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土地改良長期計画（中間取りまとめ）に係る 

パブリックコメントの概要 
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パブリックコメントの内容と対応方針（案） 

事  項 意見の内容 対応方針（案） 

第１ 農業・農村をめぐる課題と

土地改良の基本方針 

  

１ 農村の潜在力を高める土地

改良事業 

  

（２）土地改良事業の特徴と役

割 

（Ｐ４.21 行目～22 行目） 

１ 「土地改良区を中心とした農業者組織は」

とあるが、土地改良区が存在しない地域に

おいては、「水利組合」や「実行組合」が地

域資源の保全管理を担っているため、「土地

改良区、水利組合、実行組合等の農業者組

織は」としてはどうか。 

 土地改良区の今後のあり方については、

関係機関と十分話をして頂き、元気がでる

ような政策をお願いしたい。 

１ 土地改良区以外の組織も意図した記載としていたが、より明確にするため、

「土地改良区をはじめとする農業者組織は（後略）」に修正する。 

  また、第５の「１ 土地改良制度の検証・検討」にあるとおり、「農業水利施

設等の整備・管理という本来の役割に加え、多面的機能支払や農地中間管理機

構との連携強化等を通じて農村協働力を支えていくような土地改良区の在り

方」についても今後検討することとしており、関係機関とも十分意見交換しな

がら進めてまいりたい。 

２ 農業・農村を取り巻く内外

情勢と課題 

  

（２）人口減少・高齢化や農業

構造の変化が進む我が国の

農村 

（Ｐ６.15 行目～Ｐ７.15 行目） 

２ 農業構造が変化し、農地の貸借による集

約化が進み、農業法人や大規模家族経営、

参入企業や新規参入者も増えつつあるが、

農地所有者と耕作者が異なり、農地を借用

している者の意見が反映されにくい実情に

ある。 

権利と義務を整理した上での事業運営手

法が求められていることを認識いただきた

い。 

２ 第５の「１ 土地改良制度の検証・検討」にあるとおり、「農業・農村構造の

変化や多様な地域特性に対応しつつ、将来の地域農業を担う経営感覚に優れた

経営体の意向を適切に反映するとともに、地域の貴重な財産である農地や農業

水利施設を次世代に適切に継承できるような事業参加資格者の在り方」につい

ても今後検討することとしており、ご意見も踏まえながら進めてまいりたい。 
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事  項 意見の内容 対応方針（案） 

 ３ 本計画における政策課題と

施策の方向性 

  

（４）両政策の土台として下支

えする視点から見た施策の

方向性 

（Ｐ11.５行目～23 行目） 

３ 本計画期間中、32 兆円という膨大な既存

ストックの多くが耐用年数を超過すると推

察されるが、今後それらを適正に維持して

いく上で、農業農村整備事業はどの程度の

予算規模が必要か、長期的な予算確保のイ

メージを明示いただきたい。 

３ 土地改良長期計画については、平成 15 年度策定の計画より、他の公共事業の

長期計画と同様に、計画期間中に必要な事業費を位置づけていた従来の形式を

改め、達成される成果目標（アウトカム目標）に重点を置いた内容としている。 

  このような経緯から、新たな計画においても政策目標や成果指標の達成のた

めに実施が必要な施設数、地区数等の事業量を定めている。 

  他方、予算については、土地改良に対する地域からの強い要望を踏まえ、確

保に向けて努力してまいりたい。 

 

（Ｐ11.21 行目～23 行目） 

４ 「農村における社会資本の機能の継承は

産業政策を支えるものでもあり、農村協働

力を活かしたソフト対策は地域政策を支え

るものでもある。」と書いてあるが、多面的

機能支払いのように農村協働力を活かした

ソフト対策が産業政策を支えている事例

等、産業政策も地域政策もハード・ソフト

一体的に支えていると考える。 

４ 当該段落の冒頭に、「このため、産業政策と地域政策の土台となる基盤を守り、

それらが相互に補完しつつ、相乗的に効果を発揮するよう（後略）」と述べてお

り、貴見のとおり産業政策と地域政策は双方ともハード・ソフトが一体的に支

えていると認識しており、原案どおりとする。 

第２ 目指すべき農村の姿とその

実現に向けた基本戦略 

  

２ 個性と活力のある豊かな農

村を実現するための基本戦略 

  

（２）自立的な発展プロセスの

例示 

（Ｐ14.３行目～４行目） 

５ 「愛媛県八幡浜市の真穴のミカン」は「愛

媛県八幡浜市の真穴ミカン」とした方が地

元では馴染まれている。 

５ ご意見のとおり、「真穴ミカン」に修正する。 

 

（Ｐ14.27 行目～29 行目） 

６ 「その際、行政や土地改良区はもとより、

JA、生産組合、町内会といった関連団体が

連携して地域のリーダーを支えるなど、協

働体制を整える工夫を図ることが重要であ

る。」とあるが土地改良区は維持管理団体で

あるため、農業の経営や方針については先

６ 土地改良事業の実施の機会を捉えて、農地・農業用水等の管理などの協働体

制を整える工夫を図ることが重要であり、土地改良区はそれら活動の中心とな

っていることから、原案どおりとする。 
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事  項 意見の内容 対応方針（案） 

 頭になって関わることが出来ない。「その

際、行政は、JA、生産組合、町内会、土地

改良区といった関連団体が連携して（後

略）」が適正ではないか。 

 

（３）地域の特性に応じた柔軟

な整備 

（Ｐ15.３行目～Ｐ16.５行目） 

７ 終段落の前に、一つの独立した段落と

して、「今後の人口動態等の地域の状況を踏

まえ、条件が揃えば森林としての活用や過

去に損なわれた湿地等の自然環境の再生

等、農地以外への転換を促進し、バイオマ

スの生産や観光資源の構成要素等として地

域経済の活性化に役立てるとの考えは、今

後の国土利用の一つの重要なあり方と考え

られる。」を追加されたい。 

７ 本計画は、農業の生産性の向上等を促進するため、農地や農業水利施設等の

農業生産基盤を整備・管理する土地改良事業を対象として、事業が計画的に実

施されるよう、事業の実施の目標及び事業量を定めるものであり、ご意見のよ

うな記述は馴染まないため、原案どおりとする。 

第３ 政策課題を達成するための

目標と具体の施策 

  

３ 目指す成果と達成に向け 

て構ずべき施策 

  

（１）政策課題Ⅰ：強くて豊か

な農業 

（Ｐ19.３行目及び脚注） 

８ 「カリフォルニア産」は「カリフォルニ

ア州産」の方が適当。また脚注の「カリフ

ォルニア」も「カリフォルニア州」の方が

適当。 

８ それぞれ「カリフォリニア州産」、脚注「カリフォリニア州」に修正する。 

  

（Ｐ19.１行目～Ｐ20.５行目） 

９ 高い労働生産性の追求や省力化技術の活

用による生産コストの削減が掲げられてい

るが、沖縄県では、次の理由により、他県

よりも農地集積が計り難いと考えている。

① 離農後の代替となる雇用の確保 

② サトウキビ仕様の農業機械が高価等 

これらの問題があり、全国画一的な目標

を掲げるためには、何かしらの制度改正や

手当てが必要。具体的な解決方法等があれ

ば、是非教えてほしい。 

９ 多様な地域特性を活かした農村の発展を後押しするため、先進的な取組を行

っている地域の取組や発展のプロセスに着目した事例集を作成することとして

いる。この中には、農業経営の法人化や６次産業化の取組など地域の雇用の確

保に資する事例も入れるので、参考にして頂ければと考えている。 

  農林水産省では農業機械導入のための各種事業制度が用意されている。農林

水産省ホームページの逆引き辞典を参照して頂きたい。 

（https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input?domain=M） 
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事  項 意見の内容 対応方針（案） 

 10 財政が厳しい中、農地の整備もやり、麦

や豆などの奨励金も支払うのは過保護。奨

励金は半恒久的な発展性の見込めない措

置。農地整備に投下した方が、ユーザー次

第で発展の見込みがあり効果的と言える。

10 第３の「２ 成果の着実な達成に向けた土地改良事業の重点的・効果的な実

施」において、「生産コストの削減や、米中心から高収益作物を中心とした営農

体系への転換等、明確な目標と意欲を持ってチャレンジする地域に対して事業

を重点化する」旨を記載しており、主旨に沿った内容となっている。 

（1-1）担い手の体質強化   

ア 政策目標の達成に向けて

講ずべき施策 

  

① 農地の大区画化等や省

力化技術の導入による生

産コストの削減 

 施策１ 

（Ｐ20.９行目～Ｐ21.１行目） 

11 １段落目の「（前略）水田の大区画化等を

推進する。」を「事業計画の策定前に必ず十

分な生物多様性に関する調査を実施するな

ど、環境との調和への配慮を原則としつつ、

水田の大区画化等を推進する。」とされた

い。 

11 土地改良事業の環境への配慮の取組の全体的な記述として、施策７おいて、

「土地改良事業の実施を通じて蓄積された技術や知見を活かし、地域住民、生

物多様性に関する有識者等の参画を得つつ、環境への負荷や影響の回避・低減、

さらには環境の再生・創造を推進する。」と記載していることから、原案どおり

とする。 

 12 終段落にある「ICT」について脚注での

説明が必要。 

12 文章中「ICT」が初出となる第１の３の「（２）産業政策の視点から見た施策

の方向性」に、「Information and Communication Technology：情報通信技術」

との脚注を設ける。 

② 担い手への農地の集

積・集約化の加速化 

 施策２ 

（Ｐ21.３行目～Ｐ21.11 行目） 

13 農地整備をするところは土地改良区が中

心となって飛躍的に集積が進むため、無理

に農地中間管理機構と連携する必要はない

のではないか。 

13 日本再興戦略における担い手への農地利用集積の目標８割（平成 35 年度ま

で）の達成に向けては、取組の加速化が必要である。農地の貸借を扱う公的な

機関である農地中間管理機構が介在することにより、円滑な利用調整が図られ

ることから、農地整備と農地中間管理機構との連携強化は重要であると考えて

いる。 

  

政策目標１
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事  項 意見の内容 対応方針（案） 

（1-2）産地収益力の向上 

 

  

ア 政策目標の達成に向けて

講ずべき施策 

  

① 農業生産の拡大・多様

化による収益の増大 

 施策４ 

（Ｐ22.28 行目～Ｐ23.７行目） 

14 暗渠は 10 年も経てば効きが悪くなる。手

軽に農家自らが更新できるような技術開発

を求める。 

14 第５の「３ 技術開発の促進と普及」の文章中の「水管理や営農作業の省力

化技術」の中に、農家が簡易に利用できる、無資材・迅速な穿孔暗渠機が含ま

れていることから、主旨を踏まえた内容となっている。 

  また、本計画の策定後に技術開発の推進方向を具体化するため、「新たな農業

農村整備に関する技術開発計画」を策定することとしている。 

15 高収益作物への転換は大事だが、土作り、

営農の習得や鳥獣害対策など、農地整備以

外への集中的な支援をお願いする。 

15 第５の「２ 関連施策や関係団体との連携強化」において、「土地改良事業の

効果を早期に発現させる観点から、土地利用調整・営農・経済・販売に対する

指導、機械の導入支援、鳥獣被害対策等の農業・農村に関連する様々な施策や

他府省所管の施策との連携の強化を図り、相乗効果を高めながら事業を実施す

る。」と記載しており、主旨を踏まえた内容となっている。 

② ６次産業化等による雇

用と所得の創出 

 施策５ 

（Ｐ23.９行目～16 行目） 

16 食料・農業・農村基本計画では、「女性農

業者は農業就業者の４割を占め」ていると

の現状認識の下で、「女性農業者が一層活躍

できる環境整備を進めることが必要」と議

論を展開しており、女性も計画の重要な主

体と位置付けたうえで、多様な主体の参画

が重要と丁寧な記述を行う必要がある。 

16 第１の２の「（２）人口減少・高齢化や農業構造の変化が進む我が国の農村」

の６段落目に「また、農業者の４割を占める女性農業者が一層活躍できる環境

の整備を進めることが必要である。」と追記する。 

併せて、「このため、」以降の文章について以下のとおり修正する。 

（修正前） 

 「このため、（中略）を踏まえ、女性や高齢農家、規模縮小農家等の参画も得

つつ、基盤整備を契機とした６次産業化等の取組を展開する。」 

（修正後） 

「このため、（中略）を踏まえ、高齢農家、規模縮小農家等の参画を得つつ、

女性のアイデアや感性も活かし、基盤整備を契機とした６次産業化等の取組を

展開する。」 

（２）政策課題Ⅱ：美しく活力

ある農村 

（Ｐ24.９行目～12 行目） 

17 「土地改良区を中心とした地域のコミュ

ニティにより適切に維持管理（後略）」とあ

るが、「地域のコミュニティや土地改良区を

設立するなどして適切に維持管理（後略）」

が正確ではないか。 

17 農地や農業用水等は、地域のコミュニティにより維持管理されており、一般

的に土地改良区が中心となっていることから、原案どおりとする。 

政策目標２
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事  項 意見の内容 対応方針（案） 

 土地改良区は農業者が維持管理を合理的

にするために設立している。また、全ての

地域に土地改良区が関わっていない。中心

という表現は解りやすいが、正確ではない。

 

 

（Ｐ24.８行目～Ｐ25.10 行目） 

18 農村、特に中山間地域にあっては、地域

コミュニティの維持や担い手の規模拡大等

を図るため、依然として整備水準の低い社

会資本の整備についても必要不可欠である

ことを追記いただきたい。 

18 政策課題Ⅰの文章中に、「大区画化への円滑な移行が容易な 1/100 未満の緩傾

斜地をみても、（略）中山間農業地域は約１割に留まっている。」と記載して、

中山間地域における整備の必要性に言及するとともに、施策２の文章中に「中

山間地域も含めて、集積・集約化に資する農地の大区画化、排水改良等の基盤

整備を一層推進する」と記載していることから、意見の主旨を踏まえた内容に

なっていると考えている。 

（2-1）農村協働力と美しい農村

の再生・創造  

  

ア 政策目標の達成に向けて

講ずべき施策 

  

① 農村協働力を活かした

地域資源の保全管理体制

の強化 施策６ 

（Ｐ25.14 行目～18 行目） 

19 農業分野の男女共同参画はあまりにも遅

れている。女性の参画は事業と組織に好ま

しい影響を与えるため、全ての土地改良区

に複数の女性理事と女性部組織を配置する

べき。 

19 土地改良区をはじめ、都道府県、土地改良事業団体連合会に対して、土地改

良区において女性が活躍する事例を紹介する等、引き続き、土地改良区への女

性の参画の促進を図って参りたい。 

② 美しい農村環境の創造

を通じた地域づくり 

施策７ 

（Ｐ25.21 行目～24 行目） 

20 環境配慮の取組に当たっては、専門的知

識を有するビオトープ管理士等の専門家と

の連携が重要であるため、１段落目の「環

境への負荷や影響の回避・低減、さらには

環境の再生・創造を推進する。」を「ビオト

ープ管理士等の地域の生物多様性に関する

専門家と連携・協働しつつ環境への負荷や

影響の回避・低減、さらには環境の再生・

創造を推進する。」とされたい。 

20 「土地改良事業の実施を通じて蓄積された技術や知見を活かし、地域住民、

生物多様性に関する有識者等の参画を得つつ、環境への負荷や影響の回避・低

減、さらには環境の再生・創造を推進する。」に修正する。 

  

政策目標３ 
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事  項 意見の内容 対応方針（案） 

 （３）政策課題Ⅲ：強くてしな

やかな農業・農村 

  

（3-2）災害に対する地域の防

災・減災力の強化 

 

  

ア 政策目標の達成に向けて

講ずべき施策 

  

① 農村協働力を活かした

防災・減災力の強化 

 施策 12 

（Ｐ31.12 行目～15 行目） 

21 土地改良区の業務継続計画の策定を推進

するため、予算による支援を要望する。自

助努力では小規模なところは難しい。 

21 Ｈ28.3 に「土地改良施設管理者のための業務継続計画（BCP）策定マニュア

ル」を作成している。 

また、小規模な土地改良区でも BCP の作成に取組始められるよう「土地改良

施設管理者のための業務継続計画（BCP）策定マニュアル【導入編】」も併せて

作成しているので参考にして頂きたい。 

第４ 東日本大震災からの復旧・

復興 

  

 １ 政府の取組 

（Ｐ32.４行目～８行目及び脚注） 

22 「平成 23 年３月 11 日に発生した東日本

大震災」は「東日本大震災」と記載し、脚

注の全文を「平成 23 年３月 11 日に発生し

た東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原

子力発電所の事故による災害。」と記載する

方が適当。 

理由は、法令（復興庁設置法第３条第１

号）の規定での定義と整合するため。 

22 冒頭を以下のとおり修正する。 

（修正前） 

「平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災の後、政府は「復興期間を 10 年

間とした上で（後略）。」 

（修正後） 

  「政府は、東日本大震災からの復興の基本方針（平成 23 年７月 29 日東日本

大震災復興対策本部決定）において、「復興期間」を 10 年間とした上で（後略）。」 

  また、脚注は意見のとおり修正し、東日本大震災が初出となる第１の２の

「（３）農業・農村を脅かす自然災害リスクの高まり」（P８）に移動する。 

 

（Ｐ32.12 行目～13 行目） 

23 ２段落目「６年後（平成 29 年３月）には」

は「６年後（平成 29 年３月）までに」と記

載する方が適当。 

23 「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」（平成 28

年３月 11 日閣議決定）の表記と整合する「６年後（平成 29 年３月）までに」

に修正する。 

 

（Ｐ32.脚注） 

24 脚注の「平成 28 年３月」は他の記載箇所

と同様に「平成 28 年３月 11 日」と月日を

記載する方が適当。 

24 まえがきの６段落目（Ｐ２.10 行目）に「『復興・創生期間』における東日本

大震災からの復興の基本方針」について記載しているため、脚注を削除する。 

  

政策目標６
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事  項 意見の内容 対応方針（案） 

 ２ 地震及び津波被災地におけ

る農業・農村の復興の方向

性と具体の施策 

（Ｐ32.17 行目～Ｐ33.22 行目） 

25 津波被災地域において土地改良事業（大

区画化圃場整備等）を契機として、強くて

しなやかな農村地域を実現し、東北の復

興・創生のモデルとなるよう取り組む所存

であるので、土地改良事業等による継続的

な支援をお願いしたい。 

25 東日本大震災により被災した農地については、単なる復旧にとどまることな

く将来を見据えた復興となるよう、復旧とあわせた農地の大区画化や集積・集

約等を引き続き推進して参りたい。 

第５ 計画の円滑かつ効果的な実

施に当たって必要な事項 

  

１ 土地改良制度の検証・検討 

（Ｐ35.３行目～21 行目） 

26 「事業参加資格の在り方」について検討

するとあるが慎重に対応して頂きたい。こ

の検討以前に、土地改良法第三条第１項第

二号の特例により資格者が曖昧になる問題

を解決すべきではないか。 

26 第５の「１ 土地改良制度の検証・検討」の切り口の１つである「事業参加

資格の在り方」については、地域の実情等により多様な意見があると考えられ

ることから、土地改良区等関係者の意見も踏まえつつ、丁寧に検証・検討を行

って参りたい。 

 27 土地改良区のボランティア活動を増加し

かねない方向性が示されている。 

土地改良事業は受益者が負担するもの

で、公共団体として位置付けされていない

土地改良区が、農村協働力を支えるという

在り方は無理がある。 

官公庁や地域が土地改良区を自己目的化

しないように、慎重に検討して欲しい。 

27 第５の「１ 土地改良制度の検証・検討」の切り口の１つである「土地改良

区の在り方」については、土地改良区の果たす役割や適切な負担の在り方を含

め、地域の実情等により多様な意見があると考えられることから、土地改良区

等関係者の意見も踏まえつつ、丁寧に検証・検討を行って参りたい。 

 28 中山間地域には、小規模な土地改良区や

水利組合等が多数存在し、弱体化が著しい。

併せて人的資源の確保が難しい中で、多面

的機能支払の組織の広域化等も含め、足腰

の強い管理体制の仕組みづくりについて、

土地改良法での位置づけも視野に入れた中

で検証・検討を進めていただきたい。 

28 第５の「１ 土地改良制度の検証・検討」の切り口の１つである「土地改良

区の在り方」については、土地改良区の果たす役割や体制の在り方を含め、地

域の実情等により多様な意見があると考えられることから、土地改良区等関係

者の意見も踏まえつつ、丁寧に検証・検討を行って参りたい。 
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事  項 意見の内容 対応方針（案） 

２ 関連施策や関係団体との連

携強化 

（Ｐ35.28 行目） 

29 「２ 関連施策や関係団体との連携強化」

において、「農業改良普及所」との記述があ

るが、県によっては正式名称が「農業改良

普及センター」になっているので正確に記

述されたい。 

29 普及センター、普及所、普及課など県によって様々な名称が用いられている

ことから、「農業改良普及部局」に修正する。 

（Ｐ35.29 行目） 30 「参入企業」とは、どこに参入した企業

のことかはっきりしない。 

30 「農業参入した企業」に修正する。 

 

（Ｐ35.33 行目～Ｐ36.４行目） 

31 地理情報システムは施設管理だけでな

く、様々な分野で役に立っている。例えば、

大規模災害の災害申請資料の作成やため池

のハザードマップづくり等、例示をもう少

し増やしてほしい。 

31 「また、」以降（Ｐ35.33 行目から）について、「また、地域の有する食料自

給力の十分な発揮、防災・減災対策の効果的な実施、被災後の復旧における円

滑な対応等を図るためには、可視化された情報を関係者が共有し活用すること

が有効である。このため、基幹から末端に至るまでの農業水利施設の一体的な

保全管理やハザードマップの作成、災害復旧対応等に当たり、地理情報システ

ムの活用を一層推進する。」に修正する。 

４ 人材の育成 

（Ｐ36.32 行目～34 行目） 

32 社会全体で高齢化が進む中、定年帰農者

や定年後農村に I ターンするような多様な

人材を活用し、「人生二毛作」の取組等によ

る農村協働力向上についても明記が必要と

考える。 

32 文章中に「将来の人口減少を見据え、農地・農業用水等の地域の資源につい

て、農村協働力を活かしつつ良好な状態で保全管理できるよう、幅広い分野・

世代から人材を確保・育成することにより、持続可能な体制を構築する。」と記

載しており、幅広い分野の人材の中には、定年帰農者、Ｉターン者等も想定し

ている。 

 33 土地改良区の技術者減少が課題であり、

今後ますます「人的資本」の確保が困難と

なる中、本計画では土地改良区の体質強化

や土地改良施設を適正に管理する上での人

的資源の確保についての具体的な施策の明

記が必要と考える。 

33 土地改良区の技術者減少という課題も踏まえ、文章中に「将来の人口減少を

見据え、農地・農業用水等の地域の資源について、農村協働力を活かしつつ良

好な状態で保全管理できるよう、幅広い分野・世代から人材を確保・育成する

ことにより、持続可能な体制を構築する。」と記載している。 

  また、土地改良区における施設・財務管理の強化、合併等の統合整備の推進、

研修・人材育成等に係る土地改良区の体制強化対策についても着実に取り組ん

で参りたい。 

 


