんに食べていただきたいなと思いますけれども。営農

の方につきましては、決められただけの転作でやるだけじゃないということで、始め

大豆をたくさん入れたんですけれども、やはり、水田の粘土質の非常に条件が悪い所

を難儀をして排水を、Ｕ字溝をユンボで掘って排水をして作っても、なかなかいいも

のができないということ。それからまた、畑にすると雑草がどんどん増えてきて、３

年も経てば、豆自体も連作を嫌いますので、いいものが獲れないということで、何と

かしてお米をたくさん作れるといいなと思うんですけれども、そのことができない。

どうしようなと言うことで、飼料用米に切り替えて、また田んぼに戻すんですけれど

も、もともと粘土質で米しか作れない所がたくさんございますので、他のものが作れ

ないということで、何とか転作を緩和していただいて、たくさんうまい米を作ってい

けるといいなというようなことがあるんですけれども。そういうふうな決めでござい

ますので、補助金や色々の関係もございまして模索しているところでございますけれ

ども。何かそれこそいいことがあったら教えていただきたいと、反対に思うんですけ

れども。そのような状況を続けているところです。 

 

○高橋委員長 私の方から関連して御質問させていただきますと、本日見せていただ

いたのは農地を主として見せていただいたんですが、収穫した後の収穫物の加工・販

売ですね、最近６次産業化というのがありまして、こちらの方で、そういう加工・流

通・販売の方を取り扱っておられるのか事例はございますか。もしないなら、その理
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由。そういうことをちょっとお聞かせいただければと思います。 

 

○小木曽氏 先ほども少しお話ししたんですが、農業法人を最初立ち上げる段階で、

米なり転作をするだけじゃいかんというようなことで、直販所の簡単なものを作ろう

ということになりました。直販所を作ることによって、田舎で住んでみえるおじいち

ゃん、おばあちゃん、いわゆる後継者よりも年上の方が、健康保持と、そういう地域

を、お互いに農業やりたいから高齢化社会になってますので、この地域の耕作放棄地

を減らすというような意味を兼ねて、「野菜を作ってくれ」というようなことで始めて

５年ほど経つわけですけれども、地元の野菜、非常に新鮮・安い、それをモットーに

しておるわけですけれど、品種的にちゃんとした形で、消毒もあまりしてないような

のを作るわけですが、この周辺に来た観光客、あるいは地元の方々に買っていただい

ております。私たちの会社としては、そういう方々の組織にお金をもたらすことによ

って、お年寄りが取ることによって、孫のお年玉程度になればと。昔から農業者とい

うものは、自分で生産したものは自分を含め周囲へ供給したものです。物々交換した

りいろんなことしたりするのが地域です。それを少しでも健康のために作って、少し

でも売って孫のお年玉になればというようなこと。あるいは耕作放棄地を、ほ場整備

やった以外の周辺で野菜畑もあるもんですから、そういう所を荒らさないための意味

において直販所を設けて細々とやっているわけですが、直販所の経営としては、とて

もじゃないけど合わないです。やっぱり、私の会社では 30 町歩ほど、米を 15～６町

歩、大豆を 10町歩ほど作っているわけですが、そこで上げた収益を直販所の人件費に

充てたり、いろんなことで総体的に飯羽間営農がやっていければいいと、そんなよう

なことで、これもボランティア方針といいますか、そんなことも含めてもう少し大き

く、知恵を拝借してやってきたいと思うんですが、なかなかそれについては難しい。

何でも安く売るということで作ってみえる方は、お金に替わるというのが嬉しいよう

で、それで、安売り合戦みたいになって。いろんなことを考えるわけですが、自分の

ものがお金に替わるということが、やっぱり年を取っている方は嬉しいようですね。 

 

○高橋委員長 はい、ありがとうございました。 

 ほか、委員の先生方、どんな内容でも結構ですので、御質問等あれば。 
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○市田委員 よく他の協定集落で、大学生を含めて都市の人を受け入れて体験をさせ

たりしていますが、そういったことは今まで検討もしくは実際に取り組んでいらっし

ゃるのでしょうか。どの集落の方でも結構です。伺いたいです。 

 

○杉浦氏 岩村で中山間と農地・水の事務をしておるかたわら、株式会社岩村営農の

方の関係をやっております。それで、株式会社岩村営農では、まず今の質問から言い

ますと、ホームページを立ち上げております。その中で体験農業の募集も行っており

ます。実際に今年２家族ですが、受け入れました。本当はもっと受け入れられたんで

すが、先ほど見ていただいたトマトほ場が今年、大変失敗をいたしまして、受入れ不

能になって止まっておる状態です。それと、先ほどの質問で、農産物の加工をやりた

いんですが、会社の経営がよくなくて取り組めない状況です。それともう一つ前の質

問で、米以外の作物については、岩村営農は本当にたくさん取り組んでおります。ト

マトをやっておりますし、ナスもやっております。それからトウモロコシもやってお

りますし、先ほど言われましたように、ニンニクもやっておりますし、ブロッコリも

やっております。ですが、株式会社化して４年目、５年目を迎えるわけですが、どう

もトマトとトウモロコシ以外は、まず売り先を作っておいてから、作付けるというこ

とです。それと岩村営農は、社員がよその２法人と比べまして若いです。20 代、30

代、40代。女性も 30代、40代で１名ずつおります。その関係上、実は私は 50代なん

ですが、20代、30代の人を入れた方が、販路も、例えばトマトやナスやトウモロコシ

を一つ売るにしても、ラッピングだとか、女性を入れることによってラッピングが良

くなったりで、先ほどの質問の農業者の年齢構成はどうなってますかと言われると、

やっぱり団塊世代の 60代前後が一番農業者が多いんですが、若い人を入れた方が営農

組織は伸びるんじゃないかというふうに思っております。それで、関係ない話かも知

れませんが、岩村町は中山間の集落協定を一つにしたことによって、株式会社飯羽間

営農、富田営農、岩村営農が大きく伸びた、前のままの小さい協定だったら、多分こ

んなふうにはなってないんじゃないか、よそと全く変わらないように、「後継者がおら

んでどうしよう」とか、そんな程度で終わったのではないかというふうに思っており

ます。 
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○高橋委員長 どうも、貴重なお話をありがとうございました。 

 

○山本委員 深刻な悩みに、都会の考えで言うのはちょっと恥ずかしいんですが、今

日、天気のいい日に景色のいいところに来て、目的を忘れてうっとりしてしまったん

ですけども、ここの日本一の農村景観ですか、それを旅行会社とタイアップして、来

た人に野菜を買っていただくとか、そういうところに活路を見出すとかというのは難

しいんでしょうか。甘い考えというか、ちょっと恥ずかしい感じがしたんですけども。 

 

○小木曽氏 そちらの地域の人は今日参加してみえないですけどね、まあ日本一とい

うようなことで、京都の方の大学の先生のお話があり、富田地区は農村景観日本一と

いうようなことになっているんです。それで、農水省の方で「茅の宿」というものを

支援していただいて、なにぶんにも富田が今日おらんものですから私が知ってる範囲

内でしか話せないわけですけど、そういうものを立ち上げてもらって、農村景観日本

一に合うような形で非常に努力してみえます。そこでも、営農組織、農事組合法人富

田営農というのを立ち上げて、今のお話にあるような形で、来た方にいろんな催しを

しながら、少しでも買っていただけるようなことを、あるいは農村と都市の方と協働

するような形で取り入れております。努力はしているんですが、なかなか努力したほ

ど成果が見えていないのではなかろうかと思いますが。いずれにしても、そのことに

ついても我々が、私は飯羽間でこっちは岩村ですけれど、それぞれ協働するというよ

うな意味で、３つの営農組織が頑張って岩村を大事にすると。そういうようなものに

ついては、今後とも、今委員の方がおっしゃるように、地域は地域で守っていくとい

うことで、中山間なり農地・水の補助を期待しながら、自分たちの地域を守っていき

たいと。そういうようなことについては意思は統一していますので、今後ともいろん

な分でお世話になりますが、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○丸山氏 あの、私からも一言。岩村町は 800年の歴史があって、伝統建造部分の電

柱がかなり取られてきたんですけれど、その施設と、三大山城の一つと、それから今

言われた景観等をセットにして、かなり色々取り組んでいるんですが、なかなか連動
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して動くということはございません。そしてまた、お堂巡りとか農村の一番いいとこ

ろを皆さんに見てもらったり、それから体験の関係とか、先ほど言われたように「茅

の宿」で泊まったり、色々やってみえるんですけれども、もう一歩というところで、

まだ皆さんが潤うというか、販売が色々増えたりするようなことは、なかなか少ない

ですけれど。私どもの（岩村地区農業）振興協議会の中でも、何とか大きな直販所を

一つ作って、皆さんで一緒になって、農家の方から出してもらって、都会の人に来て

もらって、どんどん交流ができればいいなあという構想は持っているんですけど、ま

だ実現してはおりません。 

 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 

○村田委員 集落間の連携についてお聞きします。まず久須田集落の場合、隣接する

集落と連携しているということですが、具体的にどういう形の連携なのでしょう。連

携の形を教えていただきたいと思います。それから、久須田集落の、規模が小さいで

すよね。先ほど課題として、今後共同作業の負担が大変だとか高齢化が進んでいると

いうことですけど、例えば他の集落と一緒になるとか、もっと大きな協定にしようか

ということが話し合われているかどうかお聞きしたい。 

それから、岩村集落で、先ほどの話で、岩村町以外の農地を預かっているという話

ですが、阿木地区っていうのは中津川市でしたね。それについての質問なんですが、

国の資料にありますけれど、25年度の概算要求で集落間の連携促進加算を考えている

ようで、その場合何らかの加算金が支給されるはずです。そのお金を利用して、例え

ばオペレーターを一人雇い入れるとか、困っている集落を引き受けるとか、そういう

ことが可能であると考えているのかどうか、集落間の連携について伺います。 

 

○西尾氏 現地で説明しましたけども、ため池が二つございまして、１本の水路でつ

ないでいます。その関係で中山間地域直接支払をやる前は、バラバラだったんです。

１区・２区というんですけれども、１区は１区で水路をかまう、２区は２区で水路を

かまうということで、なかなか集約できなかったんです。それではお金がかかります

ので、例えば１本の水路で数か所壊れた場合には、当然負担金が多くなります。そう
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したことがありましたので、じゃあ中山間地域直接支払をしようという話になったん

です。始め豊田集落さんは中山間地域直接支払をやってなかったんです。それで、我々

はこういうことやっているという話をしたときに恵那市に行きましたら、岩村のとこ

ろではできないって言ってきたんです。それで恵那市の本庁に行きましてお話聞きま

したら「できる」という話を聞けましたので、それから連携を始めまして、草刈りと

か一緒にしましょうと、そういうふうになったんです。 

 

○村田委員 直接支払の制度に乗っかった連携なんですね。 

 

○西尾氏 そうですね、はい。やっぱり水路の補修がかなり多いものですから、この

水路、距離が結構長いんです。あと暗渠が多いものですから、砂が溜まったりするん

です。その関係でどうしてもお金がかかるということで、自己管理でやれればいいん

ですが、結構危険が伴うところにございますので、そういうのは業者発注が主な形と

なっています。そのためにどうしても中山間地域直接支払がないと、負担が増えてし

まうということでやってます。 

 

○高橋委員長 次は黒田集落にお願いします。 

 

○片桐氏 第２期までは、協定の内容の一つとして地域の歴史・文化・伝統行事を残

していくというものがあったと思うんですが、たまたま隣の集落と天神様を共同管理

しておりまして、その関係で、お祭りのときにこちら特産の五平餅を作って、子供た

ちを含めて参加者に振舞うと。昔は自分たちで、各家で作っておったんですが、それ

が作らなくなった家が多いものですから、子供たちにそういうことで伝えるというよ

うなことをこの協定の中に入れるということをやってまいりまして、そういう点でも

共有というか連携というのは今も実は続いておるんです。けれども、じゃなぜ規模拡

大できないのかということなんですが、組合員個々にとってみれば、草刈りなどの管

理をやっていくというところで何というか精一杯といいますか、そんな感覚がすごく

強いんです。自分のところの農地をそういうことでお金もまあもらえることだし、き

ちんと管理しなかったら、みんなに迷惑をかけてしまうということで、それが励みに
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なって農村景観が維持されているというようなところがあるわけなんです。それ以上

にどうするかというところが実は課題でして。実をいいますと、私たちも大型機械を

買ったというのは、もう５年、10年先には農機具がいかれてしまうというのもまずあ

り、その管理そのものができなくなってしまう家が出てくると思うんです。それで、

数百万円もする機械を、いくつも買って。私たちの住む阿木地域というのは、中津川

市でも、大体田んぼの面積が 70アール平均ぐらいありまして、中津川市の中ではダン

トツに農地が多いんですけれども、それでも現在の転作率をかけると 40アールぐらい

しか作っていないですけれど、そんなところで一台が 200 万円、300 万円もするよう

なものを買えるかというようなことですから、機械が壊れたときにいきなりできなく

なってしまう。これを避けるためにやったのですが、やりますとね、もう草刈りなど

含めて全てやってくれないかと言うんですね、機械化営農組合で。まだ、今年立ち上

げたばかりなものですからそういうことができないんですが、そういう家庭が増えて

くると、今度は協定内の転作をするという、その農地をどのように扱うかということ

が考えられる。現在の状況というのは、各農家が自家消費用に多品種少量生産で、余

ったものは近所に配って、「まあ何て上手に作ったんだ」と言われるのが嬉しいってい

うようなもので、配り回るんですけどね。そういう段階から中山間の組合なり営農組

合で全て請け負っていく。そのときに転作するところをどうするんだというのが課題

になっていて、そのうち規模拡大もしなければならないというような話し合いになれ

ばなるのかなと思います。そういうふうにしていくのには、今の中山間の制度が維持

されていなかったら、終わりだというふうに思いますけれども。そういう形で今後進

んでいきたいということを思っております。 

 

○杉浦氏 岩村は中山間の制度は、共同取組より農地集積に重点を置いております。

各営農組織は全作業を請け負って、草刈りから全部引き受けて、農業委員会を通して

利用権設定しておりますので、一切の管理をやっておる、それが 80ヘクタールあるわ

けです。他地区で中山間へ入っておる取組、その地区の相手先の取組については、そ

この地区の集落マスタープランの内容次第かなと思っております。実際、西の方なん

ですが、そこの地区で農地を預かってくれとこちらへ来て、それ自体中山間の制度で

はおかしい話じゃないかと思うんですが、そこの要件を見ますととてもじゃないけど
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株式会社岩村営農をそこの担い手に入れていくのはなじまない。Ｃ要件の中に入れて

いただいてということも考えたんですが、相手先の集落マスタープラン、その地区の

担い手をどうしていくんだというマスタープランの内容を見てからしか返事ができな

い状況です。それと岩村営農は、中津川市さんに大変お世話になっておりまして、第

２期が終わった時点で阿木の方から大きな面積が来まして、個別協定も独自で取り組

んでおります。それで、個別協定に取り組んでいる周辺の方々が、どうも中山間に取

り組んでみえない方々が多い地区なんですが、そこからの問い合わせがありまして、

その方についてはこちらで利用権設定をして次期ぐらいからこちらで全部を管理して

いこうかなというふうに思っております。 

 

○高橋委員長 どうもありがとうございました。 

 まだまだ御意見が尽きないと思いますが、予定の時間に近づいておりますので、委

員の方から、最後に浅野委員さんまだ御発言がないと思いますが、ありましたら。 

 

○浅野委員 今日はどうもありがとうございました。お話を伺っていて、例えば、直

接支払の税制上の取扱いが持っている問題であるとか、生産調整の持っている問題と

かいうのを伺ったと思うんですが、長期のことを少し考えてみると、皆さんのお子さ

んたちは、今、多分都市に出て働いておられると思うんですけれど、その人たちが帰

ってきて、要するに退職して帰ってくるための条件として、何か考えられないだろう

か、ある程度農地が集積されることによって、より農業がしやすい形になって帰って

くるような条件はできないか、そのあたりの帰農の可能性についてどうお考えか教え

ていただけたらありがたいのですが。 

 

○小木曽氏 私らも歳をとっておるので、どうしても農業というのは受動的な立場で、

我々が学校行ったりいろんな段階で、他産業が、日本の工業なり貿易なりがリードす

る形で今日まで来ておるわけですね。今後どういうふうにして他産業なり農業、第一

次産業の農業が位置付けられるか、国の政策なり学者先生なり、食料とか環境問題を

含めて、どういう国家の取組になるかによって、やっぱり私、先生の仰るような形で

ものが出てくると思うんです。ただ、今、懸念されるような形でＴＰＰとかいろんな
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ことが問題になってくるわけですけれど、そういうようなことでいくとするならば、

今の動きが余計拍車をかけてくるんじゃなかろうかと、私そのように思います。いず

れにしても、まあ全ての人間、食べ物がないとダメですし、環境もないとダメだとい

うことをお互い分かっているわけですが、その部分を世界の方々、あるいは日本の政

治なり行政をやるような方々、農民を含めて、他産業の企業を含め、どういうふうに

国家的ないろんな問題をクリアしながら位置付けをすることによって、ちょっと次元

が離れますけど、今の御質問に対してはね、このぐらいのことしか私たちは答えられ

ないんじゃないかと。むしろそういういい案があれば、こうあるべきだということを

私たちに教えていただいて、私たちはそういう部分について経営努力しながら、こう

いう国家づくりに参画すると。これが私たち、一番大事じゃなかろうかと思います。

むしろ、私たちが聞きたい方です。以上です。 

 

○高橋委員長 はい、ありがとうございました。 

 

○片桐氏 先生の仰ることは、実は私たちにとっても切実な問題でありまして、若い

人たちに何とか帰ってきてもらいたい、住み着いてもらいたいというふうに思うわけ

なんです。それで私ごとになってしまうんですけど、吉村さんも言ってみえましたけ

れど、できるだけ農薬を使わないようにということで、減農薬で米を作ってそれを食

べるようにしております。そうしますと、中にやはり黒いカメムシに食われた米が混

じるんですね。それで私、息子夫婦、孫とも一緒に暮らしておるんですが、嫁さんに、

「これ黒い米が混じってるが、食べたことないだろうけれど、実はこれカメムシが食

べた米なんだ。虫に好かれるような、虫が食べてくれるような米を食べられるという

ことは、今、安全・安心で何て贅沢なことだというふうに思って食べてくれよ」と言

っています。全然カメムシが寄りつかないような米は作れるんですが、そんな米を孫

に食べさせてもいいのかということを、毎年ですね、新米が獲れる頃に言います。そ

ういうことを伝えることで、何とか子供たちも買って食べればいいということではな

い価値というものがありはしないかということを伝えたいと思っています。あるいは

また、うちでは、おばあちゃんが白菜を作ってくれるんですが、生で白菜の軸のとこ

ろ、白いところを家族に食べさせるんですね。それからわざわざスーパーで買ってき
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た白菜の同じところを食べるんです。そうしますと、うちのおばあちゃんが作ってく

れた有機農法、農薬を使わなくて虫を手で取ったりなんかするんですが、そうやって

作った白菜が、まことに甘いんです。生で食べられる。家族みんなでそういうことを

するんです。そこに一つの価値観というものを見出すことで、何とか子供たち、ある

いは孫たちにそういう思いを伝えたいということを思っております。 

それからもう一つの問題ですけれども、農地の転用とか農振農用地区域の除外とか

いう問題が、ちょっとあるなというわけなんです。農家というのは農家だけで暮らせ

ないわけでして、いろんな商売やってる人たちとかサラリーマンとか混在して、やは

り一つの地域として成り立たないことには、農家も農家としてやっていけないという

ことだというふうに思います。そういう面では、農業をやろうとする人、あるいはサ

ラリーマンの若い人が住んでくれるような地域にしなきゃいかんわけですが、私たち

の地域の中でもこの間話を聞いたら、農振農用地なもんだから山の際にしか家を造れ

ない。ところがそこまで水道がないもんですから、水道を引こうとすると 500メート

ルかかると言うんですね。これ個人負担で１メートル１万円かそこらですので 500万

円余分にかけないと水さえ飲めない。これではもう住めないということで、諦められ

たっていうんですね。農業を守っていくとか農地を守っていくということは、反面、

下水管や水道管が通っている、その道路のすぐそばの田んぼや畑というところも何か

スムーズに使えるような形にして、学校の統廃合というようなこともないという、安

心して暮らせるという地域にしていかないことには、若い人たちはいくら環境が良く

ても学校もないようなところには住んでもらえなくなってしまうだろうと。農業を守

るということは、そういうことでもあるんじゃないかというふうに思いますし、そう

すると現在の様々な法律もちょっと手かせ足かせになってきているところが現実には

あるのかなっていう、そんな感じがいたします。 

 

○高橋委員長 どうもありがとうございました。 

 終わりの時間が近づいておりますので、まだ。せっかくの機会ですので、今度は集

落の方々から我々に何か話をいただけたらありがだいですが。 

 

○吉村氏 今の言葉じゃないですが、農地を守るということで将来的に子供たちにど
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うやって渡したいかっていうことですが、その一番ありがたく思っているのは、戸別

所得補償の制度がありまして、お米が安いところで売れているんですが、その充実を

していただけると、子供たちにお米が安くても渡していける。そうすると一俵３万円

ぐらいになる。そうすると何とかサラリーマンの給料と同じぐらいにならないか。と

いうのは、生産資材は上がっているんですが、米の価格は下がっている。そして先に

言ったような消毒しない米は売れない。かといって販路を探せといっても、なかなか

探せない。昔から中津川市でいうと千旦林、手賀野という所、そこは寿司米が昔から

美味しい米で、農協なんか通さなくたって中津川の寿司屋さんが買ってくという所な

んです。そういう地域の米はいいんですけれど、私たちの所の、山間地の米というの

は、そういうふうに売れない。魚沼のような一俵何万円で売れるような米はできない。

かといって、私は魚沼産のお米よりも美味しい米を作っていると自称しております。

それぐらい私たちは、そのものに対して熱心に作っております。ですので子供たちに

任せていくなら、そういう所得補償があれば、安定した資金になるので、子供たちに

農業をやっていくように言いますけど、今の状態であれば子供たちに農業をしないさ

いということを言えません。ただ、耕作放棄地が出ないようにして、水を下流に流し

て、きれいな水にするために農地を守っていくだけです。毎日、クマとイノシシとサ

ルとシカと喧嘩しながら作っていくだけです。 

 

○高橋委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、協定を実際に守っておられる協定の方々から、直接貴重な御意見を頂戴

しまして大変ありがとうございました。 

 まだまだ御意見も尽きないことと思いますが、最初にお約束しましたように時間が

参りましたので、このあたりで閉めさせていただきたいと思います。どうも本日はあ

りがとうございました。 

 

○小倉補佐 はい、ありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たりまして、米田中山間地域振興課長から御挨拶をさせていた

だきます。 
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○三浦部長 米田の前に一言。農村政策部長の三浦でございます。 

 今日、耕作放棄地の非常に少ないところを見せていただき、皆様方の御苦労が偲ば

れる大変立派な地域を見させていただきまして感銘いたしました。まだ十分にお話し

いただけなかった経緯等々も多々あろうかと思いますので、この後色々勉強させてい

ただいて、私ども行政として、こういった地域のような取組をいろいろな所で広げて

いけないかというような観点で参考とさせていただきたいと思います。 

 誠に恐縮なんですが、私、中山間直接支払制度のほかに農地制度、農振制度も担当

しておりまして、一言だけ申し上げます。集落の方々の生活に必要な施設等々のその

いろいろな土地利用と、一方で農地の確保ということが重要でありまして、その調整

のルールにつきましては、農地法、農振法に従って、法令上きちんと定められている

ということでございます。その中で例えば農地法の農地転用許可基準においては、農

家の方が例えば農業用施設あるいは農産物の販売施設を設置するような場合には、原

則転用が許可されない第一種農地でも許可できるといったような、例外的に許容でき

るものを定めているというようなことになっております。そのような細かい調整のル

ールが設けられておりまして、優良農地を守るということの気持ちは同じだと思うん

ですけれども、その根幹である農地法、農振法という制度の中で、農業上の利用でな

い土地利用との調整というのを今後とも適切に行ってまいりたい。これらの制度は、

農地が減少する中で、平成２１年に制度が改正されて、規制が厳格化されているとい

うような状況にあるということでございますけれども、お話がございましたので、一

言触れさせていただきます。 

 最後に、中山間地域等直接支払制度の担当の米田課長から御挨拶をさせていただき

ます。 

 

○米田中山間地域振興課長 それでは、委員の皆様、それから御対応をいただきまし

た岐阜県、中津川市、恵那市、それから各集落協定の農家の皆様方、本当に貴重な御

意見をお聞かせいただきました。これからは中間年評価等がございますし、これを含

めまして中山間地域等直接支払制度の展開にいかす形で、進めてまいりたいと考えて

おります。 

 本日は、どうもありがとうございました。 
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○小倉補佐 議事録の公開につきましては、各委員の御承認をいただく必要がござい

ますので、御発言の内容等につきまして、改めて確認の御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４時５５分 閉会 


