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午前１０時００分 開会 

○中山間地域振興課長 おはようございます。ただいまから第６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。 

 開会に当たり、實重農村振興局長から御挨拶をさせていただきます。 

○農村振興局長 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中御参集いただきましてあり

がとうございます。 

 中山間地域等直接支払制度の中間年評価につきましては、５月22日に一度御議論いただ

いたところですが、その際、いろいろと御指摘いただいた点にしたがって資料を修正いた

しましたので、本日、再度御議論いただきたいと考えております。 

 また、24年度の実施状況については、暫定値という形で公表しておりましたけれども、

今回、確定版としてとりまとめましたので、併せて御確認いただければと思います。 

 冒頭の御挨拶に当たりまして、２点お話をさせていただきたいと思います。一つは、こ

の中山間地域等直接支払制度については、平成12年度に創設されて、現在、第３期対策の

４年目を迎えており、条件不利地域の営農継続には不可欠な施策であるということで現場

に定着してきたと考えております。 

 この度の中間年評価の結果によると、耕作放棄の防止あるいは多面的機能の発揮などに

効果があったという声が大勢を占めておりまして、また委員の皆様方からも高い評価をい

ただいているところです。 

 一方で、例えば、耕作放棄地の防止について、その効果を実感していないというような

意見もアンケート結果には出ておりますし、こういった少数意見にも目を向けて、今後の

施策推進のあり方を検討するべきであるというような御指摘もいただいたところでござい

ます。 

 また、この制度の効果を外に向けてもっと発信すべきであるといったような御意見も頂

戴いたしましたし、あるいはこういう評価の高い施策ではあるけれども、創設から10年程

度あるいはそれ以上経過したわけでありますから、一度見直すべきではないかというよう

な傾聴すべき御意見をいただいたところでございます。このような御意見も踏まえて、今

後の施策のあり方を検討していく必要があると考えております。 

 それから、２点目といたしまして、前回の委員会で御意見をいただいた日本型直接支払

についてでございますが、これについては、委員の皆様方からは中山間直接支払との棲み

分けが必要であるといった御指摘を頂戴いたしました。日本型直接支払制度につきまして
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は、従来議論されているところによりますと、農地の多面的機能に着目して検討していく

こととされております。これに関しては、現在、制度設計のための調査を行っており、農

地の多面的機能について農地がどういう役割を果たしているのか等に関するデータを把握

し、分析することとしております。 

 施策全体の流れといたしましては、６月14日に成長戦略と骨太の方針が閣議決定されて

おりまして、これを基本に26年度の予算要求などに反映させていくことになります。特に

農業に関しては、総理を本部長に、農林水産業・地域の活力創造本部が創設されており、

年内に農業の競争力強化対策を取りまとめるというような予定になっております。 

 こうしたいろいろな動きの中で中山間直接支払も議論されていくことになろうと思いま

す。そういう意味で今回の中間年評価は大変重要なものであり、また、本日の会合におけ

る委員の皆様方からの御意見が今後の施策検討の基礎になるという点からも非常に重要な

ものだと考えております。 

 是非、忌憚のない御意見をいただくことをお願いして、冒頭の挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

○中山間地域振興課長 それでは、早速ですが、これから議事に入りたいと思います。 

 本日の委員会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、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。 

 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、第６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、遅くとも12時には終了したいと考えておりますので、円滑

な議事進行に御協力をお願いいたします。 

 なお、本日は林委員、守友委員が所用にて御欠席でございます。 

 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

御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、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、早速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ございますように、議題は中山間地域等
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直接支払制度の中間年評価の結果（案）について、それから、平成24年度の中山間地域等

直接支払制度の実施状況について、この２点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、御質問、御意見を頂戴したいと思います。 

 それでは、議題１の中山間地域等直接支払制度の中間年評価の結果（案）、それから議

題２の平成24年度中山間地域等直接支払制度の実施状況、これについて事務局から御説明

をお願いいたします。 

○中山間地域振興課長 中山間地域振興課長の米田でございます。お配りしている資料に

基づいて御説明させていただきます。 

 本日は、前回御説明させていただいた中間年評価について委員の方々から御指摘いただ

いた事項についての対応と、加えて、平成24年度の実施状況について御説明いたします。

私から中間年評価について説明し、実施状況については担当の川崎から説明いたします。 

 ではまず、前回５月22日の第三者委員会についてですが、議事録についてはあらかじめ

委員の皆様に御確認いただき、必要な修正をしたものを参考資料１としてお配りしており

ますが、さらに修正する点等あればお申しつけいただければと思います。 

 また、各委員からの御意見については、資料２の中間年評価の結果という資料がござい

ますが、この34、35ページにも、意見として掲載しております。 

 それでは、まず、前回の委員会における委員の皆様からの意見のうち対応が必要なもの

を資料１にしたがって、説明させていただきます。 

 まず、近藤委員から、小規模・高齢化集落支援加算の具体的な内容を教えてほしいとの

御意見をいただきました。これについては本体資料に新たな資料を添付させていただきま

したので、後ほど説明させていただきます。 

 次に、村田委員からの離島の平地を措置したことによる効果、及び山本委員からの農業

者の所得状況については、資料１の別紙で御説明いたします。 

 次に、山本委員からの外向けへのＰＲについては、御指摘を踏まえ、本制度に取り組ん

でいる都道府県、市町村、そして集落に対して本制度の効果を広くＰＲするように進言し

たいと思います。 

 次に、市田委員からの第２期対策との比較については、比較すべきデータを資料２に盛

り込ませていただきました。 

 次のページを御覧ください。近藤委員からの客観的な数値による評価についてでござい

ますが、これにつきましては、第３期対策において、農用地の減少防止等に定量的にどの
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ような効果があったかについては、本対策の最終評価で明らかにする予定でございます。 

 次に、藤山委員からの対象農用地83万ヘクタールと実際に本制度に取り組んでいる面積

68万ヘクタールの差についてでございますが、この理由について、現場で聞き取りをした

ところ、高齢化による担い手不足、リーダーがいない、あるいは集落の話合いがまとまら

ない等でありました。国としては、本制度に取り組んでいる集落が取り組んでいない集落

と連携して活動する場合に加算措置を行う集落連携促進加算を本年度新たに措置しており

ますが、こういったものの活用を働きかけることにより取組を拡大していきたいと考えて

いるところでございます。 

 最後に、高橋委員長から、例えば耕作放棄の発生防止について全体的には効果を実感し

ている方が多かったが、ごくわずかではあるが効果を実感していない地域もあるので、そ

のような少数意見にも耳を傾けるべきとの御指摘をいただいたところです。実際にそのよ

うに回答した市町村に聞き取りを行ったところ、「第２期対策まで取り組んできた集落が

高齢化による担い手不足でさらに５年間活動を続ける自信がないとの理由で、第３期対策

では協定締結を断念した経過があり、つまり、やる気はあるのに本制度に取り組めない集

落があったということから、本制度による効果が実感できなかった」等の意見があったと

ころでございます。 

 高齢化による担い手不足というのは、委員の方々からも中山間地域の課題の一つとして

たびたび御指摘いただいているところであり、国としても、今後ともこのような現場の

方々の声を十分踏まえながら本制度の推進に努めたいと考えております。 

 では、最初に戻りまして、資料２の中間年評価の結果の６ページを御覧いただきたいと

思います。まず、小規模・高齢化集落支援加算の取組状況について御説明いたします。 

 この資料の第２期から第３期目への見直しの概要の②に書かれておりますように、この

加算措置は、第３期対策から新たに措置したものでございまして、本制度に取り組んでい

る集落が、農家数が少なく、また高齢化率が高いなどの要件を満たす集落を取り込んで農

地の保全に取り組もうとする場合に交付額を加算する仕組みでございます。具体的には、

小規模・高齢化集落として取り組んだ農用地面積に応じて加算措置がなされるという仕組

みでございます。 

 具体的な取組内容については、24ページをお開きください。ここに２つの事例を掲載い

たしました。まず、左側の事例でございますが、これは、本制度に取り組んでいる集落が、

高齢化が著しく農地の維持管理も難しくなっている隣接集落を取り込んで、集落単独では
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これまで管理が難しかった農道、水路の維持管理活動を２集落合同で行っている事例でご

ざいます。 

 それから、右側の事例でございますが、これは、第２期対策までは３集落すべてが本制

度に取り組んできましたが、高齢化によるリーダー不在等により２集落は第３期対策に取

り組みませんでした。そこで、改めて３集落で話し合いを行った結果、今後の生産活動継

続にはやはり本制度への取組が不可欠と考え、この加算を活用して第３期対策の途中から

３集落を統合した協定に見直して、休耕地や道路の草刈、鳥獣害防止のための林地のヤブ

払いなどの活動がなされている事例でございます。 

 続いて、同じ資料の23ページを御覧ください。中山間地域等直接支払を実施している市

町村へのアンケートの結果でございます。これによりますと、市町村内に小規模・高齢化

集落があるのは51％ございまして、そのうち加算に取り組んでいるのは10％程度となって

おります。該当する集落があるにもかかわらず加算に取り組んでいないところが８割近い

という状況です。取り組んでいない理由としましては、右のグラフにあるように、「支援

する余力がない」が77％程度を占めております。具体的にどういうことかを聞き取ったと

ころ、「法人や担い手がいる集落以外は他集落を取り込んで活動するほどの余力がない」

等の意見があり、これは、つまり、高齢化による担い手不足で、自らの集落の活動継続に

手いっぱいであり、他集落まで手が回らないということではないかというふうに考えてお

ります。 

 そのような中にあって、先ほど説明しました事例のように、支援元集落自らが周辺集落

も含めた耕作放棄発生に危機感を感じて隣接集落に働きかけて取り組むケース、あるいは

従来から交流のあった集落同士が取り組むケース、また市町村の勧めで取り組むケースな

どがある状況でございます。しかし、まだまだ実施集落は少数にとどまっておりまして、

今後さらに高齢化が進み、各地で担い手不足が懸念されることを踏まえまして、現場にお

いて加算措置実施の働きかけを強めたいと考えております。 

 次に、離島の平地についてでございます。これにつきましては資料１に戻っていただき

まして、その別紙として、離島の平地における特認基準実施状況とその効果についての資

料を添付しております。まず、この離島の平地に関する措置とは、地域振興８法地域内の

農用地であって、都道府県が傾斜農用地と同等の農業生産における不利性があることを定

めた特認基準に該当する離島の平地等の特認農用地について、国庫補助率を３分の１から

２分の１に引き上げ、また緩傾斜に限定されていた交付単価について、条件不利性に応じ
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て急傾斜単価の適用を可能としたものでございます。 

 23年度からこのような措置をしたことにより、現在、離島の平地等を対象とすべく特認

基準を設定しているのは新潟県、島根県、山口県、長崎県、鹿児島県、沖縄県の６県、20

市町村でありまして、協定数、交付面積、交付金額とも増加しております。 

 このような措置による効果については、その下にグラフを載せております。特認基準を

適用して協定を締結している261協定について、耕作放棄の防止効果、地域等の活性化へ

の効果を見ると「非常に効果あり」と「一定の効果あり」というのが９割程度を占め、ま

た集落における話し合いが活発になったという声も多く、おおむね取組の効果はあったの

ではないかと考えております。 

 また、これについて、円グラフの中に離島の数字と全国の数字を上下に掲げております

が、全国的な数字と比べてみても遜色ない状況であると考えております。 

 次に、農業所得の向上についてでございますが、これについては、次のページを御覧く

ださい。集落アンケートにおいて協定締結による状況変化として農業所得が増えたと回答

した集落は6,465集落あります。それらの集落が所得が増えたと実感した背景について御

説明いたします。 

 まず、6,465集落について交付金がどのように配分されているか、これについて３年間

の状況を調べてみると、個人配分の割合が年々増えてきておりまして、まずはこのことが

所得向上の実感につながっているのではないかと考えます。 

 また、該当する市町村に聞き取ったところ、「交付金により機械を購入して生産性が上

がった」、あるいは「鳥獣害防止のための防護柵の設置や研修会の開催など鳥獣害対策が

充実してきた」、さらに、「水路・農道の管理活動により関係者の意識が向上し、災害を

防ぐのにもつながった」などのことが結果的に所得向上につながっているのではないかと

いうことでございました。 

 すなわち、交付金が個人に直接配分されるだけでなく、共同活動に参加し、それが適切

に行われることが所得向上の実感につながっている面もあるのではないかと考えておりま

す。 

 参考までに、これらの集落でどのような活動が行われているかについてですが、目指す

べき将来像として、持続的な農業生産体制の整備、集落ぐるみの農業生産活動の生産体制

整備の構築、あるいはそのための活動方策として、機械・農作業の共同化等営農組織の育

成に取り組むところが多い状況でございます。 
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 次に、２期対策との比較についてでございます。資料２の13ページをお開きください。

資料の13ページに集落協定、それから、25ページに個別協定の総合評価結果について、第

２期対策との比較を加えました。 

 まず、13ページの集落協定の総合評価結果においては、協定数では「優」の割合が４割

から６割に増えております。それから、25ページの個別協定については、「優」の協定数

が第２期対策に比べて減少しております。この要因についてですが、個別協定については

取組の必須事項は１項目のみで、第三者からの利用権の設定又は農作業の受委託を行うも

のです。この必須項目のみで自作地を協定に含めない場合は「可」と評価されます。一方、

「優」、「良」評価となるのは自作地を協定に含める場合であって、その際には、選択事

項５項目のうち３項目以上取り組むことが必要になります。３項目で「良」、４項目で

「優」評価となります。第３期対策ではこの自作地を含む協定数が減少しており、結果と

して「優」評価の協定数減少につながっております。加えて、分母となる個別協定の総数

そのものは増加していますので、「優」や「良」の割合が低下したということでございま

す。 

 今回お示しした資料について、協定数が若干増えております。これは前回示したものよ

り増えているという意味でございますが、これは24年度の実施状況がまとまったことによ

る修正でありまして、今回お示しした数字が確定版となります。 

 私のほうからの説明は以上でございます。実施状況については担当から説明いたします。 

○課長補佐（直接支払企画班） では、私のほうから実施状況について御説明させていた

だきます。資料は資料５と６でございます。５のほうは、対象市町村、協定数、交付面積

の全体を示したもので、取組状況の詳細が資料６のほうにございますので、よろしくお願

いいたします。 

 ではまず、資料５について御説明いたします。まず、交付対象市町村についてですが、

全市町村が現在1,719ございまして、その中で対象市町村数が1,109、基本方針策定市町村

数が1,008ということになっております。対象市町村数が一つ増えておりますが、これは、

平成24年７月に熊本県で特認基準を修正したことにより対象になった市町村がございます

ので、そこで一つ増えたということでございます。 

 集落協定等を締結するについては、市町村が基本方針を策定する必要がありますので、

それを策定しているのが1,008で、これについては23年と変わりないということでござい

ます。実際に交付をしている市町村が993市町村ということで、これも前回と変わりない
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状況になっております。 

 一方、協定数と交付面積はどうかというのは次のページ、裏面のほうにございます。こ

の協定数、交付面積というのは先ほど御説明させていただいた中間年評価と同じ数字が掲

載されております。まず、集落協定、個別協定を合わせた数字が２万7,849ということで、

前年より279増加しております。 

 この基礎単価、体制整備単価についてですが、基礎単価というのは、とにかく農業生産

活動を実施する場合の単価、通常単価の８割となります。体制整備単価というのは、農業

生産活動を５年間継続するための体制整備をするという取組をした場合に通常単価を交付

することとなり、その区分けをお示ししております。見ていただくとわかるように、体制

整備単価が若干増えておりまして、基礎単価が体制整備単価にシフトしていったというこ

とでございます。 

 それから、交付面積についても若干増えておりまして、これについても体制整備単価の

占める割合が高いという状況になっております。 

 詳細については、資料６をお開きいただければと思います。まず、先ほど御説明させて

いただいた全体的なところなのですけれども、何ページかめくっていただいて、目次の次

の次ですね。１ページというのが始まっておりますけれども、そこで交付対象市町村とい

うのがあって、これは先ほどと同じなので省略させていただきます。協定数も先ほどと同

じということでございます。 

 次に、体制整備単価がどういうふうに増えているかというのを端的に示したのが２ペー

ジでございまして、協定数で言うと22年、23年、24年と、全体数が増えるにつれて、体制

整備単価の協定数も増える傾向にあるということがわかると思います。また、集落協定、

個別協定とも、体制整備単価の占める割合が高いということも分かると思います。 

 次のページを御覧下さい。こちらのほうは、交付面積についての状況を示したものでご

ざいます。まず、24年度に交付された面積は、全部で68万2,000ヘクタールということで、

23年と比較すると4,800ヘクタールの増加ということになっております。 

 基礎単価と体制整備単価の割合を比べてみますと、基礎単価についての交付面積は約８

万7,000ヘクタールで全体の13％となっており、体制整備単価は59万5,000ヘクタールで全

体の87％を占めているという状況でございます。グラフを御覧いただければ分かると思い

ますが、ここで注目をしていただきたいのは、交付面積の割合では、体制整備単価は87％

ですけれども、協定数では体制整備単価も68％なわけで、つまり１協定当たりの面積が大
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きいということがこれでわかるのではないかと考えております。 

 次に４ページでございます。集落協定、個別協定の交付面積でございまして、これも同

じような状況でございまして、集落協定、個別協定とも体制整備単価の占める割合が高い

ということで、協定数における割合よりも高いということが言えるのではないかと思いま

す。 

 次に、５ページ以降は、具体的な取組の内容でございますとか、地目別の面積でありま

すとか、基準別の交付面積などをお示ししたものでございます。 

 まず、（２）の地目別の交付面積についてですが、単価設定が田と畑と草地と採草放牧

地となっておりますので、そういう区分けで北海道と都府県を分けてお示しをしておりま

す。 

 まず、田んぼについては、全体の45.5％、31万ヘクタールに交付されております。畑は

9.4％でございます。草地が42.9％で、田とほぼ同じ割合でございます。採草放牧地は

2.2％となっております。 

 北海道の場合、草地が大きな割合を占めておりまして、草地だけで28万8,000ヘクター

ルとなっております。全体の交付面積から見ても約半分を占めているという状況でござい

ます。下の左のほうにございますように、北海道だけで草地と田、畑、採草放牧地を合わ

せて33万ヘクタールになっておりますので、全体で68万ヘクタールなので、その約５割を

北海道が占めているという状況でございます。 

 都府県は、田んぼの割合が高いという状況になっております。下のグラフを御覧くださ

い。それを見ていただければ。薄緑の部分が草地でございまして、北海道の場合、草地が

87.1％を占めております。一方、都府県のほうは田んぼが77.7％を占めているという状況

でございます。 

 この草地と採草放牧地は同じような概念に見えますけれども、定義としては、草地とい

うのは草を生やすところですが、肥培管理をしているところで、採草放牧地は自然に生え

てくる草を採るということなので、そこに違いがあります。 

 次に６ページでございます。こちらのほうは結果的に同じようなグラフになるのですけ

れども、急傾斜、緩傾斜、つまり、傾斜がきつい、傾斜が緩い、そのほかの概念として高

齢化率が高い、耕作放棄地率が高いとか、小規模の区画が多いとか不整形なところが多い

とか、草地比率が高いとか、８法特認基準とかいろいろな基準でお金を支払っているわけ

ですけれども、それぞれの基準でどれぐらいの面積をカバーしたかというのをお示しした
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のがこの表でございます。これも北海道と都府県を比べているわけでございますけれども、

全体68万2,000ヘクタールで、急傾斜が３、４割ぐらい、それから緩傾斜が26％ぐらいで

ほぼ同じ割合です。左のほうを見てわかるように、草地の割合が40.7％ということで、こ

のほとんどを北海道が占めております。だから下のグラフを見ていただいてわかるように、

先ほどの円グラフと同じようなグラフになっているという状況でございます。 

 次に７ページを御覧ください。こちらのほうは交付面積率を示しておりますが、この対

象農用地面積という先ほどから出ている概念なのですけれども、初めに申し上げましたよ

うに、協定を作って交付を受けるためには市町村が基本方針を作る必要があるわけですが、

その基本方針を作ってどういうところをカバーしますというのがこの対象農用地面積でご

ざいます。しかし、そこで実際に協定が作られなければお金は払われないので、実際に協

定を作ってお金が払われたところがこの交付面積ということで、若干の差がある状況にな

っております。 

 これを見ていただきますと、全国的には交付面積率は82％ですが、北海道では９割程度

で、特に畑では99.1％という状況です。都府県については、全体では75.1％という状況に

なっております。 

 では、どうしてこのような状況になっているかについてですが、一概にどうこうという

ことはできないとは思いますが、冒頭で課長から申し上げましたように、やはり高齢化が

進んで５年間続けることができない等の理由で交付面積率が８割ぐらいにとどまっている

ということではないかと考えております。 

 次に、これは基準別に見た交付面積率でございますけれども、これも表現の仕方は違い

ますが、先ほどと同じようなグラフで、北海道の交付面積率が高いという結果になってお

ります。 

 次に９ページでございます。加算措置についてでございます。これは、前回の第三者委

員会の際にお示しをしたもので、その加算の取組自体が少ない状況ですが、中でも、小規

模・高齢化集落支援加算の実施数が高いということが言えるのではないかと思います。 

 次に、農振農用地区域への編入についてですが、この中山間地域の直払制度については、

８法指定地域で傾斜の急なところなどに交付されるものですが、大前提として、農振農用

地区域、つまり、これからも農地として利用していくというところが対象になりますので、

だからこの制度に取り組む際に、現在農振農用地でないところを編入したところがござい

ますので、その実績をお示ししたものでございます。 
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 24年度について、編入を行った市町村が211でございます。実際に編入をした協定数が

1,535ということでございます。この中で協定数で言いますと、田んぼの割合が高くなっ

ておりまして、1,008協定ということになっております。先ほど、23年度から取組が増え

ているというお話をしましたが、こういうふうなことを見れば、非常に取組意欲が高いと

いうことが感じられるのではないかと考えております。 

 もう一つ、「既耕作放棄地等」についてですが、この「等」の中には災害があったとこ

ろも含まれているのですけれども、こういう耕作放棄地になったところを協定に含めて何

とか活用していこうという取組がございますので、その状況を示したものでございます。 

 既耕作放棄地の復旧については、107ヘクタールの復旧が全体では計画されておりまし

て、うち62ヘクタールが復旧されているという状況でございます。また、現に自然災害を

受けている農用地の復旧については、同じように1,252ヘクタールが協定に位置付けられ

て、うち700ヘクタールが復旧されているという状況であります。林地化のほうは11ヘク

タールの計画のうち２ヘクタールが林地化されたという状況になっております。 

 次に、交付額については、24年度で538億4,300万円となっております。これは総額を示

したものなので、国の助成率はこの２分の１ということになります。 

 協定の概要として、これも中間年評価でも御説明しておりますけれども、中間年評価の

ほうでは評点が高いほど参加数とか交付面積とか交付金額も高いということになっており

ますけれども、総じて体制整備単価のほうが参加人数とか交付面積とか交付金額とも高い

という状況でございまして。北海道と内地を比べてみれば北海道のほうが面積も広いので

高いという状況になっております。 

 次に、11ページでございますけれども、個別協定の状況についてもお示しをしておりま

す。 

 それから、協定の規模についてですが、つまり、各協定でどのぐらいの面積をカバーし

ているかというのをお示ししたものでございます。表とグラフがございますけれども、グ

ラフのほうで御覧いただいたほうがわかりやすいと思います。やはり北海道は規模が大き

いということで、20ヘクタール以上が７割、８割を占めているという状況でございまして、

100ヘクタール以上でも５割程度を占めているという状況でございます。一方、都府県で

は、５ヘクタール未満が36.3％あり、小さいところもあるということでございます。一方、

５ヘクタール以上が５割程度で、10ヘクタール以上で何とか４割ぐらいという状況でござ

います。 
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 個別協定についても、お示ししているとおりで、後ほど御覧いただければと思います。 

 次に、集落協定の参加人数についてですが、参加人数としましては全体で61万人という

ことでございます。中でも、農地を持たない人と非農業者の参加人数は、北海道では4万

1,000人で21％ということでちょっと高い割合ですけれども、都府県のほうでは６％とい

う状況になっております。 

 個別協定で、どういう人が参加しているかについてですが、農業者と法人に分けており

ますけれども、認定農業者は既に御存じのとおりなのですけれども、認定農業者に準ずる

者として市町村が認めた者というのが「この準ずる者」ということでございます。 

 次に13ページでございます。実際にどういうふうな取組をしているかということなので

すけれども、中間年評価と重複しますので、簡単に御説明します。集落マスタープランで

は目指すべき将来像として地域の実情に即した持続的な農業生産活動等の体制整備が多い

ということでありますとか、活動方策としては共同で行う集団的かつ持続的な体制整備が

多いという状況でございます。 

 次のページを御覧いただきますと、農業生産活動等についてですが、これは適切な農業

生産活動に加えて、耕作放棄地の防止活動とか水路・農道等の管理活動とか多面的機能の

増進を図るための活動とかございますけれども、そういう中で具体的にどういう活動をし

ているかということでございます。耕作放棄地の防止活動については賃借権の設定とか農

地の法面管理とか鳥獣害防止のためのネット等の設置などが多いという状況になっており

ます。 

 次に、多面的機能を推進する活動については、国土保全機能を高める活動、保健休養機

能を高める取組、自然生態系の保全に資する取組、それぞれ林地の刈取りとか草刈、それ

から景観作物の作付けとか堆きゅう肥の施肥などが多いという状況になっております。 

 次に16ページでございますけれども、Ａ要件、Ｂ要件、Ｃ要件など５年間農業生産活動

を続けるための取組についてでございます。 

 アとして、農用地保全マップ等の内容という、これが必須要件ですけれども、この中で

一番多いのが法面とか水路の補修、改良とか、農作業共同化とか受委託等でございます。 

 もう一つの選択項目として、地域の実情に即した農業生産活動の継続について、ここに

はＡ、Ｂ、Ｃという要件があります。この中で見るとＣ要件、これは実際の活動ではなく

て、５年間農業生産活動を継続していくについて、それができなくなった場合に、どうい

う対応をするか、例えば、他集落の法人にお願いするのかなど、できなくなったときのこ
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とをあらかじめ位置付けていただくことによって要件を達成したことになり、通常単価が

交付されるという取扱になります。 

 次に17ページでございますけれども、冒頭にも、委員からの御指摘に対する対応の中で

御説明しましたけれども、この交付金の配分割合についてですが、ここで示されている共

同活動に配分されたもの以外は、直接個人に配分されております。もちろん集落に配分さ

れてそれが個人に配分されるということですけれども、そうではなくて、共同活動に使う

ということでございます。22年からの推移を見てみますと、徐々に個人配分の割合が増え

てはいるのですけれども、やはり結果としては共同活動に配分されるのが多いということ

で、両方あわせて相乗効果が出ているということが言えるのではないかと思っております。 

 その割合を個別に示したものがこの下の表でございますけれども。全国的には共同活動

の配分が50％以上75％未満が多いのですけれども、ここには示されておりませんけれども、

個人配分が50％ちょうどというところが多いという状況でございます。 

 最後になりますが、交付金を何に使っているかについてですが、この表は、交付金を使

っている協定数と実際にどれぐらい支出されているかというのを示したものでございます。

協定数の割合で言いますと、これは当然のことでありますけれども、農道とか水路等の管

理費とか農地の管理費などが多いところです。また、積立についても、高い割合になって

おります。実際の支出割合でも似たような状況になっております。積立については、機械

を買うために減価償却を積み立てるというようなイメージかなと考えております。実際の

積立の使い道としても機械とか施設整備費用が多いという状況でございます。 

 個別に県ごとのデータをお示ししたのが次の表でございまして、後ほど御覧いただけれ

ばと思います。 

 私のほうからの説明は以上でございます。 

○高橋委員長 御説明どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様から御質問、御意見がありまし

たら御発言いただきたいと思います。どなたからでも結構でございます。それでは、近藤

委員。 

○近藤委員 近藤です。説明ありがとうございます。前回要望した小規模・高齢化集落支

援加算の中身の資料よくわかりました。集落機能を守って、ひいては農地を守る。もちろ

んこの中山間直接支払だけで実現できるものではなくてほかの政策とのポリシーミックス

にはなるのでしょうが、集落機能を守って維持して農地を守るのに有効ではないかという
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視点で、この加算措置について興味を持っていたものですから、要望をさせていただきま

した。この点に関連して伺いたいと思います。 

 資料２の23ページについてです。米田課長からの説明で、要するに小規模・高齢化集落

がある市町村のうち10％で加算措置を実施しているということです。全体でいうと、20％

が協定を結んでいるということです。これについては、評価としてはまだまだ拡大の余地

があるという理解なのでしょうか。先ほどの事務局の説明だと、加算の中では結構数はあ

るほうだという説明がありました。まだ拡大できる余地があると判断しているのか評価を

伺いたいと思います。 

 また、課長からは、今後とも実施を働きかけてまいりたいという説明がありました。ア

ンケートを見ると、支援する余力がないと答えているわけですね。そうすると働きかけて

いくといってもなかなか難しいところはあると思います。具体的にどう働きかけていくつ

もりなのか、お考えがあれば教えてください。これが２点目。 

 それから３点目は、資料６の23ページの加算措置の実施状況です。小規模・高齢化集落

支援加算のところを見ると、随分地域性があるなと思っております。東北あるいは九州の

南のほうがあまりなくて、中国四国は結構あるということになっています。これはどう考

えたらいいのでしょうか。地域の性格というか雰囲気によるものなのか、それとも市町村

の熱心さの違いによるものなのか、あるいは都道府県あるいは農政局の熱心さの有無によ

るものなのか。地域性のばらつきというか偏りというのはどう評価したらいいのでしょう

か。 

 以上３点です。 

○高橋委員長 事務局のほうよろしいでしょうか。 

○中山間地域振興課長 限界集落的なところをどう支援していくかというような話につな

がってくるのではなかろうかというふうに思います。そういった限界集落的なところを周

りからいろいろな形でサポートしていくというのは一つの方向性だろうと考えております。

１対１じゃなくても、もう少し広い範囲ということも考えられます。現在、国として、

人・農地プランの策定を進めておりますが、このようなプランを集落協定を締結している

集落をベースに作成を進めていくという動きも出ておりますので、そういうプラン作成を

連携して取り組むことによってこういったサポートを進めていくということも考えている

ところでございます。 

 また、今年度から拡充した事項も、限界集落にターゲットを絞ったわけではございませ
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んけれども、現に集落協定に取り組んでいる集落、ここには、担い手の方々がいる集落も

ございますが、このような集落が、未だ本制度に取り組んでいない集落に働きかけるなど

して、両方で大きな形に協定を見直して活動を活性化させるというものですので、そうい

った措置も活用しながら対応していきたいというふうに考えております。 

○中山間整備推進室長 最後の御質問の点でございます。加算措置につきまして地域性が

あらわれているという御指摘だと思いますけれども、私たちとしてもこの点については、

注意深く見ているところでございます。例えば、規模拡大加算について見てみますと、東

北地方、北陸地方では、すべての県が取り組んでおります。一方、小規模・高齢化加算に

ついては、委員御指摘のとおり、中国四国では熱心に取り組まれており、一方、北陸でも

すべての県がこの加算に取り組んでいるなど、特徴ある結果が得られたのではないか考え

ております。 

 ここからは一般的な推察でございますが、例えば、東北、北陸では規模拡大は熱心に取

り組んでいる、また、小規模・高齢化集落支援加算については、限界集落とかこれからそ

ういうことが懸念される集落の現状について、強い問題意識を持っている地域において加

算の実績が多い、そのような推察が成り立つのではないかなと。なお、こういった分析を、

今後予定している最終評価において、どのように反映させていくのか等々についてもこれ

から考えていきたいと思っております。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。どうぞ。 

○農村振興局長 先ほど米田課長から、今年度からの新しい取組についてお話をさせてい

ただきましたが、少し補足させていただきます。 

 今年度から、新たに集落連携促進加算という新しい加算措置を導入いたしました。従来

の小規模・高齢化集落支援加算というのは、例えばＡの集落が高齢化が進んだＢの集落に

対して出かけて行って、耕作放棄地になりそうなところを耕作するというような内容で、

つまり他の集落をいろいろな形でお手伝いをするというようなことで、その際、Ａの集落

に対して10アール当たり4,500円が加算されるという、比較的高い単価の加算でございま

す。ただ、この場合、Ｂ集落のほうにメリットがございません。 

 一方、今回導入した集落連携促進加算は、Ａ集落とＢ集落が相談して、Ｂ集落に全く余

力がないというのではなくて、それなりに活動をするあるいは生産をするということはあ

る程度はできるわけでありますから、お互いが補い合うと、従来ですとＢ集落は中山間直

払に取り組むだけの力がなかったわけでございますけれども、新たな加算でＡ集落にもＢ
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集落にも加算をすることになります。この加算が10アール当たり2,000円です。御紹介し

た事例の中に３集落連携のようなケースもありましたけれども、そういうケースの場合に

は手伝ってもらう方も手伝う方も両方メリットがあるというような改善措置を講じたとこ

ろでございます。このような措置の活用も働きかけていきたいと考えています。 

○高橋委員長 それでは、藤山委員、お願いします。 

○藤山委員 小規模・高齢化集落支援加算について、東北地方は小規模・高齢化集落が少

ないのですよね。高齢化集落（高齢化率50％以上）の割合なんかも2006年のデータだと

5.8％しかないのですね。ところが、中国地方は18.1％、四国が20.6％ですので、このよ

うに、現実問題として母集団が少ないということが理由の一つにあると思います。一方、

中国四国では、谷合に集落が分散していますから、規模拡大が東北や北陸と比べて難しい。

そういった事情もあると思います。 

 今回の中間年評価について、是非、ポイントというか、見出しのようなものを加えたら

どうかと思います。前回の委員会でももっとＰＲすればいいというような意見があったと

思います。例えば、資料１にありますように離島における効果というのは本当にすごいも

ので、実際に８億円以上支援額が増えています。 

 この４月から離島振興法の改正がなされました。その目玉が離島活性化交付金というソ

フト事業で、今年度の予算額は８億となっております。中山間直接支払は、それに相当す

るぐらいの額を実質的に離島に行き渡らせているというのは実はすごいことだと思います。

私も今、離島振興法の資料を見てみましたが、中山間直接支払も位置付けてほしいぐらい

です。 

 このように、目玉となるようなことをやっているので、こういう新しい措置をしている

とか、先ほど説明のあった小規模・高齢化加算などはすばらしいことだなと思っています

ので、そういったＰＲのようなことを一つ提案したいと思います。ぜひ中間評価において

も、そして、24年度の実施状況においても、最初の１ページに見出しのような感じで、こ

ういう効果が出ているというのを伝えていただく必要があると思います。専門家だったら

パッと見てわかると思いますが、一般の方は多分わからないと思います。そのような打ち

出しをぜひお願いしたいと思います。 

 それから２点目は、この中間年評価について、どうしてもルックバックというか、今で

きていたことを淡々と集約していくという面では、真面目に普通に、できていると思うの

ですが、未来に向けた、ルックフォワードというか、そういったものもちょっと盛り込ん
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でもいいのではないかなと思います。 

 なぜかというと、前回の委員会でも申し上げましたが、例えば、資料３の別添の３ペー

ジを見ていただくと、協定参加者の年齢構成があります。ここではアンケートを行った集

落だけの集計だと思いますが、71歳以上がついに３割を超えているのですね。第４期対策

に続くとすれば、これらの方々は、必ず70代後半になります。農業の平均引退年齢は76.7

歳（島根県データ）ですから、この71歳以上の３割がどうなっていくのかについてのシミ

ュレーションが必要だと思います。実際には人・農地プランもありますし、協力したい集

落営農組織とかいろいろなことを含めて、ぜひ我々も現場に近い研究機関として協力した

いと思いますが、2010年代後半から2020年にかけて、高齢の担い手の引退が進む間に何が

起こるのかということをシミュレーションしていくようなことを打ち出すべきじゃないか

と思います。 

 ただ、私は、単にこれについて、担い手が激減するという危機だけを言いたいのではな

くて、このことにより初めてまとまった量の土地が空き始めます。新規参入の可能性があ

るわけです。我々がある大学と共同でシミュレーションした例でも、人口1,500人、田ん

ぼが大体300ヘクタールの地域で、この10年間ぐらいで人の動きなどをシミュレーション

してみると、実は2007年～2017年でシミュレーションしましたけれども、常勤の新規雇用

者が19人雇えます。ただし、これは以前申し上げたことがあるように、中山間の直接支払

を導入して適切に実施していればという条件つきなのですが、黒字になって経営は成り立

つのですね。そういった攻めのシミュレーションでもあるわけです。そうしたことを市町

村、県、農政局というか農水省も一緒になって始めなきゃいけないのではないかなと思っ

ています。 

 ではどういうふうにやっていくかというと、今までどおり集落単位で頑張れではなくて、

先ほどの小規模・高齢化連携加算でもあるように、２階建て方式と言うか、個々の集落を

卵と例えれば、非常に壊れやすい卵なわけです。卵を包み込む卵パックのような広域で取

り組んでいくということも考えられると思います。１対１で助けるのも大切なのですが、

もっと広い範囲で連携していくような、ゾーンディフェンスというような考え方。サポー

ト経営体なんかもそういった考えに基づくものですが、そうした取組に有利に働くような

制度設計というのも考える必要があるのではないかと思います。 

 それから、もう一つ直接支払のいいところは、先ほど個人配分と共同活動分というのが

ありましたけれども、ポイントは共同活動分の中にあると思っております。人と人とのつ
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ながりとか地域力を使って、直接的に所得を増やすというよりは、むしろ間接的に土台を

支えることによって実質的な所得増をもたらそうとしているといったあたりに重要なポイ

ントがあると思います。日本型直接支払の中でも、特に中山間直払部分はしっかり位置付

けないといけないのではないかなと思っております。 

 ぜひ次期対策につながるような要素というのを時期的にもそろそろ織り込まないといけ

ないと思います。それは２階建て方式、広域での連携に一歩踏み出す中で、新規雇用等を

増やすこともできると思います。ただし、それは交付金を直接的に個人に配るというより

もむしろそれを支える土台を支えるところに真骨頂があるのではないか、そういった共同

活動のよさを生かすべきじゃないかということを提案したいと思います。以上です。 

○高橋委員長 大変貴重な御意見かと思います。ありがとうございました。事務局のほう

ではしっかりと議事録をお願いします。 

 次に、ほかにどうぞ。では、村田さん。 

○村田委員 先ほど近藤さんから質問があったことと重なるのですが、小規模・高齢化集

落支援加算の取組で、余力がないということはもっともかなという感じがするとともに、

非常に深刻にとらえる必要もあるのではないかと思います。小規模・高齢化集落、いわゆ

る限界集落ですけれども、限界集落を支援するべき集落ですらもう高齢化が進んで余力が

ないということなので、まさに待ったなしの対策を考えなきゃいけないのではないかと思

います。今後、第４期対策をスタートさせることになるのか、それとも多面的機能支払の

加算措置に衣替えするのか、どちらにしてもこの小規模・高齢化集落対策に本腰を入れる

必要があって、こういう支援する余力がないという回答が８割も占めるという実態がわか

ったので、それではどうしたらいいのかということを根本的に検討する必要があるのでは

ないかなというのが一つです。 

 それから、これはまだテーマになってない話なのですが、交付単価の話です。交付単価

はスタート時から急傾斜地の田んぼについては10アール当たり２万1,000円、緩傾斜地に

ついては8,000円で、変わっていません。これはたしか平地との生産コストの差をもとに

算出したはずです。13年間変えていないのですが、現在で計算したらどうなるのかを教え

てほしいと思います。実際、平地と中山間地域との生産コストというのはどのように変化

しているのか、そのことを知っておく必要があると思います。これについて計算している

のか、それともしてないのか。もし計算しているのであれば教えていただきたいと思いま

す。 
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 その２点、お願いいたします。 

○農村振興局長 一つ目の小規模・高齢化集落支援加算について、地域にこのようなこと

に取り組むまでの余力がない、このことは非常に重要な問題であるという御指摘は先ほど

の藤山委員の御指摘とも関連しております。「高齢化によって担い手がいない、地域に余

力がない」というのは、農政全体に係る大きな問題であると思います。現在、新規参入者

が年に数万人おりますけれども、定着する若い農業者は１万人程度でございまして、これ

だと40年間新規参入が続いても40万人、とても農業の再生産を維持するには足りない。こ

のため、現在、新規就農者を２倍にするという目標を掲げております。 

 耕作放棄地発生の問題もそれと表裏一体でございまして、若い担い手に農地を集積して、

農業生産に携わっていただかなくてはいけないという問題につながっていると思います。 

 このため、新聞等でも報道されているように農地中間管理機構というものを検討してお

りまして、これは、従来のように農業者同士の農地のやり取りだけでは十分でないのでは

ないか、ある程度公的な存在が介在しなければならない時期になっているのではないか、

という考えを踏まえたものでございます。 

 農業者同士の貸し借りについては、うまく進まない場合には結局耕作放棄地が増えると

いうことになりますので、その間に公的な主体が介在し農地を借り上げる、必要な場合に

は整備をする、そして担い手に貸し出す。貸し出すに当たってはやはり新規参入の促進と

いったことを考えて、地域の活力が上がるようにしていく、こういうようなことを、省を

挙げて検討しているところでございます。 

 それとの裏腹で、この多面的機能支払ですとか直接支払の活用の仕方ということも考え

ていかなければならないと思います。中山間直接支払は、先ほど申し上げたような担い手

をつくる、強い農業をつくるといった部分が産業政策だといたしますと、中山間直接支払

は地域政策といった性格がございまして、地域共同で活動するという部分も重要だと考え

ております。こういった政策の役割分担で組合せを考えていく必要があると考えておりま

す。 

 それに関連して、広域連携ということについて御指摘ございましたけれども、これも重

要な観点だと思っております。今年から、集落連携促進加算というものを新たに措置した

ところであり、これにより、これまで集落を単位としていましたが、範囲をもう少し広げ

て、できれば小学校校区ぐらいまでの複数集落で組むなどの体制づくりをしてもらってお

ります。そういう要件を課しますとなかなかやりにくいかなと思いましたけれども、随分
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手が挙がっております。このように地域のニーズも広域で連携していかなければならない

という時期になっているのだろうと思っておりまして、そういった面での地域対策も進め

ていきたいと考えております。 

 それから、御質問で、単価の見直しをしているのかという点でございますが、今年度、

16億円の予算で調査をしておりまして、これにより日本型直接支払の制度設計に必要なデ

ータの収集をすることとしております。またそれをどういうふうに分析して制度設計をす

るかの一環として、この中山間直接支払についても、それから農地・水保全管理支払交付

金についても調査することとしており、その他、作物の生産費などについても細かく調査

を行おうとしているところでございまして、現在、申し上げるだけのデータは手元にござ

いませんが、今後そういうことも明らかにしていきたいと考えております。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 では、玉沖委員。 

○玉沖委員 私も集落連携促進加算に非常に興味がありまして、思い起こせば２期対策の

議論をしているときなどには、高齢化と過疎化が進む集落について、まずは構成員として

参加する余力がない。立ち上げても、途中で構成員が離脱していくケースがあるなど、こ

のことについてたくさん議論していた時期があったと思います。それを今回資料をいただ

いて、こんなに進んでいるんだと思って非常にびっくりいたしました。 

 そういうことで、２点申し上げたいことがあります。１点目はその成果についてです。

交付面積が対象農用地の100％に至っていないところに着目するのではなくて、これだけ

新たな対策を措置することによって集落連携促進加算にこれだけ成果が出たということで、

これは成果として是非、報告していただきたいと思います。 

 ２点目は、先ほどから、この協定数の増え方に地域的の偏りがあるというお話でしたが、

ここにはやはり人材がいるのか、また別途町村としての対策があるのか、他省庁との施策

の連携があるのか、何かコーディネート機能のヒントがあると思います。ぜひそのコーデ

ィネート機能をフローチャート化して、それを技術移転して同様の課題を持つ地域に普及

していくことも必要だと考えております。 

 過疎対策の観点から見ても、限界集落予備軍も非常に多くあります。そういったところ

が今後の選択肢の一つになればいいなと考えております。 

 例えば、資料２の24ページに取組事例をお示しいただいており、実際の取組内容をお示

しいただいておりますが、ここに最初何がきっかけで取り組めることになったのかという
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ところをお示しいただくと非常に他地域での取組促進への参考になるのではないのかと感

じました。 

 以上でございます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。特に事務局からコメント、よろしいですか。 

○玉沖委員 ぜひ。 

○高橋委員長 では、お願いします。 

○課長補佐（直接支払企画班） 集落連携促進加算ですけれども、数の状況はさっきいろ

いろとお示ししたところなのですけれども、ちょっとおっしゃっていることをどういうふ

うにイメージしたらいいのかよくわからなかったのですけれども。効果としてお示しする

というのはどういうふうなことなのでしょうか。 

○玉沖委員 単純に取組協定数が増えていますよね。なので、今までのように面積が云々

ということじゃなくて、新たにこの集落連携促進加算に参加したところがこれだけあると、

その取組を導入した集落がこれであるということを示すというのはどうかという点でお話

をさせていただきました。 

○課長補佐（直接支払企画班） 集落連携促進加算というのは今年度から実施をしたもの

でございまして、まだ実施状況には反映されておりませんので、これからの課題として考

えていきたいと思います。 

○玉沖委員 それを中間であっても今後の途中で発表されるレポートであっても、これを

最終成果の段階ではなくても、取組が増えたという現状を新たな成果と捉えたい。そして、

その報告時期によっては、表現を工夫しなきゃいけないと思うのですけれども、単なる経

過報告ではない新たな一つの成果という点で方向づけて示していくことができないのかな

と考えました。 

 時期によって表現が難しいと思うのですけれども、成果としてのカテゴリでとらえたい

なと思っております。 

○中山間整備推進室長 他の地域における成功事例でありますとかモデル事例が、委員の

言葉をお借りしますと技術移転という形でほかの地域の参考になるのではないかという御

指摘と承りました。私たちとしても、優良事例は、現場などに制度のＰＲ、もしくは市町

村における指導の際に大変貴重な資料であり、重要な施策のツールだと考えております。

このため、毎年取組事例を公表しておりまして、先ほどの委員の御提案も踏まえてその取

りまとめについて何か工夫ができないか、御提案を踏まえ検討していきたいと思います。 
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○玉沖委員 では、ぜひきっかけから入れていただけますようお願いいたします。 

○高橋委員長 よろしいですか。ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。では、山本委員、お願いします。 

○山本委員 ちょっとお尋ねしたいことがあります。資料４の３番のところに、協定参加

者数及びそのうちの非農業者の参加者数も多い傾向にあるという記述がありますが、この

「非農業者」という言葉と、それから、資料６の12ページ②で、「認定農業者及びこれに

準ずる者」とあるのですが、それがどういう方なのかちょっとよくわからないというのが

１点。 

 それから、中山間直接支払について、この会議だけで聞きますと、高齢化による担い手

不足というのがよく聞かれるのですけれども、費用の使途に制限がないのであれば、機械

の共同化とか水路の補修とかそういうようなことのほかに若い人をもっと取り込むための

費用など、そういうことに使う費用も盛り込んでもいいのではないかと、生活者としては

そういうふうに思いました。 

 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 山本委員の御質問につきましては、資料がいろいろな人に理解できるようにということ

で少し説明を加えていただくとかそういうことも場合によっては必要かと思いますので、

よろしくお願いします。 

 事務局、何か今の御説明ありますか。 

○課長補佐（直接支払企画班） 資料のほうはもうちょっと工夫させていただきますけれ

ども。まずお話のあった非農業者なのですけれども、要は12ページのところにデータとし

て農業者と法人と生産組織との区分けがありますが、農業者の中に農地を持たない農業者

ということなのですけれども、第三者に利用権を設定しているので、自分自身は農地を持

ってないのだけれども、主な事業が農業だということです。非農業者というのは農業には

全く関わっていないけれども、共同活動には参加しているという人たちです。これは、前

回も御説明しましたが、協定の評価が高いということは、協定面積も大きく、また、傾向

として普段は農業にかかわっていない方の参加が多いということの結果になったというこ

とでございます。 

 また、実施状況の12ページに認定農業者というのがありますけれども、認定農業者とい

うのは農業経営基盤強化促進法という法律があるのですけれども、農業に取り組んでいる
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方々が５年間の経営改善計画を作ってそれを市町村に認定するという仕組みです。認定す

るとどういうメリットがあるかについては、スーパーＬ資金の無利子化とかそういう特例

措置を受けられるというところにあります。これから農業を頑張っていくというような一

つの称号みたいなものです。また、個別協定では、認定農業者ではないのだけれども、そ

れに準ずる者として、市町村は認定するという者を準ずる者と言っているということでご

ざいます。 

○山本委員 非農業者で土地を持たないというのですけれども、農業に携わっているのな

ら私は農業者じゃないかなと思います。だから、２番目の説明はちょっとよく私のレベル

ではわからないから、多くの国民が聞いてもちょっとわからないのではないかと思います。

もっとわかりやすい言葉で説明してもらえないでしょうか。 

○農村振興局長 非農業者という言葉が適切かどうかというのはありますけれども、共同

活動には草刈りとか、それから生態系保全とか花植えとかそういうものもございます。そ

れから、場合によってはお祭りとかそういったような行事もございます。そういう意味で

一般住民の方々も含めて活動していただいているということでございます。 

 それから、元々は農業者だったのだけれども、今は土地を貸してしまっている、賃貸料

はもらっているというような土地持ち非農家というような言葉で言いますけれども、土地

の所有者であるけれども、もう農業をやっていない方々もお年寄りの方でかなりいらっし

ゃいます。そういう方を総称して非農業者というような表現になっています。 

 それから、認定農業者という言葉なのですけれども、この認定という言葉にありますよ

うに、これは農業経営基盤強化促進法という法律がありまして、それに基づいて認定され

た人を認定農業者といいます。計画を立てまして、５年後に地域の担い手としてこういう

具合に発展するんだという計画を立てて市町村長が認定することになっております。また、

認定された方だけじゃなくても地域にとって大事な人はほかにもいるだろうということで、

認定農業者以外の方も地域にとって担い手として活躍していただく人という意味で、準ず

る者というような表現をさせていただいています。表現が適切じゃないかもしれませんの

で、定義をきちんと書くなり工夫させていただきたいと思います。 

○山本委員 これをＰＲする以前に、やはりこの用語の使い方をもっと生活者レベルに合

わせていただくとか、私ぐらいのレベルでわかるようにしていただけたらありがたいと思

います。 

○農村振興局長 わかりました。 
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 もう１点。御指摘の若い人を取り込む活動にこのお金を使ったらいいのではないかとい

う御指摘でございますけれども、これは集落が話し合いで決めることになっておりますの

で必ずというのではないのですけれども。 

○山本委員 それはわかっています。 

○農村振興局長 そういうことをやっておられるところもたくさんございまして、集落マ

スタープランというのをつくっていて、その中で新規就農者の確保とか、それから担い手

への農作業の委託とかそういったようなことを集落の活動としてやっていこうというよう

なことを定めたところもございます。 

 それから、今年度から新たに措置しました集落連携促進加算ですね、いくつもの集落で

連携してやっていただくという場合に、10アール当たり2,000円出していますけれども、

これもできるだけそういった将来の集落の永続性ということを考えて、新しい人に来ても

らうとかそういった点に配慮した活動もしてくださいというような仕組みにさせていただ

いております。 

○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。 

 それでは、一般の方も理解できるような用語の説明と言いますかあるいは用語の解説等

を加えていただくようにお願いしたいと思います。 

○山本委員 ぜひお願いいたします。 

○高橋委員長 ではほかに、どうぞ、市田委員。 

○市田委員 資料６の最初のページに震災の影響のことが書かれています。ここに挙げら

れているのは津波の被災地なのですが、原発被災地は入ってないのでしょうか。協定集落

であっても、現在、避難されていて、実施できない所についてお聞きしたいと思いました。 

 それからもう一つ質問です。同じ資料の２ページの協定数の推移を見ますと、この２年

間で増えている、特に体制整備単価が増えているという御説明がありました。協定数が増

えるということは、いいことではありますが、実際にはやめざるを得ないところも出てき

ているのではないかと思います。 

 先ほど、玉沖委員からも御質問あったように、隣の集落と連携してやらざるを得ないと

いうような実態もあるのではないでしょうか。農水省の事業としては25年度から本格的に

措置したということなのですが、現場では連携せざるを得なくなって実施しているところ

もあると思います。そうすると、２集落が一つの協定を行うなど、全体として協定数が減
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っていく要素もあるのではないかと考えます。増えているというのはどういうことなので

しょうか。先ほど申しましたような原発被災地の問題もあるし、そのあたり何か教えてい

ただければありがたいです。 

○高橋委員長 事務局のほうよろしいでしょうか。 

○課長補佐（直接支払企画班） まず、原発被災地の関係ですが、現在、帰還困難区域と

かいくつかのカテゴリで示されているところがございます。レベルがいろいろあるのです

けれども、全く入れないところ、一時的には入れるところ等ありますが、この中では全く

取組がされていないところ、つまり、現実的に立ち入れないところ等については含まれて

ないデータになっております。 

○市田委員 そういうことはこちらには書かないのですか。書いたらきりがないというこ

となのでしょうか。 

○課長補佐（直接支払企画班） そうですね、書き方について、ちょっと少し検討させて

いただきます。 

○中山間整備推進室長 後段のほうの御質問の件でございます。協定数が増えていること

をどういうふうに分析しているかということでございますけれども、過去の対策も踏まえ

て今私たちが思っておりますのは、協定が統合して大きくなるケースというのは対策期間

の変わり目、つまり、新しい対策に移行するときに次の５年間はお互い一緒になって一つ

の協定でやろうじゃないかというようなケースが多いかなと思っております。 

 このため、５年の対策期間の途中で協定数が増えるのは、やはり隣の集落などが取り組

んでいるのを見て自分たちの集落でもやろうじゃないか。また、県の特認制度などが発動

されて、自分たちの集落もこの制度の対象になったので、せっかく対象になったのだから

５年間の途中だけれども、新しくやってみようじゃないかと、そういうケースが多いので

はないかと考えています。その結果、協定数が毎年少しずつ増えていっていると分析して

おります。 

○高橋委員長 原発の影響についてはその地域は含まれているのかいないのかということ、

含まれているのなら書く必要はないのですが、当然そこでは農業ができないわけですので、

その辺は最初の利用上の注意というところあたりにしっかり書き込んでいただきたいと思

います。統計的な意味でもですね。 

 よろしいですか。 

 ほかには。それでは、浅野委員。 
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○浅野委員 中間年評価に当たるかどうかわからないですけれども、今回の評価というの

は制度の効果がどうかを中心に議論されているのですけれども、制度が使い勝手のいいも

のかどうかということは、これにかかわる事務作業の量であるとか、その簡素化がどの程

度進んでいるか、そういう実施に当たってかかっているコストの観点がありえます。それ

がうまく縮減できて、実施がさらに広がるような、すなわち使い勝手のいい制度になって

いるかということも評価したほうがいいのではないかと思います。ただ、それを中間年評

価でやるべきなのか最終評価でやるのかというのは少し議論が分かれますし、どちらかと

いうと制度見直しに影響が大きいことは最終評価のときがいいでしょうから、今回は少し

そういうことを念頭に置いていただけないかなというコメントでございます。 

○高橋委員長 ありがとうございます。今のよろしいでしょうかね。 

 ほかはいかがでしょうか。それでは、藤山委員。 

○藤山委員 先ほどから「わかりやすく」というのが各委員から出ているのですが、先ほ

ど言ったこととも関連するのですが、この中間年評価の最初の１ページが肝心だと思うの

ですね。この資料を全部読まないと効果が分からないということではなくて、最初の１ペ

ージにワンポイントですね、国土の２％、61万ヘクタールをカバーしているとかなどを表

現したらどうかと思います。しかも、何が足らないかというと、地図がないのですね。こ

れ作るのが難しいのは私も重々承知していますが、それがないとなかなかわからないので

すね、これだけ離島にも貢献していますと。こういったものを本当は１枚紙で最初のペー

ジに付けられないだろうかと思います。さらにそこに本当は生の人の声が入っていれば一

番いいのでしょうけれども、ぜひこの１枚紙により迫力ある形で今できていることを率直

に表現していただけないかなという気がします。 

 あとは、これはできればの話なのですが、事例集を本当に毎年丹念にやられているので

すが、実は直払単独の表彰って聞いたことないのですよ。ほかのいろいろな部門の中の直

払部門で表彰されている例は聞くのですが、中山間直払でも頑張っているので、ゼロ予算

でやれとは言いませんが、ぜひ事例集に取り上げるのは僕は表彰だと思っているのですが、

表彰という形でやってほしいのですね。そうしたら現場の受け止め方全然違うのですよ。

ですから、そういった工夫も、市町村、県、農政局もこれだけ毎年実際の作業をやられて

いるわけですから。そういったものも含めて、私はこの制度は非常に頑張られてすばらし

いと思いますが、やはりそれだけ実質頑張っているからこそ見せ方にもこだわってほしい

なというふうに思っています。 
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 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。報告書の作成時には先ほどの御意見も参考にし

ていただきたいと思います。あるいはまた正規の固い報告書はそれなりものとし、また別

に普及版と言いますかそういうもので工夫していただく方法もあるのではないかなと思い

ます。 

 ほかはよろしいでしょうか。一通り各委員から御意見は頂戴したかと思いますが。 

 ということで、各委員から既に非常に有益な御意見を頂戴しておりますので、私のほう

から重複して申し上げることもないのですが。ほんのわずかですが本制度を評価していな

いという意見もあるため、現場では、その少数意見にも耳を傾けるべきという御意見を申

し上げましたが、その根底にはこの調査対象になっていない、だからこの直接支払制度、

高齢化のために５年間頑張れないということで受けていない集落がこの調査には全く漏れ

ているわけなのですね。何でそこに注目するかと言いますと、それはもちろん高齢化の進

行で５年間頑張れないということですが、それはとりもなおさず現在頑張っているよとい

う集落も５年、10年たった先には同じような状況になる、何も手を打たなければというこ

とですね。これを、明日を見るための一つの指標になるのではないかなというふうに思い

ます。 

 そこで、この報告書にもどこかにありましたが、行政の指導や支援をということで、先

ほどの事例集をつくるとかあるいは近隣の先進地の事例を呼んできて話をしてもらうとい

うふうなことがありましたが、それから表彰ということもありましたが、私も賛成でござ

いまして。例えば個人名を示すのは申しわけないのですが、石川県の農地水環境の事業だ

ったと思いますが、年に一度県で報告会をやるわけです。そして報告会をやって、その中

で優秀事例を表彰し、報告会をやるということで、ただ資料に残すだけじゃなく、そこに

皆さんが参加されるわけですから、直接取組の内容を聞くことができる、あるいは質問す

ることができる、そして優秀事例はどんなのがあったのかということを知ることができる

というふうな報告会をやっているところもあります。 

 もう一つ私は特徴的だなと思いましたのは、お互いに見学し合うということですね。例

えばうちの集落は今度こういう取組をやりますというときに、皆さんに連絡して、そうす

ると聞きたい、見たい人はそこに行って見学すると言いますか一緒に活動に参加するとい

うふうな相互交流をやっている。これも話に聞くだけじゃなく、実際に目で見るあるいは

一緒に活動する、活動の中に加わるということでやはり違った効果が出るのではないかな
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と思います。いろいろな手を使って支援をしていただくようにお願いをしたいと思います。 

 それから最後に、特に簡単なことですが、35ページにワープロ変換ミスがありますので、

「現前たる事実」というワープロミスは最終報告では訂正しておいていただきたいと思い

ます。 

 ほかは、もうよろしいでしょうか。 

 予定の時間少し早いようですが、特に御意見なければ、これで会議を終了したいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、それぞれの各委員のお立場から御意見を頂戴いたしましたが、中間年評価案

の骨子自体には特段の変更はない、さらにいろいろな御意見を頂戴したと思っています。

基本的方向は了ということで理解したいと思います。 

 本日皆様からいただきました御意見やそれから文言につきましては、事務局で修正の上、

案を削除した形で中間年評価の結果としたいと思います。 

 なお、具体的な文言の修正、内容につきましては委員長に御一任いただければ幸いでご

ざいます。 

 委員の皆様、それから事務局の方々、こういう形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、予定された議題はこれで終わりましたが、事務局のほうから何か連絡、説明

等ございますでしょうか。 

 それでは、特に事務局からもないということですので、以上で本日用意した議題はすべ

て終了させていただきます。 

 これで私の委員長の役割を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

○中山間地域振興課長 委員の皆様方、どうも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各委員に御連絡をさせていただきたいと思っておりま

す。 

 それでは、閉会に当たり、林田農村振興局次長から挨拶いたします。 

○農村振興局次長 次長の林田でございます。 

 本日は闊達な御議論をありがとうございました。この制度を長く見ていただいていて熟
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知しておられ、かつ現場の実態も見ておられる委員の先生方からの御意見は、一つ一つ大

変重いものであったというふうに感心いたしました。 

 本日いただいた御意見につきましては資料の修正をできるだけ早く行った上で公表させ

ていただきたいと思います。 

 冒頭局長も御挨拶で申し上げましたように、今後の新たな施策検討の方向につきまして

は、与党の議論も踏まえつつ今後検討を進めてまいりたいと考えております。引き続き御

指導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。 

○中山間地域振興課長 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。 

午前１１時４４分 閉会 


