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はじめに 

 

 

○ 我が国は、３度目の人口減少社会の到来という歴史的な転換期を迎えている。古

くは、縄文時代晩期から弥生時代にかけた農耕社会への移行時、近代においては、

富国強兵の下、江戸時代後期から明治時代にかけて興った産業社会への移行時に人

口減少を経験してきた我が国であるが、現代の我々は、アジアで初めて成熟社会と

なる局面の中でこの人口減少という課題に直面し、どのように対応すべきか産みの

苦しみを抱えている。 

 

○ とりわけ都市部に先駆けて人口減少・高齢化が進行する農村では、「人口減少が地

域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させる」という負のスパイ

ラルに陥るおそれがある。農村の若い世代が、過密で出生率が極めて低い東京圏を

はじめとする大都市部に流入することにより、日本全体としての少子化、ひいては

人口減少にもつながっている。このままでは、農村からの食料、資源のみならず、

人の供給などを受けて経済基盤を保持してきた都市もいずれ衰退し、我が国全体の

経済競争力が弱まりかねない。 

 

○ 我が国の農村は、農家による農業生産活動を通じ、食料の安定供給や地域社会の

振興のみならず、国土保全、美しい景観形成といった広く国民全体が享受する公益

的機能を生み出してきた。さらに近年では、我が国の農村の価値が世界的にも認め

られる状況にもある。農村の疲弊は、営々と受け継がれてきた“見えざる国富”を

喪失させ、農村はもとより、農村の公益的機能を享受してきた我が国の持続的な成

長を確保する上で看過できない問題である。 

 

○ こうした認識から、有史以来、水田農業を礎とした伝統や文化を育みつつ形成さ

れてきた我が国の農村に改めて着目するとともに、農村を公共事業の場として展開

してきた農業農村整備事業の歩みや果たしてきた役割を再評価し整理することとし

た。その上で、厳しい財政事情の中で農業の競争力強化、国土強靱化、地方創生と

いった農村を巡る現下の政策課題に的確に対応できるよう、農業農村整備事業の今

後の在り方を提起する。 
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Ⅰ 社会的共通資本としての農村 

 

 １．我が国における農村の特徴  

 

（我が国の農村と農政上の位置付け） 

○ 一般的に農村地域（以下、「農村」という。）とは、農林業的な土地利用が大きな

割合を占め、人口密度が低く、農林業を通じた豊かな二次的自然環境及び土地、水

といった公共財的資源を有している地域であるとされる1。我が国の農業・農村は、

国民に食料を安定的に供給し、食品産業等の関連産業とともに地域の経済を支えて

いる。加えて、高品質な農産物を生産する技術、持続性に優れた生産装置である水

田、世界に評価される伝統的な食文化、美しい農村風景など、すばらしい資源の宝

庫でもある。農村では、自然と人間が調和した空間、循環を基調とした豊かな「農

的」空間が、農業農村整備と農業生産活動を通じて形成されてきた。 

 

○ こうしたことを反映し、食料・農業・農村基本法では、「農村については、農業者

を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発

展の基盤たる役割を果たしている」とし、「食料その他の農産物の供給の機能及び多

面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、（中略）、その振興が図られなければな

らない」という農村振興の基本理念を定めている。 

 

（我が国の農村の成り立ちと特徴） 

○ 急峻で平地が少ない地形特性を抱える我が国では、モンスーンアジアの豊かでは

あるが厳しい自然条件の下、先人達が、水田農業を行うための利水と治水に心血を

注いできた。古くはため池や中小河川からの引水に始まり、戦国時代から江戸時代

にかけては、大河川から農業用水を取水するかんがい技術が発達し、少ない平地を

活用して、急激な人口増を支える大規模な新田開発が行われるようになった。 

開発された農業用水を 終的に一枚一枚のほ場で利用するためには、堰や水路な

どの施設を共同で利用し、それぞれのほ場に公平に配分することが必要不可欠であ

り、こうした集落による集団的かつ自治的な用水管理システムを通じて、水田農業

の発展とともに水でつながった集落（農村コミュニティ）が形成された。 

 

○ 農村コミュニティは、施設や管理組織という実体面はもちろんのこと、精神面も

含む我が国社会の全般的な秩序づくりにもつながってきた。「農的」空間に生きる

                         
1 食料・農業・農村基本問題調査会 農村部会（第２回）資料「我が国における農村地域の位置付け（平成 9 年

7 月）」より引用。 
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人々は、農業だけでなく、地域行政の担い手や、自然、伝統文化の守り手として多

様な役割を果たすなど、一人一人が地域社会における重要なプレイヤーとなった。

社会で活動する様々な主体とその機能を「公」、「共」、「私」の各セクターに分類す

れば、いわば「公」や「私」で割り切れない「共」の部分を担う役割を果たしてき

たといえる。都市とは異なり、農村ではそうした役割や価値が重んじられ、歴史的

に形成された地域固有の慣習・文化とともに連綿と受け継がれてきた。 

 

 

  ＜農村コミュニティの視点から見た農村の特徴＞ 

① 定住性の高い社会であることにより、歴史､伝統､安定､保守という特性を有すること。 

② 地域農業資源の維持管理機能、農業生産面での相互補完機能、生活面での相互扶助機

能といった「集落機能」が発揮されていること。 

③ 農村の暮らしの中で育まれた経験や知恵等の伝承の存在が重要な役割を果たしている

こと。 

④ 「農村社会に継承されているルールを遵守する気風」や「農村社会に備わった合意形

成力」を有する農村コミュニティが存在すること。 

出典： 「農村のソーシャル・キャピタル（H19.6）」  

 

 

 ２．社会的共通資本としての農村  

 

（社会的共通資本としての農村） 

○ 農村は、持続的な農業生産活動の場（経済）と豊かな生活の場（社会）であると

ともに、それらを包み込む豊かな二次的自然環境が、農村コミュニティに支えられ

つつ調和的に融合した循環と共生の空間である。そこからは、単に食料だけが生み

出されるのではなく、国土や自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承、子

どもの教育といった多岐にわたる恩恵を国民にもたらしている。 

 

○ 経済学者の宇沢弘文は、このような農村の果たす経済的、社会的、文化的、人間

的な役割を重視し、我が国における農村を一つの「社会的共通資本」として捉える

ことを主張した。「社会的共通資本」とは、豊かな経済社会を営み、優れた文化を展

開し、人間的に魅力ある社会を持続的に安定的に維持することを可能にするような

社会的装置を指す。その定義は、人工構造物である狭義の社会資本のみならず自然

環境や慣習、制度までを含め、社会的諸活動の元手となりストックとして蓄積され

る「資本」という概念で捉え、個々の経済主体に分属されることなく、社会全体に

とっての共通の資産として社会的に管理されるべきとしたことが特徴的である。 
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  ＜農村環境の特徴＞ 

① 農地と水の存在が必要不可欠であり、農業生産活動を通じた水と物質の循環を基調と

して形成されたものであること。 

② 工業的なものとは異なり、動かしたり分割したりすることができず、あるいは他の場

所では価値を失い、機能が低下してしまうものであること。 

③ 農業を通じた｢人の働きかけ｣により、長い歴史のなかで形成されたもので、農業者を

中心とする農村コミュニティが主体となって保全してきたこと。 

④ 人間の生活や農業生産活動と、水と土、自然、動植物との微妙なバランスのなかで維

持されるという脆弱性を有し、一度損なわれると復元に多大の時間と経費が必要になる

こと。 

⑤ 時代とともに変容する社会情勢に大きく影響を受け、地域性も強いことから、一律の

評価基準でそのあり方を定めることが困難であること。 

出典： 「農村環境の保全に関する研究会 中間とりまとめ（H20.9）」  

 

  ＜社会的共通資本の一般的な定義＞ 

・ 社会的共通資本とは一般的に、豊かな経済生活を営み、優れた文化を展開し、人間的

に魅力ある社会を持続的に安定的に維持することを可能にするような社会的装置を意

味する。 

・ 社会的共通資本は、私有ないしは私的管理が認められるような希少資源から構成され

ていたとしても、個々の経済主体によって私的な観点から管理、運営されるものではな

く、社会全体にとって共通の財産として、社会的な基準に従って管理・運営される。ま

た、職業的専門家によって、専門的知見にもとづき、職業的規範にしたがって管理・維

持されなければならない。 

・ 社会的共通資本は、社会的インフラストラクチャー、自然環境、制度資本の三つの大

きな範疇に分けて考えることができるが、この分類は、必ずしも網羅的ではなく、また

排他的でもないとされている。 

出典： 宇沢弘文著「社会的共通資本（岩波新書）」  

 

 

 

（本研究会における社会的共通資本の規定と農村協働力） 

○ 農村は、農地・農業用水、自然環境、そこに住む多様な人々、地域の伝統、慣習

といった地域資源により構成されている。とりわけ我々が農村の自然といったとき

に思い浮かべる美しい風景は、その地の住民が連綿と営んできた農業生産のための

様々な活動を通じて形成された二次的な自然である。 
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○ このことを踏まえ、宇沢に倣って農村の構成要素を「資本」の概念で整理し、農

村を社会的共通資本として捉えることとした。 

そこでは、農業生産の基盤である農地・農業用水等の「社会資本」、それと密接

不可分な構造をなす生態系や農村景観といった「自然資本」、同じ空間で生産と生活

を営む農業者や地域住民等の「人的資本」という３つの資本が構成要素をなし、さ

らに、これら３つの資本を、水管理をはじめとする共同作業等に由来する慣習や文

化に裏打ちされた「農村協働力2」が仲立ちしているものとする。 

農村協働力は、我が国農村の特徴に由来する、まさしく「共」に相当し、農村社

会や農業農村整備を巡る様々な局面で大きな役割を発揮しているといえる。 

 

○ 人々の協調行動を活発にすることによって社会の効率性を高めることのできる信

頼、規範、ネットワークといった社会組織の特性は「社会関係資本（ソーシャル・

キャピタル）」と呼ばれるが、「農村協働力」は、まさに我が国の農村におけるソー

シャル・キャピタルである。「農村協働力」とは、農業生産活動を主軸とした人々の

関係性（つながり）であるとともに能力ないし機能であり、「社会資本」、「自然資本」

及び「人的資本」を結び付けるいわば第４の資本として、前三者を媒介し円滑に機

能させることにより、農村社会が持続的かつ安定的に存続することを可能ならしめ

てきた。 

 

（地域と時代が生み出す様々な農村の「かたち」） 

○ 我が国の国土は南北に長く、地理的条件や気象条件が異なることなどから、農村

において社会的共通資本を構成する「社会資本」、「自然資本」、「人的資本」及び「農

村協働力」の在りようは一様ではない。農村に生きる人々は、たゆまぬ努力の下、

それら構成要素の種類や規模、構成と結び付きを地域に応じた多様な「かたち」と

して形成してきた。また、各々の資本と結び付きは、自立的であれ周辺の情勢によ

るものであれ、時間の経過とともに変化し、その「かたち」は時代とともに変わっ

                         
2 「農村のソーシャル・キャピタル（農林水産省、平成 19 年６月）」では、「現場レベルでの施策の理解と浸透

を図るため、『農村におけるソーシャル・キャピタル』のうち、農地・水・環境保全向上対策が対象とする、今

後維持・再生すべき部分を、国民に分かりやすい日本語で表現する必要がある」との考えから、この対象に該

当するものを「農村、あるいは農村と都市の複数の主体が、農村の活性化のための目標を共有し、自ら考え、

力を合わせて活動したり、自治・合意形成などを図る能力または機能」として「農村協働力」と名付けた。し

かし本研究会では、「農村におけるソーシャル・キャピタル」に当たるものを広く「農村協働力」として捉える

こととした。 

また、農村の範囲については、上記とりまとめにおいて「主に農業集落で構成され、地域農業資源の維持管

理や農業生産面での相互補完、生活面での相互扶助といった集落機能を維持している地域」と捉え、都市には

ない農業集落特有の社会関係を維持しているコミュニティに着目したものとして用いている。しかし本研究会

では、都市近郊であってもこのような集落機能が存在していれば「農村協働力」が発揮されるポテンシャルを

有しているとし、必ずしも農村は都市から分断されたものではなく、広義の意味で捉えた「農村協働力」によ

って両者はつながりうると考えることとした。 
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ていく。このことから、地域の発展は、こうした空間的差異及び時間的変化の態様、

すなわち地域を特徴付ける地域特性を十分踏まえたものでなければならない。 

 

 

 ３．国富としての社会的共通資本たる農村  

 

（包括的「富」という考え方） 

○ 農村で発揮される公益的機能、すなわち農業生産活動を通じて生み出される食料

安定供給のみならず、国土・自然環境保全、人格形成・教育、保健休養といった社

会的な機能は、私的な生産活動に付随して生まれ、その効用は農村にとどまらず広

く国民全体が享受する。これは、「市場で売買されず金銭をもって対価されることの

ないために－個々の生産者によって、大部分はその対価を求めることが無視され

ている社会的利益」、いわば我が国の“見えざる国富”である。 

 

○ こうした性格を持つ「富」については、国連大学と国連環境計画（UNEP）が開発

に取り組んでいる「包括的『富』（Inclusive Wealth）」の概念が密接に関連する。

これは、世代を通じた人々の福祉（well-being）の実現に向けて、国内総生産（GDP）

や人間開発指数（HDI）といった指標では捉えられない包括的な「国の富」を評価し

ようとしたものである。平成 24 年６月に公表された「包括的『富』報告書」では、

生産・人工資本、人的資本、ソーシャル・キャピタル、自然資本といった「生産的

基盤」を、衣食住、人間関係、余暇活動といった人々のニーズを満たす要素を生み

出す「包括的『富』」と位置付け、この富を減らさないように次世代に引き継いでい

くことが持続的な発展に必要であるとしている。様々な公益的機能を生み出す農村

は、まさに「包括的『富』」そのものであり、潜在力を有する国民共有の基盤である。 

 

（農業・農村への投資の必要性） 

○ このような考え方は、農業・農村への投資が、我が国全体の持続的な成長を目指

す上で不可欠であるという視座を与えてくれる。市場は、経済活動を活発にする上

で大きな役割を果たすが、生産物の価格のみを拠り所とする行き過ぎた競争は、地

域経済の維持に必要な再投資を妨げるという危険をもたらす。投資の不足によりひ

とたび農村が衰えると、その生産基盤を再生することは容易ではない。農業・農村

への投資をないがしろにすれば、今後、農村が都市に対して提供しうる、ないし交

流することにより生まれる様々な価値、さらには来るべき社会に向けて我が国が創

り出していくべき新たな価値の母胎となる豊かな基盤の衰退につながることを自覚

すべきである。 
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  ＜包括的「富」とは何か＞ 

・ 社会の究極の目標が、これから先の人々の良い生活、言い換えれば現在から将来の人々

の福祉（well-being）を維持・向上することだとすることに大きな異存はないであろう。

では、それを表す適切な指標はあるだろうか。 

・（前略）良い生活や福祉そのものではなく、それらにつながる経済活動を行うための基

盤がどうなっているかが、福祉の指標になりうるのではないか。現在から将来の人々が

良い生活を送るためには、その基盤が減らないようにすることが必要条件となるであろ

う。この良い生活を送るための「基盤が減らないこと」が、本書のいう「持続可能な発

展」の指標なのである。そして、この基盤のことを本書では包括的「富」（inclusive wealth）

と呼んでいる。 

出典： 国連大学・国連環境計画「包括的『富』報告書（H24.6）」訳者解説  
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Ⅱ 農業農村整備事業の特徴と社会的役割 

 

 １．公共事業としての農業農村整備事業  

 

（公共事業のはじまり） 

○ 「公共事業」という言葉が財政上の用語として現れたのは、第二次世界大戦後、

100 万人超の失業者を雇用するため、GHQ（連合国軍総司令部）の命により、昭和 21

年度予算に公共事業費 60 億円を計上したことに端を発している。これを受けた政府

は、昭和 21 年９月、「公共事業処理要綱」を閣議決定し、昭和 21 年度改定予算にて、

大蔵省所管の「経済安定費」という名の下に公共事業費が計上された。 

その後、公共事業に関する権限と責任を与えられた経済安定本部は、「必需品の

生産又は分配を増加し又は之に便宜を与へる工事等であつて、国の直轄又は補助に

より国又は公共団体等に依つて行はれ失業者の活用に資するもの」と昭和 22 年度の

公共事業を定義し、例示として、開拓、農業水利、土地改良、災害耕地及び桑園等

の復旧を挙げている。 

翌年には財政法が制定され、公共事業費については、同法第４条に基づき、国会

の議決を得た金額の範囲内で、公債を発行しまたは借入金をなすことができるとし

今日に至っている。 

 

 

  ＜公共事業の施策対象となる社会資本の定義＞ 

・ 私的な動機（利潤の追求または私生活の向上）のみによる投資に委ねているときには、

国民経済社会の必要性からみてその存在量が不足するか、あるいは、著しく不均衡にな

る等の望ましくない状態におかれるであろうと考えられる財 

出典： 「経済審議会社会資本研究委員会報告書（S44）」  

 

 

○ こうして、いわゆる農業農村整備事業は、戦後当初より公共事業として実施され、

その時々の社会経済情勢に応じた政策手段としての位置付けの下、農村を対象とし

て展開されてきた。以下、農業農村整備事業が公共事業として行われる必要性につ

いて述べる。 

 

（市場の失敗） 

○ 農業農村整備事業は、農村の社会資本整備を通じ、食料安定供給、国土環境保全、

保健休養といった様々な公益的機能を発揮させるが、これは広く国民全体が享受す
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るものであり、長期にわたる国富の形成という性格を併せ持つとともに、その効果

は中長期にわたる。一般に食料としての農産物の需要のみに着目すると、農業が同

時に供給するこうした公益的機能全体は無視されることになり、農家の私的な投資

のみに委ねた場合には国民経済上、農業は適正水準とならず、地域的な不均衡も生

ずるおそれがある。 

 

○ 例えば、国民に対する食料安全保障の観点からは、輸入と備蓄を適切に組み合わ

せながら、国内の食料供給力を一定程度確保することが必要となるが、その数が減

少している農家に対し、不測の事態にも対応しうる水準まで農業生産基盤の整備に

対する投資を求めることは、投資回収の不確実性の点から困難である。 

また、水田や農業水利施設は洪水の貯留や地域排水も併せて担い、災害を未然に

防止し、人命や財産を保護するという役割を果たしているが、これらは、非農家も

含めた住民が広く便益を受けるもの（外部効果）であり、農家のみに負担を帰すべ

きではない。 

 

○ 国民にとって も基礎的な生活物資である食料の不足や、人命・財産の喪失とい

った危機を招かないためには、財政資金を投入し、適切な水準で農業生産基盤を整

備・保全することが必要である。農業農村整備が適切な水準で行われなかった場合、

これまで農業生産活動を通じて供給されてきた公益的機能が食料危機や災害の発生

といった「社会的費用」という形で顕在化し、国民の負担に跳ね返ることにもなる。 

 

（規模の経済） 

○ ダムや頭首工といった共同で利用する農業水利施設等については、公共事業とし

て一定程度の規模をもって整備することで「規模の経済」が働き、施設の建設や維

持管理のコスト、ひいては農産物の生産コストを削減することができる。これを個々

の農家の私的な投資に委ねた場合、小規模で非効率な施設整備しか行われず、公共

投資により実現される水準よりも高いコストで農産物が供給され、社会的損失が生

じることとなる。 

 

（取引費用の削減） 

○ 農業農村整備事業は、広域的かつ空間連続的な形で事業を実施する必要があるこ

とから、関係する多数の農家間で合意形成を図るためには、膨大な取引費用3 を要

するという特徴を有している。公共事業として取り組み、合意形成に公的な主体も

関与することで関係者の心理的な負担をはじめとする取引費用が軽減され、事業の

                         
3 経済取引を行う際、購入する商品の本体価格以外に発生する運賃、手数料、心理的コスト等の費用。 
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実施を促すことができるが、それがなかった場合には、虫食い的に不参加者が出た

り、事業全体を断念せざるを得なくなったりする可能性が生じる。すなわち、取引

費用の高さが障壁となって社会的に望ましい規模による事業が実施できず、結果と

して、本来の水準よりも高いコストで国民に農産物が供給されることとなる。 

 

○ 例えば、合口事業は、河川にある複数の用水取り入れ口を一つの大規模な取水口

に統合整備することにより、旧取水口ごとに存在する多くの関係者の利害の対立を

解消し、合意を容易にするとともに、 も効率的な用水管理を可能とする規模での

建設・運用を実現することができる。 

また、高速自動車道の建設に必要な用地をほ場整備事業の換地手法により創出す

ることは、取引費用の点からみれば、個別に用地交渉を行う場合と比較して大きな

削減効果を有し、社会的な効率性が大幅に改善していることは明らかである。 

 

 

 ２．農業農村整備事業の特徴  

 

（地域の発意による事業） 

○ 農業農村整備事業の基幹事業である農業水利事業と農地整備事業は、昭和 24 年に

制定された土地改良法に基づいて実施されている。この法律により、原則として耕

作者の意思に基づき事業に参加する仕組みが整備された。これは、農地改革によっ

て耕作者たる自作農が生まれる中、農家の自発性を 大限に尊重する形で民主的な

実施体制を作り上げようとした GHQ の意向を反映したものであるといわれている。 

   

○ こうした経緯から、農業農村整備事業は、次のような法制度上の特徴を有してい

る。 

・ 15 人以上の農家の申請をもって事業が実施される。 

・ 土地及び水のつながりにより一定の地域を定め、地域全体の農業振興を一体的

に図ることを事業の目的とするため、受益者の３分の２以上の法定同意を得て強

制的に事業を実施できる。 

 

○ 土地改良法に基づく手続きは、事業の申請から受益者同意の取得、実施に至る過

程において、地域全体の農業の将来像を話し合い、その方向性について多くの受益

者の合意形成が図られるよう努力を促す仕組みを内包している。すなわち、事業の

計画、実施、管理を通じて、農村協働力を維持・活性化させるという、行政主導の

他の公共事業にはない特徴を有している。 
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（農民組織による施設の管理） 

○ 整備した施設の利用・管理という視点では、次のような農業農村整備事業の特徴

を挙げることができる。 

・ 土地改良事業の完了後、整備された施設は、原則として土地改良区が管理する

こととなっている（土地改良法第 57 条等）。受益農家は、地区内における適切な

水利用を確保するため、土地改良区という公的な団体を自ら組織し、施設を健全

に管理することによって初めてサービスを享受することができる。 

・ 整備された施設は、点（水源管理）、線（水路管理）、面（空間的広がりを持っ

た農地レベルの水管理）が一体となって初めて効果を発揮するため、事業完了後

も「共」の機能を有するコミュニティを媒介とし、地域資源を共同で面的に利用・

管理するという他の公共事業にはない特徴を有している。 

 

（産業政策、国土政策、地域政策を目的とした事業） 

○ 法律の目的についても、土地改良法には際立った特徴がある。一般の公共事業の

根拠法における目的規定は、河川法、道路法及び土地区画整理法では「公共の福祉

の増進」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水道法及び下水道法では「公衆衛生

の向上」となっている。これに対し、土地改良法では、「農業生産の基盤の整備を図

り、農業の生産性向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の

改善に資すること」であり、かつ、「環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的

な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならな

い」とされている。 

 

○ 法制定時の起草関係者は、「土地改良はもちろん、農業の労働生産力を発揮させる

立場から実施されるべきであるが、同時に（中略）農業と関連する諸産業と調和的

に進められるべき」こと、「この法律による農地の集団化、道水路の整備などの土地

改良事業は、土地の共同管理を実現するもっとも基本的な条件を提供するとともに、

その成果を全うする役割をも果たすであろう」として、「土地と水の農民的管理の機

能」の発現が期待されたと記録している。このことは、法の目的に産業政策的側面

と国土政策的側面を内包するとともに、事業の実施により、地域政策4 としての効

果をも狙ったものであることを意味している。 

 

                         
4 「農林水産業・地域の活力創造プラン（平成 25 年 12 月 農林水産業・地域の活力創造本部決定）」では、「農

林水産業を産業として強くしていく政策」を産業政策、「国土保全といった多面的機能を発揮するための政策」

を地域政策としている。ここでは、文中の「土地と水の農民的管理の機能」を現在の多面的機能支払制度等に

つながっているものとみなして地域政策という用語を用いた。 
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  ＜土地改良法制定の経緯＞ 

・ 土地改良法は、当初、開拓法としての立法化が試みられたが（昭和 22 年）、戦後日本

の民主化を推進するための農地改革の実現に腐心したGHQからの度重なる示唆を踏まえ、

既耕地の改良に重点を置いた検討が行われた。開拓によって人口を養うという発想から、

自作農（耕作者）の経営の合理化と農業生産性の向上へという発想の転換である。これ

により、土地所有者（地主階層）からなる普通水利組合、北海道土功組合、耕地整理組

合の機能を統合し、耕作者主体の民主的組織である土地改良区による事業の実施が法制

化された。 

・ 土地改良区については、当初、土地改良組合と称するとともに、農地の分散錯圃と、

これを基礎とした集落の水利共同体的秩序といった我が国固有の特徴を踏まえて耕作

者の過半数による強制加入の原則化を目指したが、GHQ の理解を得ることができなかっ

た。このため、名称については、単なる人的、社団的なものではなく、行政区に相当す

る地域的なものだとし、土地改良区（Land Improvement District）に変更するととも

に、３分の２強制と改めることにより、了解を得たとされる。 

・ 土地改良区は、それまで存在していた耕地整理組合に代表される建設事業団体と普通

水利組合という管理団体を廃止して耕作者からなる民主的組織に一本化したものであ

り、土地改良事業を担うとともに、土地改良施設を維持管理し、土地改良の効果を実際

に定着させていく組織主体として、前述した我が国の農村の成り立ちに起因する集落の

慣習的秩序等と密接に結び付き、農村社会に深く根を下ろすこととなった。 

参考： 「土地改良制度資料集成 第一巻（S55）」  

 

 

 

（農村協働力の形成・維持） 

○ 上述のとおり、農業農村整備事業には、地域共同の発意に基づいて社会資本を形

成し、それを土地改良区を中心とした農民組織が共同で利用・管理するという仕組

みがビルトインされている。この共同の取組すなわち「共」としての機能は、社会

的共通資本としての農村における公益的機能の発揮、あるいは農村という「包括的

『富』」の水準向上のエンジンである農村協働力に深く関わっている。すなわち農業

農村整備事業は、その実施プロセスを通じ、農村協働力の形成・維持に密接に関与

するという点で、他の公共事業と大きく異なるといえる。 

 

 

 ３．農業農村整備事業の果たしてきた役割と成果  

 

（戦後復興） 

○ 昭和 20 年代は、敗戦による経済復興を目指す中、帰還者や失業者を受け入れるた

めの緊急開拓を中心とする農業農村整備が、農業政策の側面のみならず、公共政策
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全体においても大きなウェイトを占めていた。当時は、社会の安定が 優先課題で

あり、終戦直後の農業農村整備は社会政策的な性格の強いものであったことを意味

する。その後、社会の一応の安定や農地改革の進展が見られると、自作農経営の安

定化を意図した土地改良法を制定し（昭和 24 年）、農業生産力の向上に向けて、開

墾から既耕地の土地改良へ、失業対策から食糧増産へと重点が移行した。 

 

（基本法農政と高度成長） 

○ 昭和 30 年代後半に至り、工業のめざましい発展に代表される高度成長期を迎える

と、農業政策も根本的見直しを迫られ、農業と他産業との生産性の格差是正、農業

従事者と他産業従事者の所得の格差是正を農政の基本目標とする農業基本法が制定

された（昭和 36 年）。 

農業の生産性の向上、農業生産の選択的拡大、農業構造の改善といった政策の方

向に沿って、農業農村整備の予算名称もそれまでの「食糧増産対策事業費」から「農

業基盤整備事業費」に変わり、それまでの米増産を中心とした用排水改良よりも大

型機械導入のためのほ場や農道の整備が重視されるようになった。特に、昭和 38

年に事業創設されたほ場整備事業により農業の機械化と農作業の省力化が進展し、

労働生産性が大きく向上した。 

一方、農家は農外労働時間を増やすことが可能となり、専業農家から安定的な兼

業農家へとシフトし、農村の余剰労働力は、都市（工業部門）への労働力供給を通

じて高度成長を下支えした。しかし、若者の都市への流出は、農村の活力を低下さ

せることにもなった。さらに、高度成長に伴う重要産業部門での大規模化・集中化

により、地域内循環構造を有した個性的な地域資源を活用した地場産業の衰退にも

繫がった。 

 

（米の生産調整の始まり） 

○ 昭和 40 年代中盤に入ると、米過剰に基づく生産調整が農政上の政策課題として顕

在化した。このため、米の過剰に対応するための開田抑制が行われる一方、稲作転

換を促進する排水対策特別事業が創設されるとともに、水田の排水基準も見直され

畑作物の生産が可能な汎用化が推進されることとなった。 

この時期は、日本列島改造論に見られるように農村における急激な都市化と混住

化が進展した時期でもあった。このため、湛水被害の発生を未然に防止する湛水防

除事業に加え、都市化の波から農業資源を保全することを目的とした地盤沈下対策

事業や水質障害対策事業等の農地防災事業が創設されるとともに、農地・農業用水

の都市的な需要に対応するため、緑農住区開発関連土地改良基盤整備事業や農業用

水合理化事業が創設された。農業農村整備事業は、この時期、農地や農業水利施設

の整備を通じて、都市的水需要への対応や土地利用の整序化、道路等の公共用地の



- 14 - 

創設に大きな役割を果たしてきたといえる。 

さらに、農村の生活環境整備の遅れが、農村の過疎化と都市の過密化の原因の一

つであるとして、農村の総合的な整備を行う農村整備事業や農道整備事業が創設さ

れた。このように農業農村整備は、農村の総合的な土地利用、水利用の合理化、農

村住民の居住環境整備といった農村政策も内包する事業として広範な分野をカバー

するようになった。 

 

（貿易自由化、経済成長、生活大国化） 

○ 昭和 60 年代に入るとプラザ合意を契機に農産物の貿易自由化と円高による農産

物価格の低下が問題になり、生産性の飛躍的な向上が政策課題となった。このため、

担い手の経営規模拡大を進めるべく、担い手への農地利用集積を要件とした大区画

ほ場整備事業の創設、土地改良負担金対策等の様々な対策が創設された。 

平成２年には、国民の価値観が物の豊かさから心の豊かさへ、経済成長から生活

の質の向上へと変化する中、公共投資の重点を生活関連投資に置く公共投資基本計

画が閣議決定された。農業農村整備も、生産基盤整備、農村整備、防災保全の３つ

を柱に据え、予算上の名称も「農業基盤整備事業費」から「農業農村整備事業費」

へと変更された。 

 

（新基本法農政） 

○ 平成 11 年度に制定された新基本法を受け、平成 13 年度には、「環境との調和への

配慮」を事業実施の基本原則に盛り込んだ改正土地改良法が公布された。平成 19

年度には、産業政策としての品目横断的経営安定対策の車の両輪として、脆弱化し

つつある集落機能の維持向上を図るため、農家や地域住民といった多様な主体が一

体となり、農地、水、環境を保全する活動を支援する対策を地域施策として創設し、

人・地域づくりといった人的資本や農村協動力に直接関わるようになった。 

 

（社会経済情勢に応じた近年の展開） 

○ 農業農村整備は、平成 10 年、他の公共事業に先駆けて事業の再評価システムを導

入するなど、事業評価による効率性や実施過程の透明性の向上に努めるとともに、

担い手への農地利用集積や経営体の育成等を視座に据えた成果重視の事業への転換、

農業水利施設における建設から更新へのシフトに対応した戦略的な保全管理の構築、

地域の裁量を重視した交付金制度の創設に取り組むなど、社会経済情勢の変化や地

域のニーズに対応してきた。 

 

○ このように、農業農村整備は農村を事業展開の場とし、時代の変化や要請に即し

つつ、農業施策と農村施策の両面から、農業生産に必要な農地・農業用水の整備及
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び農村環境の維持保全に貢献してきた。事業の成果はインフラ整備の域を超え、農

業の生産性向上等を通じた食料の安定供給や農村の健全な発展、人・地域づくりを

実現し、地域経済社会のみならず国民経済社会の礎を築いてきた。その成果は以下

のとおりである。 

 

（農地整備の成果） 

○ 戦後から高度成長期にかけて行われた開拓や農地開発は、中山間地域等における

広域かつ優良な農地を確保し、地域の有する食料供給力を向上させるとともに、多

様な畑地農業の振興に貢献してきた。近年では、開発農地を中心とした地元企業の

農業参入や野菜の一大産地化が図られるなど、強い農業の拠点としての取組も進ん

でいる。 

 

○ ほ場整備事業（昭和 38 年度創設）による区画の拡大や排水改良、水路や農道の整

備に伴い、農作業の機械化・省力化が図られ、水田農業の労働生産性は飛躍的に向

上した（10a 当たり平均稲作労働時間は 146 時間（昭和 38 年）から 26 時間（平成

24 年）へと大幅に短縮）。また、排水改良によって麦・大豆をはじめとする多様な

農業経営の展開を可能とした水田の汎用化が実現し、ほ場整備実施地区における耕

地利用率は全国平均を大きく上回るなど土地生産性の向上に寄与しているほか、耕

作放棄の抑制も図られている。 

 

○ 農業構造の改善という点では、水田の大区画化や汎用化を通じて、農地集積・集

約化等を実現し、効率的かつ安定的な農業経営を営む担い手の育成に寄与してきた。

さらに、大規模経営体や農業生産法人の育成など農業の構造改革に大きく貢献して

いる。 

 

○ 高度成長期における農地整備の帰着として、労働生産性の向上により余剰労働力

が生まれた結果、若者を中心とした働き手の都市部への流出が進み、工業部門の高

度成長や大都市・地方都市の発展に貢献した。さらにほ場整備事業は、換地手法に

より、公園、公共施設や高速道路等の非農用地を創出し、まとまった優良農地の確

保と公共用地等の計画的な配置を両立させるなど、土地利用の秩序化に寄与してい

る。 

 

（農業用排水整備の成果） 

○ ダムや頭首工、用水路等の整備は、農業用水の安定供給や水需要の変化への対応

と地域全体への公平な用水配分を通じ、作物生産量の増大や品質の向上、新たな品

種や作物の導入等、土地生産性を向上させた。とりわけ天水に頼らざるを得なかっ
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た地域において畑地かんがいを導入することにより、野菜、花卉等収益性の高い作

物の導入や計画的・安定的な生産・出荷が可能な高生産性農業への転換が図られ、

地域農業の発展にも大きく貢献している。 

 

○ 低平地においては、排水機場や排水路の整備を通じ、排水条件の改善や水田の乾

田化が図られ、機械化営農や多様な農業経営を可能とした。また、それら排水施設

は、地域排水機能を発揮し、海抜ゼロメートル地帯の市街地等における土地利用の

形成のほか、混住化が進展した地域における湛水被害の抑制にも貢献している。 

 

○ 合口による取水施設の統合やパイプライン化等による農業用水路の再編を通じ、

生み出された水を水道用水や工業用水に転用するなど、新たな水需要に対応しつつ、

効率的に水資源を保全してきた5。 

 

○ 農業水利事業により確保された農業用水は、かんがい用水としての利用のほか、

防火用水、多様な生き物の生息空間、親水空間としての活用など地域用水としての

機能を発揮しており、都市農村交流、農産物のブランド化等地域の活性化にも貢献

している。また農業用水は、農地を面的に潤しながら地下水をかん養し、河川に還

元されることにより水循環系を構築6している。農業水利事業は、環境に対して適切

に配慮することにより、こうした機能の健全な発揮を図るものである。 

 

（地域経済等への波及効果） 

○ 農業農村整備事業は、農業の生産性を向上させ、農産物の生産拡大効果や品質向

上効果を発揮させるとともに、農村の生活環境の改善や防災力の向上といったスト

ック効果も有している。 

また、この成果は、農業を起点とした地域内関連産業への波及効果を高める起爆

剤となり得るものである。例えば、余剰労働力や余剰労働時間の提供を通じて、農

業者自身や雇用者による農産物の加工・販売を一体的に行う６次産業化の取組を支

援し、地域農業を活性化させるだけでなく、それによって生まれた新たなブランド

戦略に基づく ICT 産業や観光産業の展開などにつながる。 

 

○  こうしたストック効果に加えて、土地改良施設等の建設や整備に必要な諸資材を

購入したり、労働者を雇用したりすることを通じて、関連する産業に経済的な波及

効果（フロー効果）をもたらし、その地域の経済を活性化する働きも有している。

                         
5 昭和 40 年～平成 25 年の転用実績は約 41.5m3/s であり、これは生活用水に換算すると約 1,200 万人分に相当。 

6 農業利用された用水の約５割は地下浸透するが、そのうち４分の３は、水路を通じ地表水として河川等に還元

される（高橋裕編纂「水のはなし３（技報堂出版）」）。 
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その効果は、農村で実施されるという農業農村整備事業の性質上、特に地方におい

て発現するとともに、事業費当たりの効果は、公共事業の中で比較的高い水準にあ

る。 

 

（社会的共通資本としての農村の維持・発展） 

○ 農業農村整備事業は、自然資本である「水」と「土」に直接手を加えて生産と生

活を支える社会資本として整備することにより、農業生産面における効果をもたら

してきたが、単なるインフラ整備にとどまらず、農業や関連産業の担い手という「人」

をも育成し、さらには農村協働力に働き掛けることを通じて、社会的共通資本とし

ての農村の維持・発展に大きく寄与してきた。すなわち、農村を構成する３つの資

本を結びつけ、第４の資本としての農村協働力が「共」の機能として発揮される舞

台を整えることにより、農村という「包括的『富』」を形成・維持することに貢献し

てきたといえる。 

 

○ とりわけ農地・農業用水といった社会資本の保全管理に係る事業の実施を契機と

して活性化された農村協働力は、事業の枠を超え、農村の発展に関わる様々な機会

を提供し、人々の協調行動を促している。 

  例えば、事業の合意形成の過程においては、農産物の高付加価値化、新たな特産

物の開発、環境保全型農業の推進といった今後の地域農業のビジョン・方向性につ

いても話し合う機会を提供し、さらには地域経済社会の発展に向けた事業の効果を

スパイラル的に高めることが可能となる。 

また、事業を契機とした多面的機能支払制度等との連動は、農家だけでなく、自

治会、女性会、NPO といった非農家や都市住民をも巻き込んだ農村環境保全活動、

伝統的な祭事の復活といった文化的な取組へと広がりを生み、個性ある農村の活性

化につながっている。 
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Ⅲ 農業・農村を巡る情勢の変化と課題 

 

 １．農村社会の変容と環境の変化  

 

（農業・農村を取り巻く環境の変化） 

○ 平成３年の牛肉・オレンジ輸入自由化、平成７年のガット・ウルグアイ・ラウン

ド農業合意、そして今般の TPP 交渉の大筋合意等、我が国の農業は国際的な競争に

直面している。また、国内においても、米消費の大幅な減少に象徴される国民の食

生活の変化、人口減少や高齢化によるマーケットの縮小、食品の安全・安心に対す

る消費者の関心の高まり、産地間競争など、農業生産を取り巻く状況は厳しさを増

している。 

 

○ 我が国は、地理的及び自然的な特性から、多くの大規模自然災害等による被害を

受けてきたが、近年、集中豪雨に伴う水害や土砂災害といった人命にかかわる災害

が顕在化している。今後、地球温暖化に伴う気候変動により、極端な降水が強く、

より頻発となる可能性が非常に高いことが、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）

の報告書においても示されている。また、今後 30 年以内に南海トラフ沿いで大規模

な地震が発生する確率は 70％程度とも評価されている。東日本大震災の際、それに

伴う津波を前に為す術がなかったように、我が国の国土が脆弱であることを改めて

認識し、自然の猛威に正面から向き合う必要がある。 

 

○ 気候変動は、河川の渇水に伴う配水労力の増大や農産物等の高温による生育障

害・品質低下といった農業面にも影響を及ぼしつつある。世界の急激な人口増加や

新興国の経済成長等に伴い、今後も世界の食関連の市場規模の拡大が続くと見込ま

れる一方、旱魃や洪水の発生が食料生産に打撃を与えるといった事態も各国で発生

しており、中長期的な世界的な食料需給の逼迫とも相まって、気候変動に伴う大規

模な不作の頻発は、多くの食料を輸入に頼る我が国の不安に一層の拍車を掛けてい

る。 

 

（農村の人口減少と高齢化） 

○ 高度成長期以降、農業者の大宗を占めていた兼業農家は、公共事業に依存した建

設業などの周辺型経済の後退により、徐々に農村内の兼業先を失うこととなった。

若者を中心として都市部への人口流出が進んだ結果、農村は都市に比べて人口減

少・高齢化が進行しており、こうした傾向は今後も続くと見られている。 

農業者の減少や高齢化が進む一方、混住化は中山間地域にも広がっており、集落
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に占める非農家の割合は、平成 12 年と比べると、都市的地域を除く全ての地域で

10 ポイント近く上昇し、農家の占める割合は現在２割まで低下している。近年の農

村は、土地・水利用の面では農地・農業用水といった農業生産要素が中心である一

方、人の面では農業者中心という従来の特徴を喪失している。こうした農業従事者

の減少や過疎化に伴い、農業集落における総戸数が減少し、小規模な集落の割合が

増加している。 

 今後、農村における高齢化や集落人口の減少等が一層進行し、地域によっては、

農業というなりわいが次の世代に継承されず、貴重な資源や技術、伝統文化の伝承

が途絶えてしまうおそれがある。 

 

（農業構造と営農形態の変化） 

○ 農業の構造改革の進展に伴い、大規模経営体と小規模農家への二極分化や土地持

ち非農家の増加等が進行している。民間企業の参入に加え、人口減少とともに遠隔

地居住または所在不明の農地の増加が見込まれる中、こうした農業構造の変化は、

同質な農家の存在を前提としてきた集落において、土地改良区を中心として長く行

われてきた農地や農業水利施設の保全管理等を進める際の円滑な合意形成に様々な

影響を及ぼす可能性がある。 

 

○ さらに、需要に即した米生産への転換に伴う担い手の営農形態も多様化（多収量

性専用品種の導入、作付時期の分散等）し、水利用形態にも変化が見込まれる。例

えば、直播栽培の導入により、かんがい期間の延長等が見込まれることから、まと

まった面積でそれを導入する場合、地区内の用水需要に大きな変化が生じる可能性

がある。 

 

（地域経済の低迷） 

○ 農村における地域経済は厳しい状況が続いている。我が国の農業総産出額は昭和

59 年に 11.7 兆円に達したが、その後減少傾向で推移し、平成 25 年には 8.5 兆円

とピーク時と比較して 3 兆円余りも縮小している。関連産業である食品産業の生産

額も平成 10 年以降は減少傾向にある。また、農家の所得をみると、農業所得につ

いては近年微増傾向にあるものの、農外所得は一貫して減少しており、総所得は減

少傾向で推移している。こうした経済の縮小は、地域における人口の減少や需要の

逸失を招き、さらなる農業と農村の衰退につながっていくという悪循環を生み出す

可能性がある。 
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 ２．農村における社会資本ストックの状況  

 

（農業生産基盤ストックの減少・劣化） 

○ 社会資本ストックの量が減少している。「日本の社会資本 2012（内閣府）」によれ

ば、農業部門の純資本ストック7（農用地の整備、基幹用排水施設整備、防災、農道

等）は社会資本全体の約１割を占めるが、近年、純資本ストック等の減少度合いは

他の社会資本と比べて著しい。これは、高度成長期以前から、一般の社会資本に先

駆けて農業生産基盤が整備されてきた結果、減価償却（供用年数の経過に伴う物理

的減耗による価値の減少）がより高水準で推移しており、毎年度の投資額よりも大

きくなったためと考えられる。さらに推計上は減価償却には含まれないが、現在の

整備水準や新たな政策課題への対応を前提にした場合、陳腐化8 したストックとみ

なされる社会資本（例えば、作付の選択自由度を有しない排水不良田、耐震性を有

しないため池等）も存在する。 

国連大学・国連開発計画の「包括的『富』報告書」においても、我が国の農地の

価値が経年的に低下しているとのデータが示されており、このような実態を踏まえ、

既存の社会資本を適切に維持・活用し、ストック効果を効率的に発揮させることが

求められている。 

 

（施設ごとの状況） 

○ 農業生産の基盤として不可欠な農業水利施設については、老朽化が著しく進行し

ている。今後 10 年間で標準耐用年数を超過する基幹水利施設は全体の３割超に達す

ると見込まれており、戦略的な保全管理を通じ、我が国の食料安定供給を支えてき

たストックの機能を持続的に発揮させていく必要がある。また、整備の形態が「新

設」から「更新」と移り変わる中、地元の発意を基本にした事業実施の仕組み、国

の役割や関与の在り方、ストック効果に着目した費用負担の在り方等についても検

討すべき時期を迎えている。 

 

○ 農地の荒廃も進行している。平成 22 年における耕作放棄地の面積は 39 万 6 千 ha

であり、近年、その増加率は鈍化傾向にあるが、耕作放棄地面積率について農業地

域類型別にみると、山間農業地域（15.8％）、中間農業地域（14.1％）に加え、都市

的地域（13.7％）においても高くなっている。また、高齢農業者のリタイアの増加

                         
7 粗資本ストック（現存する固定資産について、評価時点で新品として調達する価格で評価した価値）から、供

用年数の経過に応じた減価を控除した残存価値。 

8 経済の状況に対して技術的に適合しなくなった、もしくは技術的により優れた代替物が利用可能になったこと

が起因した既存資本の価値の損失。 
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に加え、複数の相続人により農地の所有権が細分化されてしまうなど、農地の権利

調整を円滑に行うことが難しくなったこともあり、土地持ち非農家が所有する耕作

放棄地面積は、全体の半分を占めるにまで増加している。さらには、不在村者所有

の耕作放棄地も相当数あるとみられている。 

農地の整備率をみると、30a 程度以上に整備された水田は 156 万 ha で水田面積全

体の６割に達している。しかしながら、そのうち約３分の１は未だ排水が不良であ

る。また、生産コスト削減に資する大区画化の割合は、全体の約１割に過ぎず、末

端水利施設の維持管理、更新、配水管理に係る費用や労力の負担は大規模経営体に

とって課題となっている。畑においては、高付加価値化に資する畑地かんがい施設

が畑地面積の２割、46 万 ha で整備されているが、そのうち 12 万 ha は基幹までの

整備にとどまっている。 

我が国の農業を取り巻く競争環境が厳しさを増す中、質的向上を図るべき農地や

農業水利施設の整備の遅れが、ストックとしての価値を失わせるおそれもあり、地

域の特性に応じたストックの機能強化が求められている。特に、高度成長期以降、

新興住宅地等がスプロール的に拡大した農村では、人口減少・高齢化に伴う土地管

理の粗放化や景観の劣化といった問題が発生していることに留意する必要がある。 

 

○ 全国に約 20 万か所あるとされ、長きにわたり農業用の水源として利用されてきた

ため池も、混住化が進む農村において深刻な状況を抱えている。その多くは江戸時

代以前に築造されたものだが、現在、下流に人家や公共施設等が存在し、施設が決

壊した場合に影響を及ぼすおそれのあるため池は、約 9 千か所存在するといわれて

いる。平成 25～26 年度にかけて行われた一斉点検の結果（平成 27 年 7 月時点）に

よれば、そのうち約３割に当たる 2,916 か所で豪雨または地震により被災する可能

性があり、さらに詳細な調査が必要と評価されたことを踏まえ、優先すべき施設を

明確にした上で対策の重点化を図る必要がある。 

 

 

 ３．社会的共通資本としての農村の課題  

 

（政府による取組） 

○ 農村の弱体化や外部環境の変化など農業・農村を巡る情勢が変化する中、持続可

能で活力ある地域経済社会を構築していくためには、あらゆる分野においてスピー

ド感のある対応が求められている。政府は、国土強靱化基本計画（平成 26 年６月閣

議決定）、まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 26 年 12 月閣議決定）を策定する

とともに、これらの計画・戦略も踏まえた食料・農業・農村基本計画を本年３月に

閣議決定した。 
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食料・農業・農村基本計画では、農業の構造改革や新たな需要の取り込み等を通

じて農業や食品産業の成長産業化を促進するための産業政策と、構造改革を後押し

しつつ農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を促進するための地域政策を車

の両輪として進めるとの観点に立ち、食料・農業・農村施策の改革を進め、若者た

ちが希望を持てる「強い農業」と「美しく活力ある農村」の創出を目指していくと

されている。 

 

（課題１： 各資本の状況変化への対応） 

○ 農業・農村を巡る情勢の変化に対応し、社会的共通資本としての農村から生み出

される公益的機能を保全するとともに、次世代に継承・発展させる必要がある。こ

のためには、「社会資本」、「自然資本」及び「人的資本」の３つの資本を健全に保つ

こと、加えてそれら相互を農村協働力により強固に結び付け、円滑に機能させるこ

とが必須である。時間とともに変化する３つの資本のポテンシャルを見極めつつ、

農村協働力に適切に働き掛けていくことにより、我が国の農村という「包括的『富』」

を形成・維持することができる。 

 

○ 社会資本としての農地・農業用施設は、先述したとおり量的な減少とともに質的

な劣化が急速に進行している。これらを健全に保全しつつ、状況の変化に応じて“か

たち”を定位していくことが求められる。それは、地域の特性に応じた既存ストッ

クの強化・高度化を図りつつ、ストック効果を効率的かつ効果的に発揮させること

である。 

 

○ 人的資本の面では、農業・農村の発展を力強く牽引しているとまではいえない状

況にあるが、一部の農業生産の現場では、100ha を超える大規模経営や、地域のエ

ネルギーと先端技術を活用した施設園芸に取り組む経営など、従来は想定されてい

なかった新たな経営が出現している。また、地域の様々な関係者が自らの強みを見

つめ直し、創意工夫を発揮して６次産業化や海外への輸出などに挑戦し、新たな価

値の創出と市場の開拓を実現する取組も始まっている。このような新たに生まれつ

つある芽を大きく育て、農業・農村の様々な潜在力を 大限発揮し、持続可能なも

のとしていく必要がある。 

 

○ さらに、近年多発する災害や長期的な気候変動等、様々なリスクへの準備はいま

だ十分とはいえない。農業用施設の老朽化・耐震化対策、農地の湛水被害防止策と

いったハード面はいうまでもなく、用排水の管理といったソフト面を含む適応策の

確立が求められている。何より混住化・都市化が進行する農村においては、コミュ

ニティにも光を当てつつ、農業面のみならず、安全で安心な地域社会の形成といっ
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た観点から、「強さ」と「しなやかさ」を持った個性豊かな地域の強靱化に向けて的

確に対応する必要がある。 

 

（課題２： 農村協働力への対応） 

○ 人口減少・高齢化や混住化が進む農村では、従来の農村社会を支えてきた様々な

仕組みや慣習が崩れ、「共」の機能が衰退しつつある。農地や農業水利施設の保全管

理等を担う中心的な存在である土地改良区の運営についても、受益面積の減少や、

組合員と地域住民の意識の乖離等により厳しさを増している。農地・農業用水等の

地域資源の維持管理に関しては、長い歴史の中で、集落の共同活動として行われて

きたことを踏まえ、コミュニティによる保全活動を支援する多面的機能支払制度等

の導入が進められているが、今後、農村における高齢化や集落人口の減少、中心的

な役割を果たす土地改良区の弱体化等が一層進行すると、持続的な取組に支障を及

ぼすことが懸念される。 

 

○ 他方、内閣府が実施している農山漁村に対する世論調査結果によると、都市住民

は多面的機能の供給など農村の持つ価値を高く評価するようになってきている。ま

た、都市に住む若者を中心に、農村への関心を高め新たな生活スタイルを求めて都

市と農村を人々が行き交う「田園回帰」の動きや、定年退職を契機とした農村への

定住志向が見られるようになっている。 

 

○ こうした変化に的確に対応しつつ、新たな“よそ者”が、農村での生産・生活に

関する将来展望を描くことができ、魅力ある農村へと発展するためには、地域の様々

な経営規模の農業者や、家族農業経営や法人経営、兼業農家など経営形態等が異な

る農業者、さらには地域住民等が、行政とも連携しつつ共に関わり合い、その有す

る能力等を 大限発揮させることが重要となる。NPO 等による地域づくりの取組も

一部には見られるが、地方創生を見据え、地域社会を広く支える農村協働力に由来

した新たな仕組みを形作っていかなければならない。 
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Ⅳ 農業農村整備事業の展開方向 

 

 １．これからの農業農村整備事業が果たすべき役割  

 

（今後目指すべき農村の姿） 

○ 食料・農業・農村基本法においては、農業生産活動は、自然界における生物を介

在する物質の循環に依存し、かつ、それを促進する機能（農業の自然循環機能）が

維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならないとしてい

る。こうした農業本来の活動をベースにした農業が地域に展開することが地域資源

の利用・管理の基本であり、国民全体に不可欠な公益的機能の保全もそのことによ

って保証される。人間の全面的発達やより豊かな生活の創出といった国民的課題も、

農村の持っている地域資源の適切な利用・管理を通じて実現されよう9。 

農業農村整備事業は、地域農業を支える農地・農業用水等の社会資本の整備を担

い、その実施プロセスから形成・維持されてきた農村協働力を介し、地域資源を長

期間にわたって有効に利用、開発、管理してきた。地域資源を活かしながら農業を

持続的に発展させることを通じ、我が国の国富ともいうべき農村の成長と発展を促

し、公益的機能の維持・拡大を図り、私たちが住む日本列島を豊かで快適な、しか

も安定した社会生活を営む場とすることに貢献してきた。 

 

○ 成熟社会における豊かで持続的な農村の構築に向けては、まず、地域の農業を産

業として自立可能なものにしていくための担い手への農地集積や生産コストの削減

を確実に進め、地域の営農戦略に即した収益性の高い農業経営の実現等を通じて、

農業の競争力を強化していく必要がある。 
 

○ 同時に、豊かな地域資源を生かして新たな人と需要を呼び込み、農業・農村の所

得の増大と地域内での再投資、さらなる価値の創出という好循環の生み出しを通じ

て、農村の振興を図っていくことが不可欠である。 

 

○ さらに、農業と農村の持続的な発展・振興の基礎として、激甚化する災害に対応

し得る「強さ」と「しなやかさ」、強靱性を有していることが必要である。 

 

○ これらの実現に向け、農業農村整備事業は、今後、以下の展開を図る必要がある。 

                         
9 農業経済学者の永田恵十郎は、地域資源の利用・管理問題には、「農村と都市の差をこえて、人間の全面的発

達を支える、より豊かな生活の創出という国民的課題を解く鍵が隠されている」として、農業の正常な活動を

ベースにした「合理的な地域農業の形成」こそが、地域資源の利用・管理の基本であり、国民生活のうえで不

可欠な公益的機能の保全もそのことによって保証されるであろうとしている（「食糧・農業問題全集 18 地域

資源の国民的利用（農山漁村文化協会）」）。 
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(1) 農地・農業用水等の社会資本ストックの維持強化（継承と新たな価値の創出） 

 

（社会資本ストックの次世代への継承） 

○ まず、将来にわたって国富を生み出す基盤となる社会資本ストックの健全性を維

持していくことが農業農村整備事業の第一の役割である。我が国の農業関係の資本

ストックは、高度成長期までの大規模な新規投資により右肩上がりに増えた時代を

過ぎ、量的には既に概成したといってよい段階にある。これまで整備されたストッ

クが地域の経済・社会を支える基盤として組み込まれていることも考え合わせれば、

第一に念頭に置くべきは、国富を生み出すストックの機能を国として健全に維持し

次世代に継承していくことである。特に基幹水利施設については、我が国の食料安

定供給や水環境等を支える屋台骨として、確実に次世代へと継承していかなければ

ならない。いわば白紙に絵を描いてきた時代からの転換であり、財政をはじめとす

る様々な制約がある中で、我が国が立ち向かうべき新たな挑戦である。 

 

○ ストックの健全性の維持には、施設を従前の状態に戻すだけでは機能を十分に果

たしえない。農村の内部では人口減少・高齢化、農業構造の変化などが急速に進行

している。また、厳しさを増す産地間競争や災害リスクの増大といった外部環境も

生産や所得確保の在り方に大きく影響してくる。継続的にストックの機能を発揮さ

せていくためには、人口減少・高齢化や経営規模の拡大等に対応した施設の効率化

や、大規模自然災害を想定した強靭化といった対応を行いながら保全管理していく

必要がある。 

 

（社会資本の整備を通じた新たな価値の創出） 

○ さらに、いわば社会の変化に受身的に対応してその機能を維持していくだけでな

く、それを増進させ、将来を見据えた新たな社会と価値を創出しうる国富としての

農村の姿を積極的に求めていくことも必要である。例えば、従来の６次産業化に加

え、国際競争力の確保に向けた高い労働生産性の追求による生産コストの低減、農

業所得の向上に向けた高収益作物への転換、ICT を活用した先進的農業の展開、我

が国の農業・農村の魅力を活かした輸出等の促進など、産地収益力の向上に向けた

農業・農村の基盤づくりを進めるべきである。また、それぞれの施設が持つ本来の

役割に加え、例えば強靱化の観点から、ストックが潜在的に有する減災機能を発揮

させる田んぼダムの取組を普及したり、地域資源の有効活用を図る観点から、農業

用水が包蔵するエネルギーを活用した小水力発電を推進したりするといった工夫も

必要である。 
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(2) 農村協働力の深化10 と農村の活性化 

 

○ 我が国の農村においては、自然資本である「水」と「土」が農業生産活動の帰着

として有機的に姿を変えた農地・農業用水等の社会資本が、地域における協働の舞

台として農村協働力を育んできた。とすれば、社会資本の維持強化とは、農村協働

力の態様と表裏一体の関係にある11 といえ、人口減少・高齢化等に伴う農村協働力

への対応が求められる今、農業農村整備事業が果たすべき役割は大きい。先に述べ

た農地・農業用水等の社会資本ストックの維持強化を目指すに当たり、地域の発意

に基づいて社会資本を形成し、それを地域共同の営みで管理・利用するという仕組

みを事業実施プロセスに内包した農業農村整備事業が農村協働力に適切に働き掛け、

活力ある農村へと発展させることが必要である。 

 

○ しかしながら、農村社会やコミュニティが大きく変容する中、これまで農業農村

整備事業が前提としていた枠組みにおける農村協働力のみに頼ることが困難な状況

が生じつつある。農地・農業用水等の社会資本の維持管理を担ってきた土地改良区

が、今後も継続して活動できるようにしていくことは大きな課題である。その一方

で、都市住民の田園回帰の動きなどをとらえて、外部の新たな人材を取り込む動き

が様々な方面で広がっている。その数が減少する農家だけでは、農村協働力の維持・

向上が難しい状況にある中、今後は、新たに非農家や都市の人々との協働力を発揮

させなければならない。今後は、農業農村整備事業の実施等を契機として農村コミ

ュニティが活性化するとともに、農業の成長産業化や関連産業の創出等が進むよう、

時代の変化に応じた農村協働力の深化を積極的に図る必要がある。これにより、社

会資本ストックの維持強化はもとより、個性豊かな魅力ある農村の形成、地域経済

の成長・発展、ひいては地方創生にも貢献していくことができると考えられる。 

 

                         
10 農村協働力を維持強化していく方向性として、「量」と「質」に分けて考えることができる。「量」について

は、これまでの担い手であった農家を主体とする農村地域の住民が減少傾向にある中で、非農家や「よそ者」

を含めてもその拡大を図ることは一般に困難と見込まれる。このため、ある程度の量の確保は念頭に置きつつ

も、活動内容の多様化や充実を図っていくという「質」を高める取組に重点を置いて進めていくことが適当と

考えられる。こうした意味を込めて「深化」という用語を用いることにした。 

11 農村協働力が必要とされるのは、農地・農業用水等の社会資本ストックの保全管理だけではない。例えば競

争力のある大規模経営体の育成に際しても、小規模な農家や農地の貸し手となる高齢農家を含む地域の関係者

の合意形成のもと、集団的に農地の大区画化を行うといった形での協働の取組が必要となる。なお、これに対

し、道路、河川、港湾といった他の一般公共事業は、生産活動や生活環境の基盤としての社会資本ストックを

直接的に強化することを通じて、生産性の向上や生活の質の向上といった効果を発揮するものであり、協働力

といったものは基本的に介在していないと考えられる。 
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 ２．具体的な方針と取り組むべき施策  

 

（社会資本ストックの次世代への継承） 

① 農業水利施設等の戦略的な保全管理 

・ 厳しい財政状況を抱える中においても、将来にわたって農業水利施設等の有す

る機能を安定的に発揮させることが必要である。このため、可能な限りの施設の

長寿命化と施設の保全管理に係るトータルコストの縮減・平準化を念頭に置き、

適切なリスク管理の下、点検や機能診断による施設の監視を行いつつ健全度評価

の結果に基づいた補修・補強等を行う。また、維持管理費や更新費の低減を図る

べく、農地面積の減少や水管理の合理化等を踏まえた施設の統合や、経営規模の

拡大を踏まえた末端水利施設の統合を行う。 

 

② 農村における社会資本の強靱化 

・ 都市化・混住化が進行する農村においては、災害が発生しても農地･農業用水等

の社会資本が機能を発揮し、地域経済が停滞しないような安全・安心の向上に向

けた取組の推進が重要である。このため、将来的な気候変動の影響も考慮し、洪

水被害防止対策や農業水利施設の耐震化対策等を推進するとともに、農業水利施

設等の有する減災機能に着目した運用を図る。とりわけ、ため池については、地

域全体の強靱化に資する観点から、選択と集中の下、優先すべき施設を明確にし

た上で計画的に整備を実施する。 

 

・ 農村の強靱化に向け、農村協働力を活用した効率的な地域防災力の強化を図る

ことが重要である。このため、ハード対策のみならず、災害時を想定したソフト

対策（ハザードマップの作成・周知、防災訓練の実施、情報伝達システムの構築、

監視・管理体制の強化や施設管理者の業務継続計画の策定、地域住民との連携等）

を適切に組み合わせて推進する。その際、行政と土地改良区や地域住民等が一体

となって取り組み、「公」と「共」のつながりを深めるような取組を強化する。 

 

③ 人口減少を踏まえた施設の集約・再編 

・ 農業集落排水施設など生活密着型の施設については、利用人口の減少といった

地域の実情を踏まえた施設の集約・再編等を行う。また、維持管理費や更新費の

低減が図れるよう、施設の長寿命化や同種事業との連携を推進する。 

 

・ 複数の集落群において、生活サービスの機能や農業振興の機能を基幹集落へ集

約した「小さな拠点」と周辺集落のネットワークを形成することが重要である。

このため、既存の農道を活用したネットワーク化や農地の整備による公共用地の
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創出等を図る。 

 

（社会資本の整備を通じた新たな価値の創出） 

① 生産性向上機能の強化と農業・農村の発展への寄与 

・ 生産労働人口が減少する中、イノベーションによる農業生産性の向上等を契機

として、生産性・収益性の高い農業への転換、地域資源を活用した６次産業化を

推進する。これにより、新たな農業関連産業の展開が、次の新たな雇用や起業を

生み、地域経済が循環・拡大していくというスパイラル的な農業・農村の発展に

つなげていくことが重要である。このため、農地の大区画化による農地集積や排

水改良による汎用化、地下水位制御システムの導入や水路のパイプライン化、基

幹から末端までを連携させる ICT 等の活用による水管理の合理化・省力化等を推

進する。また、余剰労働力を活用した法人経営の多角化（特産品の加工・販売、

農村レストランの経営等）や観光業等域内関連産業との連携、農産物の高付加価

値化・ブランド化や輸出展開等に資するような農業生産基盤の整備を行う。 

 

・ 農業構造や営農形態の変化が進む中、担い手の経営戦略に対応した農業用水の

有効活用を 大限に図ることが重要である。このため、用水需要の変化に対応し

た水利権の変更や農業用ダム等の統合運用などのソフト対策と、需要主導型水管

理などの弾力的な用水供給を可能とする調整池や用水の反復利用のための揚水

機場の設置等のハード対策を有効に組み合わせて実施する。 

 

② 強くてしなやかな災害に強い安全で安心な国土づくりへの寄与 

・ 農地を活用した田んぼダムの推進、避難路・救助物資の輸送路としての農道の

活用、災害時の農業用水の多用途への利用、維持管理費の軽減や分散型エネルギ

ーとしての利用にも資する小水力発電の推進、気象予報を踏まえた農業水利施設

の事前操作、避難施設の配置を考慮した区画整理等を推進する。 

 

 

（農村協働力の深化と農村の活性化） 

① 行政も含めた関係者間の連携強化 

・ 農業農村整備の合意形成プロセスにおいて、地域の様々な経営規模の農業者や、

家族農業経営や法人経営、兼業農家など経営形態等が異なる農業者、さらには地

域住民や農村外の多様な人材が、年齢や性別等に関わりなく幅広く参画し、行政

と連携しつつ、６次産業化を通じた農業・農村の振興ビジョンや、地域のあるべ

き土地利用の姿等について話し合うことができるような取組を推進する。 
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② 広域化・集落間連携 

・ 集落を越えた規模拡大、中山間地域における集落営農の広域化等を推進する観

点から、広域化・集落間連携を視野に入れた農地集積等に取り組む。とりわけ、

多面的機能支払制度等は農村協働力に直接的に働き掛けるものであり、極めて重

要な役割を持つことを踏まえ、農村協働力の深化を図るべく、活動組織が広域連

携や“よそ者”も含む多様な主体の参画等を推進する。 

    

③ 混住化や田園回帰の動きに対応した人材の参画と条件整備 

・ 農村に暮らす人々の誇りと生きがいの再生に向け、田園回帰の動きを 大限に

活用し、都市からの移住者等（若者、社会経験を積んだ中高年）が地域の人々に

刺激と知恵を与え、農村の魅力を改めて認識させ、さらには高めることができる

ような取組や生活環境等の条件整備を推進する。 

 

④ 土地改良制度の検証・検討 

 ・ 大規模経営体と小規模農家への二極化、土地持ち非農家の増加等の農業・農村

構造の変化を踏まえ、土地改良制度の検証・検討が進められている。土地改良区

の運営が厳しさを増す状況の中、土地改良制度の仕組みそのものが農村協動力に

大きく関わっていることを踏まえ、これを深化させていくことを視野に入れつつ、

地域資源管理の主たる担い手である土地改良区の体制の維持強化も含めて検討を

進める。 

 

 

 ３．効率的かつ効果的に施策を推進するために必要な事項  

 

（多様な地域特性を踏まえた社会資本の整備） 

○ 農村の「かたち」づくりにおいては、地域の特性に応じた柔軟な社会資本の整備

が必要である。このため、新たな土地改良長期計画の策定に当たっては、全国共通

の成果指標の設定に加え、全国の多様な取組を収集・分析した上で農村振興のモデ

ルを提示し、地域自らが考える手掛かりを提供することが有効と考えられる。この

ような取組を通じて、地域特性を踏まえた自立的発展を促すとともに、農業・農村

の発展が効率的かつ効果的に実現することが期待される。 

 

○ その際、地域によって置かれている役割や条件が違うことを考慮して、産業政策

（農業の競争力強化）と地域政策(公益的機能の発揮)の両面から、地域が有する潜

在的な力を 大限に活かす視点も必要である。とりわけ中山間地域は、国土環境保
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全といった公益的機能の発揮の面で重要な位置付けを有しており、創意工夫を発揮

して地域の特色を活かした農業の展開を支えていくことが重要である。 

 

（効率的な事業実施のための配慮） 

○ 厳しい財政状況の中、 小かつ 適な整備で 大の効果を生み出す観点から、既

存の社会資本を活用しつつ新たな価値を付加することにより、ストック効果を高め

ることが必要である。具体的には、施設を長寿命化しライフサイクルコストを低減

するためのストックマネジメントの徹底はもとより、安価かつ迅速な整備が可能な

ほ場の畦畔除去等の簡易整備、水源が確保されている畑地における末端かんがい施

設の整備の推進といった取組を行っていくことが考えられる。 

 

○ 人口減少等の社会的な状況の変化に応じ、施設の統合・廃止等も視野に入れた整

備の在り方を検討する必要がある。例えば、農業集落排水施設について、施設同士

の統合、下水道への接続、合併処理浄化槽との役割分担の見直し等を通じたコスト

の低減や、利水需要の低下したため池の廃止といった取組さらには、用水路のパイ

プライン化後の既存水路の在り方について検討すべきである。 

 

（地元経済への配慮） 

○ ストックを維持強化するための農業投資は、新たな建設工事とは異なり農村に定

常的・恒常的な投資をもたらすものである。すなわち、公共事業として地方に安定

的な雇用を創出し地域経済社会を守るフローの効果も有しており、この点について

評価する必要がある。また、ストックマネジメントに係る技術や知識もストックの

一種と捉えることができる。これらが地元で活用され経済循環に役立つよう、蓄積・

普及の仕組みづくりに当たっては、地元企業による工事実施や地域住民の雇用の確

保に配慮する必要がある。 

 

（社会資本ストックを維持強化するための技術や体制の整備） 

○ 効果的かつ効率的な社会資本ストックの保全管理を実現するため、技術研究開発

の促進、現場への円滑な展開など、新技術の開発・導入を推進する。また、人口減

少も見据え、地域活性化にも資するよう、社会資本ストックを支える現場の人材・

体制を安定的に、また幅広い分野から確保し育成していく必要がある。 

 

（環境との調和への配慮） 

○ 農業農村整備事業は、農地・農業用水等の社会資本の整備を通じた農業生産性の

向上、農業経営の合理化等により、持続的な農業の営みを可能とすることで、農村

の二次的自然が創り出している生物多様性や農村景観の保全、健全な水循環の形成
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に果たす役割は大きい。このため、農業農村整備事業の実施に当たっては、環境へ

の負荷や影響の回避・低減、さらには再生・創造に努め、持続可能な社会の実現に

寄与することが必要である。 

 

○ 事業実施における環境保全を契機とした活性化方策も考えられる。例えば、都市

農村交流、環境教育、地域の環境資源をシンボルとした農産物の付加価値化・ブラ

ンド化を図るなど、農村環境を活かした地域づくりの取組を併せて推進することに

より、魅力ある農村へと発展させる。 

 

（社会的共通資本としての農村の評価と国民への理解の醸成） 

○ 農業農村整備の展開に当たっては、農村を舞台として発揮される公益的機能や、

その基盤を守り育てる農業農村整備事業の意義について、国民への理解を深めるこ

とが極めて重要である。その一助として、「包括的『富』」指数等も参考に、社会的

共通資本としての農村や農業農村整備事業に関連する「国富」の指標化に向けた検

討に取り組むことも期待したい。 
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Ⅴ 中長期的な整備の考え方 
 

○ 食料・農業・農村基本計画では、中長期的な食料・農業・農村を巡る情勢の変化

を見通しつつ、今後 10 年程度先までの施策の方向を示すため、平成 37 年度を達成

年次とした食料自給率の目標、生産努力目標、平成 37 年における農地面積の見通し、

望ましい農業構造の姿等を明らかにするとともに、新たに我が国の食料の潜在生産

能力を評価する食料自給力指標を示したところである。 

これをフレームとして、同計画では、「構造改革の加速化や国土強靱化に向けた

事業の計画的かつ効果的な実施に資するため、新たな土地改良長期計画を策定する」

旨が明記された。また、経済財政運営と改革の基本方針 2015（平成 27 年６月閣議

決定）においても、「社会資本の整備や管理について、中長期的な見通しの下、計画

的に推進する」としている。 

 

○ 土地改良長期計画は、農政の方向に即して効果的に事業が行われるよう、一定期

間にわたる一定の計画の枠の中で年々の投資が行われるようにすべきとの考えから、

計画期間における事業の実施の目標と事業量を明らかにすることとしており、これ

らは、地方公共団体等に対しても土地改良行政の指標となるものである。 

  このため、本章においては、第Ⅳ章で述べた農業農村整備事業の展開方向を踏ま

え、成果指標の設定を含む新たな土地改良長期計画の検討に資することを目的とし、

財政の健全化と農業の成長産業化等の農政の方向の双方に即応した中長期的な整備

の基本的考え方について整理する。 

 

○ まず、「社会資本ストックの次世代への継承」に関しては、施設ごとに蓄積された

保全対策に係る実績・知見を 大限に活用し、補修、補強、更新を適切に組み合わ

せた整備を基本とする。特に、膨大なストックが形成され、機能診断の実績も相当

数ある基幹水利施設については、耐用年数のみで判断するのではなく、点検、機能

診断や統計的モデル等を活用した施設の健全度に着目し、技術の進展を考慮に入れ

つつ補修、補強、更新を組み合わせた整備の 適シナリオを作成する。また、整備

に当たっては、優先すべき施設を明確にした上で計画的に実施することとし、強靱

化の観点から、ソフト対策を組み合わせつつ、例えば防災重点ため池や緊急輸送道

路を構成する農道施設（橋梁・トンネル）から優先的に整備する。 

 

○ 次に「社会資本の整備を通じた新たな価値の創出」に関しては、農林水産業・地

域の活力創造プランにおいて、担い手の農地利用が全農地の約８割をしめる農業構

造の確立、米の生産コストの４割削減などが中長期的な目標として掲げられたこと

を踏まえ、これらの実現に向けた水田の大区画化、汎用化や畑地の整備を推進する。
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また、農業水利施設の整備に当たっては、農業の構造改革に資する水管理の省力化

や水利用の高度化を図るため、ICT を活用した新技術の導入やパイプライン化等に

よる新たな農業水利システムの構築を促進する。 

 

○ なお、土地改良事業は基本的に申請主義であり、農家の意向と中長期的な整備の

考え方とは必ずしも整合するものではないが、各種の目標を達成し、国民経済の安

定と成長を図るためには計画的かつ総合的な実施が必要であり、今後の整備の考え

方を周知することが重要である。 
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あとがき 

 

本研究会では、我が国の農村を国民に多様な恵みをもたらす「社会的共通資本」と

して捉え、その成り立ちに大きく関与してきた公共事業としての農業農村整備事業の

今後の在り方について提言を行うべく作業を進めてきた。 

 

その過程で我々が改めて気づいたのが、農業農村整備事業が地域の発意に基づいて

社会資本を形成するとともに、コミュニティの力を活用して整備された社会資本を管

理する、という仕組みを内包している点である。公共事業の中の公共という文字をあ

えて「公」と「共」とに分けて考えてみれば、農業農村整備事業の 大の特質は、こ

の「共」の部分を育て、活発にしていく機能を有することにあるのではないだろうか。 

 

 研究会ではこの「共」を農村協動力と呼ぶことにした。大きく変化する状況に順応

しうる新しい活力あふれる社会を形作っていく上で、「公」のみに頼ろうとするのでは

なく、我が国の農村において営々と築かれてきた「共」すなわち農村協動力の持つ力

に再び光を当てる必要があることを我々は主張したい。 

 

農村協働力の発揮のためには協働の舞台となる基盤が必要である。我が国の農村に

おいてその役割を果たしてきたのは、農地・農業用水等の社会資本にほかならない。

しかしながら、この舞台がまさに崩れつつある。これに歯止めをかけ将来にわたりそ

の機能を継承していくとともに、新たな時代に対応した価値を生み出すことが可能と

なるよう社会資本の維持・形成を図っていかなければならない。 

 

将来への社会資本の継承の観点からは、32 兆円に上る膨大な資産価値を有する一方

で老朽化が急速に進んでいる農業水利施設を中心として、長寿命化等を通じた戦略的

な保全管理を進めていくことが 大の課題となる。また、近年の災害発生リスクの増

大等に対応し、有事においても国民の安全を守りながら施設の機能を発揮できるよう

な取組を併せて行っていかなければならない。 

 

さらに、価値の創出という点でも農業関係の社会資本は特色ある役割を果たしうる。

農業の成長産業化に必要なストックの高機能化は言うまでもなく、例えば、大規模で

競争力のある農業者が活躍するためには、地域の農家や関係者が協働して農地を整備

し、農業水利施設を管理していくということが必要となる。すなわち、農業関係の社

会資本が紡ぎ出す「共」の力で「私」を支えることを通じて農村の新たな可能性を広

げていく、という視点に立ち、既存のストックが持つポテンシャルを活用するための
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整備を推進すべきと考える。 

 

加えて、以上のような社会資本への働き掛けと併せ、多面的機能支払、中山間地域

等直接支払、都市と農村の共生・対流の取組、地域おこし協力隊といった関連制度を

組み合わせることで農村協動力を効果的に発揮させることができる。また、土地改良

制度そのものについても、近年の農村社会の変容に応じてその在り方を検証していく

ことを求めたい。 

 

 現在、政府においては「地方創生」を 重要の政策課題の一つとして位置付け、様々

な施策を講じようとしている。これまで見てきたように、農業農村整備事業は、「共」

を育て、地域の経済を支え、定住の環境をつくる、まさに地方創生を支える基盤の役

割を果たしていることを改めて指摘しておく。 

 

農業農村整備事業が、自らが持つ特質を生かし、広く国民に「見えざる国富」を供

給してきた農村を将来にわたり継承するとともに、新たな価値を生み出す農村づくり

を通じて、国民経済の発展及び地方創生の実現に大きく貢献すること、ひいてはそう

した成果が農業農村整備事業に対する国民の理解を深める一助になることを期待する。 




