
【議案に関する御意見・御質問に対する回答】

番号 事業名 御意見・御質問 回答

1 多炭雅博 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○簡易基盤整備加
速化事業

今後事業期間が終わった時点、あ
るいは終了5年後に、「どのよう
な有用な提案が行えたか？どうい
う結果に結びついたか？」を自己
評価してほしい。

今後、整備候補地域に対し、区画
の拡大などスマート農業の基盤と
なる整備に向けた提案を関係機関
と連携して行うとともに随時その
進捗状況等について、フォロー
アップしていくこととしておりま
す。

2 多炭雅博 委員

中山間ふるさと保
全基金（棚田基
金）
○宮崎の新しい農
泊活用推進事業

DMによる営業活動の「DM」とはダ
イレクトメールでしょうか？ま
た、事業成果で「中山間地域の活
性化が図られた」とありますが、
どういう数値的根拠で活性化が図
られたのかわからないので判断で
きなかった。

　「DM」はダイレクトメールのこ
とで、教育旅行誘致のために学校
関係者や観光事業者に送付してい
るものです。
　事業成果については、ご指摘の
とおり曖昧な表現となり申し訳あ
りません。なお、教育旅行受入者
数が令和2年度の441人から令和3
年度（2月末時点）708人に増加
し、人流の増加につながるなど、
地域活性化につながったと考えて
おります。

3 多炭雅博 委員

中山間ふるさと保
全基金（棚田基
金）
○みんなで守る棚
田地域振興事業

事業成果で「関係人口の増加につ
ながった」とあるが、どれだけ関
係人口が増加したかの数値データ
を提供してほしい。

全ての関係人口を把握することは
困難ですが、運用を開始したR3年
4月1日からR4年3月24日までの
ホームページ閲覧ユーザー数は
554人となっております。内訳を
見ると、日本のみならず、12％は
海外から閲覧されています。

4 多炭雅博 委員
中山間地域等直接
支払交付金

４ページ目の最後の方に、「高齢
により取組を断念した集落や・・
（中略）・・に制度の周知や推進
を図って参ります。」とあります
が、この制度の趣旨とは外れるの
ではないか。

以前の制度は、５年間活動ができ
なかった場合、協定農地全てを返
還しなければならず、取組を断念
した集落があります。今後、農地
の保全や耕作放棄地を増やさない
ために交付金の活用を推進し、制
度内容の周知を行って参ります。

令和３年度第２回水土里のふるさとづくり懇話会

令和３年第２回宮崎県水土里のふるさとづくり懇話会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により以下の

議案について書面にて開催された。

（議事の送付：令和４年３月10日、提出：令和４年３月22日）

【議事】

　第１議案　中山間ふるさと保全基金（水と土基金）の令和３年度実施内容及び令和４年度事業計画（案）

　第２議案　中山間ふるさと保全基金（棚田基金）の令和３年度実施内容及び令和４年度事業計画（案）

　第３議案　日本型直接支払交付金の令和３年度事業実績

委員名



番号 事業名 御意見・御質問 回答委員名

5 杉尾直子 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○将来の農業を担
う人材育成事業

①この事業は、随分前から実施さ
れていると思うが、問題点や課題
の変遷(変化)はないのか？
②①ような内容で評価されている
のか？（人数を増やすだけあるい
は、他の項目で評価している
等。）
③実施校が、令和3年度より高
校・大学で増えているが、取り組
み内容は違うのか？

①②
この事業は、すぐに成果が出るも
のではなく、評価が難しい事業だ
と考えています。
本事業により、普段農村に関わり
のない子供たちが、農業や農業農
村の多面的機能に触れ、みやざき
の農業農村に愛着を持ってもら
い、将来的に宮崎の農業農村に関
わるきっかけになってくれること
願って実施しております。
③
高校生と大学生は、ダムや頭首
工、用水路だけでなく、畑かん施
設等の見学も実施する予定です。

6 安藤るみ子 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○将来の農業を担
う人材育成事業

参加者の感想があれば良い。（子
供たちがどんな風に思ったか
等。）

体験後、小学生から感想とお礼の
お手紙が届いています。
食べ物の大切さを学んだ。田んぼ
の機能に感謝したい。昔の人は大
変な作業をして用水路を作ったこ
とが分かった。等の感想を頂いて
います。

7 安藤るみ子 委員
環境保全型農業直
接支払交付金

まとまりのない土地とは。
まとまりのある土地よりまとまり
のない土地の方が生物多様性が高
いのはなぜ？

有機農業に取り組んでいる土地と
有機農業に取り組んでいない土地
とが混在している地域の土地をま
とまりのない土地としています。
有機農業に取り組んでいる土地に
ついては、生物多様性が高いとの
結果が前年度出ていることから、
有機農業に取り組んでいない土地
の生物が有機農業に取り組んでい
る土地に移動していると考察して
おります。

8 河野幸子 委員

中山間ふるさと保
全基金（棚田基
金）
○棚田カード・棚
田めぐりガイド

棚田カードについては、一般には
情報が届いてないと思う。紹介地
以外でもマスコミ等で情報発信で
きないか。

プレスリリースをして県民に広く
情報発信を行っているところで
す。今後も、棚田のHPやSNSの活
用、各市町村でのイベント等で周
知を図って参ります。

9 河野幸子 委員
中山間地域等直接
支払交付金

役員のなり手がいないという問題
について、自治体の担当課でのサ
ポート体制はどうなっているの
か。

限られた人員の中で取組を行って
おり、サポート体制が不十分であ
ると思われます。そのため、農業
分野だけでなく、幅広い分野との
連携が重要であり、体制整備の構
築が必要と考えております。



番号 事業名 御意見・御質問 回答委員名

10 猪崎悦子 委員
中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）

令和３年度実施内容についての実
績と成果、改善点について教えて
いただきたい。

実績と成果については、資料の２
～５ページのとおりです。
改善点については、担当として次
年度の活動に反映しております
が、今後の資料には記載するよう
にします。

11 猪崎悦子 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○水土里の路ウ
オーキングの開催

水土里の路ウオーキングは誰を対
象に参加者を募るのか。

農業農村整備の後押しとなる県内
気運の醸成を図ることが目的のひ
とつであり広く一般県民から参加
者を募ります。

12 猪崎悦子 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○地域住民共同活
動状況のデータ
ベース化

地域住民共同活動状況のデータ
ベース化実施後の改良点はどのよ
うなものがあり、どのような効果
があったのか。

多面的機能支払や中山間直接支払
に取り組む農地や、荒廃農用地を
水土里情報システム（地図システ
ム）に落とし込むことにより、推
進すべき地域が視覚化され、ま
た、中山間直接支払の交付単価を
決める傾斜度が測りやすくなり、
事業の推進に役立っています。

13 猪崎悦子 委員

中山間ふるさと保
全基金（棚田基
金）
○宮崎の新しい農
泊活用推進事業

農家民泊のビジネス化について協
力団体がないのはなぜか。また、
現在あるビジネス旅館や民宿との
違いはどこか。格差が大きいほど
良いと思わせるような事柄にどん
なことが考えられるか。

　協力団体については、「県、市
町村、市町村観光協会」等があり
ます。
　農林漁業等の体験の提供やあっ
せんがある場合、農家民宿と定義
しています。農泊の魅力として
は、宿泊だけでなく、各種体験や
地域住民との交流を通じて、その
地域をより深く知り興味を持って
いただけることだと考えておりま
す。

14 猪崎悦子 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○活力ある中山間
地域生活環境整備
計画策定事業

生活環境の整備とは具体的にどの
ような事を指すのか。都市との生
活格差から過疎化や、高齢化が進
行しているとの認識だが過疎化や
高齢化は人口の推移を見ても進行
していると感じる。生活環境の整
備の前に根本的な対策が必要では
ないか。

生活環境基盤整備の具体例として
は、飲み水や営農用水などの施設
や防火水槽等の地域防災施設、集
落道等の整備があります。
中山間地域等条件不利地域におけ
る農村集落の機能維持・強化に向
けては、地域を担う人材の確保が
重要であり、所得確保に向けた農
業生産基盤整備に加え、生活環境
基盤整備による定住条件の改善も
担い手確保に向け必要な施策の一
つであると考えています。

15 猪崎悦子 委員 多面的支払交付金

農地維持支払の前年度増減の金額
について、見込み交付金額が
13,255－△12,867＝388の
数字は毎年同じように推移してい
るのか。農地維持＋資源向上につ
いて簡単に教えほしい。

前年度からの増減については、年
度によって差があります。
農地維持＋資源向上（共同活動）
について、資源向上（共同活動）
は、農地維持の内数となるため、
農地維持＋資源向上＝農地維持と
考えて頂いて差し支えありませ
ん。



番号 事業名 御意見・御質問 回答委員名

16 猪崎悦子 委員
中山間地域等直接
支払交付金

取り組みが増えそうな市町村を重
点的に接触してほしい。高齢化、
役員のなり手がない等どの地域に
も当てはまる事なので、事務代行
ができるような場所や人材配置の
拠点を創意工夫したらどうか。

市町村に要望を聞き取りし、取組
の推進を図って参ります。
また、事務負担の軽減について
は、他県の優良事例や広域化を市
町村と連携して行って参ります。

17 岩切あけみ 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○将来の農業を担
う人材育成事業

田植え・稲刈りと体験し、米作り
にも興味が湧いたところで、その
後は?と気になりました。出来れ
ば「おにぎり」だけでも良いので
自分たちの作ったお米の味を試食
することやお米を2・3合ずつでも
家庭で炊いて食べられるように配
布してはどうか。

収穫したお米は、各学校で食育活
動に活用されています。例えば、
家庭科の授業や、もち米であれば
餅つき等の行事が行われていま
す。

18 岩切あけみ 委員

中山間ふるさと保
全基金（棚田基
金）
○宮崎の新しい農
泊活用推進事業

「農家民泊に地域の他業種との連
携を行う取り組みを支援」とあり
ますが、例えばどのような業種
で、どのような効果が期待できる
のか

　飲食店や観光事業者等と連携し
て、観光マップやツアーパッケー
ジを作成し、旅行者に農泊地域を
周遊していただくことで、地域全
体の経済が循環するというような
効果を目指しております。

19 岩切あけみ 委員

中山間ふるさと保
全基金（棚田基
金）
○棚田カード・棚
田めぐりガイド

棚田カードはどのくらいの大きさ
か。
「棚田当て」「棚田クイズ」など
のようにカード遊びができるよう
なサイズだと良い。クリアファイ
ルなどの文房具用品にしても良い
のでは。

棚田カードは63mm×88mmの大きさ
になります。
棚田のグッズについては、各棚田
の意向を確認しながら、必要なも
のを作成したいと考えています。

20 岩切あけみ 委員 多面的支払交付金

役員のなり手不足によるリーダー
シップの欠如など、何か対策はな
いのか、他県で成果をあげている
方法など参考になるものはないの
か。

他県でも役員のなり手不足は深刻
な問題となっており、土地改良区
との連携等を図っています。その
中でも、愛知県では、農地中間管
理事業をうまく活用した「地域ま
るっと中間管理方式」により、集
落全体で一般社団法人を設立し、
中山間直払や多面の運営を行って
います。本県でも、関係各課と連
携を図り、新たな担い手確保に向
けて取り組んで参ります。

21 薗田康人 委員 その他

中山間地域をめぐる様々な事業に
ついて、SDGsの観点を活かした展
開にすることで県民の関心を高ま
ることが期待される他、発信力に
もつながるのでは。

SDGsの観点を取り入れた活動の事
例をホームページやメディア等で
発信して参ります。

22 竹下裕一郎 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○畑かんフィール
ドで拡がる！畑作
産地育成事業（R1
～R3）

畑かんとフィールドで拡がる！畑
作産地育成事業（R１～R3）は、
【新】畑かん活用農業経営体チャ
レンジ支援事業（R4～R6）に変わ
るのでしょうか。

そのとおりです。
令和４年度からは、新たな畑かん
マイスターとして育成する農業経
営体を支援するため、現畑かんマ
イスターからの技術継承や省力型
散水装置実証支援を行います。



番号 事業名 御意見・御質問 回答委員名

23 傳田和之 委員

中山間ふるさと保
全基金（水と土基
金）
○防災重点ため池
防災対策事業

防災に関する情報は、ハザード
マップと連携して、どんどん情報
を発信した方が良い。

　決壊し下流の家屋や住居等に被
害を与える恐れのある防災重点た
め池においては、市町村が浸水想
定区域や避難経路などを示したハ
ザードマップを作成しておりま
す。作成したハザードマップは、
市町村ホームページでの公表やチ
ラシ配布により住民へ周知し防災
情報を発信しております。
　また、県のホームページではた
め池マップやため池データベース
等の防災に関する情報を発信して
おります。

24 傳田和之 委員

中山間ふるさと保
全基金（棚田基
金）
○宮崎の新しい農
泊活用推進事業

都会の人が棚田で働ける環境が
あったら良い。また、農家民泊だ
けでなく、デスク、ディスプレ
イ、プリンター等の環境も整えら
れたら良いのでは。

　ネット環境が整備されている農
家民宿も多く、周辺にコワーキン
グスペース等の仕事ができる施設
がある宿もあります。そのような
環境を活かし「農泊＋ワーケー
ション」という売り出し方ができ
ないか検討しております。

25 川井富士男 委員 多面的支払交付金

路面の維持について、ホタル等の
多種の生物が共存できる環境の考
え方（路面の改修について、一部
は泥のままに残す等）をお願いし
たい。

多面的機能支払には、生物多様性
の保全に係るメニューがあるた
め、推進を図って参ります。

26 川井富士男 委員
中山間地域等直接
支払交付金

四季折々の花や散歩道での心癒や
される環境づくり、SDGsの取組、
教育委員会と連携した取組の成果
と発表を行ったらどうか。

取組の成果を広く周知するため
に、県・市町村の関係各課と連携
して参ります。


