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第８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２６年７月１日（火） 

会場：農林水産省第２特別会議室 

時間：９：５７～１１：５７ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．議  題 

   （１）本制度に取り組んでいる集落代表・市町村担当者からの意見聴取 

   （２）第７回第三者委員会における委員指摘に対する対応 

３．閉  会 
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午前９時５７分 開会 

○中山間地域振興課長 皆様、おはようございます。 

 ただいまから第８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いたしま

す。 

 私は進行を務めます中山間地域振興課長の宮森でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 議事に先立ちまして、三浦農村振興局長からご挨拶をさせていただきます。 

○農村振興局長 おはようございます。農村振興局長の三浦でございます。 

 本日は、実際に本制度に取り組んでいただいている方々のお話をお聞きするということ

で、岩手県、富山県から集落協定の代表の方、市の担当の方等にお越しいただきました。

遠いところ、大変ありがとうございました。 

 本制度の第３期対策の最終評価、それを踏まえた次期対策の検討を進めるに当たりまし

ては、実際にこの制度に取り組んでおいでの現場の方々のご意見を伺うということは非常

に重要であると考えております。短い時間で恐縮でございますけれども、ぜひとも現場の

思いのようなものをお聞かせいただければと考えております。 

 また、委員の方々におかれましては、本日お越しいただきました集落代表等の方々と、

大いに意見交換していただければ幸いに存じます。 

 さて、前回の委員会で、この中山間地域等直接支払制度が含まれる法制度についてお話

いたしました。この法案、すなわち、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法

律」につきましては、6月13日に成立をいたしました。したがって、中山間地域等直接支

払制度は、平成27年度からは、法律に基づいて実施することとなります。 

 また、先週、6月24日には、「経済財政運営と改革の基本方針」、いわゆる「骨太の方

針2014」が決定されまして、その他、日本再興戦略の改訂版等も閣議決定されたところで

ございます。また、同日、昨年末に発表いたしました「農林水産業・地域の活力創造プラ

ン」の改訂版も農林水産業・地域の活力創造本部で決定されたところでございます。今後、

これらを踏まえて、より具体的な施策を推進していくことになっております。 

 さらに、今年度は、食料・農業・農村基本計画の５年に一度の見直しの年に当たってお

り、現在、食料・農業・農村政策審議会の企画部会を中心に施策の検証作業が進められて

いるところでございます。これについても、先週、6月27日の企画部会で、食料・農業・

農村基本法のうち、農村の総合的な振興、また、中山間地域等の振興に関することが議題
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となったところでございます。 

 中山間地域等直接支払制度につきましては、本第三者委員会でのご議論をもとに、次期

対策の内容を検討し、それを今後の食料・農業・農村政策審議会における議論に生かして

いくこととしております。 

 以上、申し上げましたように、大きな流れに沿って、最終評価及びそれを踏まえた次期

対策の検討を行っていくとこととなりますので、本委員会での議論の積み重ねが非常に重

要な役割を持っていると考えております。 

 本日も、短い時間ではございますけれども、どうぞよろしくお願いします。 

 簡単でございますが、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。 

○中山間地域振興課長 最初に、幾つか事務的なご連絡をさせていただきたいと思います。 

 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、原則として公開とすることとなっております。 

 それでは、これから高橋委員長に議事をお渡ししたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○高橋委員長 それでは、第８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、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

な議事の進行にご協力をお願いいたします。 

 なお、本日は、市田委員、林委員、藤山委員、村田委員が所用によりご欠席でございま

す。また、浅野委員、近藤委員は、所用により途中退席されることとなっております。 

 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

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、その旨よろしくお願いい

たします。 

 それでは、まず事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○課長補佐（直接支払企画班） では、資料の確認をさせていただきます。 

 第８回中山間地域等直接支払制度に関する第三者委員会の配布資料の一覧をご覧いただ

きたいと思います。 

 まず、資料１が、これから説明いただく現場関係者の方々からの提出資料でございます。 

 それから、資料２として、前回の委員会で玉沖先生からご質問のございました件につい

ての回答でございます。 
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 それから、３番、４番につきましては、藤山委員からお話のあった件についての資料で

ございます。 

 参考資料といたしまして、6月30日に公表した25年度の実施状況の確定版、それから、

前回の議事録、これは既に公表したものでございます。それから、冊子がございますが、

これは農林水産の広報誌「ａｆｆ」でございます。この８ページに中山間直接支払の事例

が掲載されておりますので、ご参照いただければと思います。 

 それから、先ほど局長の挨拶にありました「経済財政運営と改革の基本方針」、いわゆ

る骨太の方針2014の農業部分の抜粋版と、それから、日本再興戦略についての農業部分の

抜粋、最後に、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂版を配布しております。 

 以上でございます。ご確認をお願いいたします。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 本日は、議事次第にありますように、本制度に取り組んでいる集落代表及び市町村担当

者からの意見聴取、前回の第三者委員会における委員指摘に対する対応についての議論を

予定しております。 

 まずは、本制度に取り組んでいる集落代表及び市町村担当者からの意見聴取として、岩

手県奥州市の鳴瀬振興組合集落協定及び富山県南砺市の太美集落協定について、それぞれ

市の担当者の方、そして集落代表の方から、取り組みの特徴、本制度に関する課題等につ

いて、それぞれ10分程度で、ご説明をお願いいたします。 

 なお、奥州市の担当の方が所用により出席できないとのことですので、代理として、岩

手県庁の方にご出席いただきました。 

 それでは、まず最初に、岩手県の本山主査からお願いいたします。 

○岩手県（本山主査） ご紹介いただきました岩手県の本山です。このたびは、お招きい

ただきましてありがとうございます。 

 座ってご説明させていただきます。 

 資料を用意しておらず、申し訳ございませんが、岩手県の概要を簡単に説明して、その

後、奥州市で素晴らしい取組をされている鳴瀬振興組合さんのお話をじっくり聞いていた

だければと思います。 

 岩手県には33の市町村がございまして、そのうち、31市町村で1,195協定が中山間地域

等直接支払に取組んでおり、参加者数は2万9,447名、交付面積は2万2,788ヘクタール、交
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付額が34億6,600万円となっております。 

 最終評価においても、市町村の評価としては、31市町村のうち半分の16市町村がおおむ

ね評価できるという評価でしたが、県としては、この制度は非常にすばらしいということ

で、『大いに評価できる』と評価しており、第三者委員の先生方からも県の評価としては

それでいいんじゃないかという決定をいただいたところでございます。 

 どういうことに効果があったのかについてですが、まず、耕作放棄の防止、また水路、

農道の維持管理に非常に効果があったと考えています。それから、共同で支え合う集団的

かつ持続可能な体制整備に非常に効果があったと県としては考えているところです。 

 課題についてですが、制度としてはこれまで続いてきておりますが、実は、現状維持だ

けにとまっているんではないか、つまり担い手の不在、それから新規就農者の受け入れ体

制づくりにちょっと問題があるんではないかと考えているところです。また、傾斜等の要

件の緩和についてです。岩手県では、平地と言われている部分が新幹線から見える範囲し

かないというのが現状でございまして、ちょっと奥に入ると中山間になる。その中でも本

制度の対象となる地域とならない地域で格差が生じているという問題があります。 

 それから、協定期間についてです。５年間の維持が要件になっていますが、５年間維持

できるかどうかわからないので本制度に取り組んでいない地区もあります。このようなこ

とから、協定期間の短縮を検討していただきたい。また、遡及返還がネックとなっている

面もあるので、この緩和をぜひ検討していただければと思います。そうすると、未だ本制

度に取り組んでいない地域でも取り組めるようになると考えています。 

 それから、地方公共団体への財政支援をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で、簡単ではございますが、岩手県からの説明を終わらせていただきます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、鳴瀬振興組合の後藤事務局長さん、お願いいたします。 

○鳴瀬振興組合（後藤事務局長） 岩手県奥州市から参りました鳴瀬振興組合の事務局長

を務めております後藤と申します。このような席にお招きいただきありがとうございます。

感謝を込めて説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 いくつか資料を提出しておりますが、鳴瀬－47というページから、取組の内容を中心に

説明させていただきます。 

 次の49ページからの資料は、９カ年の歩みをまとめたものでございます。私たちの組合

では、毎年４月に総会を開いており、その際、５年目から始めたことでございますが、５
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カ年の歩み、６カ年の歩みという資料を作成して、総会の資料とは別に会員に配って、各

自、それによってこれまでのことを振り返って、それを次の取組にも生かしておりますの

で、この資料を添付しました。 

 われわれの協定は、第１期対策から取り組んでおり、第１期対策の５年間は、小さな集

落が個々に取り組んできた経緯があります。その後、２期対策からは、体制整備単価と基

礎単価、いわゆる10割、８割の方針が示され、今後ともこの制度をうまく活用していこう

という考えの下、周辺に呼びかけて、農地保全と地域活性化という取り組みを進めてきて、

今年で10年目という状況です。 

 私たちの地域は、北上高地のちょうど真ん中で、岩手県の作家で宮澤賢治という作家が

おり、その代表作に「風の又三郎」という作品があり、この「風の又三郎」の舞台になっ

た山里というような地域であります。山間部で、過疎化・高齢化が非常に進んでおり、こ

のままでいいのか、何とかできないのかという考えで、本制度に取り組んできたところで

ございます。 

 本制度に取り組む前は、20カ所でばらばらに活動されていました。それでも、一人一人

には、今後の期待とか人間関係を含めてさまざま課題があり、本制度への取組は13の集落

でスタートしました。２期対策が終わって３期対策に入るときに、さらに16集落まで増え

て、３期対策は19集落で取り組んできたという状況です。 

 ９ヵ年の実績については、集落協定として整理している鳴瀬－４９の「９ヵ年の歩み」

をご覧ください。 

 取組の成果として、一つは、何とか農地の保全が図られてきたということです。160ヘ

クタールほどの対象農用地で不耕作地の解消を大きな課題として、交付金も、主にそのこ

とに充当して進めてきました。 

 全体の状況をまとめてみると、約70ヘクタールを作付けしており、不耕作の状態から作

付されている状態となっています。作物としては、飼料作物、そばを作付けしており、そ

れがある程度めどがついてくれば、次の段階に行けるのかなと考えております。 

 もう一つは所得の確保についてです。中山間直接支払に取り組むにあたり、営農専門部、

産直専門部、産直専門部の各部門を設け、それぞれ役割分担して進めることとしました。

このことによる収入もかなりのものになってきております。また、新規作物の導入などで、

雇用の確保にも対応できたのではないかと思います。 

 それから、米に関しては、山間部なりの米づくりをしていこうとの考えで取り組んでき
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ており、徐々にその形ができつつある状況です。 

 それから、消費地との関係です。集落の多くの人は首都圏へ出て行く人が多いという状

況があり、このことを有効活用しようと考えて、ふるさと会という取組を始めました。こ

れは首都圏に出ている方々に、こちらからダイレクトメールを発送して、産直を通じた交

流をしようという取組です。たまに会って、やあ懐かしいなということだけではなくて、

物流を通じて活性化につながる方向を導こうというのを狙いとしてやっております。この

ことにより産直がある程度定着してきたと考えているところでございます。 

 私たちの取組については、小学生による稚魚の放流のような環境保全、子供たちだけじ

ゃなくて地域社会にもPRしたいという意図で新聞社に取材してもらったりしています。次

の48ページに、その記事を添付しております。 

 産直については、夏季期間が１日フル営業、冬季期間が午前営業となっており、夏場、

本格化するときには開場式を開いて、その様子を新聞等でも報道をしていただく機会があ

って、その記事も用意させていただきました。報道を通じ広く知っていただくことで、一

般の方に私たちの活動を評価していただいているという思いもあります。 

 稚魚の放流については、昨日、６月30日午前中に稚魚放流の活動を行いました。校長先

生以下、子供たちがすくすく育つ環境を作りたいという思いで、積極的に授業の中で取り

組んでいただいているところです。 

 今、私たちも大きな曲がり角に来ていると感じております。２６年度に創設された多面

的機能支払にどう取り組んでいくかについて、昨年暮れから何回となく話合いを行ってき

ました。２月でおよそ目安をつけて、中山間直接支払と多面的機能支払を組み合わせて、

もう１段階、取組を発展させたいと考えております。特に、過疎化・高齢化等課題が山積

している中では、二つの交付金をうまく使って行きたいという考えで整理しました。 

 その後、５月に、多面的機能支払に取り組む活動組織を設立いたしました。中山間直接

支払とセットで推進するという考えで、構成員、対象面積も同じです。これまで３月から

４月にかけ、集落全域で小さな集会を重ねて、このような方針でやっていくという合意を

取りつけたところです。 

 従来の中山間の、私たち一応、大体の割合で人の目安をしながら示して活動してまいり

ましたけれども、これも若干変えながら、今年度からの取り組みにしております。今回、

中山間直接支払については現行体制を維持してさらに継続するということが示されました

ので、もう６年間を一つの単位にしようというふうに考えております。ですから、４期対
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策がどのようになっていくかというのも実は大きな関心事でありますけれども、制度が継

続するのであればこれを活用するしかない、これを頼りにしてやっていこうというのが今

の思いであります。 

 機構図の中にそれを示させていただきました。振興組合がいわば親組合であります。専

門部として営農組合、それから産直部門ということでそれぞれ役割を決めて、共通的な役

員制で動いておりますので、合同での役員会という形で決定しておりますけれども、今の

ところ機動的に活動できているという思いでおります。 

 資料としてさらに54と55、小学校、本当に山間部ですので、子供たちの社会学習の機会

もなかなか場所がないので、毎年、小学校５年生がこの産直と鳴瀬振興組合の活動の勉強

に来ています。今回、５年生の子供たちが来まして、いろいろインタビューして、先生た

ちがついてきて、その後ずっと話し合ったようで、新聞をつくりましたと持ってきたのが

この54と55ページであります。子供たちは学校を通じて、私たちの活動を見て、こういう

形で見ていただいていると思ったので、この資料もつけさせていただいたところでござい

ます。 

 ちょうど子供たちが来ているときに東京鳴瀬会の幹事長さんが来ておりまして、飛び入

りで話をしてもらって、子供たちは何か感激したようにして話を聞いていたようです。こ

のように地域に根差しながら、農地の保全だけじゃなくて、地域になくてはならない制度

として機能してきた、この制度を創設して継続していただいたことに、本当に深く感謝を

しているものでございます。 

 いろんな目で見ていただく資料としては、鳴瀬－17のページから、これはこの委員会用

に作った資料じゃなかったんですけれども、総会のために作ったものですが、総会とか全

体研修会の際には、こういうスライドで何回も何回も同じ場面を映しながら、こんなこと

をしてきたなというのを確認するように努めてきたわけでございまして、それの資料がこ

の17ページに入っております。 

 位置図、先ほどの北上山地の中里にあったり、あと、いろんな制度に基づく活動を一つ

一つ私たちにやれるもの、それを実施することによって地域の活性化につながるという考

えで取り組んできたものを羅列させていただいております。写真が何か重複しているとこ

ろもありますけれども、こんな思いで今取り組んでおります。 

 特にこれからの最大の課題として考えておりますのは、やはり過疎・高齢化です。特に、

過疎については、農地の保全のために営農組合組織をきちんと対応できる組織にしたいと
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考えております。産直は今2,000万円をやっと超えたところでありますけれども、安定す

るためには3,000万円を超えたいなという目安を示して、これが次の課題になっておりま

す。 

 それから、事務局体制の継続がやっぱり役員交代のたびに出ます。たまたま私、今ずっ

と長年勤めておりますけれども、逆に言えば、交代がなかなかできないという悩みが実は

ありまして、解消に向けた、今、私と女性の事務局員と２人で対応していますけれども、

これを３人体制に今回組みかえをして対応して、安定的に世代交代を図っていく体制をつ

くろうと、こういったことに今取り組んでおるところでございます。 

 ざっくばらんな説明となってしまいましたが、詳しいところは、いろいろ県のほうで作

成された資料なり写真なりで確認をいただければと思います。 

 つたない説明ではありますけれども、私からの説明とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

○高橋委員長 大変ありがとうございました。 

 ご質問は後でまとめてお受けしたいと思いますので、引き続き、富山県南砺市のほうか

ら、芝井農政課長さん、荒井副主幹さんから、説明をお願いいたします。 

○南砺市（芝井農政課長） 南砺市で農政課長をやっております芝井と申します。このよ

うな席にお招きいただきまして、ありがとうございます。 

 私のほうからは、南砺市全体の紹介と市の農業の状況、それから、この制度の実施状況

及び今後の取り組みの方針、課題、この３つに大まかに分けて説明させていただきます。

座って説明させていただきます。 

 まず、南砺市についてですが、平成16年11月に４町４村で合併した市でございます。面

積は６万6,886ヘクタールということで、琵琶湖と同じぐらいの面積の市でございます。 

 私のほうからは特別な資料は出ておりませんので、申しわけありませんが、よろしくお

願いいたします。 

 それから、南砺市は、富山県の南西部に位置しており、東は富山市、西は金沢市、南は

岐阜県に隣接しております。一級河川の庄川とか小矢部川が南側の山のほうから流れてお

るということで、その南部は山間地、北部は扇状地という状況になっております。 

 市の特徴的な形態としまして、扇状地のほうは、散居村となっております。普通、村は

住居が固まっているのが一般的ですが、私らのところは、個々の家が50、近くても20ｍか

30ｍ、みんな点在しておるというのが特徴で、全国でも五、六カ所ぐらいはあるというよ
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うな話を聞いておりますが、そういうような形態をなしておることと、もう一つ、山間地

のほうは、五箇山という地区になりますが、合掌集落、これにつきましては世界遺産に登

録されておるところで、その中でも相倉、菅沼集落が、昔からの家の構造になった特徴的

な集落があるというようなところが、南砺市の村の特徴かなと考えております。 

 続きまして、市の農業の状況でございます。 

 南砺市、耕地面積は約7,000ヘクタールほどでございます。そのうち、中山間地域等直

接支払は、おおよそ1,000ヘクタールほどの面積が協定地区というようなことになってお

ります。 

 それから、農家戸数は2,000戸ぐらい、平均の耕作面積は3.5ヘクタールぐらいでござい

ます。ここ10年以上で、南砺市も、集落営農という形での協業経営であるとか法人化とい

うようなことが活発に行われてきました。20年前ぐらいでしたら個別経営は１ha程度の規

模でしたが、集落営農に取り組んできたことで、経営面積も大きくなってきたという状況

でございます。 

 圃場は、平場、扇状地のほうでは、昭和40年以降、圃場整備事業によりまして、１区画

30アールぐらいの圃場で形成されておるということです。 

 作物は水稲が中心で、転作作物として、麦、大豆というようなものが作付されておると

いうことでございます。そのほかに、特産品としては、干し柿、サトイモ、それから、そ

ば、赤カブ、あと、チューリップ球根とか、最近は隣接の砺波市などでも生産しているタ

マネギが活発に栽培されています。 

 それから、認定農業者は145経営体おりまして、この認定農業者と、集落営農も含めて

4,200ヘクタールほどでございます。その集積率が約60％という状況です。 

 農業形態は、先ほど言いましたように、集落営農、これから説明します太美集落さんの

ほうもそうであり、集落営農が非常に盛んです。それから、もう一つは、大型の請負耕作

で、100ヘクタールを超えるような形態の企業的農業というのか、集落営農とは異なる形

態で営農しているところもあります。 

 それから、中山間地域等直接支払制度の状況についてです。平成12年からこの制度に参

加させていただいておるわけでございます。当初、48協定地区というようなことで、１期

の終わりには78の協定に増えております。 

 それから、２期に入りまして、53となって一度減ったわけですが、これは、面積的に減

っておるわけではなくて、先ほど言いましたように五箇山地区というのはやはり山間地と
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いうこともありまして、なかなか集落営農も育たない、まして企業的な農業もなかなか難

しいもので、財団法人形態の農業公社という形のものを、旧村は３つあるわけですが、そ

の中で２地区、山を隔てて２つの地区で、２つの農業公社というような形で実施しており

ます。やっぱり山のほうではなかなか経営が成り立たないということで、市も、そういう

ところには補助金等でバックアップしておるという形態になっております。 

 それから、面積的にいえば、当初651ヘクタールの加入面積があったものが、先ほど言

いましたように、細かくいえば今現在1,015ヘクタールで、金額的には今現在、平成25年

度末で、１億6,000万円ほどの交付金をいただいておるという状況です。 

 また、内容的には、２期から３期に向けて多くの協定が体制整備単価に変更しました。

２期には34協定があったものが３期には44協定ということで、やはりこの制度のいいとこ

ろを実感されて、制度に則った方向へ向かいたいというようなことで、市のほうもそうい

う形でやっていただけないかということを進め、協力的に集落で取り組んでいただけたこ

とで実績も上がっておるところでございます。 

 それから、今後の方針というか、いろいろ課題はあるわけでございますが、幾つかあり

ます。３つほど挙げさせていただきたいと思います。 

 制度については、対象になる協定者、関係者、そういうところで事業対象になるものに

ついては若干残っております。あと４地区、４集落というか、それらの集落に対しても今

後とも、制度への取組を進めていきたいと考えております。各集落の中にはいろいろな問

題がありますが、市としても協力しながら進めていきたいと考えております。 

 それから、やっぱり今後一番大きな問題になっていくのは、耕作放棄地の問題でござい

ます。これは、各対策で、面積的なものを見直しておるわけでございますが、耕作放棄地

で、これは南砺市、富山県だけなのかもしれませんが、できるものなら、今後は全筆調査

をやっていかないと考えておりますが、市の人材不足でなかなか難しい状況です。平成20

年、21年に、全国的に全筆調査を行い、そこで耕作放棄地をランクづけしたわけですが、

その調査は毎年やっておるんですけれども、問題は、私達が見えないところで耕作放棄地

が増えておるような気がしてなりません。だから、これが今、手つかずの状態で、集落の

方々とも協力して、台帳との突合、もしお金があれば航空写真なんかも使ってというよう

なことを考えていかないと思いますが、人手不足によりなかなか追いつきません。 

 例えば、農業委員会などでは農地パトロールで農地を見て回っていますが、これには一

方で転用、優良農地を確保するという面もあります。農業委員会からは、耕作放棄地対策
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は非常に大事だけれども、転用とは別に、なかなか人が行かないような場所で発生してい

るので、非常に確認が難しいと言われています。また、耕作放棄になっているのをなかな

か人に言いにくいなという、微妙な面もあったりして、対応が難しいと思っています。 

 それと、現場で話を聞いておりますと、いやいや、うちのところは３年に１回つくるが

よと。儲けておるわけじゃなくて、この農地を荒らさないために２年に１回やっているの

で、人によって、耕作放棄地の定義、見方がまた違っておるという状況もあります。これ

を赤色にするか黄色にするかというようなこと、耕作放棄地かそうでないかという判断、

非常に難しい問題があるなということです。 

 これらの問題全体を合わせまして、先ほどから何回も言いましたが、何せマンパワーと

コストです。中山間直接支払でこれだけのお金をもらって、コストというのも何ですが、

特に、耕作放棄地を解消していくということについては相当なお金が必要になってくるん

じゃないかなと思います。それと、職員のほうもなかなか対応し切れないなということで、

何せ、農地を守っていきたいというのは、集落もそうですし、私ら南砺市の職員も同じこ

とを思っておるというようなことでございます。 

 つたない説明でございましたが、私のほうからは以上でございます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、太美集落協定のほうから、竹田さん、西尾さんにお願いいたし

ます。 

○太美集落協定（竹田代表） 座ってお話しさせていただきます。 

 太美の本当の現場の声を申し上げたいというふうに思っております。 

 資料は、資料１－２の太美－１から始まっております、先ほど南砺市の課長のほうから

言われましたが、私どもの地区は、石川県と岐阜県と隣接しておる山間地で、ダムが２つ

あります。それで、私のうちの前に水力発電所があります。そのような地区であります。

水力発電所と言いますと、どんな山なんだろうなというふうに思われると思うんですが、

山間地を開いて開墾したような田んぼがたくさんある状態です。 

 資料３に地図が載っておりますが、旧嫁兼で、私どもの嫁兼には、太美山地区という山

に小学校がありました。現在は小学校も保育園も統合しました。昔は12戸あったんですが、

今は４戸になっております。 

 中山間直接支払が始まる前は、私どもは、転作ということで、つくらされる農業をやっ

ておったわけです。休耕という指導を受けて、転作補償をもらうような形で転作をしてお
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ったわけですが、そのときに、生産組合から営農組合をつくって営農活動をしておったわ

けです。 

 ところが、12年から中山間直接支払が始まりまして、大変ありがたかったのは、その交

付金によって、農地の改善とか農道の改善とか水路の改善ができたことです。本当にあり

がたかったと考えております。 

 写真などを見ていただければわかっていただけると思いますが、当初、１期のときは、

個人配分を３分の１しておりました。２期目からは、交付金のすべてを共同活動に使うこ

とにして、個人配分はゼロにいたしました。なぜかといいますと、育苗ハウスの整備、ト

ラクターの購入、この写真にはありませんが、あぜ塗り機とかいろんな機械を購入させて

いただきました。だんだんと、つくらされる農業から、つくる喜びを味わうような農業に

なってきたなというふうに思っております。ヒマワリとか麦など、いろんなものもつくる

ようになりました。 

 その結果、「ふとみぼれ」という直売所もつくらせていただきました。家でつくった農

作物を自分のところだけで消費するんじゃなくて、ほかの皆さんにも喜んでもらえるんじ

ゃないかなということで販売してみたら、「おいしい」ということで県外からも買いに来

ていただいています。このようにちょっと写真も出すことによって宣伝にもなったという

か、そういうことで、結構いろんな方が来てくれるようになったと考えています。 

 この直売所は、この地区には売店がないものですから、コンビニのような感覚でもあり

ます。おじいちゃん、おばあちゃんが、「あれが欲しいけども、何か用意してもらえんか

ね」というふうに言っていかれたら、それを町から買ってきてあげて置いておいたり、牛

乳パックも、名前を書いて誰のものですよということで冷蔵庫に入れてあったりとか、そ

ういうこともしております。それで、季節のものをいろいろと並べて置いてあるものです

から、皆さんもそれを目当てに買いに来ます。 

 近年で一番ありがたかったなというのは、20年にゲリラ豪雨、最近あちこちで起きてお

るわけですが、当地区も20年７月28日にゲリラ豪雨が来まして、田んぼとかそれから農道

とか、大きな被害を受けました。この被害の地元負担金に中山間直接支払のお金を使わせ

ていただくことができ、本当にありがたかったなと思っております。 

 いろいろと写真の説明をすればいいのかもしれませんが、見ていただいて、共同で作業

をすることが本当に増えてきました。他の地区ともあまり変わらないわけですが、何かと

いいますと、うちの地区も高齢化でだんだんと農家が減ってきております。最初のほうに
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28軒の農家というふうに書いておるわけですが、農家は農家でも、実際に田んぼはしてい

ない。人に預けているというか、お願いしているという方が結構増えてきまして、実際に

半分ほどしか農業をしていないというようなところであります。 

 でも、それは、先ほど言いましたように、共同というか、営農組合のところへ機械を買

ってあげたもので、あげた言うたらちょっと変な言い方ですが、機械を購入できたもので

すから、それを使って共同で仕事ができるということで、結構、農作業はスムーズにいく

ようになったなというふうに思っております。 

 ですから、私としては、本当にありがたい制度だなというふうに思っております。ぜひ

とも、今後とも農家支援をしていただきたいなというふうに思っております。 

 また、実際の作業のほうは西尾さんのほうから話をしてもらいますので、一応私の話は

これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○太美集落協定（西尾） お世話になります。太美自治会の書記と会計、ずっとやらせて

いただいております西尾一郎といいます。 

 先ほど、直売所の話がございました。ここに、昨年の総会資料がございます。ざっくば

らんに数字だけ申し上げておきますけれども、恥ずかしい話、本当にボランティアでやっ

ているようなものでございます。このような直売所をやって儲けるとか儲けないとかいっ

た話ではないので、地域の皆さんの憩いの場とか、あるいはおじいちゃん、おばあちゃん

の語らいの場とか、半分以上、そういった場として提供されておると考えていただければ

結構かなというように思っております。 

 １年間を通してやっていますけれども、ただし冬場、お正月を含めて冬場は、多くて、

私らの小さいときは２メータぐらい雪が積もっていたところ、最近はあまり降らなくて、

１メータもあるかないかというような状況でございますので、冬場はお休みしております。

４月27日から12月15日までの営業と、ただし１日じゃなしに半日でございます。８時半か

ら12時までというようなことで、会社を定年になられたおばあちゃん方、中にはおじいち

ゃんもいらっしゃるかな、そういった方が売り子になって頑張っていらっしゃるというよ

うな状況でございます。 

 ４月27日から12月15日までの売り上げが約318万5,000円、それぐらいの規模でございま

す。これも少しずつ年齢が上がってきていますので、若干このおじいちゃん、おばあちゃ

んも少なくなってきたかなというような、最近の状況でございます。 

 前年度の繰越金を入れますと、収入が460万円ほどというような状況でございます。 



 

－15－ 

 支出でございますけれども、生産者に山からとってきていただいたもの、ゼンマイだと

かワラビだとか、タケノコだとか、ススダケだとか、そういったものがございます。そう

いった方に若干お支払いをしておりまして、それプラス、７キロほど離れた町から、希望

のものを、スーパーのチラシを見ながら、特売の安いものを見ながら、それを狙って買っ

てくると、で、この直売所に若干置いておくということで、240万円ほどの支出を仕入れ

業者とかそういったところに支払いしております。 

 問題はその従業員の日当でございますけれども、半日ですから半当でございますか、半

当800円なんです。３時間半で800円なんです。こう言うと、何か労基のほうで叱られるか

もしれませんけれども、本当にボランティア、１時間800円じゃございませんで、３時間

半で800円です。毎日２人ずつと、土日もやっていますけれども、畑もやっていますけれ

ども、そういった状況でございます。 

 支出合計は330万ほどでございまして、差し引き120万円ほどの繰り越しになっておると、

これが昨年の１年間の規模でございます。そういった直売所の状況でございます。 

 写真を見ていただいたらわかるかなと思っておりますけれども、この写真は昨年ではな

くて、二、三年前の、12年だったかな、富山のほうで発表をちょっとさせていただいたも

のでございます。 

 また、自治会のほうでございますけれども、富山県、北陸は、昭和四十二、三年ごろで

すかね、基盤整備が区画整理がなされてもう四十数年たっているところでございます。私

どもの在所も同じことでございますけれども、水田の用排水路あるいは農道、そういった

施設が大分老朽化して、水が漏れたりして弱っている状態でございます。用排水路を一気

に修理、交換できれば最高でございますけれども、とにかくこの中山間直接支払の交付金

を、あるいは農地、水保全管理支払交付金の関係も一緒にやっておるということでござい

まして、農地、水保全管理支払交付金はようやく昨年からやり出したわけなんですけれど

も、一緒になっていただいておるということでございます。 

 農道あるいは水路関係、まだまだ砂利道がたくさんございまして、今年の春からアスフ

ァルト舗装をしたりあるいはコンクリートで舗装したり、そういったところのほうに使わ

せていただいているということでございます。まだまだ、砂利道がたくさんございます。

それから、用排水路も、一部交換、新しくさせていただいたところでございますけれども、

まだまだたくさんございまして、ぜひともまたよろしくお願いしたいなということでござ

います。 
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 以上でございます。 

○高橋委員長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 それでは、これまでの四方のご説明を踏まえまして、委員の方々からご質問なり、コメ

ント等をいただきたいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構ですので、何かございましたらお願いいたします。 

 じゃ、近藤委員。 

○近藤委員 読売新聞の近藤といいます。どうもありがとうございました。 

 この中山間交付金というのは、建前上は耕作条件不利地への是正措置ということになっ

ていますが、個人的には、人口減少社会で、集落が維持できなくなっている中で、その集

落機能を維持し、結果として、耕作放棄地の発生が抑えられたりという付随効果が出てき

たら非常にいい、政策効果というのはそういうところにあるのかなと思っております。集

落へのアンケート結果でも高齢者がなかなか参加しにくくなっているということなんです

が、今後、高齢者も参加しやすいということ、それと、先ほど２つの集落から話がありま

したが、地域のリーダーを何とかうまく支えていくということが次期対策としては工夫の

余地があるのかなと個人的には思っています。 

 高齢者もなかなか参加しにくくなっているということだったんですが、これについては、

広域連携だとかいろんな形で周りがサポートする体制をとったり、遡及返還の緩和、期間

短縮などが必要だとは思うのですが、ちょっと伺いたいのは、それぞれ現場において、地

域のリーダーというか、実際に汗をかいていらっしゃる後藤さんなんかもそうなんでしょ

うけれども、この中山間直接支払がそういう方々を支えるために使い勝手がいいものなの

かということをお聞きしたいと思います。 

 そのリーダーが身銭を切り、求心力を維持するのになかなか大変だということを少しで

もサポートできるような、そういう使い勝手のよさというのは、まだこの制度としての改

善の余地、現場から見て、こういうのは変えてほしいなというのがあるのかどうなのか。

あるいは、それとも、この政策一つで全てのものが解決できるわけではないので、そこま

では、そこのリーダーの部分については他の政策との組み合わせでもいいんじゃないかと

いうふうな思いもあるのか、その地域リーダーを支えるという意味でのこの交付金の使い

勝手あるいは改善の余地が現場から見てあるのかないのか、どう感じていらっしゃるのか、

ちょっと教えていただけたらなと思います。 

○高橋委員長 お二方の集落協定のほうからご回答をいただけばよろしいですかね。 
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○近藤委員 そうですね。 

○高橋委員長 それじゃ、どちらからでも結構ですが、鳴瀬振興組合さんのほうから何か、

今のご質問に対するコメントがありましたら。 

○鳴瀬振興組合（後藤事務局長） 先ほどの説明でちょっと言い漏らした部分もあります

けれども、私たちはボランティアではないということです。それを前提に持続する体制を

整えようというのが一つの考え方であります。ただ、賃金体系、報酬等基準表を作って、

毎年、これでいいかどうか検証して進めていますが、農業委員会で定める賃金表、作業基

準表ですね、これを見ながら地域の実態に合わせております。 

 ただ、時給は今、岩手県は665円くらいに最低賃金はなっておりますけれども、今年は、

去年からですけれども、700円として、やっぱり持続するためにというのが一つのコンセ

ンサスであります。 

 ただ、そうしますと、若い人たち、特に60以下の現役世代は、やっぱり組織の中心に逆

になりづらいという、そういう課題がありまして、60代、70代に頼って今は進めて、それ

が高齢化とともに不安が生じているという面があります。ただ、今の70代、元気な方、私

が今65歳になっておりますけれども、70代、まだ元気で従事してもらっていますけれども、

その次に続くのが、人口減少という面からすると、心配だなというのが大きな課題です。

機械化を進めながらそれをカバーして効率化を図ろうというのが、今回新しく考えている

１つなんですけれども、そういう面がまず１つあります。 

 それから、ボランティアじゃなくて報酬等を含めてということでありますけれども、

個々の使い勝手の話になりますと、やっぱり集落に来たお金を思い切ってそこに割り振れ

ないという、それでも徐々に徐々にその辺はちゃんとやらなきゃいけないからということ

で、理解をして進めてまいりました。 

 ただ、市町村を含めて、特に近在の取り組み事例もよく話しされまして、あっちではそ

んなに役員報酬なんかないみたいだとかですね。ですから、この制度の進め方として、啓

蒙のあり方についてもう少し組み込んで取り組んでいただければやりやすいんじゃないか

なというのは常々思っている内容でもあります。 

 それから、ちょっと観点がずれるかもしれませんけれども、こういった啓蒙とそのモチ

ベーションといいますか、私たちのところには今24人という人数の役員がおりまして、そ

れぞれ地域、集落を分担しながらやっていますけれども、やっぱりモチベーションを持つ

ための、具体的に言いますと、顕彰的な施策が必要だと思います。 
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 私ども、地元市町村での表彰があって、知事からのモデル賞の授賞があったり、ただ周

りに、なかなか数も少なくてそういうのがなかったり、その上もなかったりですね、横も

なかなか見えないという問題があったりして、そういったモチベーションを持つ施策とい

うのが必要じゃないかなということを感じておるところでございます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、太美集落さん、先ほどのご質問についてコメントございますでしょうか。 

○南砺市（芝井農政課長） １つの事例というか、私がしゃべると市の立場で言ってしま

うんですけれども、南砺市のほうでは、支援制度というようなものをやっております。こ

れはどんなものかといいますと、この太美地区も、10戸ぐらいですか、太美山は10集落ぐ

らいあるんですね。その集落ではちょっと無理で、その上に自治振興会という集落を束ね

た組織があるわけですが、それが南砺市に31ほどでしたか、そこに、市の職員が市も残業

手当も出せないわけですが、幹部職員が張りついて、その自治振興会の会議に出席させて

いただいております。 

 これは、例えば、この中山間直接支払制度をその地区でどういうふうに見ておるとか、

そういう内容とか、農業関係以外にもその地区でいろいろな課題を解決するため、高齢化

をどうするがや、云々かんぬんというような中で、市の、それもそこの地区の出身職員が

出向いて、市の職員も一住民というか、将来多分、この中山間の事務局なんかも大変なわ

けですが、将来、市を退職したときには、やっぱり地区に戻って地区のためにやりたいな

という方々が多いわけですから、早い話が長男とか長女の方は多くて、昔から南砺市に根

づいた方、結婚されて女性の方が来られる方もおるわけですが、やっぱり長い間住みつい

て、自分の生まれたところが大好きだという職員が多いですから、そういう形で支援、例

えばある地区では、パソコンを使うのが苦手で、使える人がいないよといったら、その作

業を代わりに行ったりとか、そういうようなことをしております。 

 また、先ほどの話と真逆で、継続性はないのかもしれませんが、市の取り組みとして今

年から始めたのは草刈り支援隊だったかな、やっぱりこの山間過疎地域、中山間地域に行

くと、だんだん、今の時期からですが、草刈りが大変なんです。それも、平地の平坦な田

んぼのあぜ草ならまだしも、急斜面で草払い機が上げたり下げたり非常に重荷になって高

齢者の方は大変だということで、これも市の職員の有志を集めて、先日初めて第１回やっ

たわけですが、市長の肝いりで、こういうこともやっております。本当に継続できるかど

うかはわかりませんが、市としても何かの取り組みで応援していきたいなというようなこ
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とでやっておるということで、今後どうというよりも、マンパワーのヘルプということで、

事例を２つほど述べさせていただきました。 

○高橋委員長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それじゃ、ほか、じゃ守友委員、お願いいたします。 

○守友委員 細かいところからなのですが、まず、奥州市の鳴瀬さんのほうにお聞きした

いと思います。 

 奥州市、特に旧江刺市ですね、ここ旧江刺市は、この中山間地域直払いをやったときに、

一つの市の中で協定の数が多い、恐らく全国でもトップクラスの数があったというところ

ですね。そのときに、何でこんなに多いのですかという議論になって、それはむしろ小さ

い単位でつくったほうが集落単位のまとまりがいい、機動性があるという議論だったわけ

ですね。ある面でいうと、小規模で頑張っている、小さい集落協定で頑張っている全国の

モデルみたいなところだったのですね。概して西日本の協定が大きい中で、東日本は小さ

いけれども機動的にやっているという、こういうふうに伺ったのですね。 

 この鳴瀬の資料によると、小規模な協定で活動していたが、取り組み内容の充実と事務

負担の軽減を図り、だんだん統合していったという話がありますので、その辺の論理をち

ょっと説明していただきたいというのが１点目でございます。 

 それから、細かいところでございますが、鳴瀬－47に、下に図が出ておりますね、相互

の関係、これは大変わかりやすい図で、大学の授業で学生に伝えるのに良い内容なのです

が、ここでちょっと細かいことなのですが、正会員と准会員という分け方をしております

ので、この辺についてちょっとお聞きしたい、これが奥州市さんへの質問です。 

 南砺市の太美さんのほうについてもちょっとお聞きしたいのですけれども、太美さんの

ご報告は、１つは、「ふとみぼれ」の活動についてご報告があったということと、資料を

そこからめくっていきますと、具体的な、泥さらいですとか草刈りとか、まさに協定の極

めてオーソドックスな事業内容が書かれていると思うのですね。それぞれ相当頑張ってお

られるなというのが大変よくわかります。 

 ただ、ちょっとその相互の関係ですね、ここがちょっとまだよくわからないという感じ

がいたします。ここら辺について、どうなっているのか。つまり、協定で全体の質を維持

しようという、そういう中から、お店があったらいいねとか、こういう何かいろんな話が

あったかと思うんですが、その辺の相互関係についてちょっとご説明いただければありが

たいと思います。 
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 以上でございます。 

○高橋委員長 それでは、鳴瀬さんのほうからお願いいたします。 

○鳴瀬振興組合（後藤事務局長） まず第１点の、第１期対策からの経緯についてでござ

いますけれども、実は私は現役時代は農協の職員でございました。２期対策に入るときに、

実は地元の米里の農協の支所の支所長に命ぜられました。振り返ると、１期対策の初めの

ときは農協の本所で、農協側の中山間直接支払の担当者でございました。ですから、経緯

をよくわかったつもりでちょっと触れさせていただきたいと思いますけれども、当初、１

ヘクタール以上の一面の連担要件ということで、制度がそうであればというので推計を含

めて、大きな地図を広げて本当に議論をした時期があります。しようがない、じゃ、これ

で区切る、あるいは２つを一緒にする、それぞれをその地区なり集落で選択をして、主導

したのは市でありますけれども、農業者団体、なかなかまだ元気な時代でありまして、今

でも元気なのかもしれませんけれども、私どもも一緒になって進めました。 

 中山間直接支払の当初の趣旨からすると、一番強調されたのがその格差是正もありまし

たので、とにかく取組を始めるというのを前提にしながらスタートして、なかなかうまく

いかなくて、それを進めるための手法として細かくなってしまったという経緯もあります。 

 先ほどちょっと話をしまして、めぐりめぐって私は地元に戻りまして農協の支所長とい

う立場にありまして、どうも５年間やって、これまた５年続けて、もう少しやっぱり地域

のためになるような事業に変えていこうと、呼びかけたのは実は私でございまして、呼び

かけ人となって、集落代表の方々に集まっていただいて、そうだそうだと。それで、13の

集落が持ち帰って、じゃ、一緒にやろうというのでスタートした経緯であります。 

 当初、今までも実は約200協定、江刺区はあるようでございまして、一回それでスター

トすると、なかなか統合というのは難しいです、実際の問題。それを、やっぱりモチベー

ションとしてきちっとなるような制度、仕組みというのがあればおもしろいというふうに

個人的には思っています。私たちは２期対策に入るときに、10割、８割のことが出ました

ので、これはやっぱり制度を発展させるためにはまとまってやる必要があると。 

 社会的には、旧村、１つのお寺の檀家、神社も１つであります。小学校こそ２つですけ

れども、片方が38人くらいの小学校ですから、もう一つはもう分校的に、今全校で子供が

６人しかいません。地理的にそうせざるを得なくてなっているようなんですけれども、一

つの村社会としてはまとめようというので進めましたが、それでも、今でも19ですが、６

つの集落協定は統合しておりません。やっぱりそういう思いがいろいろあって、小さくて
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もやっていこうというのもあります。無理くりというのは、もちろん私たちはしていませ

んので、そういった経緯をちょっと、経緯にかえてそれをちょっと説明に使わせていただ

きたいと思います。 

 それから、正会員と准会員、正会員につきましては、協定農地の所有者、管理者であり

ます。准会員というのは、私たちが進めている事業に賛同して会員になっていただいて、

事業を一緒にやっていくと。具体的に言いますと、産直への出荷をする。統合協定に入ら

ない地区の人たちも、いや、産直に私も出したいと、それは、じゃ准会員になって参加し

ましょうと。 

 それから、河川の清掃活動とか、地域活動の中にも参加していただいていることがあり

ます。農家ではないけれども、河川清掃には私は出ますと言われたら、河川清掃に対する

経費の使途がありますので、それの対象になるにはやっぱり准会員になって下さいという

話で、四十幾らのうち、農業者が大体30くらい、10くらいの方は非農業者の方々でありま

す。 

 特に、今回の多面的機能支払については、非農業者を含めてというふうな制度の仕組み

になりましたので、非農業者もきちっとやっぱり准組合員として、今回再編を一緒に、新

しい機構に入るための再編をしていますけれども、准組合員の方は、制度に賛同してこう

いう活動に参加することを条件に准組合員としてきちっと位置づけますよという説明をし

て、承諾を得て、この新しい制度の中には参加しようという段階になっております。 

 以上でございます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、太美集落さんのほう、お願いいたします。 

○太美集落協定（竹田代表） 太美の場合、「ふとみぼれ」というのは太美集落だけのも

のではありません。なぜかといいますと、先ほどちょっと説明しましたが、太美山地区全

体で、誰でも、そんな今ほど説明されたような准会員とかそういうことは全然ございませ

ん、誰でも来てくださいということでやっております。 

 それから、中山間直接支払と「ふとみぼれ」は一切関係ありません。要するに、その地

区の住民が、「ふとみぼれ」はみんなで運営しようという気持ちでやっております。です

から、ほとんどボランティアというか、地域にそういうところがあったほうが活性化もす

るし、つくったものをほかの皆さんに提供できて、喜べるというか、そういう形ですね。 

 それから、うちの集落においては、ほとんどが兼業農家です。ですから、専業農家の方
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は、会社を定年になった者が耕作しているというような感じの形で、専業農家はほとんど

いません。兼業農家の方々で進めているものですから、効率のよい仕事のほうがいいんじ

ゃないかということで、だんだん、例えば、育苗施設も今までは個人でやっておったわけ

ですが、全体で、５棟の3,000箱ちょっと入るものがあります。それで、みんなで寄り合

って仕事をしております。 

 以上です。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 ふとみぼれの活動は、この集落協定の活動とは全く切り離してやっておられると、そう

いうことですか。 

○守友委員 要するに、この中山間直接支払とは直接関係はないけれども、この地域を良

くしていこうというので、車の両輪みたいな格好になっているということで、ご紹介の中

で両方ご説明があったと思います。中山間直接支払に関して言えば、この資料にある草刈

りだとか何とかであって、ただ、それだけではなくて地域を良くしようという、また両方

があるので、両輪で動くという、こういう理解でよろしゅうございますか。 

 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した。 

 それじゃ、ほかに。それじゃ、山本委員、お願いします。 

○山本委員 ここに座っておりますと、具体的にどういうことをしているのかというのが

目に見えてこなかったんですが、今日、お話を聞きまして、いろんなことがわかりました。

後藤さんの話などを聞きますと、やっぱり役員が続かないというようなことも想像してい

たとおりでしたし、先ほど、小学生が５人しかいないというのもちょっと驚いたので、そ

のあたりの状況もよくわかりました。 

 それから、この鳴瀬－48のところに岩手日々新聞のコピーが載っているんですけれども、

せっかく岩手日々新聞さんが書いてくださっていますが、今まで資料等を読んでも、中山

間直接支払についてちょっとわかりにくいということがありました。本日お話をお聞きし

て、参加している小学生などにもわかるように書かれていればより良いのにと、読んでそ

う思いました。 

 それから、太美地区の方に、１期目は個人配分をしたけれども、その後は、機械とか購

入して個人配分をしなくなったそうですが、ここに座っていて、詳しいことも知らない私

が無責任に発言していいものかどうかちょっと考えたんですけれども、少しでも個人配分
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というのをしたほうがいいんじゃないかなと思いました。 

 というのは、長く経ちますと、その目的というものがハッキリしなくなることがあると

思います。それが収入とか何とかになるということでなくても、ちょっと活動した時、本

当にジュース代みたいなものでも個人に入るというのが、その目的をぼかさないというこ

とで大切ではないかと思うのです。ちょっと詳しいことを知らないのに言ってしまって、

すみません。 

 それから、最後に、この「ふとみぼれ」がコンビニみたいなものだとおっしゃっていま

して、私、聞きながら、冬はどうするんだろうと思っていましたら、やはり冬はお休みと

いうことでしたね。そうすると、スーパーなどで買ってきたようなものも置いてあるとう

かがい、冬はどうなるんでしょうかとちょっと心配に思いながら、関係ないことですけれ

ども、私は消費者代表というかそういう立場なものですから、ぜひお聞きしたいと思いま

した。 

○高橋委員長 もう少し新聞の報道を利用して、この取り組みのこともちょっと触れても

らったらという、そういうご意見ですね。 

○山本委員 ちょっとその書き方も何か、さっと読んでもわかりやすくないんですよね。

だから、それは岩手日々さんに勉強してもらうとして。 

○鳴瀬振興組合（後藤事務局長） 新聞社の件について、取材に来られるというのは、事

前にわかることもありまして、毎回、それとは関係もないんですが、要項をつくって、そ

の中身をきちっと、中山間直接支払を活用しながらやっているということを記載して、新

聞社の方々には説明しております。 

 最初のころは、中山間直接支払のことをきちっと書かれたんですよ。もうだんだん慣れ

てこのような記事になったと思います。 

 きちっとそういうことはやっているつもりではいたんですが、そういう経緯があります。 

○山本委員 参加している小学生に、少しでも頭に残るということも、何かやっぱりこう

大切なことだと思うんです。 

○鳴瀬振興組合（後藤事務局長） そうですね。そのことも、先生方を含めて、資料なり

には書いています。出していますが、鳴瀬振興組合と鳴瀬振興会とを混同して、新聞のほ

うは「振興会」と書いてみたり、だからといって、全部そうかと思うと、半分くらいは

「振興組合」になってみたり。先生にはその話をしていても、あまり細かく、私たちはそ

のことは触れてきませんでしたが、制度の中の説明も、こうしてここに参加させていただ
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くと、みんなに知ってもらうという一つのことじゃないかなということで、今ちょっと肝

に銘じさせていただきましたので、ありがとうございます。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○高橋委員長 はい、どうぞ。 

○岩手県（本山主査） 岩手県のほうからちょっと補足で説明させていただきますけれど

も、やはり平成24年度の中間の評価のときに、委員の方から、制度のＰＲがちょっと弱い

んじゃないかというご意見をいただきまして、このため、翌年の25年から、県政番組で、

中山間地域等直接支払制度に取り組んでいる事例を放送し、一般県民の皆さんにＰＲさせ

ていただいております。ちょうど今週、今日から１週間、民放、岩手県の場合はテレビ東

京系がないので、民放４社で放送される予定になっています。中山間直接支払で取り組ん

でいるという集落の状況を、制度の概要等を入れながらご紹介させていただいているとこ

ろです。 

○山本委員 本当に見てみたいですね。 

○岩手県（本山主査） インターネットでも、県のホームページか、もしくは岩手放送か

テレビ岩手、今年の放送はテレビ岩手が主なんですけれども、そちらのほうをご覧いただ

けると思います。多分、終わってからになるので、今週の放送分は来週になると思うんで

すけれども、紹介していますので、ぜひご覧いただければと思います。 

○高橋委員長 ありがとうございます。岩手県のほうではテレビでも紹介されるというこ

とだそうでございます。 

 それでは、太美さんのほう、お願いします。 

○太美集落協定（竹田代表） 補助金の件につきまして、個人配分が途中からゼロになっ

たという話を言われましたので、その説明をさせていただきたいと思います。 

 当初は規定どおり個人配分はあったんですね。何でゼロにしたかといいますと、こちら

にも載っておりますけれども、補助金が大体300万円余りということでありまして、もっ

と効率的に地域内の整備をしたい、要するに水路も農道もということなんですね。ですか

ら、少しでもそういうところに回すことで、農家みんながそれを要望しておるわけです。

ですから、役員だけで勝手に決めたわけじゃなくて、農家がそれをしてほしいという要望

をみんなで聞き取りながら行っているものですから、個人配分はなくして、そのお金をみ

んなで使わせてくださいよということでやっております。 

 それから、この写真にも出ていますように、先ほど言いましたが、農家はだんだん減っ
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てきていますが、この維持管理は、住民みんな、１戸に１人以上ということで、みんなが

参加してやっております。その際の労賃は当然支払いしていますし、先ほど言いましたけ

れども、その作業にはお茶とかそういうものも出しております。だから、そういうことで、

コミュニケーションをとりながら進めております。 

 「ふとみぼれ」の冬場の品物の件なんですが、役員のほうで対応を決めておりまして、

その品物は当然、傷まないように、もし傷むものであったら自分らで処理して、処理する

というか、みんなで分け与えるというか、そういう形で対応しております。常に新しいも

ので、もし食あたりでも出たら大変なことになりますので、その辺も許可を得てやってお

ります。 

 それでよろしいでしょうか。 

○高橋委員長 冬期間の、冬のお休みのときの対応についてですね。 

○太美集落協定（竹田代表） すみません、ちょっと勘違いしました。 

○山本委員 何かスーパーなどで買ってきたものも置いて、産直のものももちろん売って

いるけれども、冬場はどう対応されているのでしょうか。 

○太美集落協定（西尾） 冬はやはりやっていないものですから、７キロ300ｍほど先に

町があって、それぞれめいめいに、必要なものなら、町のほうへ行ってスーパーへ行って

買ってくると、買ってきていただくという格好になるかなというふうに思っております。 

○山本委員 冬場が一番大変だと思います。 

○太美集落協定（西尾） ですね、ええ。 

○山本委員 ありがとうございました。 

○高橋委員長 よろしいですか。 

 それでは、次、図司委員、お願いいたします。 

○図司委員 現場からのご報告、どうもありがとうございました。興味深く聞かせていた

だきました。 

 非常に特徴的な２つの現場の事例だったのかなと思って伺いました。奥州市さん、江刺

の鳴瀬では、一つの協定が広域に展開して、攻めの取り組みをいろいろと工夫していくと

いうような取り組みだったでしょうし、南砺市さんのほうは、集落ベースでありながら自

治会との連携を交えてということだと思いますが、そういう暮らしの部分と、地域での営

農の部分をうまく交えながら進めていらっしゃるということで、非常に興味深く伺いまし

た。 
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 私から質問させていただきたいのは３点あります。それぞれの方にお答えいただければ

と思うんですが、１つ目は、前回の委員会のときもお話しさせていただいたのですけれど

も、やはり３期15年というのは非常にやっぱり長い年月だろうと思うんですね。 

 15年という長い期間の中で、高齢化の問題であったり、リーダーをどう次に引き継ぐか

という話があると思うのですが、15年という中で、地域づくりもやはり波があるので、先

ほど後藤さんからモチベーションのお話もありましたけれども、どうでしょうか、お疲れ

になっていないですかねというのが率直に伺いたいところです。それはむしろ次の対策に

向けて、制度の中にどういうものを織り込めばいいのかというところにもなるでしょうし、

むしろ、先ほど南砺市さんがお話しいただいたように、市のいろんな取り組みと組み合わ

せていくとか、この制度外のところで生かせるところもあると思います。次の５年をやっ

ていくときの何かテンションを上げていったりとか、活動を前進させていくときに、何か

こういうものがあるといいなということがもしおありでしたら、先ほどの顕彰制度みたい

な話も同じだと思うのですが、お聞かせいただきたいというのが１つ目の質問です。 

 ２つ目は、新聞の記事もそうだと思うのですけれども、やはり外に向けていろんな動き

が見えるというのは、逆に地域の中の、非農家の方とか、あるいは次の世代もいろんなと

ころで目にしながら、地域に対する見え方というか、考え方がやっぱり若干変わってくる

ところがあるんじゃないかなと思うのですね。 

 いきなりリーダーになるというのはかなりハードルが高いと思うのですが、次の世代の

反応がちょっと変わってきたところがあるのか、それとも、なかなかやっぱりそこは厳し

いなという感じかというところを、ぜひ率直なところを伺いたいというのが２つ目です。 

 ３つ目は、中のメンバーだけではなかなか厳しいところもあるので、やはり外とのつな

がりが大事になってくると思うのですけれども、鳴瀬さんの方では、いろんな産直の取り

組みとか、東京の鳴瀬会との取り組みのつながりもあるようですので、そういうところで

サポーターになる方とか、何か応援してもらえる方の裾野が広がっているかどうかという

ところをお伺いできればと思います。南砺市さんの方では、先ほどの市のいろいろなフォ

ローとか、そういう中で太美の取り組みが少し外につながっていくとか、あるいは外の方

から支えてもらえるような動きとか兆しみたいなのが出てきているか、なかなかそこはま

だまだ厳しいという感じか、その辺を伺えればと思います。 

 ３点質問させていただきます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 
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 それでは、鳴瀬振興組合のほうからお願いいたします。 

○鳴瀬振興組合（後藤事務局長） ３期15年、場所を変えながら担当して、正直、疲れて

はおります。疲れてはおりますけれども、一歩ずつ前に進んでいるという実感が大きな支

えに私自身としてはなっております。 

 とは言っても、人生長生きの時代には入っておりますが、今はこうしていますけれども、

健康面でもし不安が出た場合に困るよと。いや、まだまだあんたは大丈夫だと皆さんに言

っていただいていますけれども、ということで、産直を中心にした女性の事務局員と私と

２名体制であります。今後これと、何としても予算を組みかえて３名体制にしようと考え

ております。今年、交代をしながら世代交代を図れる道を探りたいと考えております。 

 ですから、ある程度の規模なり事業を組んでいかないと、そういう人数を増やすという、

待遇面とかいろいろ考えればいいかもしれませんけれども、私たちの工夫としてはそこな

んですね。 

 周りのことに触れますが、実は小さい、20戸、30戸という集落が結構ありまして、様子

を見ると、本当にもう75歳になって説明会に出向くとかが難しくなっている面があり、事

業の継承をしていくという仕組みを考えておりますが、これも課題と感じています。 

 それから、外の反応ですね、これについて、県の本山さんと話をしたんですが、実は奥

州市の市議会の６月議会で、今回の多面的機能支払に係る予算措置の審議がされたようで

す。その場で、平場地域の出身の議員さんから、中山間直接支払と並行して実施するのか

という話の説明の際に、中山間直接支払と並行していけば、個人交付を増やして、結局、

共同活動はそのまま個人交付だけが増えると、こういうことになりかねない。市の財源が

逼迫している中で、優先順位は高くないという発言をされた方がおります。その方は私も

よく知っている方でございまして、何であのような発言になったかと思ったんですが、平

場から見ればそう見えるのかなとも思います。ただ、議会としては、必要な事業として、

反対者はなく可決されたということでした。 

 とかく、私たちはこういう活動をしていると、頑張っているなとよく言われます。比較

されるのは、そうならないで個人交付ばかり増やそうとしているところは肩身が逆に狭く

なっているというのが地域社会の実情でございます。特に、中山間直接支払の対象になっ

ていない非農業者であったり、こういう方からの話がよくされます。基本的には個人交付

を増やすよりも、農地保全をどうするかという観点が必要じゃないかなというのは、私た

ちなりに今はこういう形で取り組んで、これは評価してもらっているのかなとちょっと思
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いながらいるんですけれども、見方を変えながら、そこは感じているなということをちょ

っと触れたいと思います。 

 それから、私たちの規模くらいで大体何とかやれるなと感じられるのは、農地サポート

班という組織を作ったことによります。オペレーターが約10名、それから肩掛けの草刈り

とか、手作業的なものの参加してもらえる方が約10名おります。50代が２人くらいで、あ

とは全部60代以上なんですけれども、集まって、やっぱりやらなきゃならないよという話

で、ここ３年くらい続けてきていまして、やっぱり一緒にやって動き始めると、みんな元

気になります。70代の人もできる範囲で元気に参加してもらい、もうみんなより能力落ち

るからなと言いながら、いや、一緒にやることだということをやって、みんなもそれをお

互いに認め合って、次期対策といいますか、多面的機能支払との組み合わせの中では、こ

この部分を営農組合としては力を入れたいなということをちょっと思っておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、太美集落さん、お願いいたします。 

○太美集落協定（竹田代表） 15年と言われたら本当に、今ここで改めて長いなと思いま

す。思いますけれども、地区はだんだん変わってきたということですね。農道にしても、

先ほど言いましたように、アスファルトにしたり、コンクリート舗装したりということで

だんだん変わってきているわけです。今度はどこをしていただけるのというような感じで

すよね。 

 ですから、本当に順番順番に年度年度でこなしていますものですから、少しずつ変わっ

てきている。水路も、だめなところは取りかえたり、いろいろと補修したりしていますの

で、だんだんと変わってきています。ですから、次はどこかなというふうに、そういう気

持ちでだんだん変わるということが、みんなはっきり言ってうれしいから、目を輝かすと

いうか、そういうような状態であります。ですから、ぜひとも次はここをやりたいという

気持ちであります。 

 それから、メンバーですが、地区にいる人はもう決まってしまっています。ですから、

若い人は、オペレーターとか、いろんな仕事からみんな参加するように声をかけて、それ

でみんなして順番にやっています。ですから、今ここに２人いますが、いつまでもやるつ

もりはないし、また次の人も出てきております。営農組合長も新しく代わってきておりま
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す。ですから、地区内におる者で何とかやっていきたいなというふうに思っております。 

 それから、「ふとみぼれ」についてですか、先ほど言いましたが、県外からも足を運ん

でいただけますもので、細々と言ったら、本当は正直な話なのかもしれませんが、でも、

結構楽しくやっております。品物も、これを持っていったら売れるのかなとか言って持っ

てくる方もいらっしゃいますので、その辺はやっぱり楽しんで、それで、じいちゃん、ば

あちゃんらも、これ、許してもらえるんかねと、やっぱり腰かけて話していかれる方もい

らっしゃいますから、その辺は、寄り合い場所というか、憩いの場所というか、そういう

ことで結構いい場所になっているんじゃないかなと思っております。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ほかにどなたか、コメント、よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにはございませんようですが、ちょっと時間も過ぎておりますが、私の

ほうから一つご質問といいますか、コメントをさせていただきます。 

 本日ご説明いただきました２カ所の集落協定の方、リーダーの方々が積極的で、明るい

といいますか、活性化につながる活動、取り組みをされて、非常に感心しました。おそら

く次の５年間も大丈夫だろうなというふうに安心はいたしておりますが、見方を変えてみ

ますと、優秀な事例の方が本日呼ばれたんだろうなと思います。他の地区は、必ずしもこ

ういうリーダーに恵まれていないところも多いんではなかろうかなと思います。そういた

しますと、そういった地区に対するリーダーの育成なり、自治体からの援助というか、支

援といいますか、そういうことについてちょっとお尋ねしたいと思います。 

 南砺市さんのほうは、何か市の職員の地域の出身者が応援に来ておられるというような、

それも一つの方法だなというふうに感心いたしましたが、岩手県さんのほうについては、

そういうリーダーがまだ育っていない地区に対する支援といいますか、あるいはそれに対

する課題でも何でもよろしいですが、何かございましたら、お願いします。 

○岩手県（本山主査） 今のところは、先進的な地域というのはやはり今日来ていただい

た鳴瀬さんみたいな感じで、積極的に取り組まれているんですが、問題は積極的でないと

ころと、取り組んでいないところになると思いますけれども、やはりそれをどうやって先

進事例を波及させていくかというのもあると思いますし、それで、今日も鳴瀬さんのほう

はご紹介したんですけれども、県としては、表彰制度を設けて、その表彰でなるべく効果

を波及させていこうというのが、まず一つの方法です。 

 それから、ちょっと先ほどもご紹介しましたけれども、県政番組で先進事例を紹介して
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おります。まあ６分番組の２分30秒の枠なんですけれども、それでなるべく取り組みの事

例で、こういう取組を頑張っているんだよというところを見せつつ、農家側にはなるべく

こういうのもやっていけるんだから取り組みましょうよというような感じのことをＰＲし

ているところもあります。それから消費者向けにも、こうやって頑張っていますから、皆

さんで支援していきましょうという感じのことを狙って放送しているところです。 

 そういった、まず波及させるというのが一つありますし、それから人材確保の面という

ところになりますと、まだそこまでの体制というのはやっぱり実は難しいなと思っている

ところでございまして、例えば新潟県さんの上越市さんなんかでも自治体が支援している

というところもあるようなんですけれども、なかなか難しいので、今のところはやはり地

域の中で、いかに、例えば農協をやめられた方とか、県をやめられた方とか、市町村をや

められた方を確保してやっているというのが実態なのかなと思うんですけれども、やはり

課題としてあるのはそこかなと、個人的にも、その人材、リーダーの確保というのは非常

に難しいなと思っているところです。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 南砺市さん、ほかには何かご発言いただくことはありますか。 

○南砺市（芝井農政課長） 先ほどの質問で、私もちょっと考えておりましたら、先ほど

私の説明で、４つほどまだ未加入の地区、協定を締結していないところがあり、ちょっと

考えてみますと、南砺市の場合、特に中山間地域では、県、市の職員であるとか、農協、

森林組合の職員、あと、民間では建設業が少しある所では、リーダー人材がいると思って

おります。 

 そして、この４つ残っているところはやっぱりそういうところで、一方で自分の本業と

いうのを、仕事もあって、それでいろんな業務、パソコンを使ったり、そういうことがで

きて、庶務会計ができるよという、それがなかなかできないもので大変なのかなと、今ち

らっと私の脳裡には思いました。 

 だから、この市だけの取り組みじゃなくて、これの発展形として、今言った各団体との

連携みたいなものが今後何か模索できないかなというようなことをちょっと、具体的に、

先ほどみたいに、こうやというようなことは思いつかないわけですが、基本はやっぱりそ

この出身者、そうしないと、一過性の動きにしかならないものですから、やっぱり継続性

が非常に大事やと、自分の地区は自分からというようなことで、こういう団体との連携を

何か模索できないかなということをちらっと今思っております。 
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○高橋委員長 ありがとうございました。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 じゃ、よろしければ、次の議題に移らせていただきますが。 

 それでは、次の、第７回第三者委員会における委員指摘に対する対応について、事務局

から、ご説明をお願いいたします。 

○中山間地域振興課長 資料の２、３、４についてご説明いたします。 

 まず、資料２でございます。前回の委員会で、集落マスタープランの「集落の目指すべ

き将来像」について、「その他」と回答している割合が多く、それについて具体的な内容

を問われたので当方で調べてみました。調べてみたところ、基本的にマスタープランの記

入方法としては、①から③、つまり集落ぐるみでやるのか、個人タイプでやるのか、ある

いはその折衷型でやるのか、この３つの中から選ぶというのが基本で、「その他」として

自由記入の欄を設けているというのが実態でございます。つまり、基本は①から③のうち、

１つに○をつけて、特記事項的なものを④に記載していただいているというのが実情でご

ざいます。 

 ざっと見たところ、大きく３つぐらいに分けられると思います。例えば農業の生産に関

すること、特に、特産物のことを書いているケースとか、あるいは都市住民と交流すると

きの問題意識を書いていたり、あるいは生活環境、自然環境の保全に関する取組について

記入していたりという実態でございました。 

 これが玉沖先生からのご質問の関連でございます。 

 それから、もう一つ、資料３でございます。これは前回の会合で、藤山委員がシミュレ

ーションのことについてお話されたので、先生のほうから、この資料で説明をするように

申しつかっており、簡単にご説明したいと思います。 

 資料の３－１というページをご覧下さい。これが藤山先生が実施したシミュレーション

のイメージでございます。想定されるエリアというところに書いてありますが、農地面積

が100haから300ha、集落数についても10から30とか、非常に大きなエリアをまず念頭に置

いてシミュレーションをされているのが１つのポイントでございます。 

 つまり、将来的には一つ一つの集落で将来の担い手を見つけることは難しくなるので、

広域的に受け手と出し手の関係をマッチングしていくことが必要だろうというような問題

意識です。かなり広域の農地について、１筆ごとに耕作している耕作者の方の年齢を加え、

５年後、10年後にその農地がどうなるかということをみんなで「見える化」して共有して、
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議論を始めて、将来の体制づくりにつなげていこうというのが先生のシミュレーションの

ポイントです。 

 例えば資料３－２について、これは集落単位の狭い地図ですが、このように、現在耕作

している方が何歳で、５年スライドさせていくとどうなるか、10年スライドさせてどうな

るかということを皆さんが見える形にするということが基本になっています。 

 これぐらいの大きさで今後の地域農業を考えるときに、集落の方々は、どの田んぼを誰

がやっているのかを知っていますが、集落協定も10から20ヘクタールですから、その状況

は大体皆さんの頭に入っているんですが、資料３－４、これが弥栄地区の全体像なんです

が、かなり広域にわたって農地がある場合に、この農地全体を、耕作者の方が５年後、10

年後、どういう状態になっていて、誰にどのように集約していくのが最も合理的かという

ようなことをある程度シミュレーションすることができますよというのが、先生のシミュ

レーションの中身です。 

 その際に、先生が、中山間地域等直接支払制度とこのシミュレーションを関連づけてお

っしゃったのは、担い手の方々は、自分の拠点となる場所から近い農地、ある程度まとま

った農地、基盤整備がしっかりしている農地を求めるのは当然のことではありますが、そ

のことを突き詰めていくと、なかなか農地集約化されないという状態が起きてます。一方、

中山間直接支払によって、ある程度その条件の不利性を補正する仕組みがあれば、担い手

に農地が集約化されて、農地と人のマッチングも広域的にうまくいくというのが、シミュ

レーションの結果で出ているということでございました。 

 私どもとしても、現行の集落協定の標準的な内地でいうと10ヘクタールから20ヘクター

ルの間で、これからその担い手の問題、あるいは先ほど話題になった事務局機能の問題も

含めて、だんだん規模が大きくなると想定した場合、人と農地のマッチングについても、

やや広域的なアプローチというのが必要になってくるのかなと思っております。 

 それから、委員の皆様はご存知のことと思いますが、当省としても「人・農地プラン」

というのを進めております。この「人・農地プラン」にもその大きさは様々でございます

が、これによって、担い手にどのように農地を集積していくかというマッチングを進めて

おりますし、その車の両輪として、中山間地域直接支払制度の協定では、出し手となった、

場合によっては土地持ち非農家等の方も参加して、集落ぐるみで地域内の農地を守ってい

く、集落機能を維持していくという取組を行っております。 

 以上のような状況でございますので、これからは「人・農地プラン」と、直接支払の協



 

－33－ 

定づくりという現場の取り組みを連携しながら進めていくことによって、地域の農業を強

くし、集落機能も維持していくというような方向で、我々の活動も進めていきたいと考え

ております。 

 これが藤山先生のシミュレーションについて報告そして、これからの私どもの仕事への

反映の仕方についてのご説明でございます。 

 それから、最後に、資料４でございますが、前回の委員会で高齢化が話題になったとき

に、71歳以上で大くくりをしておりました。実際に、71歳以上でも、75歳を境にしてかな

り状況が違うのではというご質問がありました。実は、資料の全国のデータには、71歳以

上というクラス分けしかしていなくて、分析は不可能だったんですが、ちょっと広島県と

三重県というのが高齢化の進んでいるところでして、そこで集計可能な資料を抽出して整

理したのが下の表でございます。 

 こうやってみますと、71歳以上というグループの中でも、実は71歳から75歳というのは

意外に少なくて、それ以上の方もかなりの割合、協定に参加していただいているという実

態がわかりました。75歳以上の方と、それより若い人の役割分担等いろいろあるんだと思

いますけれども、ある意味、協定の参加者の中には、かなりご高齢の方も名を連ねていら

っしゃるということで、まだ社会的な役割を一定程度担われているということだろうと思

います。 

 実は、今回抽出した三重県とか広島県のこの3,000人とか290人というのは、全体から見

るとすごくわずかな人数でして、そういう意味で、我々としても、問題意識が現場に伝わ

り過ぎたところもあるんでしょうが、比較的高齢の進んでいる協定をどうも拾ってきて分

析したきらいがあるので、平均像よりはかなり71歳以上がハイライトされたつくりになっ

ているのかと思います。 

 以上、前回ご質問のありました３点につきまして、ご報告いたします。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 予想以上に高齢化が進んでいるということを改めて実感した次第ですが、ただいまのご

説明につきまして、何かコメント、ご質問、ございましたらお願いします。 

 それでは玉沖委員、お願いします。 

○玉沖委員 各地で新しい挑戦、そして、現場における課題に対する取組、地域の個性に

合った取り組みをよく考えておられるんだなということがわかりました。 

 それと、もう一点、これは回答を要望したものでもなくて、本制度の継続についての支
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持率が、そう思ったほど高くなかったというお話をさせていただいたんですけれども、そ

れが、今回の資料で、制度そのものは適切で問題はないけれども、制度を活用する地域に

おいて、過疎高齢化という問題が、想像以上に大きくのしかかっている、深刻度が増して

いるということがよくわかりました。このことについては、何かシミュレーションできる

ものがあるのかとか、改めて何らかの対応策が必要ではないかと思いました。 

○高橋委員長 ありがとうございました。 

 ほかはよろしいでしょうか。では、山本委員お願いします。 

○山本委員 本日、配布された広報誌について、もっと人目に触れるようにすべきではな

いかなと思いました。 

○中山間地域振興課長 この農林水産省の公式情報誌「ａｆｆ（あふ）」は、基本的には

当省で原稿を書いて発行しているもので、官公庁はもちろん、その地方組織にも配布して

おり、また県庁、市役所など地方自治体にも配布していると思います。その他農林水産と

のネットワークのある関係団体等にも配布していると思います。 

○山本委員 今回初めて見せていただきましたが、ここに来るたびに見せてもらってもい

いかと思いました。 

○中山間地域振興課長 今後、宣伝をさせていただきます。 

○玉沖委員 これは、ホームページでダウンロードできるように掲載されていたと思いま

す。 

○山本委員 冊子になっていると、非常に便利だと思います。 

○農村振興局長 この広報誌「ａｆｆ（あふ）」について、どこに何部配っているかにつ

いては、次回までにご報告いたしますが、課長から説明したように、農水省の広報誌とし

て一番重要なもので、毎回テーマを決めて広報しております。先ほどホームページで紹介

されているというお話がありましたが、１ページ開いていただいた２ページに、「ａｆｆ

（あふ）５月号」の目次が右側に書いてあります。その下に「広報誌『ａｆｆ（あふ）』

について」についての説明がありまして、その下にホームページのご案内として、バーコ

ードを表示しております。それから、その下にはメールマガジン、フェイスブック、ツイ

ッターのご案内があり、いろいろ役所なりに、皆様に農林水産関係の施策についてのアク

セスをしていただけるように工夫をして取り組んでおります。 

 中身についても、イラストを多用したり、事例を入れたりして、あるいは４コマ漫画を

入れたりなど、一般の方に目を向けていただけるよう工夫をしております。毎回の配布先
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については次回ご紹介いたします。 

○山本委員 いいですか、ちょっと。 

○高橋委員長 はい、どうぞ。 

○山本委員 ホームページとかでもダウンロードできるとか、そういうことは今いろんな

会議に出席しますと役所では全部そういうふうに片づけるんですけれども、やっぱりこう

いうふうに冊子になっていると、帰りにちょっと読めますし、例えば歯医者にあったりす

れば、待っている間とかにも読めますし、今はタブレットを持っている方もおりますけれ

ども、やっぱりちょっと読むだけでも記憶に残るというか、だから私としては、全てをホ

ームページとかそういうのでは片づけないでほしいというのがいろんなところで言ってお

ります。 

○高橋委員長 大変貴重なご指摘、ありがとうございました。 

 ほかにないようでしたら、予定の時間がまいっておりますので、この辺で議論を終わり

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、予定された議題は以上でございますので、この辺で議論を終わりたいと思い

ます。 

 集落や各地方自治体の関係者の方々には、本日は大変お忙しいところをご出席いただき、

大変ありがとうございました。 

 事務局では、現場の方々のご意見、そして本日の議論を十分踏まえた上で、今後の最終

評価等の作業を進めていただければと思います。 

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

すので、ご発言の内容等につきましては、改めて事務局より確認の連絡をさせていただき

たいと考えております。 

 それでは、司会を事務局のほうにお返しいたします。 

○中山間地域振興課長 ありがとうございました。 

 先ほどの「ａｆｆ（あふ）」の配布先等については、次回までに調べてまいります。 

 なお、次回の開催日程につきましては、速やかに調整をして、各委員にご連絡を差し上

げたいと思います。よろしくお願いします。 

 では、最後に、農村振興局の小林次長から、お礼のご挨拶をさせていただきます。 

○農村振興局次長 本日は闊達なご議論をいただきまして、ありがとうございました。 
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 それから、集落協定の代表者の皆様方、南砺市、それから岩手県の皆様方、現場の状況

を丁寧に教えていただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日いただいた意見につきましては、事務局で整理して、また次回の議論につなげてい

きたいと考えております。 

 冒頭の局長挨拶でも申し上げましたように、今回の最終評価、それからそれを踏まえた

次期対策の検討、これにつきましては大きな農政の中で行われるものでございまして、委

員の皆様方におかれましては、引き続きまた意見をいただきながら、議論していただきた

いと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 本日は、本当にありがとうございました。 

午前１１時５７分 閉会 


