
 

奈良県農政推進会議農村活性化部会 

第１１回農地・水・環境保全向上対策検討会 

第２０回中山間地域等総合対策検討会 

 

１ 開催日時 

  平成２８年３月２３日（水） １４：００～１６：１０ 

 

２ 開催場所 

  奈良市高畑町１１１６番地の６ なら土連会館 ４階 Ａ会議室 

 

３ 出席者 

  委 員：飯嶋委員長、浦出委員、河端委員、国枝委員、辻委員、中田委員 

  事務局：菅谷課長、小林主幹、小山課長補佐、下浦係長、小谷係長 ほか 

 

４ 議 題 

（１）多面的機能支払制度 

（２）中山間地域等直接支払制度 

（３）農村資源を活用した地域づくり  

 

 ○配付資料  

   ・奈良県農政推進会議農村活性化部会資料 

・第１０回農地・水・環境保全向上対策検討会資料 

・第１９回中山間地域等総合対策検討会検討会資料 

 

５ 公開・非公開の別 

      公開 （傍聴者 ０人） 



６ 議事内容 

○議題（１）多面的機能支払制度 

 事務局より、添付資料に基づき多面的機能支払制度の概要、状況について説明 

 

浦出委員 

奈良県のカバー率が非常に低いというところが気になるポイントで、今後分析をされ

ると思うが、現段階でカバー率の低さについて県はどのように把握しているのか教えて

いただきたい。 

 

事務局 

近畿 6 府県と全国のカバー率をまとめさせていただいているが、近畿の中でも 3 県が

全国と比較しても高く、残り 3 県が沈んでいるという状況で、奈良県は残念ながら下の

方になっているという状況。 

要因はいろいろあると思うが、ひとつは基盤整備事業が進んでいないこと、もうひと

つは他の府県と比べて集落営農をしている部分が少なく、個々で農業を行っているため、

組織的にするというところでなかなか手を上げにくかったのではないかということが、

原因ではないかと考えている。 

この制度は水田農業を行っている集落が取組の主体となるように考えられているが、

今年度の取り組みの増加は、五條市、特に果樹産地の方で伸びが目立ち、それが 10％の

伸びに反映されてきている。 

これらの地域について、これからも取り組まれる集落があるようなので、伸びしろに

なると考えている。 

 

浦出委員 

対象となる組織は非農家を含むことがかつては条件に入っていたと思うが、農業者の

みの組織が対象となっている部分が 10％部分の増につながっているのか。 

 

事務局 

昨年度より、農地維持支払のみを取り組まれる場合、非農家だけの組織でも可能とな

ったが、平成 27年度実施地区の中で農業者のみの組織が 93組織のうちの 23 組織ある。  

全体 249組織のうち農家の組織は 23組織のみとなっているので、自治会等何らかの形

で非農家の方も携わっているという形になっている。 

 

飯嶋議長 

報告書に出てくるのは 26年度、27年度の 2ヶ年の情報だけだが、その前はどうなっ

ているのか。 



事務局 

以前のものもあるのだが、24年度くらいまでは 20％台前半で伸びがあまりなく、や

っと近年伸びてきているという状況。 

 

飯嶋議長 

数値の表し方に特に規定がないのであれば、平成 26 年度 26％から 36％へ増加して

いるデータを、10 ポイント増というのか何割アップしたのかという表現で違いがある

ので、これは母数を基準にすると一番大きな伸びになるのでそういう所を強調できる

のではないか。そうすれば印象が変わると思う。 

 

河端委員 

奈良県が他の県より低いのは営農の形態が他の府県とは違う。これは、水田の面積

が何％で、それ以外が何％だというものを出して、その辺も考慮に入れて農地を 2 種

類ぐらいに分けた切り口で整理すると良いのではないか。 

そうすれば、どこができて、どこができてないかというのがはっきりできると思う。 

これだと一括でまとめてしまっているので、もう少し分けると良いのではないか。 

 

事務局 

大和平野の平坦地が水田地帯、その周辺地帯は茶、柿などが栽培されている。 

「水田地帯は条里制が残っていて、なかなか集落営農が今まで出来ていなかった。

果樹地帯では共同作業ではなく個々で動いているというのが多かったのでこういう組

織がなかなかできなかった。」という流れになるかと思われる。 

奈良県では通常「大和平野地域」、「大和高原地域」、「五條吉野地域」の 3 地区に分

けているが、一度分析検討させていただきたいと思う。 

 

河端委員 

評価が大事だと思うので、昨年も言わせていただいたが、「アンケートやりました、

皆さん満足でした。」ではなく数値で表さないといけないと思う。 

感想で終わってしまっているようなイメージも少しあるので、明確な数値化という

ものが必要なのかなと思う。 

資料３－２「評価の枠組み（案）」のなかの、農業用施設の機能維持や維持管理、こ

れは機能増進というのと機能維持というのが含まれているが、予算的な配分は、どう

なっているのか。 

 

事務局 

機能増進というのは長寿命化の積算量、工事の方で考えていくという形になってい



ますので、資源向上支払(長寿命化)で農道を舗装したり水路を更新したりして機能を

増進させていくという形で配分されている。 

 

河端委員 

施設の機能維持と書かれていると、元々設計された機能を維持するということなの

で、ここの書き方がピンと来なかったのだけれども。 

 

事務局 

農業用施設の機能維持の評価であるが、農地維持活動で対象とされている施設の数

量で評価する形になっており、農家で共同活動されている施設数量及び計画に位置づ

けされている数量で見ていくというものになっている。 

維持管理することによって機能維持を図っていくという評価が得られるものになっ

ている。 

 

河端委員 

実際にはその評価した数値で出した項目の方が数値化しやすいと思う。 

アンケートも結果的に、数値にはなりますが。 

 

事務局 

実績報告で数値等挙げられていますのでそれを集計する、という形になっている。 

 

国枝委員 

同じく資料３－２のなかの農村地域の活性化のところで、自己評価というものがほ

とんどない形になっていると思うのだが、アンケートで全てカバーできるという判断

なのか。 

例えば、組織の中で構成員全員にアンケートをするという予定なのか。 

 

事務局 

アンケートの対象数については現在検討中。各市町村である程度の数量について割

り振っていこうと考えているが、国の方針も定まっておらず、アンケートは広範の内

容を問うような形で作られているようなので。 

こちらを基準として、資料の方で肉付けしていくという形になると思います。 

 

国枝委員 

そうすると活性化の指標というのは経済的な指標等は使われない予定だとお考えか。 

 



事務局 

今のところこの枠組み案では、経済的な指標というのは読み取れない、ということ

になっている。 

イベント参加者というのは事例調査でカウントされているのだが、そういうところ

が煮詰まってきたら、経済的な効果についても問うような設問が出てくると思われる。 

 

国枝委員 

例えばコスト計算というものはないということですか。 

 

事務局 

そうですね、そこまではまだ作ることができない。イベント等でいくら使ったとい

うことはなかなか掴みきれないというのが実情。その辺は国の方でも考えていると思

われるが、たぶん掴めないのではないかというのが担当としての感想。 

 

辻委員 

評価の基本的な考え（案）について、交付金の申請は 5 年間、この仕事が出来ます

よという条件があって初めて予算が付くという感じで、制度は充実していくのだが、

全体的な問題として農村の過疎化、高齢化というものがある。 

これについて日本の人口推移と将来推計人口の総務省の統計局のデータがあり、そ

の推移を見ていくと、当然ながら生産年齢が極端に減っている。 

2010年から、毎年かなりの目減りというか、日本の人口が減っていっている。 

この表に示されている訳だが、これを見ていくと当初申請したとおりに実行出来な

くなっていく、さらに 1，2年目もひょっとして病気になって出来なくなってしまうこ

とも考えられると思う。 

だから、そういうことを考えていくと、どんどん取組が低下していることが考えら

れる。そうすると予算があっても取組む担い手がいなくなって、当初計画したとおり

に実行出来なくなっていく。 

ここをどうするかを考えていかなければならない時期にきているのではないか。 

ただ予算を与えたらいいという問題ではないと思う。そのあたりを県はどのように

考えているのかお教え願いたい。 

 

事務局 

一番頭の痛いところ。冒頭の話でもあったように 5 年間続けて下さいという中で、

元々の事業は平成 19 年から始まっているが、平成 23 年で 5 年サイクルが終わり、平

成 24年から次の 5年サイクルを行きますかというときに、若干落ちてきた。 

5年間続ける自信がないというのか、お金はもらえても 5年間続けることが出来ない



のではないかという懸念もあって、なかなか、続けていくところが減ってきた。 

中山間直払でも同じような話になってきまして、つらい話になってくる中で、奈良

県、国としてどうしていこうかということを考えている。 

その中で、一番大きな話としては、集落でどうやって守っていこうか、というとこ

ろになっていって、「集落で自分たちの集落や農地をどうしていくのか。ということを

国、県からの押しつけではなく、自分たちで考えていって下さいね。集落で誰が農地

を使っていこうか。集落の中でいなければ、外の人に頼もうか。集落の中で生産組合

を作ってやっていこうか。まず自分たちで考えていって下さいね。」というところに戻

らなくてはならないのかな、というところになっていきている。 

県としては国の方針もありますので「人農地プランという形で考えていって下さい

よ。」ということを、お願いしているところ。 

あと、後ほどの 3つめになりますけど、「農業だけでなく、地域づくりとしてやって

いくのもお手伝いしますよ。」という流れになっていくのかなと思われる。 

なかなか成果としては見えないのだが、今までの「こんな事業ありますよ、やりま

せんか。」ではなく、自分たちで、ちょっとこういうことを考えてもらって、それに合

うメニューを示していく、という方向にしなければならないのかなと思っている。 

 

飯嶋議長 

ちょうどそういうお話が出たので、今回の多面的機能支払交付金の制度移行をした

ときに、組織によってはそこに乗り換えず期間延長しなかった組織が相当数あった。 

そういう組織に関して、今後いったんそこで切れてしまうわけなので、どうやって

支援が出来るのかということを考えなければならない、ということも考える必要があ

るということを今回聞いている。 

その点に関して、もう少し深く委員の先生方にコメントをいただければと考えてい

る。よろしくお願いしたい。 

 

中田委員 

生産を維持されて、農業の活性化をされていくと言うことは、やはり中心的課題に

なるのかなと思うのだが、そうすると生産されたものをうまく流通させて、販売に繋

げるとか、担い手の意欲を高める、担い手を作っていくということ、本来そういう動

きにしていきたい、ということだと思う。 

そうすると生産をあげていくことが厳しい世の中で、どうすればいいのかというこ

とで、今おっしゃったような、地域の中での連携体勢というか、いろいろな分野を組

み合わせて、それをコーディネートすることで、いろんな知恵も生まれてくるし、相

乗効果も生まれてくるのかな、と思う。 

従って、地域の中で、より共同の取り組みが行われ易いような支援の仕方があれば



いいのかなと思う。 

例えば、生産者がどのように流通させ、販売していけば良いのかというような意見

を出し合える場、その作業をよりみんなが繋げていけるように、施設とかも支えてい

く、そのような組織が成り立つような支援、それも大切なのかなと思う。 

 

飯嶋議長 

担い手が不足しているという問題に関しては、非常に頭の痛い所で、なかなかとお

りいっぺんにやっていても解決しない。連携を進めて生産能力を高めるためにお互い

情報共有していくことも重要ですけれども、県としてはどういう形で進めていて、ど

ういう課題を感じているということがあればお願いしたい。 

 

事務局 

冒頭、課長からの挨拶にもあったとおり、県としても川上から川下まで、生産から

流通まで一貫して考えていこう、最近では販売、加工に力を入れているというところ

で、結びつけるという部分をこれから考えていかなければならないのかなと思ってい

る。 

その辺りを地域づくりとして、うちの課も昔は耕地課というハードの課だったのだ

が、農村振興課という形で農村を考えていこうというものにシフトしたのだが、たぶ

んもっとペースを上げなければ地域としてはつらい部分が出てくるのではないかなと

考えている。 

 

飯嶋議長 

6次産業化を進めていっている。 

 

事務局 

地域として、農村として生き残っていくにはどうしていくのかというのをちょっと

考えながら。 

でも県主導ではなく、地元主導でという部分も含まないと上手くいかないのではな

いかというのがあるのだが、なかなか。 

 

浦出委員 

冒頭話にあった、食のブランド化を進める、一部分の支援は県の方もされていて、

その中に 6 次産業化も入っているのだが、よくよく考えると実際に作る農家の支援と

いう視点が薄まっていて、売ることばっかり、作ることというのが薄いのではないか

なというのが、最近積極的にマーケティングの方をされているのを良く知っているの

だが、感じるところ。 



作る担い手が疲弊していっているので、作る側の支援というのをもっと厚くしてい

くべきということを感じている。 

今回の評価を兼ねて言うと、これは国の事業なので、どこを調査するか、抽出の方

針というのはあるのだが、調査の対象というのは取り組んでいるところの中で選ぶの

ですよね。  

そうなると、取り組んでいないところはこの評価から外れてしまうので、本来は取

り組まれていないところの問題を引き上げていかないと挙がらない課題が、全体とし

てかくれてしまうのではないか。 

あるいはこの評価項目を見ると、実績を上げているので、数値的なものが上がって

くるが、前回の評価の時もそうであったが数字で見ると奈良県はものすごく小さくな

る危険性がある。 

だけど内容を見ると、ものすごく良かったりする場合もあったりするので、例えば

内容を見て、きちんと評価するという視点がいるのではないか。 

数値ではなくて、中身としてどう変わったかということや、こんな点が良かったと

いうのをもう少し拾い上げるような、奈良県独自の視点を持たないとそういう所を拾

えないでは無いのかというのがあるので、難しいというのは分かっているが、そうい

う拾い方をしてみるのがひとつ。 

また、最近総務省が人材派遣の制度をいっぱい作っているので、農村の所も活用し

ていかないと、歯車として回り始めるのが難しいので、そういう制度をどんどん使っ

ていく形で連携してもらえればと思うのですけれども。 

 

事務局 

前回の評価の時も奈良県の評価というものを押し出すような形でご指導いただいて、

やっていたので、今回そのあたりを出来るだけだす形で進めたい。 

奈良県は全国のカバー率と比べても低いのだけれども、数字だけでは漏れてしまう

部分もあるので、奈良県らしさっていうのを見えるような形でまとめたいと思う。 

 

飯嶋議長 

担い手という問題で、高齢化が進んでいく、農村部の若者が外に出て行く、そうい

う流れをどうしていくのか、大変難しいというのは皆さんよく分かっている。 

その中で私の感じていることは、今のように景気がいい時って難しいのだけれども、

景気が悪くなってきたときにどうやって若い人を呼び込むのか、というのが非常に重

要であって、というのは私の研究室に来る学生は、だいたい 1 割から多い年では 2 割

近くが、農業をやりたいという希望をもっている。 

そのなかで農業法人へ行きたいが、農業法人の給与は月 5 万円。それでも、自分が

それでトレーニングを受けて、将来まさに 6 次産業化ですよね、自分の農地でレスト



ランを開業することを目指して修行していくのだということ、を考えている。 

そういう学生を呼び込むようなプロジェクトは、聞いているといろんなところでい

ろんなことをやられている。 

ですから、例えば、奈良県には近畿大学の農学部があって、ポテンシャルを持った

学生が非常に多いので、是非そのようなプロジェクトも含むような形で連携していけ

ると、助かるなということは昔から個人的に考えていた。 

また今、平群町と連携して 6 次産業化というものを進めようとしているが、非常に

学生が興味を持っている。そこで担い手になってもいいなという人を呼び込む仕組み

があれば、我々も応援できるということを、常日頃感じている。 

 

国枝委員 

観光の面でも、人口が減っているということで、やはり交流人口を増やそうと、更

に交流していく中で定住をしてもらおう、という取り組みが結構、各市町村で行われ

ている。 

奈良県内の市町村で、そういった取り組みをされて、若い世代を呼び込み、それで

定住してもらって、そこで農業に携わってもらう、そのためにはある程度住宅を安く

提供するというような取組みをしているのであれば、県と情報・意見交換をして、外

から、人材を呼び込むということが必要なのかと思う。 

 

事務局 

県も新規就農者研修などの就農に対する支援を、別の課でやっている。 

都市部だったら住宅の問題は少ないが、宇陀など中山間部にきてもらい、そこに家

借りて、土地借りてということになると、なかなかまだ仕組みが出来ていない。 

市町村も初めての経験、県も初めての経験、もちろん担い手も初めての経験という

ことになる。 

やりかけているのですけど、数が少なくてどう動いていいのか分からないというと

ころかなという感想を持っている。 

確かに興味のある学生さんはちらほらいて、近畿大学や奈良女子大学でも去年そう

いった学生がいると聞いていたが、興味がある人をうまく引き込んでつなぎ止める、

さらにその人たちに広めてもらうということで、上手い流れが出来てくるのかな、と

いった状況。 

 

浦出委員 

他府県の事例も考えると基本的にミスマッチの問題で、若い方が農業をしたいとな

ったとき、描いている夢は大きいのだけれども、実際に入ったら現実は違うというこ

とで、撤退される場合もあるのだけれども。 



あとは、実際に農家として勉強されて、独立して始めようとしたときに、まず、農

地が手に入らない、入ってもなかなかいい農地が手に入らない、 

あるいはもっと深刻な問題として、売り先の問題がある。直売にしても他のお店に

しても、食べ物には信頼というものが大きくて、素人がつくったものということで、

安く買われることになると、なかなか利益が出ないということになってしまう。 

他府県も含めて農家に師弟みたいな形で連携させてもらい、そこで学びながら独立

するが、ついた人のところで商売が出来るところまで面倒を見るというような、かな

り先の方まで見越してやらないといけないということになってしまう。 

新規就農の際は、お金を貸すとか、農地を貸すとかだけでは全然足らなくて、ある

程度売れるようになるまでの支援が必要なのかなと思われる。 

他府県はその支援を始めているので、奈良県も他府県を参考にやってもらえればと

思う。 

 

飯嶋議長 

是非他府県の支援を参考にしてやってもらえればと思う。 

先ほど申し上げたとおり、5年の取組がいったん終わってしまって、次の 5年に乗り

換えることができなかった集落をどうやって維持していくのか、非常に大きな課題だ

と思う。 

けれども、それに対して担い手の支援の方策や、いろいろと情報を公開していくと

いうことなど、今できるところから少しずつやれるところからやってもらえればと思

う。 

この問題は非常に大きくて、なかなか出来るものではないが、少しでも前に進めて

もらいたい。 



○議題（２）中山間地域等直接支払制度 

  事務局より、添付資料に基づき中山間地域等直接支払制度の概要、状況について説明 

 

辻委員 

耕地面積について 57.8％の方に交付されているということだが、あとの 42.2％の方

達は今どのような状況か。 

また、交付金にのれる農地の農業者にはどこを通じて伝えられていくのか。周知の

方法を教えていただきたい。 

 

事務局 

対象となっている農地のうち交付を受けている農家は 57.8％で、約６割の方が交付

金をもらって活動をしている。 

土地自体の差はなくて、農家が交付金をもらうかもらわないかという判断による。 

 

辻委員 

交付されていない農地では、苦労されて作付けされているということか。 

 

事務局 

５年間続けられなかったら、お金を返金することになるから交付を受けない農家も

多い。 

周知の件について４期対策ということで今年度スタートした。 

昨年度末から基本的には国からの情報を、県から市町村へさらに市町村から農家へ

という流れだが、実際のところ、資料にも記述したように、難しい面がある。 

そこで、市町村に集落の方々を集めて頂き、県と市町村が手を組んで進めている。 

 

辻委員 

対象面積というのは放棄地ではなく、現在耕作している農地なのですね。 

 

浦出委員 

勝手な推測かもしれないが、日本型直接支払と新しい中山間直接支払の関係がわか

りにくくて、難しい。 

多面的機能支払については増加しているが、中山間は総量では増えているが、やめ

ている集落が３４協定あるということを考えたとき、５年間の縛りがあるので中山間

直接支払の交付を受けるのはしんどいから、額は下がるが少し楽かな、ということで、

多面的に移行しようかという集落はあったのか。 

 



事務局 

中山間をやめて多面的に移行するという集落はなく、中山間をもらっている集落が、

さらに多面的ももらおうかというところが増えている。 

２つもらえるので、もらえるのであればもらおうかという考えかもしれません。 

 

浦出委員 

ということは、中山間直接支払制度は積極的かつ頑張っている集落が、更に、とい

うことで多面的もしているのですね。 

 

事務局 

日本型直接支払制度になる前は、それぞれの事業でどちらも条件として「共同活動」

条件があり、線引きがややこしいので、手を出さなかったというところもある。 

重複して、中山間をやっていて多面的もという集落はなかなかなかった。 

制度的に整理されて、しっかりと区別すれば、２つもらえますよということが明確

化されたので、農家の方達も、気分的にのりやすくなったのではないか。 

 

浦出委員 

両者それぞれ要件が違うし、制度内容も変わってくるので、逆に地域の方に対して、

地域の実情にあわせて勧め、「こっちの方がメニューとしては、お宅の地域には合いま

すよ。」というセレクトの仕方を指導することで、（まあ、両方もちろんやってもらう

のはいいのかもしれないけれど）どちらかに取り組めば、全体として向上するのでは

ないか。 

こっちが終わってから、そのような制度の説明は難しいと思うが、そのような指導

は周知のプロセスの中でされてきたのか。 

 

事務局 

「まず日本型直接支払があって、それぞれ事業がありますよ。」という形の説明に変

えてきている。 

日本型直接支払をはずして説明しにくいというのもあるが、環境支払も含めて３つ

セットで説明している。 

 

飯嶋議長 

女性の参画によるいろいろなメニューがあるが、新しいメニューか。 

 

事務局 

要件としては、女性・若者の参画の取り組みは新しい要件。 



飯嶋議長 

女性・若者の参画の取り組みの件について、追加の説明があれば聞かせてほしい。 

 

事務局 

ご存知のように８割交付の場合は、みんなで農業をしたら交付される。 

10割交付の場合のプラスαの２割についてはＡ・Ｂ・Ｃの要件があります。 

Ａ要件ですと担い手さんを増やしましょう。Ｂ要件は女性・若者に参画いただき、

加工や販売をするなら交付しましょう。というもの。 

若者の新規就農もＯＫ。また販促などの営業活動もＯＫ。 

Ｃ要件は、従来どおり、後継者がいなければ村の誰かに助けてもらってやっていく

体制をつくります、というもの。 

Ｃ要件を選択するのが、要件的にいちばん楽なので、多い。 

 

飯嶋議長 

Ｃ要件は従来のままで、Ｂ要件が少し増えたのですね。 

 

国枝委員 

Ｂ要件の件ですが、通常、加工販売は自分たちでしなければならないのか。 

加工をどこかに委託するのはあてはまらないのか。生産者の方は、一定の量を自前

で加工して下さいという前提条件があるのだろうか。 

 

事務局 

基本は集落協定のなかで、交付面積を受ける農地、そこで作ったものを対象に直売

所に持って行くというのは可能。 

どういうふうに携わるかというと、作ったものを中山間制度に則って、作ったＰＲ

的なもの、そういう売り方をしたものに、女性や若者が関わっていれば、支援してい

こうという取り組み。 

いきなりきちっとした６次産業化のような直売所でなくてもよい。但し、作ったも

のはそこで作ったものでなければならない。 

 

国枝委員 

自分たちで機械を買ってしてください、というものか。委託しても良いのか。 

 

事務局 

委託してでもやれるのなら、やってもらうことは可能。 

但し、集落協定の参加者が携わっているということが大事。 



飯嶋議長 

作物を自分たちで加工して価値を高めることというのは、何かの助けがなければ、

なかなか難しいこと。 

我々もいろいろなところで助けてもらって、それを実現させているが、手をさしの

べる可能性はあるのか。 

 

事務局 

６次産業の支援はある。ご相談があればという形になるのだが。 

作物の加工や活用に関しては、後の地域づくりの話の内容にも関連していますので、

後で述べさせていただきたい。 

 

飯嶋議長 

要件に関してのコメントは何かありませんか。 

 

浦出委員 

私が気になるのは、５年縛りの件。前から指摘されているし、国の事業なのでどう

こういうのは難しいと思うが、３年頑張ってあと２年というときに続けられなくて、

遡って３年分返金となれば農家は怖くてなかなか手を出せないのが事実だと思う。 

そういう時、県としてあと２年続けさせる方策はないのか。この事業の中で対策を

講じる必要があるのではないか。 

まずは、３年目指してというような工夫を県庁の中で取り組んでいただいた方が良

いと思う。 

5年間続けられる見込みのある集落の手は上がっているが、手の上がっていない集落

に焦点をあてた時にどんなサポートが必要かを考えていただきたい。 

特に高齢化している中山間の中で５年間は長い。 

そこの部分の対策を、例えば近畿農政局と相談しながら考えるとか、県から国へ要

望を上げるとかという方法で。 

そうしなければ、奈良県ではますますこの制度は難しいものになってくるという気

がする。前から出ている課題なので。 

 

事務局 

その点について制度の検討材料として、集落協定に参加している方がどのような年

齢構成分布で、女性の方はどれほどの規模でおられるのか、３月末までかけて調査し

ており、６月ぐらいに整理して出てくる予定。 

その中でどこが、一番比重があるのかを知り、それをもとに対策を詰めていきたい

と考えている。 



○議題（３）農村資源を活用した地域づくり 

事務局より、添付資料に基づき農村資源を活用した地域づくりの概要、状況について説

明 

 

中田委員 

耕作放棄された茶園（山添村）で茶の油を使って地域活性化を図っているが、支援

資金や活動資金は奈良県から支出されているのか 

 

事務局 

   直接県からは、お金の面では支援していないが、情報は共有している。 

先日行われた「大立山まつりのうまいもん市」では、鍋物にその油をふりかけてお

客様に提供していた。 

山添村では３年程前から活動しており、農水省の補助金を使っている。 

   

中田委員 

放棄された農地を積極的に利用し、捨てるものを上手く利用されている。 

また、山添村は、「めえめえ牧場」の羊を農地に提供して草刈りをやってもらうとい

う取り組みをされて、積極的である。 

このような積極的なところに補助金等支援していただきたいと思う。 

 

河端委員 

   観光と農業の施策を連携させるべきではないか。 

 

飯嶋議長 

   同じような指摘が前々回の委員会でもあった。 

 

事務局 

   グリーン・ツーリズムの冊子等を新たに作成するなど、意識して取り組んでいる。 

 

飯嶋議長 

   どんどん情報発信していただき、いろいろなものを取り入れていってほしい。 

 

国枝委員 

観光のお話がでたが、私の方でも調査した結果、外国人の方が増えており、団体で、

イチゴ狩りに来られたりする。 

果物を、そのまま食べられるというのはとても喜ばれる。奈良県でも既になされて



いると思うが、農業が報われると思う。 

また、企業が社会貢献という使命感をもって活動している例も見られ、九州の企業

においては、ボランティアで農作業支援をするという例もある。 

奈良県においても、環境に優しい商品を作っている企業や消防団の皆さんに農業の

担い手になって頂くという方法もあるかと思う。 

 

飯嶋議長 

 私も最近、中国からの観光客が増えているなあという印象。 

 これらの観光客を、農村への観光に上手く取り込めたらなあと思う。 

 イチゴ狩りとか、そういうことに関して、何か情報はあるだろうか。 

 

事務局 

取り組みが遅れているのが現状。 

ただ、国の制度としてインバウンドの関係で、農林水産省の補助制度も出来てきて

おり、利用してやっていきたいと考えている。 

 

飯嶋議長 

企業の地域貢献のお話が先ほどありましたが、奈良県では、イオンモールでいろい

ろされている。 

誘致を積極的にしていくと意外とすんなり行く場合もあるので、可能な範囲でやっ

ていって欲しいと思う。 

 

浦出委員 

奈良県の課題である、「宿泊施設の増強」、「インバウンドの問題」について考えてい

ただきたい。 

奈良県に観光客が訪れてもすぐに出て行く。その結果、経済効果が薄くなる、とい

う流れになっている。 

農村観光は長い滞在時間が必要になってくるので、農家民泊を展開させていく施策

を取り入れていって欲しい。 

 


