
令和２年度鳥取県みんなで取り組む農業農村保全活動推進会議 

 
鳥取県農林水産部農地・水保全課 

 
１ 委員会の概要 

（１）日  時  令和３年３月２２日（月）午後１時３０分～午後４時 

（２）場  所  県庁第２庁舎第２８会議室 

（３）出 席 者  ・推進委員４名 

・事務局（農地・水保全課長、事業担当等５名） 

（４）協議対象事業 

  ・日本型直接支払交付金（多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、

環境保全型農業直接支払交付金） 

  ・中山間ふるさと・水と土保全対策事業 

（５）委員（敬称略、順不同） 

氏 名 備 考 

小椋 あけみ グリーンコープ生協とっとり 理事長 

齋藤 明彦 とっとり県民活動活性化センター 理事長 

前田 秀穂 門田地区 農地・水・環境保全会 代表 

山口 和宏 鳥取環境大学経営学部 講師 

（６）事 務 局  農林水産部農地・水保全課 

 

２ 委員会要旨（各事業の取り組み状況に対する質疑等） 

日本型直接支払交付金 

（委 員）多面的機能支払交付金(以下「多面」)カバー率が 2％上がっている。頑張

っていると思うが、実際農振農用地が減っている状況。実際全体目標 60％
という高い目標を設定している。その目標を達成するためには、再認定が

無かった活動組織の原因分析が必要。自分たちの組織に事務をする人がい

ない、会計する人がいないなど理由は様々だと思う。しかし、活動されて

いるところは、多面の事業はとっても良い事業で続けたいとみんなが思っ

ていると思う。きちんと原因を抑え、フォローしていかないと、これから

も同じことが出てきてしまう。そのあたりをどのように考えているか教え

てほしい。 
（事務局）減の対応としては、3 月に推進協議会の支援員とともに減となった組織に



聞き取りを実施しているところ。実際、市町村を通じて活動組織に再認定

理由を聞くと、事務負担、リーダー不在ときく。そういったところで、全

部を止めるのではなく、隣接する集落、わずかでも活動したいという集落、

全部やめるのではなく、減の幅を減らしていく方向。 
（委 員）それは分るが、事務負担より、ほかに原因があるのでは？例えば役員が変

わるとか、どうしようもない事。事務の話も分かる。一方で、村は皆草刈

りや泥上げをしているので、農地維持だけでも続けてもらうとか、誰かが

事務する組織や人を市町村と一緒になって見つけてあげないと、進まない

のではないか？ 
（事務局）事務の外部委託を市町村と進めていること、ある町ではアグリサポーター

制度など、ゆくゆくは事務を受けてもらうような地区もある。ご指摘のと

おり、当たり前のところが、実際できていないところ。誰が事務をするか

を見つけてくる、非常に重要。我々もやっているつもりだが、実際できて

ないから、現在の課題が生じている。来年度に向けての方向性として考え

させていただきたい 
（委 員）市町村と一緒にね。 
（事務局）昨年指摘された退職者に事務してもらうとか、一生懸命拾っていくという

手法もあると思う。 
（委 員）東伯水土里保全会の取り組みは良い。 
（事務局）良い例過ぎて中々真似ができないという側面もある。人が張り付いて事務

が出来る土地改良区が少なくなっている。 
（委 員）シェア率目標 60％だが、農振農用地面積がどんどん減っていくが対象面

積も減っていく。パーセントで目標設定することが良いかどうか、もう一

点は、面積を増やすためにこれまで取り組んでいないところを増やす場合

と、断念したところを再度取り組む場合ではアプローチが違う、また、こ

れまで止めたところはそれぞれ理由がある。それを踏み込んで調べないと

目標達成は難しい。 
（事務局）今の県政では、人・農地のチーム会議や人・農地プラン等、地域の話し合

いを進めている。昔は、中山間地域等直接支払を実施する際、そのエリア

内で耕作放棄地が出たらダメだ、補助金返還だという流れだった。一方で

今の流れは、条件の悪い農地は非農地化という流れになっている。守るべ

き農地は絶対守る、話し合いの中で地域の条件の悪い農地として守れない

という場合は、農地を止める、その結果として農振・農用地面積が減るの

は仕方ないものと考えている。また、中山間地域等直接支払でも同様だが、

ある集落一帯がすべて取りやめた地域がある。一方でその中には「やっぱ

りやりたい」と思っている地域の方がいる。そういう情報をしっかり押さ



えながら、やりたいと思っている人たちをしっかりフォローしていく。 
（委 員）広域化というのは担い手のいない地域への一つの方法ではあると思うが、

逆に条件の悪いところがどんどん外されていく。どこを守ってどこを外し

ていくかは、しっかりとビジョンを立てないとなし崩し的に面積が減って

いくのではないかと心配している。 
（事務局）単に外していくのではなく、人・農地プランの話し合いの中で今の地域だ

けでは、なかなか守れないという地域もある。自分の地域から担い手がい

たら一番いいが、外から入ってもらって守っていく方法もある。しかし、

担い手の条件が悪いところは、入っていただけない。そのような農地はや

はり農振農用地から外れていくものと考える。様々な指標が現在の農振農

用地で動いているので、それは仕方ないものと考える。 
（委 員）荒廃地を山林に返すと同様の多面的機能は保持されると考えてよいか 
（事務局）同様かは分からないが、里山が持つ多面的機能はある。林地にするのも一

つの手段。我々は農地を守る立場だが、近年林地化が進みつつある。手順

を踏まえたら、中山間地域等直接支払でお金を出せる。どんどん林地化を

進めるわけではないが、どうしても地域の話し合いの中で山に返す農地と

して維持できない場所を林地化することは今後増えると思う。 
（委 員）周辺地域の営農しにくいところについて、一定程度管理をしつつ元に戻し

てく（山に戻してく）必要があると思うが、実際に出来ているのか？ほっ

ておくと竹林になり保全的に悪いし見た目も悪い。秩序ある撤退に対し何

かしらの働きかけはあるのか？やめるところにきちんと撤退するように

するのは難しいかもしれないが、やめたらやめたで放置すると機能的に低

下した場所になってしまうと思う。 
（事務局）ご指摘のとおり、ほったらかしにすると鳥獣の巣になってしまう。現在林

地化ということで、県内で数少ないがモデルの地区を作っている。特に三

朝のモデル地区については、関係機関が集まって対応を検討しているとこ

ろ。林地化の話については、森林づくり推進課と連携し情報共有している。

鳥獣の巣にならないよう対応していきたい。林地化という話については、

植林したけど鹿の被害にやられたという話もあり、林業サイドで対策の話

も出ている。ただ、全部の地域で同様の対策が出来ているわけではない。

自然多発的に周りから荒廃している。実質化された人・農地プランの中で

守るべき農地を話し合い、その中で、どうしたらいいのかというお手伝い

が出来るような状況になればよいかなと思っている。 
（委 員）どこの村々の集落で世代交代がなかなか進まない中で地域では新規就農者、

移住者、地域おこし協力隊が活躍している例があると説明があったが、そ

こは本当に期待できると思っている。今、大山町や南部町など割と地域お



こし協力隊から永住し農業に取り組む若者がいる。こちらで新たな生活の

場を求めて、「来てもいいよ」という人を引っ張って来るような取り組み

とか、県全体で連携して、中にいる人たちの中で難しい場合は、外から力

を借りるなど、もう一段担い手になってくれる人に保証するとか、手立て

があるといいかなと思うし。この取り組みが全国的に他の都道府県と比べ、

鳥取県はどのような状態か？滋賀県が環境直払が全国トップとびぬけて

いる。そこは担い手全体が環境配慮に取り組み、県職員もアプローチして

いると思う。 
（事務局）多面に関してはシェア率全国平均約 50％（55％）の中で鳥取県は 52％。

中国地方では山陰側と山口が 50～60％。逆に広島・岡山は低い。目標６

０％なのでもっと進めていきたい。 
     滋賀県は国要望など全国的にもリーダーシップをとって事業を進めてい

る。担い手農家が頑張っているだけでなく、やはり、琵琶湖をどう守って

いくかという視点もあると思われる。本県でも米子市で多面を活用した浅

水代掻きの推進を進めているところだが、その中でも、環境保全型農業直

接支払交付金の制度についてもセットで PR させてもらっているところ。 
（委 員）鳥取県はもっと数字が高くあってほしい。地域おこし協力隊や新規就農者

が地域と関わっているとの事だが、新規就農者は農業という基盤があるが、

地域おこし協力隊のかかわりは？ 
（事務局）本県の場合、地域おこし協力隊の関わりは二つある。一つは地域に入って

いく新規就農研修時、地域おこし協力隊として入り多面の事務をする、も

う一つは地域おこし協力隊が終わり、就農で地域に入る時、多面の事務を

行う。どんどん関わってもらいたい思いはあるが、一方で一部の新規就農

者は色々な役割が来て、かなり疲弊していると聞いている。そうならない

ようにフォローする必要があると考えている。しかし、新規就農するとき

に一番大事なのは地域に入り込むこと。地域に入る一つのツールとして、

言い方は悪いが多面の事務で汗をかいてもらうのも、地域への入り方かな

と思うこともある。 
（委 員）例えば地域おこし協力隊の日常的な業務を地域農業支援という形で入れる

ことはあるか？ 
（事務局）鳥取県内で沢山無いが、実際、農林水産省が地域おこし協力隊を活用した

事務支援など PR していた。一部の町で地域おこし協力隊が農業研修生と

併せ事務をしている。良い手法だなと思う。地域で孤立しないため、しか

し、地域で苦しみすぎないよう、この制度を使ってほしいと思う。 
（委 員）市町村がどうするか。市町村が多面の制度をもっと積極的に広げていこう

とするときに、地域おこし協力隊であれば 3 年間は事務を担ってくれる人



が確保できる。1 年の業務のうちに 30％くらいは多面の事務をする等で

募集をかける方法は可能だと思う。 
（事務局）ある町をターゲットにした農政局・県・町・改良区の多面推進会議を行っ

た際、農政局からは地域おこし協力隊の積極的な活用が PR されていた。

ただ、地域おこし協力隊に何をしてもらい、自分たちの町に定住してもら

うか、市町村がどのように考えるかだと思う。 
（委 員）若桜鉄道の事務をしている人は、両方のサポートという形で２町をまたい

で入っている。例えば事務的な能力を一定程度持っている人を引き込んで

周りの人との顔をつなぎながら地域の中に定着させていく手法は、もっと

市町村が関わっていくべきことだと思う。事務で言うと一定程度関わって

いる人でないと、やったことのない高齢者は、とても無理だと思う。(別の

補助金だが)色々な団体の経理の問題がある。それであれば、どうやって事

務出来る人を引き込むか、市町村も本腰入れてやってもらえたらと思う。 
（事務局）市町村によって濃淡がある。例えば一町一組織の組織など積極的なかかわ

りを持っているが、ある市町村では、職員も人が足りず、取り組みに繋が

っていないこともある。 
（委 員）集落営農を実施しているところで多面や中山間を実施しているか？また集

落営農の責任者は行政機関の OB が多いのか？ 
（事務局）本県は、全国的にも一番高い割合で集落営農実施地区が、多面を実施し上

手に補助金を活用している。また集落営農の責任者は JA や県の OB が行

っている。 
（委 員）そういった人材をどう多面に引っ張れるか。鳥取県でも多面の活動から集

落営農が生まれたとかある。うまく、多面の活動と集落営農の活動をリン

クさせることで農地が保全されていくと思う。集落営農で行う草刈りや泥

上げは多面の交付金を使って出すなど、そのような事例を発信していけば。

これから高齢化社会作り手が少なくなっている。集落営農などやっていか

ないと地域農業が守れない。 
（事務局）実は実質化された人農地プランの話し合いでは、多面の活動組織や中山間

の集落協定をベースに普及を図っている。そのような地域の話し合いの結

果、誰を担い手にして、どこを守っていくかなどの話し合いの中から集落

営農が生まれつつあるので、今やっている組織ベースを大事にしていかな

ければならないと考えている。 
 

  



中山間ふるさと・水と土保全対策事業 
（委 員）次世代農業インフラメンテナンス凄い。こちらは国の補助金も係るか？ 
（事務局）元々は国の事業を活用しある土地改良区の支援を考えていたが不採択とな

った。県全体の問題でもあることから、今後どうしていくか基金を使って

検討することとなった。 
（委 員）ドローンの基地局など多額の費用が掛かるが。 
（事務局）そういうことになれば別途考える必要があるが、施設を管理する土地改良

区との話し合いで、こういったら失礼だが、土地改良区の方は高齢者が多

く、やはり紙管理のほうが良いなと。機器を入れて取り組むまでは踏み切

れてない。 
（委 員）ハード整備後、今回のようなソフトが必要になると思うが、ハードは実際

どのくらい整備されているか？ 
（事務局）この事業でハード設備は行っていない。ストマネセンターを設立し、監視

方法の手法を相談しながら、やろうかとなったときに、初めて機器の整備

が始まる。その際メンテナンス費用が関わってくるので、そこで費用対効

果から踏み切れないというところも出てくるだろう。将来的には自前で費

用負担する必要があるので。 
（委 員）ため池全体数が出ているが、現実問題として管理が不良なところはどれく

らいある？ 
（事務局）鳥取県内のため池は約１１００箇所。農業用は９６０箇所。３１５箇所は

決壊した場合に下流に人家等があり被害が生じるもの。これまではため池

全体を点検していたが、管理者高齢化等もあり、３１５箇所を中心的に見

ていく。点検した段階で不備があって低水管理をお願いしているのは 10
数か所。また、それ以外にも木が生えているとかを入れるともっとある。 

（委 員）ため池が新たなリスク要因であることは台風の決壊などで近年関心が増し

ている。今後は更に関心を持っていただき、ため池の維持を下流域の方々

と一緒にするなど出てくればいいと思っている。３１５箇所のハザードマ

ップはどのくらい作成して説明会も開催済み？ 
（事務局）全部は出来ていない。現在県は浸水想定区域図を全地区作成した。決壊し

た場合どのくらい時間で浸水するかを作り、それをもとに地域住民がどこ

に逃げるか、ワークショップ話し合い、ハザードマップを作成する。 
（委 員）そこまでしてあるのなら、地元や市町村で考えてくださいということ。 
（事務局）自分たちでどこに逃げるなど、行動できることを話し合ってほしい。 
（委 員）共生の里の目的は達成したということか？ 
（事務局）きっかけ作りにはなった。ほとんどの集落で協定終了後も同様な活動が継

続、ちょっと違った活動するなど、それぞれ補助金が無くても継続してい



る。 
（委 員）新規開拓の営業活動、それが一番難しいと思う。引き続き頑張ってくださ

い。 
（事務局）流域治水の事もあるので、中山間地と都市部の連携みたいなところで、こ

の事業も検討できたらと思っている。 
（委 員）江府町の事例は優良だと思うが。補助金が無くても回っていくように。船

岡地区の協定はどう評価する？ 
（事務局）船岡地区は再協定を結んだが、補助金自体は今年度までで打ち止め。来年

度以降の協定については県も協力していくという流れ。他の補助事業も活

用しながら色々検討されている。今後 5 年、10 年を見据え、協議会の法

人化を目指しながら事業を進めていく。 
（委 員）船岡は地元活動が盛んなところであるが、他の地域で広げる可能性はある

か？入っている団体が船岡の企業や、そうじゃないところも入っていて頑

張るモデルとしては非常に良いモデル。このやり方は、他でも広げられる

か？一企業と一地域であれば関係が終われば終わってしまうが、地元の団

体が一緒にやろうとするのは、なかなか良いと思う。 
（事務局）船岡地区は、リーダーがしっかりしている。また、隼 Lab 等地域を盛り上

げる地域的な気質は間違いなくある。それから、将来像を持ち、具体的に

は法人化や特定地域づくり支援法（急減法）の積極的な活用、地域の雇用

を守っていくことも含め検討されている。また、若い人が入っている。大

江の郷や八頭船岡農場での新規雇用、若手に色々任せられる地域づくりを

意識しているように見える。 
（委 員）船岡は他地域と比べて恵まれた地域だとは思えない。メインの国道からは

離れているし若桜鉄道もあるが因美線で関西とつながっているわけでは

ない。しかし、廃校を上手に使っている。どこも行政が仕掛けたわけでは

なく、民間主導に対し行政が後から支援している。本当は、このような共

生の里が、船岡だけでなく東部中部西部にモデル的にでき、そこがうまく

いけば、今までとは次元の違う共生の里が出来上がる。 
（事務局）これが横展開出来たらすごいと思うが、それぞれの構成員がすごい方で、

それが集まっていること自体、奇跡に近い状態。横展開を目指しているが、

正直なかなか難しい。強いリーダーがいないと難しいなというところ。 
（委 員）隣の旧英田町(現美作市)棚田を守る関西人グループが NPO 法人棚田団を

作った。レクリエーションから始まり、定着し、その内一人が地域おこし

協力隊となり現地基盤となった。船岡が地元のエネルギーで作られたもの

であれば、棚田団は、外部のエネルギーが面白いことから仲間を呼び込み

グループ化した。今やっていることが、通常パターンとすれば、特殊な方



法、変わったタイプが少数でも生まれてくればいいなと思う。簡単な話で

はないが。棚田団に関しては、受け入れ側の地域の人たちが大阪から来た

変な奴でなく、楽しんでいるのを温かく支えてくれたことも重要。やはり、

人だなぁと思う。その人たちは、本を作り受賞した。その授賞式で皆さん

が集まり非常に盛り上がっていた。 
（事務局）農山村ボランティアの制度を変えることをした。ボランティアの外部の力

により一部地域では、農家の意識が変わり地域が変わった。具体的には三

徳レンジャー。今回の制度改正で新しい企画が出来ればいいなと思ってい

る。まずは、学生を地域に派遣することが重要だが、その中で地域活性化

の企画が生まれてくればいいかなと思っている。しっかり委託先としっか

り調整しながら頑張っていきたい。 
（委 員）学生ボランティアの弱点は人が入れ替わる事。棚田団のようにずっと付き

合いますという人たちの集団化が出来ないか、その呼び水みたいなのがあ

れば面白い。 
（事務局）地域によっては先輩後輩の関係が続き、三徳レンジャーや南部町清水川の

ように、継続していくことが一番重要。 
（委 員）よそから来た人をうまいこと繋げていく、自分なりの繋がりを持っている

人が来ることで、そのつながりをさらに広げていく、継続的につながりが

出来るようなものをこのような制度を使ってできないか。基金の使い方を

上手に使ってもらえたらと思う。決して今やっていることを否定しない。 


