
 

奈良県農政推進会議農村活性化部会 

第１２回農地・水・環境保全向上対策検討会 

第２１回中山間地域等総合対策検討会 議事録 

   

 １ 開催日時  

   平成２８年１２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、国枝委員、辻委員、中田委員 

     事務局：農村振興課  

 農村振興課 小林課長、小山補佐、吉田補佐、下浦係長、小谷係長 ほか 

 

 ４ 議  題 

（１）多面的機能支払制度について   

（２）中山間地域等直接支払制度について 

 （３）農村資源を活用した地域づくりについて 

 

      ○配付資料  

   ・多面的機能支払について 

・中山間直接支払について 

・農村資源を活用した地域づくりについて 

 

 ５ 公開・非公開の別 

      公開 （傍聴者 ０人） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ６ 議事内容   

○議事（１）多面的機能支払制度について 

事務局より、平成 28年度の制度改正の概要、県下事業実施状況並びに中間年評価書（事務局案）

についての説明。 

 

飯嶋議長 

議論に入る前に、説明の中であった浦出委員から指摘のあった部分と地域資源の定義について、

事務局に確認してから委員の皆様と議論を進めたいと思う。 

 

まず、浦出委員からご指摘のあった評価基準４段階というのは国のほうで定められた基準で、

県ではどうしようも無いという理解でよろしいか。 

 

事務局 

そのとおりである。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと言うことで、国のほうで評価区分が決められているので、

県ではどうしようもない。 

 

飯嶋議長 

評価区分がたくさんになれば、それだけ複雑になって解析も難しくなってくる。そういった理

解でよろしいか。 

あと全国で統一するのではなくて、奈良県独自の状況に応じたきめ細やかな制度要望について

は何とかなる可能性はあるのか。 

 

事務局 

現実問題として、反映されるかは厳しい面はあるかと思うが制度への要望として意見をあげる

ことは可能であるので、ご意見をいただければそれを反映して国へ報告したいと思う。 

 

飯嶋議長 

それと、このアンケート結果の中でＣ評価、Ｄ評価が多かったものをどう考えていくかが重要

であると考えるが、そこで気になったのが「地域資源」についてである。１１ページとそれか

ら２１ページに、「地域資源」のことが少し記載されているが、「地域資源」の保全が全く進ん

でいないということになると、少し問題なのでは無いかという気がして、中山間地の問題を考

えていくときに、この「地域資源」というのは県ではどういった風に捉えているのか。 

 

これに関して、２１ページをみると「田んぼの水族館」のダム効果の部分が非常に強調されて

いて私の認識では、通常であると景観保全という漠々としたもので、「田んぼが保全」されたの



 

で、「景観も保全」されましたよと言うところが、どうしてそちらの方向をかなり強調されてい

るのか。 

 

あるいは、地域資源とは何を意味しているのかお聞かせ願いたい。 

 

事務局 

先生からご指摘のあった「地域資源」について、当方としては「田んぼダム」の点のみにこだ

わっているわけではない。生物多様性の観点から「生き物調査」を実施している組織もあった

り、そういったところも含めて地域資源といった観点で考えている。そのため特に「田んぼダ

ム」のみに力点を置いているわけではない。 

 

飯嶋議長 

そういったことよりも、もっと簡単な「景観保全」といった観点で入っていけば、良くなると

ころが、「生物多様性」というのは非常に難しいのが実情だと思う。ある一カ所でやるのは可能

だと思うが、１００％で実行するのはまず無理であろうし。そういったところを少し感じたと

ころである。 

 

それでは、委員の先生方、ご意見ございませんでしょうか。 

 

辻委員 

市町村毎にカバー率にばらつきがあって、取組の無い市町とか、そういったばらつきは、何か

働きかけがあってそういった結果になっているのか。 

 

事務局 

取組カバー率が高いところは、農業生産高が高いと言うか、農業が盛んな地域が高い傾向にあ

る。それはおそらく、市町村の窓口と農家さんとの距離が近いということもあるし、そういっ

た情報が速やかに流れてといった事と、もともと農業が盛んな地域というのは、農家さんのコ

ミュニティが強いので、比較的進みやすいという環境にあると思う。一方で、例でいうと農業

振興地域が無い生駒市のような農業が盛んで無い地域においては、取組ベースが弱くて中々進

みにくいといった現状があるかと思う。 

 

辻委員 

では、御所市や大淀町などの地域はあまり農業が盛んで無いという解釈でよいのか。 

 

 



 

事務局 

今のご質問に関連して、補足で説明をさせて頂くと多面的機能支払いのエリア別の取組状況を

見て頂くと、大和平野地域のカバー率が高いと先ほど説明させて頂いたが、大和高原地域や大

和南部地域というのは、日本型直接支払の中山間直接支払のほうに取り組まれているという市

町村が多く、そちらのほうが取組みやすいのでそちらの方に熱心に取り組むといった事もあっ

て、大和高原地域や大和南部地域はあまりカバー率が高くないといった背景があると思う。 

 

辻委員 

それでは、この取組状況の中で取り組まれていないところの評価について、何か不足している

かといったところをそれほど考える必要はないという理解でよろしいか。 

 

事務局 

県としては、取組が盛んな地域ではこれまで通り取り組んでいただき、取組が進んでいない地

域については、そういったところから荒れていくのが実情だと考えているので、そういった市

町村へ働きかけを行い本交付金の拡大を図っていければと考えている。 

 

中田委員 

遊休農地の発生について図１で示されているが、１の「かなり発生したと思う」と２の「発生

していたと思う」を入れると半分近くになる。休耕地の予防対策として、今まず、休耕地とい

うのは県下でどれくらいあるかという把握はされているのか。 

 

それと、予防対策はどのようにされているのか、この２点についてお教え願いたい。 

 

事務局 

遊休農地については市町村のほうで調査をされていて、県全体では 3,500ha程、遊休農地とよ

ばれるものがある。割合でいうと１０％の後半あたりとなっている。遊休農地については発生

防止という観点と発生したものを解消していくというかたちをとっているが、この多面的機能

支払であるとか中山間直接支払の制度ではそういった支援をして、集落でなるべく発生を抑制

してもらおうという観点から進めている。それと発生したものを解消していく部分については、

農家さんや新規就農者なり担い手さんのほうで解消していただいて、そこで農業をやっていた

だくというような支援については、また別の支援ということで、他方向から行っているという

状況。 

 

ただ、やはりどうしても現状維持というかたちで、実情として遊休農地が大きく減少してくと

いうところまでは厳しい状況。背景には高齢化や鳥獣害の問題があって、それぞれで対応して



 

いっているという状況。 

 

中田委員 

この休耕地みたいなものは色んなところで良く見かける。そこで、いつも疑問に思うのだが、

農村で休耕地を他の人たちが借りて集団で耕すとか、そういった方向もあるとは聞いているの

だが、ただやはり、今、職業選択の自由で本来ならば農業を継いで農家さんが農家をやってい

くというシステムが崩れてきている。そして、遠方のほうに仕事で、行ったりしてもう帰れな

い。そこで更にその方が亡くなられたら、また分からない状態になる。 

 

だから、結局は承諾を得られないままに、その休耕地をどうしたら良いかという回答が得られ

ないままに放置されているといった休耕地が結構あるかと思う。 

 

そういった休耕地というのは年々増えてきているのではないかと感じるのだが、どういった状

況なのだろうか。なかなかそこまで把握は出来ないかとは思うが。 

 

事務局 

この多面的の制度の中でも、制度の見直しの中で、地域資源として地域で保全管理していこう

という中で、遊休農地を集落で守っていこうという風な、そういった部分の活動も新たに増え

てきた部分もある。 

 

そんな中で、集落機能、コミュニティがどこまで残っているかと言う部分が出てくるかと思う

ので、集落の中で、あそこの土地は誰の土地で、誰が息子さんというのが分かっていれば集落

の中でなんとかなるのであろうが、みんな出て行ってしまって中々把握できないという状況で

は、集落としては何とかしたいという気持ちがあっても入れないという状況はポツポツと出て

きている部分はあると思う。 

そして、跡を継がないと言うのは中々、農業として儲からないと言う部分があると思う。県と

しても儲かる農業に向けてどう進んでいくか、今までであれば生産の部分だけ手厚く見ていた

部分を販売・加工なりといった部分も力を入れていくなり、あと、米生産だけで無くて他の作

物を見つけていこうと言う部分で動きだしている状況である。 

 

 

国枝委員 

奈良県の多面的機能支払の推移の資料についてであるが、農地維持支払いと資源向上支払いと

拝見させていただいて、取組面積も組織数も増えている状況にあるが、これは、要は費用つま

りコストが増えていると考えて良いのか。 



 

   事務局 

そのとおりである。 

 

   国枝委員 

それであれば生産コストが上がっている、消費者が買う値段があがっていると言うことにつな

がるか。 

 

   事務局 

直接的に生産コストがあがるというよりも、生産基盤を維持するためにお支払いをしていると

いう意味合いが強いので、消費する側の農産物価格に転嫁されると言うことは無いと思う。 

 

   国枝委員 

ただ、投入されている税金はあがってきている。 

 

   事務局 

確かに、そういった視点で見ると間接的にコストは上がっており、農産物価格が直接的にあが

る訳ではないものの税金はそれだけ投入されている。 

 

ただ、国の予算も頭打ちになってきているという状況もあるので、全国的に見れば、これ以上

あがっていくと言う見込みは不透明な状況。 

 

ただ、奈良県下では、上がってきているのでご指摘のとおり、間接的には上がっていると言う

状況。 

    

国枝委員 

そうすると国の予算が頭打ちになっている状況の中で、これからどんどん組織が増えてくと１

組織に対して交付額が減っていく。 

 

   事務局 

おっしゃるとおりで、そういった事もあり、国は今年度の制度改正の中で交付単価を５／６に

するなどして、単価をどんどん削っていっている状況。 

 

そうして、交付を広く薄くしていこうという動きが最近強くなってきている。 

 

 



 

   国枝委員 

全体的に見ていくと、やはり人の問題が一番ネックという印象を持つが、たとえば 11 ページ

の非農業者が参画する取組との記載があるが、この非農業者というのは近隣に住む住民の方な

のか、それとも募集して来て頂く方を指すのか。 

 

事務局 

基本的には近隣に住んでらっしゃる住民の方ということになる。 

それというのは、活動組織に含まれるのは自治会であったり子供会であったりでするためであ

る。 

 

   国枝委員 

つまりコミュニティに含まれる人たちということか。 

 

事務局 

そういうことである。外からの人材では無く、中の人材で農業に携わっておられない方という

ことである。 

 

国枝委員 

コミュニティ外は入れてはいけないのか。 

 

事務局 

入れてはいけないと言うことでは無いが、基本的には地域の事は地域の皆様でやってください

という前提があるので、基本的にはコミュニティの中の人たちでやってくださいというのが現

状。 

 

国枝委員 

今、色んなところで人手不足が起きており、例えば大学のインターンシップ等、そういう形で、

学生さんを受け入れるとか、そういった事は難しいのか。 

 

兵庫県では旅館組合が協力して、ある大手の旅行会社と組んでインターンシップを受け入れた

事例がある。背景には、人手不足がある。 

 

そこで観光を学ぶ学生を対象に兵庫や大阪から募集し、30人程度を研修させたことがある。 

 

そのように職業体験をさせて旅館業というものの理解を深めていってもらった。 



 

島根県の海士町も観光協会が、大阪、東京方面等からインターンシップを募集し、海士町に来

て、漁業や旅館や様々な業種の体験をしてもらっている。学生や社会人の受け入れは、バスで

の送迎、地域の施設での宿泊、食事の提供がある。今後はこのような新たな仕組みを作って、

農業を知ってもらうということも重要なのではないかと思う。 

 

事務局 

今、お話いただいた内容について具体的に多面的機能支払のメニューの中には無いものの中間

評価書の中で要望としてあげることは可能かと思うのであげていきたいと思う。 

 

国枝委員 

若い人を入れる仕組みというのが必要になってくるのではないかと感じる。 

 

中田委員 

人材育成をする仕掛けに関して、浦出先生のコメントが出ていたが、県の職員を派遣して連携

を組んでというのがあったが、それも１つの手段だと思う。つまりは農業をしている人たちに

対して、こういうことをしたらこれだけ楽になります、生産性があがりますというような具体

的な事を示していかないと中々分からない部分があるんじゃないかと思う。そういった意味で

の仕掛けも考えたら色々と出てくるかと思う。国枝委員がおっしゃったような事も含めて、私

も常に人材育成の部分が引っかかってくるので、ここは大きな問題だと思う。 

 

辻委員 

多面的機能支払というこの制度の前は農地・水保全管理支払と言う名称で、どちらかというと

農業の持つ色んな機能を保持するための取組に対して直接支払いをしていこうという流れが

あって、ここまで来ているのかなという認識なのだが、今のお話でいくと私自身もそのように

思うのだが、それもありつつ、基本の原則はありつつもコミュニティをそこで形成するとか、

次世代につないでいくとか、何かを継承するというような事を１つの価値としてきちっと位置

づけて、それに対して支払っていくという風なありかたをこれからしていけば良いのかなと思

う。 

 

飯嶋議長 

各委員の先生方から様々な意見が出ましたが、後継者不足に対してどうやって人的な支援をし

ていくかが重要だと思う。そこで、これまでに出てきているのが、学生の皆さんをどうやって

活用できるのか、さらにもう一つは職員の方々の活用についてであるが、いずれにしても難し

い問題が多々あるかと思う。うちの大学も６次産業化に対応出来るようなビジネスマイスター

コースを、5年ほどやっているが、様々な農業法人に学生が実習に行っている。現在は、平群



 

町と連携して実際に学生が、遊休農地で作物を栽培する、そこで栽培したものを加工して道の

駅で販売するという実習を行っている。立地が良くて、人的な支援があるところで実習を行う

のはスムーズに出来るのだが、人が居なくて困っているところで実習を行うことは難しい。そ

れでもやはりあらゆるところで声をあげていく必要はあると思う。 

 

もしも、中間評価書でもそういう事を書けるのであれば、是非そういった人的なバックアップ

システムをもっと強化すべきであるとして頂き、そういった事が出来れば先ほどＢ評価であっ

た「地域資源の管理維持の強化」などは、担い手が無い状況であっても好転する可能性がある

ような、そういうところで出来るようであればご努力を願いたいと思う。 

 

さまざまな試みを連携し、人的な資源不足をバックアップすることによって地域資源が保全さ

れるであろうというところで、少し検討をいただければ良いかと思う。 

 

最後に、評価書における考え方としてもし整理出来るのであればということを申しあげたい。

11 ページについて「集落間や集落内で協力して取り組むという体制が強化されていない」と

いうことについての解釈が、集落間が無いからということで事務局は受け止めているのであろ

うか。 

 

事務局 

そのとおりである。 

 

飯嶋議長 

例えば、集落内ではある訳なのであろうか。 

事務局 

集落内での取組に対する意識は向上したという結果は回答の中であった。 

 

飯嶋議長 

すると、この設問自体は国が統一したものなので、県では変更できないのか。 

 

事務局 

この設問自体は変更できない。 

 

飯嶋議長 

そうすると同じような問題が他にもあって、集落内では上手くいっているけれども、集落間で

はうまくいっていない場合の評価がどうなるのかといったところが、県によって説明の仕方で



 

ばらつく恐れが出てくるのではないか。 

 

集落内でもあれば良いといえば、この評価がＢになっているのが、集落間がないからどうする

のかといったそういう可能性が出てくるのではないかという事にならないか。評価書の後半で

は集落内では大丈夫だが、集落間ではダメですよというのが、確か 17ページで出てくる。 

 

17ページの農村地域の活性化の評価項目の 2番目について、「集落の枠を超えて集落間の交流

の活性化」について、集落内は大丈夫だが、集落外はダメですよということでこれはＤ評価と

いうことでこれは、全国どこでもこの結果から見てＤ評価になる可能性は高いと思う。 

 

従って、先にあげた 11 ページの評価については少し配慮をすると地域資源と言うのが、単に

「水田のダム効果」だとか、あるいは「生物多様性」だけでは無くって「景観」もあるいは「田

んぼ」や「畑」もすべて含んでいるのであれば、評価はかなりあがって、その方がよろしいの

ではないかという印象をうけた。 

 

事務局 

ご指摘のとおりで集落の中は、交流は出来ているものの集落間でいうと少し評価しづらいとい

うこともあって、確かに 11 ページの評価項目であると分けて評価出来ないのでご指摘はごも

っともだと考える。 

今後ご指摘頂いた内容を精査して、評価を修正させて頂きたいと思う。 

 

飯嶋議長 

後継者は居るというアンケートと、居ないという２つのアンケート結果があって、地域資源に

ついては、後継者は居ると答えている一方で、担い手になると居ないという回答があったかと

思うが矛盾しないのだろうか。 

 

事務局 

11 ページの後継者については、多面的機能支払の取組を推進するという意味合い、つまり活

動組織を継続するうえでの後継者がいるか否かという問については居るという回答が得られ

ている。 

 

飯嶋議長 

つまり、これは地域をまとめるリーダーが居るかどうかという問に対し、居るという回答であ

るという認識で良いのか。 

 



 

事務局 

そのとおりである。ただ、そこで今後 10年 20年を担ってくれるような担い手は居るかどうか

との問に対してはあまり居てないという回答が多かったということである。 

 

飯嶋議長 

そういうことであれば、この２つの結果は矛盾しないと言うことで承知した。 

 

委員の先生方からご意見を頂いているが、このほか関係者の皆様から我々の認識が少し甘い、

あるいは違っている、そのほか追加のコメントがあれば、今頂ければと思うが、いかがであろ

うか。 

 

（関係者より意見なし） 

 

特に意見も無いようなので、議論はここまででよろしいか。 

 

事務局 

ご意見頂いた特に人材の関係、この評価も、もちろんであるが今後、県としてどのように進め

ていくか色々と勉強していきたいと思う。そしてまた引き続きご教示頂ければありがたいと思

う。 

そして、細かい点であるが事務局案については 1月末に国へ提出となっているため、今、頂い

た意見を反映したり、評価の仕方を見直したりして年明けにお示しさせて頂きたいと考えてい

るので、その時にご意見頂ければありがたいなと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○議事（２）中山間地域等直接支払制度について 

 事務局より、平成２７年度よりはじまった第４期対策における事業実施状況を全国データと比較して説

明。 

 

飯嶋議長 

後半のパワーポイントの 2ページ目にある集落戦略とは…というところの下の方の現状に対

しての将来の計画について、その右側の水田放牧による獣害防止、これについて教えていた

だきたい。どういう概念か。これは国がつくった資料か。 

 

事務局 

そのとおりである。 

鳥獣害の防止で、放牧をすることによって、イノシシとか鹿を寄せ付けない手法である。 

 

飯嶋議長 

熊の被害が非常に多いので、逆に熊を呼びこんでしまうのではないか。現状では危険な行為

ではないか。 

 

事務局 

奈良県で多いのはイノシシと鹿である。 

 

飯嶋議長 

これをやっている地域はあるのか。 

 

事務局 

奈良県ではない。 

 

飯嶋議長 

いや全国的に。 

 

事務局 

あまり聞かない。 

 

飯嶋議長 

はじめてこういう概念を聞いたものですから質問しました。 

 



 

事務局 

イノシシとか鹿とか、自分より大きな動物が近くに居ると、なかなか寄りつかないというこ

とを聞くので、たぶんそういうことかなと思う。近くに大きな動物が立っていると、近寄り

にくい。 

 

飯嶋議長 

承知した。 

 

   中田委員 

同じところであるが、左側の将来にわたって自分たちで営農というのは、これはどういうこ

とか。 

 

事務局 

選ぶ項目として、農業法人として立ち上げてやるか、それとも自分たちで作っていくかとい

う選択肢の中身ということ。上に書いてある、集約してやっていくのか、今まで通りいくの

かという選択肢のひとつ。 

 

   中田委員 

承知した。 

 

飯嶋議長 

最初から 4ページ目、真ん中の協定数増減の詳細について、全国的にだいたい 1割くらい協

定数が減少してきている傾向にあって、奈良県の場合には協定数の減少が非常に少ない。こ

の中で見ていると、宇陀市がずば抜けて多くなっているという何か特別な理由というのはあ

るのか。それともたまたまそういう風になっているということか。 

 

事務局 

たまたまだと思う。 

 

飯嶋議長 

何か皆でこういう風にしようという動きがあったのか。これでやめておこうかということに

なったのか。後継者がいなくなるということがあったのか。 

 

事務局 

後継者がいなくなって、続けるということが苦しいっていうことはどこでもあると思うが、



 

それが宇陀市では特に多かったかどうかというのはわからない。 

 

飯嶋議長 

たとえば、2，3 人の方が言うとつられてなのか…そうしないとこの数字のばらつきの中で、

集団でというのは特殊な現象という風には言えない。偶然には起こりにくい… 

 

事務局 

宇陀市といっても元々、4市町が集まっているので、範囲的には大きい部分があって、4市町

で割ったら 2つくらいにはなると思うので。 

 

飯嶋議長 

ここが少なかったら、奈良県は全国でも一番守っている県ということで、非常にお褒めいた

だけるという状況になるのではないかということを直感で感じたので、質問させていただい

た。 

 

   国枝委員 

たとえばＡさんがＢさんに委託する場合に、委託内容というのはたとえばどういう…集落戦

略のところに、真ん中にＡさんとＢさんが農機について委託するというのがあるが、具体的

にたとえばどういうものを委託するのか。 

 

事務局 

いろいろである。耕す部分だけを委託する場合もあるし、全作業を委託する場合もあると思

う。 

 

   国枝委員 

収穫までか。 

 

事務局 

そのとおりである。 

 

   国枝委員 

契約を交わす形になっているのか。 

 

事務局 

そのとおりである。 



 

   国枝委員 

それにより、その報酬を渡すという… 

 

事務局 

はい、渡している。 

 

飯嶋議長 

よくあるパターンは、収穫物の中の、一部を返してくれるというやり方がある。農協さんが

介在していただいて、いろんなことをやっていただくという。非常に立地がいいところであ

れば、一人のところに集約するために、その方がわざわざ出向いてというふうにする。 

 

   国枝委員 

それでは、一つの枠組みがあって、こっちの地域ではそっちの地域ではこれというわけには

いかないのか。個別で様々なケースがあるという…。 

 

事務局 

そのとおりである。各々農地に張り付いてらっしゃる地主さんの想いとかもあるので、地域

的に全員でというのは難しいのではないのかなと思う。 

 

   国枝委員 

農地なので、全く素人であるが、サービス業の場合には、ある非常に広い土地を管理すると

ころでは、最近自動で清掃する方法もある。農業では自動化して作業をさせるのは、中山間

地域などでは難しいものなのか。 

 

事務局 

実験とかでそういうのは見たことがあるが、実際に導入まではいっていないような気がする。 

 

飯嶋議長 

日本農業の全体の方向性として、収量を上げるか、あるいはコストを下げるか、それによっ

て少しでも諸外国とうまく対応できるように。方策としては、今コストを下げるように議論

をしていて、その最たる物がロボットの利用によって、人が介在しなくても農業ができるよ

うにしようということを進めている。ただ、それができるというところが非常に限られてい

て、見渡す限り農地であれば、これは非常に簡単にできるので、今の技術でもかなりの部分

ができるようになっている。ただコストがかかってしまうので、それをどうやって下げるか

っていうのが問題になってくる。中山間地の場合、特に傾斜がかかっている地域ではそのコ



 

ストがもっと上がってしまうので、ロボットの、要するに傾斜を動いていく、非常に小さな

区画になると、なかなか難しいと、その中でこの例であったような、電動の一輪車とかそう

いう取組があった。これはまさに中山間地対応での省力化を目指した、試みだと思う。人が

行うことを少しでも少なくできるが、全部を全てというのは非常に難しい…特に中山間地域

ではそれが非常に難しい地域だというところであろう。 

 

   辻委員 

集落戦略のイラスト中に、そういう未来図みたいなのが書かれていると思ったので、中山間

地域というのは、どっちかというと、太陽光発電に向いているのかなというような印象だっ

たけれども、農地利用ができない場合にはそういう…。 

 

事務局 

太陽光発電自体は、向きがあるのと、基本は農地利用をするとなると、上でパネルして、下

で、日陰で育つ作物をつくるという方向で動くけれども、支柱の部分は農地ではなくなるの

で除外となるけれども、という従来そういう考え方だったけれども、支柱以外の部分を太陽

光した場合でも返還を免除していこう。流れ的には、太陽光で進めるという国の方策である

が、なかなか中山間地域ではどうしても日当たりで考えると平たいところと比べて、条件的

に厳しい。 

 

   辻委員 

中山間地域で土地活用という意味でも、もちろん農地として利用するのが一番だと思うけれ

ども、総合的に多面的に見て、エネルギーとか人の交流とかいろんな物をミックスさせてい

ただいてしないと儲かりにくいのかなあと。 

 

事務局 

土地の活用としては太陽光というパターンはありだと思うけれども、裏のイラストにもある

ように、山に戻していこうとかという考え方もあるけれども、なかなか山に戻しても儲から

ないなということがあるので、そういう部分が太陽光っていうのも活用できるよねというこ

とで進めていけるのであれば、返還免除をするというところである。 

 

飯嶋議長 

いろいろと意見をいただいたが、この直接支払制度に関しては、これで 2年目の取組である

ということと、奈良県は全国の中でも、比較的優良の方であるということでもあるので、引

き続き、いろいろご尽力いただくということで委員の先生方よろしいか。 

 



 

○議事（３）農村資源を活用した地域づくり 

事務局より、平成 28年度の実施状況、平成 29年度の実施予定についての説明。 

 

 

飯嶋議長 

我々がいろいろコメントしたことは着実に進めていただいているとのことで大変ありがたい。 

それでは先生方コメントよろしくお願いしたい。 

 

飯嶋議長 

私の方から一つ、平成 30年に国際水田水環境学会を奈良県で誘致する。 

これはあの八丁先生やあるいは松野先生が所属されているということで、八丁先生方がやられ

ていることだろうか。 

 

事務局 

そのとおりである。まず八丁先生の方は会議、政府の会議になるのだが、そちらの方に所属し

ていただいている。松野先生の方は学会ということで松野先生の方が所属していただいている。 

 

飯嶋議長 

これは県の方もある程度予算をそこで確定してということになっているのか。 

 

事務局 

そのとおりである。 

連携してということで、あと国の方も併せて三者で取り組む。 

 

飯嶋議長 

そうすると、こういう学会というと必ずエクスカーションを行うので、その時に色々な言語で、

例えば標識をたくさん建てて学会が終わった後でも観光客をそこに呼び込むことができる。だ

から学会開催に伴って観光客対策等が出来ると思う。ここ１，2 年で中国の方が増えてきてい

るため英語だけでなく中国語の看板も一緒につけていくようなところをご相談いただけると

良いのではないかと思う。 

 

事務局 

考えているのは、３日間を予定しており２日間は講演や研修会なのだが３日目に現地研修を予

定している。それはやはり農村の方へ実際に赴いていただき、農家の方々ともふれあっていた

だくような場をちょっと設けさせてもらえたらと考えている。まだ構想なので検討中であるが。 



 

飯嶋議長 

県の方としてはうまく将来に結びつくようなところを上手に運んでいただけるといいのかなと

思う。もし、可能であればお願いしたい。 

その他いかがか。 

 

国枝委員 

今、ちょうど先生から観光客のことが出たので、その件について、ヨーロッパでは道路標識が

景観に配慮されているようだ。ちょうど奈良県の明日香村にあるような景観にあった標識であ

る。こういった農村資源を大切にするといった風景にマッチするのではないかと思う。また、

奈良県にも「最も美しい村連合」の村があるが、農村自体を一つの観光資源として、形は是非

大切に保全していただけたらと思う。 

 

  飯嶋議長 

我々二人からあった意見を加味していただき今後この方向でやっていただければと思う。 

 

 

 


