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奈良県農政推進会議農村活性化部会 

第２２回中山間地域等総合対策検討会 

第１３回農地・水・環境保全向上対策検討会 

 

議 事 録 

     １ 開催日時 平成３０年３月２０日（火）１４時００分～１６時１０分     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、浦出委員、国枝委員、辻委員、中田委員      事務局：農村振興課 小林課長、吉田課長補佐、小谷係長 他   ４ 議  題   （１）農村資源を活用した地域づくり （２）中山間地域等直接支払制度 （３）多面的機能支払制度       ○配付資料     資料Ⅰ 農村資源を活用した地域づくり 資料Ⅱ 中山間地域等直接支払制度 資料Ⅲ 多面的機能支払制度   ５ 公開・非公開の別       公開 （傍聴者 ０人）        
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６ 議事内容   議事（１）農村資源を活用した地域づくり 事務局より事業概要、平成 29 年度の実施状況、平成 30 年度の実施予定について説明。  飯嶋議長    委員の先生方、ご意見をよろしくお願いします。  浦出委員    地域づくりについて説明頂いたが、県がそれぞれの事業で支援した内容がわからない。公的な支援はどの部分で、具体的にどのような支援をしたのか教えて頂きたい。  事務局    地域での取り組みに関しては、例えばＰ２（１）の山添豆プロジェクトの場合では、試作等に必要な実費や、どういうものを作っていけば良いかを検討する際の有識者への報償費、研修会や勉強会に必要な経費の支援をしている。  浦出委員    ソフト的な側面の経済支援ということでよろしいか。  事務局    そうである。  浦出委員    来年度の事業では、人材派遣に焦点を当てているようだが、今年度の事業の中で課題として出てきたのか。最も取り上げるべき課題として認識したから実施するということか。  事務局  活動に取り組んでいる団体からは、徐々に担い手が減って高齢化も進み、活動が困難になってきたという声や、リーダー的存在の人が高齢になったため、代わって一緒に引っ張ってくれる人、背中を押してくれる人が欲しいという声があがっている。現在も、外部からそのような人材に都市農村交流などのイベントの際に来て頂くことがある。しかし、一過性のもので終わりがちなので、どのような組織を作り、どのような立場の人を派遣すれば、地元の人と外部の背中を押してくれる人とが一緒になって進めることができるのかを具体的に探っていきたいと考えている。 
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飯嶋議長    何をなすべきかということを調査するという理解でよろしいか。  事務局    １年目は、どのような人材支援の形があるのかを調査したい。  飯嶋議長    すでに当たりがあるのではないかという気がしないでもない。そういうところに積極的にお金を使って人を雇用して実施すべきであり、調査から色々な統計的データを出すのは、結果を残すという意味では重要なことだと思うが、一歩踏み込めると良いと思う。そのようなことを行える余地はあるか。  事務局    本日紹介させて頂いた地域の中には、大学の研究室の学生に継続的に入って頂いている地区もあるが、学生は入れ替わり、１～２年で終わることもあるのが現状だと思う。大学で打ち立てて頂いた内容や、検討・提示頂いた支援の形を誰が実践していけば続けられるのかという点を探っていきたい。また、どこからどのような人材に来てもらうのか、どのように人材を探せば良いのかという点についても探っていきたい。全国に取組事例があると思うので、奈良県の現状に近いところを捉えて、利用できる結果が出れば良いと思っている。  飯嶋議長    継続的な取り組みを行うために調査を実施し、色々なことをやっていこうという試みだと思うが、委員の先生方から助言をお願いします。  浦出委員    飯嶋部会長と同じ意見になると思うが、来年度に調査を行い、実践はさらにその翌年度ということで、１年間が調査に使われるわけだが、仮に地域の課題や求める人材を探る調査をしても、非常に様々なニーズが出てきて、そのニーズの中からどれに焦点を当てるのかという課題が生まれそうである。それを絞り込むためにまた何か別のことをしないといけなくなり、きちんとしたスキームになるまで時間が掛かりそうな気がする。それよりは、地域づくりを課題として考えるならば、奈良県内である程度具体的な課題が見えていて、本当に欲しい人物・人材像を明確に出せる地域に対して、集中的・優先的にサポートを行い、具体的なモデル・優良事例を作り、そこから他の地域に真似をして頂くということをやった方が効率的ではないかと思う。調査を実施しても調査だけで終わり、実践に結びつくのか疑問を感じる。むしろ、来年度モデル的に具体的な地域を見つけて実施する方が効率的だと思う。あくまで想像に過ぎないが、その方が遠回りをしないと思う。  



 4 / 18  

飯嶋議長    私も同感である。おそらく調査の結果は、全国から色々な事例が出てきて、このような共通点がありますということとなり、これは今までもずっとやられてきたことだ思う。もうそろそろ、そこから一歩踏み出すために、奈良県ならではというものに絞り込みを行う必要があるのではないか。もう広く浅くでは追いつかないステージかもしれない。取り組んでいる学生が卒業したら終わりになるというのはよく起こっている事案だと思うので、持続的に取り組めるシステムについて、一歩踏み込んで、現在実施している山添豆プロジェクトなどででもご検討いただければと思う。    その他のことで、委員の先生方、意見があればお願いします。  国枝委員    昔から栽培されている作物を使って、地域を活性化するのは大変だと感じる。例えば、この山添豆プロジェクトの場合、もうすでに加工品を販売されているという理解でよろしいか。  事務局    イベント時のみ試作販売を行っている。継続して大量に作ることが可能な十分な設備はない。  国枝先生    数は少なくても、例えば道の駅である期間だけ置いて頂くとか、それで反応を見るとかそういうことも良いのかなという気がした。    郷土料理体験メニューと民宿とのタイアップということで、現在、都市部では民泊が色々な観光の分野で着目されている。地方では農泊も民宿と民泊があるかと思うが、そのあたりはどのように考えているか。民宿はあるのか。  事務局    具体的ではないが、農家以外の方から民宿を開業したいという声があがっている。  国枝委員    民泊の方か。  事務局    具体的には決まっていないが、都市の人達に来て頂いて泊まってもらうことを考えている方がいる。その方と郷土料理の取り組みを行っている方に出会って頂く機会があり、メニューの一つとして活用していけるのではないかという話があがっている。 
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国枝委員    大変おもしろいと思う。海外でもそのような「Ｂ＆Ｂ」を運営される方が移り住んで来たり、実際に住んでいる方が始められたりする事例がたくさんある。  飯嶋議長    今の点についてもう少し突っ込んでよろしいか。民泊事業に関しては、法令がかなり厳格化されるというニュースを見た。現在、ネット上で見られる民泊の３分の１か３分の２ぐらいは違法だと言う。これを合法化しないと、東京オリンピックに向けて人の収容ができないということで、国も相当な予算を投入していくと考えられる。それをどうやって中山間地域の問題に結び付けるかという点で、大変良いヒントを頂いたと感じた。例えば、鞍掛豆を宣伝する際、道の駅に置くというのは普通の発想で、皆さんやると思う。奈良にはたくさんの観光客が来るが、京都で泊まって奈良へは日帰りで来る方が多いと感じる。民泊を利用して、そのような人達を呼び込むためのモデル事業を作るという可能性は考えられないか。  事務局    現在、そのような話題が盛り上がっているところだが、我々の課では取り組めていないという状況。現実問題となってきているので、今後は整理して考えていかねばならないところである。  飯嶋議長    先ほどの意見にあったように、優良事例のモデル化を奈良県という立地で打ち上げるためには、地域の豆など一つのものを取り上げ、人材派遣で来てくれる方に参加いただいて、色々な方々と議論していくことが重要。例えば、１軒だけでも奈良駅の周りに民泊できるところを置いて、そこが中山間地と結びつくようなモデルを作ると、全国的にもテレビなどで放映され、非常にアクティブにやっているという印象を一気に与えることが出来ると思う。 そろそろ、このように具体的なことを打ち出す段階に入っているのかもしれない。他の先生方の意見を集約しただけになるが。可能であれば、ご検討ください。  事務局    奈良県では、奈良公園までは人が来るが、それより南には人が来ないことが問題になっている。海外の旅行のホームページを見ると、奈良公園については多くの情報が載っているが、それ以外は飛鳥が少し載っているぐらいで、他のところは載っていない。それが問題だと思っている。    民泊については、関係法令が非常に厳しい。家を改造しないといけない、キッチン・トイレを作らないといけない等、事実上、民泊を営利的に運営するつもりでないと開業できない状況にあり、主に南部・東部の山間地域において専業で運営されている方がほとんどである。敷居が高いものの、民泊新法により６月からは可能になったので、進めていきたいと考えている。また、来年度より天理市東
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部の福住地区を中心に、地域のＮＰＯと組んで試験的にやっていこうと考えている。奈良県は県民性として、いきなり知らない人を泊めることに抵抗があり、旦那さんは「やろう」と言っても奥さんは「掃除もしないといけないし、ちょっと待ってよ」ということがある。「Ｂ＆Ｂ」のように、夕食は出さないが朝食だけを提供することができないかという方向で検討している段階である。色々なご意見を頂きながら進めていきたい。  飯嶋議長    ぜひ上手に色々なものとタイアップして頂ければと思う。  浦出委員    奈良は日帰りの観光客が多いと言われるが、海外からの観光客の方が日本人よりも結構奈良に泊まっている。我々が知らないようなところを見つけて泊まっているのをネットでも見る。このことから、情報の伝達が十分に出来ていないということが言える。そのようなことをすでに実施されている事例があるので取り上げて、そこを核にするという考え方もできると思う。そういうところが見落とされがちなような気がする。民泊に関しては、前から言われていることで、今のお話にもあった「Ｂ＆Ｂ」で良いと思うが、②の郷土料理プロジェクトなどと一緒に考えると、泊める・食べる・楽しむということが全て一箇所に固まるのでなく、ある程度地域に分散して、地域のみんながそれに携われるという形が望ましい。ぜひとも②のプロジェクトなどもうまく活用して、地域で支える・運営するという仕組みを作ってもらえればと思う。  飯嶋議長    グリーンツーリズムの推進に向けてホームページを運営されており、この委員会でもホームページのことをずいぶん前から言ってきたので、それも一つのあり方かもしれないが、この資料に書いてある色々なことをまとめてみるのはどうか。先ほど一箇所だけではなくという意見もあったが、お祭りなどとうまくタイアップできないかも含めて。浦出委員が言われたことに同感で、海外の方、特に西洋から来た方は、農村部に泊まりたくてもどこに泊まったら良いのかわからない。奈良県に来て、山の中の日本古来のところで泊まれることをアピールしたら結構ヒットすると思う。繰り返しになるが、是非検討頂ければと思う。  国枝委員    情報発信についてだが、旅行関係はほとんどの場合ＳＮＳを見て来られる。大きな影響力のあるサイトに経験談が書かれると、それを読んだ人がまた発信するという連鎖・好循環が生まれ、訪れてもらえるということがある。それぞれの村でこういうことをやっているとＳＮＳやそういったサイトで発信してもらうと、さらに地域に来て頂く方が増えることにつながる。全体を見ると、旧来の印刷物に重点を置いているようだが、この頃の若い人はネット中心なので、もう少しネットのメディアで発
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信していただければ、もっと効果的ではないかと思う。  中田委員    農業・農村の持つ多面的機能について理解を深めてもらうには、いかに少年を取り込むかがポイントだと思う。資料には、御所実業高校と連携していると書いているが、今まで対象にしてきたのは高校生か。体験に来る人というのは、どういった子ども達なのか。例えば、小さな幼稚園児なのか、小学校低学年なのか。  事務局    御所実業高校で継続されている取り組みの一つに、現地での生き物調査があり、小学生が単独で参加したり、もう少し小さい子どもであれば親子で参加している。  中田委員    その場合、田舎へ行くのはアクセスの問題が大きいと思うが、どういう形で現地に行っているのか。橿原市の昆虫館であれば比較的交通のアクセスが良いが、実際田んぼで何か体験するという場合にアクセスが問題になると思う。  事務局    最も多いケースは、昆虫館に一旦来て頂き、昆虫館の周りに里山、川、田があるのでそこを利用しているという形。  中田委員    啓発活動ということで下敷きなどのグッズを作り、資料に記載されている場所で 700枚配布したとのことだが、例えば小学生・特に小学校の低学年の子どもに配って、小さい頃から農業に親しんで理解してもらうことが大事だと思う。この資料には小学生に配布すると書いていないが、そういうことはしないのか。  事務局    先ほどの生き物の話で言うと、便利の良いところに来て頂き、多くの人に知って頂くという活動をしている。植物や生き物というのは実際に触ったり、自分で捕まえたりすることで印象に残るので、各地域で生き物調査として生き物を捕まえる体験をして頂き、その際にカエルや魚の下敷きを配布している。そこで捕まえたものが「こういう名前なんだ」と下敷きを見て知って頂いている。名前を知ることで興味につながると考えている。 
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中田委員    下敷きにプリントしてあるのは、それと連動したような内容になっているということか。  事務局    例えば、カエルの下敷きは奈良県に住んでいるカエルのみを掲載している。当然、昆虫館の方などに説明して頂くのだが、自分で調べて「こういう名前なんだな」「こういう生態なんだな」と知ると、非常に記憶に残ると思う。中田委員が仰ったように、アクセスが良くないところが多く、小規模なイベントは１回 30～40 人程度なので、開催地区の数が増えないと広がっていかないと考えている。  浦出委員    中田委員が、農業・農村の多面的機能の周知について、小学校低学年を対象にと仰ったが、単発的なイベントで終わっているような気がする。本当にこれをやるのであれば、小学校における環境教育とどうタイアップするかということに踏み出さないと根付かないと思う。下敷き等を作って、奈良の生き物について知ってもらおうと考えると、それを活かせるのは小学生の場合、学校の授業だと思う。近所の田んぼに行って、このような資料があれば先生がすぐに子どもに教えられる。そのようにタイアップすることもこれから必要になってくると思う。農業・農村とは必ずしも直接的でないかもしれないが、広く教育とも連携してやっていく必要があると思う。こういうイベントをすると都市部の人はもちろん来るが、奈良県の地元の子どもがだんだん知らなくなってくることの方がむしろ問題なので、まずは地元・地域の子に伝わる場を作って頂ければと思う。  中田委員    森と水の源流館という施設があり、下敷きを作って小学生に配って、浦出先生が仰ったような形で授業に取り組んでいる。このような事例があるので、もっと広げていけば良いと思う。  事務局    明日香村で生き物観察会を行った際、都市の方に喜んでもらえるとイメージしたのだが、実際は逆であった。都市に住む子どもは親が熱心に教えてくれるので、生き物や植物の名前をよく知っているが、逆に農村部の子どもの方が知らないということがあった。例えば、タンポポには在来種と西洋種があり、西洋種はガクが曲がっているというような特徴を都市部の子どもの方がよく知っている。このイベントを開催して、特に村の子どもや親御さんに喜んで頂いた。これを機に、明日香村では植物図鑑を全生徒に配布した。なかなか学校教育には考えが及んでいないところがあったので、委員の皆さんのご意見を参考に進めていきたいと思う。  辻委員    今のことに関連してだが、食育は農村の交流や情報発信と大きな関連性があると思う。地域で作ら
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れている特産物などを広げるという意味でも、ストーリーを作ってメッセージをどんどん届けるような情報発信を、例えば、学校現場や地域のステーションなどで行う工夫をすると良いと思う。 それから、外部人材を受け入れてサポートしてもらうという発想の中には、新しい発想で色々なことを開拓していくことにつながっていくと思うので、情報発信におけるＳＮＳの活用など、どんどん進化していく情報社会に先行できるようサポートを受けることができれば、外国人観光客にも響くのではないかと思う。農村各地にちょっとしたステーションがあり、Wi-Fi スポットがあって、現地で色々な情報が仕入れられるというようになれば、動きが変わってくると思う。フレキシブルに機動的に動いていくことができれば良いと思う。  飯嶋議長    後半で、教育行政とのタイアップという大きな課題も出てきたが、もっと連携できると思うので、そのような部分もご検討頂ければと思う。    人材派遣について事例を絞り込んで、民泊など色々な取り組みと連携していくこと、情報発信については、ＳＮＳを活用することも含めて考えながら、予算を有効に活用できるよう議論して、この事業を発展させていって頂ければと思う。 
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議事（２）中山間地域等直接支払制度 事務局より制度概要、実施状況、中間年評価（案）について説明。  飯嶋議長 基本的なところを確認させて頂きたい。Ｐ４に記載されている要件について、Ａ・Ｂ・Ｃ要件があるが、Ｃ要件を選択している集落は 106集落あり、これがほとんどだが、Ｂ要件は１集落しかないということでよろしいか。  事務局 そのとおり、１集落である。  飯嶋議長   女性の人口は半分ぐらいいるが、参加者の中に女性を上手に組み込むことができないのか。  事務局   外部から新たにそのような人を呼び込むことが難しい。  飯嶋議長   Ｐ21の評価書案の２ページ目、一番上の「集落戦略への取組状況」の部分について、まずい状況だというような書かれ方をしているが、これは全体に影響しないのか。  事務局   集落戦略とは、対策自体は５年だが、10 年、15年先のことについて戦略を立てていこうというもの。自分の農地を維持できなくなったらどういう人に引き継ぐといった状況を記すものになっている。そういうものを作成することに関して、あまり前向きに取り組んでもらえていない。というのも、これを作成するメリットが奈良県ではあまりない。Ｐ８の中段のところに記載があるが、15ha以上の集落協定で、集落戦略を作成すると返還の要件が緩和される措置がある。具体的にいうと、普通は一部の農地が放棄されると、遡って全農地分の交付金を返還することになるが、集落戦略を作成すると、当該農地、つまり放棄された農地の分のみの返還で済むというメリットがある。それを受けようと思うと、集落戦略を作成するのに加えて、協定農地が 15ha 以上必要という要件がある。奈良県では 15ha以上の協定が少ないので、作成するメリットを感じてもらえないという状況。  飯嶋議長   必要性がわからないということを評価書に書いてもいいのか。このような前置きがない中で、取組状況が唐突に出てくるので問題があるのではと感じてしまう。集落戦略への取組状況の箇所に、作成
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の必要性がわからないという回答が６割ほどあり、説明不足ではないかと直感的に捉えてしまったのだが、「奈良県の場合は非常に難しいという状況があるため」というような表現にしておけばスッと読めると思う。  事務局   ありがとうございます。この部分について検討させて頂く。  浦出委員   同じく、集落戦略への取組状況についてだが、市町村の評価は 72.9％が「適当」という評価である。未作成の割合が 92.3％であるのに対して、市町村はそれでも 72.9％を「適当」と評価しているという、このズレに違和感がある。もちろん、集落が集落戦略を作成する必要性がわからないから、どうしても未作成になっているということがベースになっているとは思うが、ただ、状況として 90％を超える集落が作成していないにも関わらず、市町村が 72.9％も「適当」と評価していることをどう評価するのだろうか気になる。評価しているという事実しか書かれていないので、市町村が集落を正しく評価できていないのではないか、という読み方もできるのではないかと思ってしまう。あるいは逆に、市町村は集落のことが理解できているから、集落戦略が未作成であるという状況で「適当」と評価しているのか。この「適当」の評価がこのままだと気になってしまう。９割も未作成ということが、単に理解が進んでいないというだけの評価ではまずいのではないか。飯嶋部会長が仰ったように、背景事情をきちんと入れないと「この数字は適切に評価されていないのでは」という気になる。  事務局   わかりました。  浦出委員   一つ前の集落協定内の話し合いの状況（Ｐ20）の部分についても同じ事が言える。ここでも 83.2％が４期対策前から変わっていないと回答している。それに対して、市町村評価の「適当」評価が 93.9％となっているが、変わらないことが「適当」だということなのか。結果として「適当」ということか。  飯嶋議長   アンケートの結果を見ながら紐解いてみてはどうか。  事務局   Ｐ31の中段辺りの「集落協定内での話し合いの状況」の項目のところに、集落協定内での年間の話し合い回数が記されている。話し合いの回数は、１回から最高 20回のところまであるが、５回までがほとんどという状況。右の欄に４期対策前からの増加の有無を記載しているが、○の「増加」が 13％
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ほどで、ほとんどが△の「変わらない」になっている。これに対する市町村の評価がさらに右の欄に記載されているが、93.9％が○の「適当」評価となっている。  飯嶋議長   これは、４期対策前からの増加の有無の解釈の仕方の問題だと思う。普通に考えると、中央値が△「変わらない」であり、それに対して、12.9％が進んだ、3.9％が後退したということなので、この場合、前回よりもどちらかといえば進んでいるという傾向がうかがわれるという表現にして構わない。市町村の評価としては、それを見て、進んでいるところが結構あるじゃないかという印象である。「変わらない」がベースなので、そこをゼロ値とすれば、プラスの方にちょっと向いているというように取れば辻褄が合うと思う。直感としてこのように書いても構わないと思う。市町村にも連絡して頂き、齟齬がないようにして、もう少し検討して頂きたい。先ほどの箇所にも同じようなところがあるかもしれないので、アンケートの数値の読み取り方をご検討頂きたい。  事務局   検討させて頂く。  浦出委員   ただ、そのような評価をすると、下の欄の「集落戦略への取組状況」の市町村評価について、逆に◎の「優良」が０％で△の「要指導・助言」が 27.1％ということで、より下方に評価されてしまう危険性があると思う。同じ基準でやってしまうと、集落戦略への取組状況は下方の評価になってしまう。ただ、集落戦略への取組状況については言い訳ができるというか、先ほど言っていた状況があるので、そこを留意して表現を考えて頂ければと思う。  飯嶋議長   評価書のスペースは大丈夫なのか。この点は行数を取ってもう少し丁寧に説明をしていかないといけないと思うのだが。フォーマットでページ数は決まっているのか。  事務局   特にページ数は決まっていないので大丈夫である。  国枝委員   集落戦略について、「戦略」というと将来に向けてこういう取り組みをするということを書くと思うのだが、例えば、これを代表者の方がお答えになっているということであれば、その先のことはわからないという風になってしまうのではという気がした。回答する側からすると、個人のことであれば、もっとこうしたいとか書けると思うが、代表として書きなさいと言われると、なかなか書きにくいの
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ではないかと思う。「戦略」というテーマではなく、将来の取り組みについてとかであればもう少し書きやすかったのではないかと思う。   Ｐ30 の表から、課題としてどのようなところを見ると良いのか。例えば、農業生産活動として取り組むべき事項という茶色の部分があるが、耕作放棄の防止等の活動で、△の件数は多いと見れば良いのか。全部足すと 37 件になっている。他の事項の△は、パーセンテージは異なるが件数は非常に少なく、件数が一番多いのは耕作放棄の防止等の活動という気がする。先ほどの人材派遣の話ではないが、特にこういうところが最も奈良県ではネックになっているのであれば、これに特化して人材を投入することが必要な部分だと解釈したのだが。  事務局   この茶色の部分は、310 協定全てが行っている。各々の項目を全部足すのが良いのかどうか分からないが、市町村評価で９割以上は適当と評価されているので、全体としては着実に農業生産活動等として取り組むべき事項には取り組まれていると評価した。  飯嶋議長   △より○のほうがはるかに多い。  国枝委員   △に着目して、何が先送りされているのかという点を見ると、茶色の部分が先送りされてしまう項目になるのか。交付金を使って、ほとんどうまくいっているということだろうと思うが、それでも先送りされているという部分というのが△に表れているのではないかと思った。  事務局   市町村評価が△の場合は要指導・助言ということになるが、一番右の欄に主な指導・助言内容を記載している。耕作放棄の防止等の活動について見ると、市町村評価が△になっている 15 協定は、市町村から「①話し合い活動の充実」・「⑥活動内容の再検討（変更）」・「⑧共同取組活動の充実」の指導・助言をされたということ。他の項目についても同じ読み取り方である。  国枝委員   ほとんどが「①話し合い活動の充実」となっている。おそらく、なかなかコミュニケーションが取りにくいということだと思われる。  事務局   「⑧共同取組活動の充実」も多いので、共同で何かするということをもう少し充実させるべきだと読み取れると思う。 
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 国枝委員   人材が少ないので、なかなかそのようなことができないということか。  事務局   そうだと思う。  飯嶋議長   特に、法面管理やネットの設置等、予算を投入できるところが非常に進んでいるというデータでもあると言えると思う。耕作放棄の防止等の活動については予算投入があるというように考えられる。  事務局   茶色の項目には、耕作放棄地の防止等の活動や水路・農道等の管理などがあるが、耕作放棄が一番の問題になっている。その原因には、獣害や高齢化があげられる。それに対して、それぞれ個別で支援している部分と、活動する中で、集落でどのようにしていくのか、誰が守っていくのか、外部からどうやって支援してもらうかという話し合いを進めていく必要がある。  国枝委員   それが「戦略」につながっていくような気がする。  事務局   「戦略」の話になると、奈良県では作ることにメリットがないから、皆さん作っていないということになると思う。ただ、メリットがあるような形になるように、奈良県としては要件を 15haから 5haに緩和して頂ければ、「戦略」の作成が進むという方向で、国に働きかけていくことができればと思う。このことについても、評価書に書いていきたいと考える。  浦出委員   Ｐ21の制度の評価の④行政取組等のところで、普及等の活動をされていると書かれているが、全体で見ると、五條市にだけ集中しており他はほとんどないという課題があると思う。この点が課題として明記されていないのが気になる。   また、⑤総合的な評価について、②とも絡むが、Ａ・Ｂ要件が極端に少なくて、ほとんどがＣ要件であるということが本制度の課題、あるいは奈良県にとっての課題だと言える。このことは、中身から読み取るとほとんどが人材関係、つまり後継者がいないとか人材不足という課題が挙げられていて、人材関係の課題に対して必ずしも本制度が貢献していない、プラスに働いていないという問題をもう少し結びつけて書けるのではないかと思う。⑤の３行目の課題で本制度の必要性を挙げているが、制
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度を入れたからといって、そこは解決していないということになるので、これらを結びつけるような制度の見直しの必要性を評価に挙げて良いと思う。  事務局   制度が後継者・担い手の育成に貢献していないという事実は読み取れるので、表現を検討していきたい。  飯嶋議長   具体的にこうすると良いというような意見はあるか。  浦出委員   制度の交付金の使途に柔軟性がない、使えていないということが原因だと思う。使途が限定的であるので。  飯嶋議長   そのようなことは評価書に書いても良いのか。  事務局   それは制度に対するリクエストなので書いても良い。  浦出委員   奈良県の主張として書いても良いのではと思う。多くの中山間地域でも同じようなことを考えていると思うので、強ち間違いではないと思う。  中田委員   交付金を交付する際に、このようにしたら良いというアドバイスはしっかり伝わっているのか。先ほどの話にあったように、話し合いが非常に少ない状況。特に、中山間では従来の農業のように、個人単位のものの考え方が強いのではないかと思う。だから話し合いが少なく、連携をもって何かをやるということに繋がって行かない。交付金を交付する際に、ノウハウを教えることが大事ではないかと思う。   農家のあり方はどんどん変わっていっている。この制度の課題を見ても悲惨な状況といえる。担い手不足はどこでもそうだが、特に中山間地域では、今後 10 年の見通しは暗いと思う。そうであれば、グループを組んで何かをやる、田んぼを管理していくという方向があるのではないかと思う。例えばＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄさんがいて、今日はＡさんのところをみんなでやりましょう、次はＢさんのところをみんなでやりましょうというふうにやると、作業は早いし、楽しさも倍増するし、交流によって話し
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合いが生まれるというような循環が出来てくるのではないかと思う。中山間、田舎の人や昔の人は「貸し借り」という考え方、こうしてもらったからこれだけ返さないといけないという考え方をする。このような観念は捨てなければならず、意識改革が必要だと思う。高齢者にこのような観念を捨てろというのは難しいかもしれないが、そうなると交付金も活かされていくのではないかと思う。  事務局   制度において、広域化すると交付額が加算される措置があり、そちらへ誘導しているが、奈良県では取り組んでいる集落は０である。なかなか、広域化にはつながっていないという状況。  飯嶋議長   ここまで色々な意見が出てきたが、中間評価書の文言表現について事務局で検討して頂きたい。 
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議事（３）多面的機能支払制度 事務局より制度概要、国の中間評価と施策への反映、実施状況について説明。  飯嶋議長    活動組織が設定している保全管理目標の中で最も多い「多様な参画・連携型」は地域住民の方との連携を目指すということだが、奈良県において特徴的な状況はあるのか。  事務局    当県の平坦部では、農村集落内にも新興住宅地ができ、農家と非農家の混住化が進んでいる地域が多い。非農家は、農村集落内に住んでいながらも農業がどのように営まれているのか分からず、子ども達が水田や生き物に興味を持っても、他人の農地なので触れあえる機会がない状況。    多面的交付金の取り組みをきっかけに自治会や子ども会を巻き込んで農業体験や花植えなどの景観形成活動を行うことで、農村資源を単に農家の財産としてだけではなく、地域の財産として守っていこうという動きが見受けられる。    奈良県では、専業農家のみで構成される農村集落は無いので、このような動きが特徴的だと考えている。  浦出委員    混住化が進む中、非農家をどのように取り込むかは課題だと思うが、農地や農業施設を地域の資源だと考えるのは、農業側の視点でしかない場合が多々ある。まずはこの点を理解すべき。「田んぼは環境に良い」、「生物多様性がある」と頭では理解しても、外から移住されてきた方は「自分のものではない」という観念を持つ。最初から、「地域の資源だから」というところからスタートすると、この隔たりは埋まらないのではないか。少し前ならまだしも、特に最近の若い方の考え方からすると難しいと思うので、逆にそこを突破口として、お互いに考えを共有するような場を形成する取り組みが必要ではないかと考える。    一つ目の議題でも申し上げたが、そのきっかけとして、非農家の児童も含まれている小学校教育と連携することが、地域農業にとって大きなプラスになると考える。  事務局    自分たちの地域にすばらしい自然、生き物、農村文化があるということを理解してもらうのが一番の近道であるというご意見だと思う。自然だけに限らず、農村が持つ文化も広めていきたい。奈良県はどちらかというと封建的で、都市住民を地域の祭りには入れないという地域もあるようだが、徐々に都市の方も祭りの担い手として参加してもらおうという動きもある。農村にはすばらしい資源、文化があることを理解いただくために、学校教育との連携は重要だと思うので、ご意見を参考に進めていきたい。 
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 辻委員    推進活動の効果として、「地域農業の将来を考える農業者の増加」や「農村の将来を考える地域住民の増加」がかなり高い水準であることに感心している。非農家や外部の支援者と連携しながら、農村の活性化を進めていくことはとても大切であり、この制度の良いところだと思う。    農家の高齢化や過疎化が進む中、良い方向に転換していくためには、外部の力や地域の住民の力を借りることが重要だが、中心になる農家の方が元気になるような制度が見えないような気がする。    健康寿命が伸びる中、高齢になっても元気に活躍されるのだと思うが、後継者の問題を考えれば、もっと魅力のある農業やストレスのない農村社会を形成すべきだと思う。この制度がそれに寄与できれば良い。これからもこの方向で進めていただきたい。  国枝委員    県内地域別カバー率について、カバー率が低い地域の原因は何か。  事務局    特にカバー率が低い大和高原地域、大和南部地域は中山間地域であり、水田よりも果樹園等の畑地の割合が多い。市町村担当者によると、水田が中心の地域では、水路などの農業用施設を管理する組合が昔からあり、集落住民にも資源を共同管理する意識があるが、大きな果樹園が中心の地域や山間地域ではこのような共同管理意識が低く、多面的機能支払の取り組みに結びつきにくいのではないかとのことである。    また、中山間地域等直接支払に取り組んでいる地域では、市町村の推進の考え方にもよるが、まずは中山間直接支払の活用によって地域づくりを進めていると考える。  国枝委員    そのような背景が配布資料に書かれていると良い。他の制度で補完できているのであれば良い。  飯嶋委員長    各委員の意見を参考に進めてください。特に小学校との連携については、他の議題とも関連させて、前に進めることができればと願う。   以上   


