
食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会 

平成 17 年度第１回農業農村整備部会企画小委員会議事録 

日時：平成 17 年 10 月 11 日（火）15 時 00 分～17 時 00 分 

場所：日本郵政公社２階共用会議室Ａ～Ｄ 

○角田事業計画課長 

 本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましてはご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

ただ今から、農業農村整備部会平成 17 年度の第１回企画小委員会を開催させていただきます。開会

に当たりまして、川村農村振興局長よりごあいさつ申し上げます。 

○川村農村振興局長 

 農村振興局長の川村です。 

 本日は、農業農村整備部会平成17年度の第１回の企画小委員会ということで、一言ごあいさつを申

し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、本日はご出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げま

す。 

 もうご案内のとおりですが、農林水産省では、この３月に新たな食料・農業・農村基本計画を策定し

まして、今後 10年程度を見通した施策の基本方針というものが定まったわけです。特にこの農業農村

整備の関係では、農業構造の改革の加速化に資する基盤整備、また農業水利施設等の適切な更新・

保全管理、また新たに農地・農業用水等の資源の保全管理施策といったものの構築が盛り込まれて

いるところです。 

 この企画小委員会の本年度のテーマですが、２つあるわけでして、１つは今の基本計画とも絡みま

すけれども、「21 世紀の社会構造に対応した農業農村整備の展開方向」ということです。それから、昨

年既にご議論いただきましたけれども、本年度も引き続き、「費用対効果分析手法の改善」ということ

でご審議をいただければと思っているところです。 

 本日は第１回目ですので、まず、「21 世紀の社会構造に対応する農業農村整備の展開方向」につい

て、ご審議をいただきたいと思います。また、昨年度ご審議をいただきました多段階評価についても既

に試行的に実施しましたので、その結果をご報告します。 

 さて、「21世紀の社会構造に対応する農業農村整備の展開方向」ですが、新たな基本計画の方向に

即しまして、人口減少下の社会・農業構造に対応する農業農村整備の中長期的なビジョンについて、

ご審議をいただきたいと思っております。この人口減少というのはもう既に現実化いたしておるのはご

案内のとおりでして、人口動態統計の速報値によりますと、既に今年の上半期で人口が３万人減少し

たということで、既に現実のものとなっているところです。昨今、さまざまな分野におきまして人口減少

社会における対応策についても議論がなされておりますが、この農業・農村の分野、特に高齢化等も

進んでおりますので、非常に重要な問題と考えているところです。委員の皆様におかれましては、幅広

い観点から忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、開会のあいさつとさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長 



 それでは、第１回の企画小委員会でございますので、まずは委員の皆様のご紹介をさせていただき

ます。去る７月に、食料・農業・農村政策審議会、省全体の審議会の委員の改選が行われたことに伴

いまして、本小委員会におきましても委員の方の交代がございましたので、あわせてご紹介させてい

ただきます。 

 委員の名簿がお手元にあると思いますので、こちらもご参照いただきながら進めさせていただきま

す。 

 まず、小委員長の三野徹委員でございます。 

 宮城道子委員でございます。 

 それから、今回から新たに本小委員会の専門委員にご就任いただくことになりました岩崎美紀子委

員でございます。 

 同じく、榧野信治委員でございます。 

 同じく、木内正勝委員でございます。 

 同じく、桑子敏雄委員でございます。 

 それから、前年度に引き続きということで、多賀谷一照委員でございます。 

 松谷明彦委員でございます。 

 横山彰委員でございます。 

 なお、本日は、生源寺眞一委員、黒川和美委員、鷲谷いづみ委員、林進委員におかれましては、所

用によりご欠席との連絡をいただいております。 

 また、新たに沖陽子委員にも今年度から入っていただいておりますけれども、今日はご欠席というこ

とでございます。 

 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。10 月１日付をもちまして、農林水産省の組織再編

が行われました。これまで農村振興局の計画部でございましたが、これが企画部に再編されまして、

農村政策課が新たに企画部の中に入って、企画部農村政策課ということになりました。また、地域振

興課と農村整備課が統合されまして、整備部の地域整備課に再編が行われたという組織の再編がご

ざいました。 

 それでは事務局の紹介でございますが、今ごあいさつ申し上げました、川村農村振興局長でござい

ます。 

 中條農村振興局次長でございます。 

 宮本企画部長でございます。 

 齋藤整備部長でございます。 

 大原土地改良企画課長でございます。 

 富田資源課長でございます。 

 齋藤設計課長でございます。 

 國弘農地整備課長でございます。 

 高嶺地域整備課長でございます。 

 片桐防災課長でございます。 

 雜賀農村整備総合調整室長でございます。 

 尾藤事業総合調整室長でございます。 

 最後に、私、事務局を務めさせていただいております事業計画課長の角田でございます。よろしくお

願い申し上げます。 



 それでは、以降の議事の進行につきましては、三野小委員長にお願いいたします。 

○三野小委員長 

 それでは、早速ですが、お手元の会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。 

 まず、「今年度の検討の進め方」について、事務局より説明をお願いいたします。 

○角田事業計画課長 

 それでは、資料１をお開きいただきたいと思います。今年度の企画小委員会の検討の進め方でござ

います。 

 今年度の検討事項につきましては、先ほど局長のごあいさつにもありましたとおりですが、大きくは２

つの課題を予定しております。１つは、「21 世紀の社会構造に対応する農業農村整備の展開方向」と

いうタイトルでございまして、今年の３月に閣議決定されました「新たな食料・農業・農村基本計画」、こ

れに基づきまして農林水産省の施策を進めていくわけですが、特に農業農村整備におきましては農

業の構造改革に資する基盤整備、それから農業水利施設等の適切な更新保全、あるいは保全管理と

いった方向性が打ち出されたところです。その一方、人口減少社会の到来という認識が一般化してき

ておりますけれども、こういう社会状況の変化のもとで、かつこの新たな基本計画の方向性に即しなが

ら、農業農村整備をどう進めていったらいいかといったことについて中長期的なビジョンを検討してい

ただきたいというのが第１点目でございます。 

 それから２つ目の課題は、昨年度から引き続き「農業農村整備事業の事業評価手法の改善」です。

事業の効果を適切に評価・把握していく必要があるということで、従来、農業の直接的な効果の把握と

いうところが主であった農業農村整備事業ですが、より幅の広い事業の効果を把握していこうというこ

とで、これまで定性的な評価しかできなかったものについて定量的な試みを行うとか、あるいは現行の

評価項目の中でも評価手法の改善を図る部分について検討していくということです。平成 16年度に引

き続いて検討し、今年度一定の方向性を出していただければと思っているところです。 

 それから３点目につきましては、これは報告ということになるわけですけれども、昨年度検討してまい

りました事前評価の際のチェックリスト方式ということで事前評価の把握を行っているわけですけれど

も、これを多段階の評価を行っていくということで、より客観性・透明性を高めるという評価方式に改め

るということです。 

 昨年度ご審議の結果その方向性を認めていただいたわけですが、その試行的な導入につきまして、

今日はその結果をご報告します。 

 今年度のスケジュールですが、本日第１回は、「21 世紀の社会構造に対応する農業農村整備の展

開方向」について、まずはご議論いただければと思っております。そして、多段階評価の試行について

の報告を本日はあわせていたします。 

 第２回目は、11月下旬から12月を予定しておりますけれども、この農業農村整備の展開方向につい

てさらに議論を深めていただくということと、事業評価手法の改善についてご議論いただきたいと思っ

ております。 

 第３回についても、この２つのテーマについてご議論いただき、一定の方向性を出していただければ

ということです。 

 以上が今年度の検討の進め方でございます。 

○三野小委員長 



 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、「21 世紀の社会構造に対応する農業農村整備の展開方向」について、事務

局より説明をお願いいたします。 

○角田事業計画課長 

 それでは、引き続き資料２―１と２―２、この２つの資料を用いまして、「21 世紀の社会構造に対応す

る農業農村整備の展開方向」について、説明を進めてまいりたいと思います。本日は最初ですので、

基本計画に則した農業農村整備事業の展開方向や人口減少下における社会構造の変化、農業集落

構造の変化といった状況の説明を中心に進めさせていただければと思います。 

 資料の１ページをお開きいただきたいと思います。最初に「新たな食料・農業・農村基本計画に対応

した農業農村整備の展開」です。これは今年の３月に閣議決定されました基本計画の中で、農業農村

整備の展開をどのように図っていくのかというところを概括的にまとめたものです。 

 下の表の左のところに基本計画の項目立てがございまして、右側がその基本計画の項目に関連す

る農業農村整備の施策の展開方向という構成になっております。食料自給率目標を 45％に設定して

いるわけですけれども、今回の基本計画におきましては自給率目標の達成のために不可欠な食料供

給力の強化を強く打ち出しています。 

 食料供給力と申しますのは、まずは農地・農業用水という基盤の確保、そして担い手の確保、そして

農業技術の水準の向上により食料供給力の強化を図っていこうということです。農地・農業用水の確

保のためには、農業農村整備事業がその直接的な手法となります。  

 農業の持続的な発展に関する施策、それから農村の振興に関する施策とありますが、農業の持続

的な発展に関する施策の「農業生産の基盤整備」において記述されているとおり、農業の構造改革の

加速化に資する基盤整備の推進、農業水利施設等の適切な更新・保全管理、環境の保全・形成への

配慮、効率的・効果的な事業の実施、ここが直接的な農業農村整備の中核になる部分です。 

 ここを中核としつつ、例えば自然循環機能の維持増進という面では、農村地域の有機資源であるバ

イオマスの利活用の促進ですとか、それから農村の振興に関する施策において、地域で管理されてい

る末端の部分の農地・農業用水の資源の保全施策を新たに構築していくというような方向性ですとか、

景観の形成、地域経済の活性化、中山間地域の振興、生活環境の整備、それから多様な主体の参

画による集落機能の維持・再生という幅広い施策を打ち出しているということです。 

 次の２ページは、このような形で農業農村整備を推進していく中にあって、現在、人口減少という社

会構造の変化が言われているわけでして、そこを分析してみたものです。 

 人口予測によりますと、2006 年に我が国の人口はピークを迎えた後、今後、減少に転じていくという

ことです。2050 年には現在より２割、人口は減少するであろうということ、生産年齢人口も 50％そこそ

こまで低下していくというような予測がなされています。また、高齢化人口比率は今後増えていくという

ことで、2013 年には４人に１人が高齢者というような見通しがなされているところです。 

 次の３ページは、こういった人口の減少なり高齢化が地域別にどのように進むのかということを分析

したものです。特に地方、中でも中核都市から１時間以上離れたところでの人口減少が非常に大きく

なるという予測がなされています。 

 それから高齢化ですけれども、これまでは農村が都市に比べて 20 年、高齢化が進んでいるというよ

うな言われ方をしていたわけですが、今後は都市の高齢化が相当に進んでくるため、都市も農村も押

しなべて 35％程度の高齢化率となり、あまり差がなくなってくるということです。 



 次の４ページは、「団塊世代の大量定年退職と地方回帰」です。言われておりますとおり、「2007 年

問題」、団塊の世代が退職の時期を迎えるということです。 

 この大量の退職者によって、社会構造や経済に大きな影響が出るのではないかといわれています。

一方、国民の意識が「物の豊かさ」から「心の豊かさ」に変わってきているという状況が言われておりま

して、都市住民のアンケート調査結果によると、ふるさと暮らしへの意向がかなり高い比率で確認され

ているという状況です。 

 特に 40 代から 50 代の方々でそういう意識が高いということで、これは団塊の世代の方々ともダブっ

てくる部分です。さらには、きれいな水、空気、あるいはゆとりのある居住空間という農村の豊かな景

観なり環境に対する期待というものも高まってきているという状況です。 

 次に５ページは、「市町村合併」という動きです。平成 11 年から 18 年までの間に 3,232 の市町村が

約 1,800 に統合されてくるということです。市町村規模も、これまでは 5,000～１万人規模というところが

一番多かったわけですが、これからは１～２万人規模ということで、広域化が進むということがあります。

他方、小規模な市町村ほどいろいろ不安があるわけでして、それは統合、合併によって地域格差が生

じる、住民の意見が反映できにくくなる、きめ細かなサービスができなくなるといった点での不安を訴え

るところが多くなってきているということです。 

 ６ページは、「国民貯蓄率の低下と社会資本投資」の関係です。高齢化が進む中で、これまで高い国

民貯蓄があったわけですが、これがどんどん減ってきているという状況です。 

 そして社会保障への支出が多くなり、相対的に社会資本整備への投資余力が小さくなってきている

のではないかということです。なお、公共事業関係費の支出を見てみますと、平成10年度の14.9兆円

が、平成 17 年度には 7.5 兆円ということでほぼ半減してきているという状況です。 

 ７ページは、「農業集落構造の変化」です。農家人口につきましては、1990 年以降ずっと減少基調、

10 年間で２割以上減少しているという状況ですし、こういったトレンドをベースに、今後の減少傾向をコ

ーホート分析しましても、2020 年には、2000 年の約６割まで減少するのではないかという見通しです。

地域別に見ますと、特に都市地域での農家人口の減少が大きくなっているということです。 

 ８ページは、「農業集落の減少」です。農業集落は、1970年には約14万集落あったわけですが、これ

が1990年においても大体14万集落ということでほぼ維持されてきたわけですが、それ以降の10年間

に約 5,000 の集落が減少しているということで、約 13万 5,000 集落に減ってきております。地域別にみ

ると、北海道、中国、九州といったところでの減少率が大きくなっています。 

 それからもう一つは、農業集落が混住化等によって農家が少なくなっていくということです。つまり、

農家数が４戸以下でかつ農家率が 10％未満の農業集落を「農家点在地」といっておりますが、こうし

た農家点在地が増え、農業集落の構造が変わってきております。 

 次の９ページは、「高齢化・混住化の進行」です。高齢化は今後も緩やかにその傾向は続くということ

でして、2010 年には約 60％程度になるであろうということ、それから混住化の方につきましても緩やか

に進行していくということで、2020 年には中山間地域でも７～８割の混住化率になると見込まれていま

す。 

 次の 10 ページは、人口減少社会の到来による農業農村への影響はどういうことがあるのかというこ

とですが、右の欄に整理していますとおり「地方圏人口、農家人口の減少」というのが１つ大きな影響

の要素です。そして「集落機能の脆弱化」というのが２つ目、そして「社会資本整備投資余力の減少」と

いうのが３つ目。そして４つ目には、これはプラスの面として、「都市住民の農村への期待の高まり」が

あると考えています。 



 こういうさまざまな農業農村への影響が出てくる中で、農業農村が抱えております課題というものを

整理しますと、５つになるのではないかと考えています。１つは、この構造改革をさらに加速化していか

なければならない。人口がどんどん減っていく中で、より効率的な農業ができるような構造改革が必要

だということ。それから、農業生産の基盤である農地・農業用水等の生産資源は相当なストックがある

わけですけれども、これをいかに今後とも確保していくかというのが２つ目の課題です。３つ目は、農

地・農業用水を含めて、農村の資源、これをどう保全し利活用していくかというのが課題です。４つ目

は、国民の農村に対する期待の高まりを背景に、環境の保全・形成をどうしていくかという問題。 

 そして５点目は、安全・安心な地域づくりと農村地域の活性化。こういう５つの課題に整理できるので

はないかと思っています。それぞれの課題に対する「農業農村整備における展開方向」ということで、

具体的な対応策を整理したものが右の欄です。構造改革の加速化という視点でいうと、やはり担い手

の育成・確保、さらには、集落営農の組織化とか法人化といった組織的な農業経営を加速していく必

要がある。それに資する基盤整備であるということ。それから「攻めの農政」ということが今非常に言わ

れていますが、輸出促進といったことも含めて攻めの農政に転換していくということ。さらには、高度な

技術を導入して、装置化によるより効率的な農業を実現していくということもこの構造改革の部分に属

すると考えています。 

 農地・農業用水の資源の確保ですが、これは蓄積したストックをいかに効率的に更新整備していくか

という視点。それから基幹から末端まで一貫した保全管理体制の確立。さらには、地域資源の保全施

策なりバイオマスの利活用、そして環境保全に対応した整備ですとか農村地域の活性化に資するさま

ざまな対応策というものがあるわけでして、これらが総合して食料供給力の確保なり、農村の振興を

通じて農業の持続的な発展につながっていくという構造です。 

 この 10 ページは全体を俯瞰したものですので、次のページからはその対策の個々についての説明

に入るわけです。まず、「農地・農業用水等の生産資源の確保」ですが、ストックの現状についてです。

農地面積は現在約 470 万ヘクタールですが、ピーク時には約 600 万ヘクタールありました。農地のか

い廃の一方、農地造成により農地の確保も進めてきた結果が今の農地面積になっているということで

す。耕地利用率は低下傾向で、また耕作放棄地も増える傾向にあります。優良な農地ストックの形成

も進んできておりまして、水田でいいますと 60％が基盤整備されている。畑については 74％が農道が

確保された畑地になっています。 

 畑地の水の確保については、まだ 20％という現状です。 

 次の 12 ページは、「農業水利ストックの現状」です。水路延長で約 40万キロ、それから約 7,000 カ所

に上る基幹的な施設、そして資産価値として25兆円と言われているわけですが、今後、順次更新時期

を迎えるという状況です。そして、この農業水利ストックは生産基盤であるとともに多面的な機能の発

揮に不可欠な社会共通資本であり、地域住民、国民全体にもその効果があるものです。 

 13 ページは、このストックの効率的な更新整備を行っていくための方法論です。 

 各種の公共事業の中でも、農業農村整備は既に更新事業に大きくシフトしてきているという現状です。

従来の更新ですと悪くなった分を部分的に直しながら、耐用年数が来れば全体をつくりかえるというや

り方だったわけですが、これをより長寿命化していく、きめの細かな診断と補修、予防的な保全という

形で長持ちさせながら使っていくという方向に手法を変えつつあるということです。 

 14 ページは、「基幹から末端までの一貫した保全管理施策の確立」ということで、農業水利システム

はまさに水源から末端の農地まで一連のシステムで水が配水され、また川に戻っていくというシステ

ムを形成しています。このうちの基幹的な施設については、水土里ネット、土地改良区によって保全管



理がされてきており、ここについては施設の長寿命化ということで今後対策をとっていきたいと思って

いますが、農地周りの末端の水路については、これまで実質的に地域の管理に委ねられてきた部分

です。 

 ここも集落機能の脆弱化の中で、その保全管理が非常に困難になりつつあるので、新たな保全管理

の仕組みを導入していくことを、今回新たな施策として打ち出しているところです。 

 次の 15 ページは、「農業の構造改革の加速化」です。経営感覚に優れた担い手の育成ということが

重要になってきていますが、今回の基本計画の中で平成 27 年を目標とした農業構造の姿を示してい

ます。農家が減少する中で効率的かつ安定的な農業経営をいかに確保していくかということが課題で

ありまして、いわゆる認定農業者といわれる担い手農家に加えて集落営農、法人経営といった経営主

体となる組織的な農業経営を確保していこうということです。こうした効率的かつ安定的な農業経営が

農地の７割から８割を耕作するという姿を描いているということです。そういう状況の中にあって、特に

水田農業においてその担い手の育成が遅れているということが大きな課題であるということです。 

 16ページは、そういう問題意識のもとに、特に水田農業において集落営農の組織化や法人化を加速

するような基盤整備を今後進めていく必要があるということです。 

 これまでは生産性の向上ですとか農地の流動化ということを相当進めてきたわけですけれども、今

後は望ましい経営体の育成のための大区画整備ですとか、組織化・法人化の加速化に資するような

基盤整備といった施策の展開を図っていきたいということです。 

 17 ページに、組織化・法人化にもほ場整備が大きな役割を果たしてきたという実績ですが、平成４年

から 15 年、過去 10 年で完了したほ場整備、2,056 地区のうち 814 の地区で、1,370 の農業生産組織

が設立されたという実績があります。そのうち２割は法人化されているということですが、特に東北、北

陸、中国、四国といったところでその法人化、集落営農の設立が進んでいるという状況です。 

 事例として、ほ場整備事業をきっかけに一集落一農場で農事組合法人を立ち上げた地区を紹介して

いますが、地域の 94％の農地をこの生産法人に集積し、大区画化された農地によって非常に効率的

な農業が実施されています。 

 18 ページに、今度は「攻めの農政」という観点ですが、輸出促進にも貢献する条件整備です。最近、

りんご、なし、みかん、それから緑茶、長いもといったさまざまな品目が中国やヨーロッパ、アメリカ等に

輸出されてきていますが、こういう輸出戦略を支えているのも基盤整備であるということで、事例として、

これは北海道の帯広の長いもですが、農地の排水改良をして長いもを生産することができるようにな

って、それから大幅に生産が伸びたという事例です。その他果樹等についても、畑地かんがいとか農

道の整備といったところが大きく貢献しているということです。 

 19 ページは、「低コスト化、高品質化」といった視点です。この事例では、ほ場整備にあわせて地下

かんがいシステムを導入しまして、それによって水管理の労力が大幅に節減できた、時間が節約でき

た、さらに代かきをしなくてもいいという状況になりまして、大幅に労働時間が節減できて、その余剰労

力を使ってキャベツやねぎといった新しい作物を植えて経営の多角化を推進しているという事例です。 

 20 ページは畑地かんがいの成功事例ですけれども、スプリンクラーかんがいによって、適期の散水

や防除を行うことにより労働時間が大幅に節減し、かつ品質も非常に向上したという事例です。 

 21 ページは、「農村の地域資源の保全と利活用」という課題です。先ほど、基幹から末端まで一貫し

た農業水利施設の保全管理体制の確立というところでご紹介しましたけれども、特にこの末端の水路

等につきましては、これまで集落等に委ねられて保全管理されてきた部分ですが、集落機能が弱くな



ってきているため農業者だけではなくて、地域住民やそれ以外の都市住民なども含めた形で多様な主

体の参画を得てこうした資源の保全管理を行うという新たな仕組みを導入していこうというものです。 

 その際、単に施設の保全管理だけではなくて、農村の環境もあわせて向上させる、それから集落機

能、農村の社会システムを保持していくという側面、こういった３つの側面から施策を構築していこうと

いうことです。新たに地域における活動組織、これは農家だけではなくて多様な主体で参画する活動

組織を立ち上げて、そこでどのような保全活動を行うかという活動計画を作っていただいて、一定の効

果の高い取り組みに対して支援を行うというような仕組みを現在検討しているところです。 

 次の22ページは、「施策導入に向けたみちゆき」ということで、今年度全国で約400地区の実態調査

を行って、どのような仕組みでこの資源保全を行うかというスキームを検討しております。来年度は、

モデル的な支援を通じてそのスキームを固めていくということを予定しておりまして、必要な予算要求

を行っております。平成 19 年度から施策の本格的な導入というような姿を描いているところです。 

 23 ページは、「バイオマス利活用の促進」です。バイオマスの利活用は地球環境問題への貢献とい

うこともありますけれども、農水省としては、やはり農村の振興とか、それから資源循環の構築といっ

たような視点から進めていきたいと思っておりまして、農村に豊富に存在する有機性資源であるバイ

オマス、これを利活用していくということです。バイオマスの変換・利活用施設の一体的な整備、地域

の創意工夫に基づいて促進していくということで、現在はバイオマスタウン構想というものを打ち出して

おりまして、平成 22 年には、500 市町村のバイオマスタウンをつくっていこうという構想です。 

 既に幾つかパイロット的な事例も出てきておりまして、家畜排せつ物とか食品廃棄物を用いたメタン

発酵による電力供給といった取り組みですとか、菜の花を植えて食用油を作り、廃食油からバイオディ

ーゼルを製造して公用車を走らすというような取り組み、そういったものが事例としてでき上がってきて

いるということです。 

 24 ページは、「農村環境の保全・形成」です。土地改良法を改正し、農業農村整備事業の実施に際

して環境保全の取り組みを原則化しました。市町村の策定する田園環境整備マスタープランに基づい

て行っておりますが、現在、全国の約 80％の市町村で既に作成が済んでおりまして、定着してきてお

ります。 

 25 ページは、具体的に農業農村整備事業を実施する際に生態系の保全に配慮した基盤整備を行っ

ていくということです。この結果、多くの生態系の確保にもつながりますし、また、消費者にとっても安

全・安心な食料生産の場を形成するというメリットがあるということになると思います。 

 兵庫県の豊岡市の事例ですけれども、この写真の左側にありますとおり、コウノトリのえさになるドジ

ョウを水路から水田に上れるようにするために水田魚道を地域の水田に全て整備するというような取

り組みも行っているところです。 

 26 ページは、「良好な農村景観を保全・創出するための総合的施策の推進」ということですけれども、

本年の６月に景観法が制定されました。景観計画区域を指定してその景観を守っていくということです

が、農村地域においても景観農業振興地域整備計画を市町村が策定いたしまして、ここでは例えば

棚田の石積みを保全するとか集落全体の景観を守るというような規制的な措置、法的な措置をとるこ

とができるようになったということ。それとあわせて、農村の景観配慮を進めるためのさまざまなガイド

ライン、水とみどりの「美の里」プランと称しておりますけれども、こういった普及・奨励活動もあわせて

進めております。それを支援するソフト、ハードの事業も用意されているものです。 



 次の 27 ページは、特に農業農村整備の分野において行っている普及・奨励活動ですけれども、「疏

水百選」というのをトピック的にご紹介させていただいております。地域の農業用水で、景観や環境に

優れたものを発掘していこうというような取り組みも今行っております。 

 さらには、事業の実施に際してのさまざまな計画基準ですとか、あるいはモデル整備計画、そして環

境配慮の手引きといったような作成もあわせて進めているところです。 

 28 ページにまいりまして、「安全・安心な地域づくりと農村の活性化」です。 

 「市町村の広域化や災害に対応したネットワークと国土保全機能の強化」ということですが、今後行

政区域が広域化していく、あるいは農業集落が消滅していくというような状況の中で、やはりネットワー

クの確保、道路ですとか情報基盤の整備というものが重要になろうかと思いますし、また、汚水処理施

設等の定住条件の整備も引き続き必要であろうということ。さらに、中山間地域においては農業生産

条件の整備ですとか国土保全に資するさまざまな対応策が必要になってくるというような視点です。 

 29 ページは、「地域の防災力の向上」ということで、集中豪雨なり地震なり、最近災害が頻発しており

ますけれども、こういったものに対応する防災力の向上を図っていく必要があるということです。農村

地域におきましては、例えばため池の災害予測ですとか、あるいは農地の防災機能ということで畦畔

を少しかさ上げして、そこに洪水を一時貯留しておく取り組みも今後進めていこうということです。 

 30ページは、「農業を核とした地域の活性化」です。農村地域の活性化というのは地域産業である農

業が今後も核になるであろうということで、農業が食品産業なり消費者といった国民経済全体に波及

する効果は非常に大きいものがあるということです。 

 例えば和歌山県の南紀地区という基盤整備を行ったところですが、ここではウメの生産が 116 億円

に増えてきておりまして、それが川上、川下の方にその約５倍以上の経済波及効果を及ぼしていると

いう事例です。 

 次の 31 ページは、集落機能の低下という状況の中で、「多様な主体の参画による集落機能の維持・

再生」というのがテーマです。集落の統合、あるいは集落の連合といった取り組みを後押しするという

こともありますし、新規就農、ＵＪＩターンといった方々を農村地域で受け入れる、そのためのさまざまな

整備、ソフト的な面では、団塊の世代など都市住民の交流を促進していくというような施策をいろいろ

展開していこうということです。 

 32ページですが、このような取り組みを支援する技術革新、イノベーションといったものが必要であろ

うということでして、大区画ほ場整備を中心としてそれを支える技術、田面の傾斜化技術とかそのよう

なものをご紹介しております。 

 33 ページに、「畑地かんがい施設の高度化による農産物の高付加価値化」という視点で整理してい

ますけれども、例えば防霜かんがい。お茶に霜の害がおりそうなときにスプリンクラーで水をかけると

それが凍りまして、それが潜熱を吸収する形で０度以下には下がらない。それによって霜の害を防ぐと

いう技術ですとか、効率的な水の利用を進める自動点滴かんがいシステムを紹介しています。 

 34 ページは、水管理システムですとか、ＧＩＳを利用した農地情報の把握、それから小水力発電とい

うようなさまざまな新技術ができてきておりますので、こういったものを活用しながら、より効率的な農

業を推進していくという視点です。 

 最後に 35 ページは、全体の検討スケジュールです。今回第１回目につきましては、農業農村整備の

あり方を概観的にご説明いたしました。次回は、今日のいろいろなご意見を踏まえてテーマを絞って深

掘りしていきたいと思っております。ストックの効率的な更新保全の考え方ですとか、構造改革に資す



る基盤整備の具体的な対策、環境の問題なり地域の活性化といったように論点を絞っていきたいと思

っております。 

 今年度中に一定の方向を得て中間報告をまとめさせていただければと思っておりますけれども、今

年１年で議論が集約できないことも十分あり得ると思っておりますので、そうした場合は、来年度にも

引き続きご議論いただければと思っております。農業農村整備事業は、土地改良長期計画、現長期

計画は、平成 15 年から 19 年の５カ年計画に即して進めていますが、今回いろいろご議論いただいた

ことは、次期の長期計画のベースになるものと考えておりまして、幅広くご意見をいただければと考え

ているところです。 

 以上でございます。 

○三野小委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの内容につきまして、ご自由にご発言いただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。大変膨大な資料を一挙にご説明いただいたものですから、なかなか消化

するのに大変かもしれませんが、いかがでしょうか。 

 岩崎委員、お願いします。 

○岩崎専門委員 

 まず基本的な考え方として、私が今お聞きした中で、少しこういう点があるといいのかなということを

申し上げたいと思います。 

 １ページの大きな絵を見ているわけですけれども、先ほどのご説明ですと食料供給力の強化をとり

わけ強調したということだったわけでありますが、私は、多分まさに 21 世紀の農業農村整備事業に求

められているポイントとして、供給側の論理だけではなくて、需要側がどういうふうに考えているかとい

う、需要サイドの視点がやはり必要になってくるのではないかという気がいたします。 

 なぜかと申しますと、食料供給力を頑張って上げようと思ってずっとお米の増産をして、100％になっ

た途端に消費者の方が米離れを起こしてしまったということですよね。需要サイドがどんなものを求め

ているか、逆に言えば需要サイドを啓蒙する、健全な同じ国土でとれたものを食べることの意味ですと

か、そういうものを啓蒙することによって経済合理性だけではない需要サイドのシステムを少し射程に

入れた方がいいのかなという、そういう意味で需要と供給のサイクルみたいなものをもう少し考えてお

いた方がいいのではないかという気がいたしました。 

 そうでないといくら食料供給力を強化しよう強化しようと思っても、作ったものが売れない、買ってくれ

ないのであれば意味がないと言われてしまうわけですよね。本当は食料なので意味があるのですけ

れども、そのように言われるのはやはり政策の効果としては、せっかくやったことが評価されないという

意味では非常に悲しい現実なので、やっぱり需要サイドの視点を入れてみたらどうかということをとて

も感じました。 

○三野小委員長 

 いくつかまとめてお答えをいただければと思いますが、今の岩崎委員からのご指摘も含めて、目標

自給率 45％というのは恐らく分母は人口掛ける一人当たりの消費量ですよね。  

 人口が減少下ということですから、まさにこの目標そのものが大きくこれから変わっていく。放ってお

いてもある意味では自給率は上がっていくわけですし、あるいは一人当たりの消費量、多分 2,600 カロ



リーで計算されているのは、果たして食料安全保障からそんなに飽食の時代のカロリーが要るのかど

うかという議論も大分出ているようですので、この目標率そのものはどういうふうに考えたらいいのか

ということもあわせて、これはまた別のところでの政策論ですので、必ずしもこの企画小委員会での話

ではないかもしれませんが、もし情報がありましたらあわせてお願いします。何かその他いくつかござ

いますでしょうか。 

○宮本企画部長 

 ただいま岩崎委員からご指摘いただいたことは、ある意味ではまさにごもっともなお話でございます。

この１ページの左側にあります食料・農業・農村基本計画、これは項目だけを省略して書いてあります

が、当然その場合の特に食料の安定供給なり食料自給率の面、ここでは消費者を含めた実需者ニー

ズへの対応というのが相当強調して書いてあります。 

 また今もご指摘がありましたとおり、食料消費の形態、食事バランスガイドというのを今年の７月に作

りまして、例えば１日炭水化物は何単位とった方がいいとか、そういう部分も含めました望ましい食生

活を示すガイドライン的なものを作成しまして、消費者に対する普及啓発的なことも実施しております。

これらがこの基本計画の中でも極めて重要な位置づけということになっているところです。 

 その場合に、これらを踏まえた農業農村整備事業、ある意味では実需者ニーズに応じた農業生産が

可能となるような農業農村整備というのも当然ございます。例えば、従来の湿田形態だと基本的には

米づくり、日本の水田は米に適した生産装置というのがありますが、例えば排水条件を改良するという

ことは、そういう意味でニーズに対して供給の不足している転作作物等の生産にもよりよい整備を進

めていくというのも農業農村整備事業の一つの柱となっているところです。 

 それから 45％の目標自給率の関係です。これはご案内のとおり最新時点の自給率が出ましたけれ

ども、現在40％というのが現状です。これを10年後、45％に引き上げるということでこの基本計画に定

められているわけです。実はこの計算におきましては、人口動態の変化、人口自体が減少していくあ

るいは高齢化によって正直、高齢者の方が摂取カロリーが低いという見通しも踏まえた形で、この

45％ができ上がっているところです。そういう意味では、人口減少及び高齢化により摂取カロリーが減

るという部分もカウントした形としてこの 45％ができ上がっている次第です。 

○多賀谷専門委員 

 私は、去年も言った話だと思うんですけれども、供給力という場合、現実の供給力だけで話をすべき

ではないというような気がします。というのは、食料自給率の話というのは、現在において日本の食料

の自給の話でしょうけれども、今後、世界情勢があるいはアジアにおける情勢がいろいろ変化した場

合に、自給率を高めなければいけないという可能性があると思うのです。若干岩崎委員と意見が違い

まして、あまり今現在の日本国民がどの程度欲しているかということよりは、いわゆる危機の時になっ

て、要するに食料の輸入ができなくなったような時ということをある程度想定しなきゃいけないだろう

と。 

 そうするとこの供給力という話は、私はリスクの概念を入れていただきたいと思うんです。リスクの概

念を入れるということは、今現在、例えば 40％なり 45％の供給ができるけれどもそれは余裕のある数

字であって、現実にはそういう食料危機の時にはそれを 80％とか、そのぐらいまで伸ばすことができる

というような、要するに目いっぱい生産しているのではなくて、ある程度粗放化あるいは営利的ではな

いような感じで農業経営をしているような部分を残しておいて、現実には上げられるという潜在的能力

を含めた意味での供給力というのを整備していただきたいということです。 



○三野小委員長 

 まさに供給力という言葉があらためて、非常に重要な意味を持ち出したというご指摘かと思います。 

○岩崎専門委員 

 私は今のご意見と同じでありまして、買えばいいということではなくて、外から買えばいいといってい

る人たちがいるので、そういうことではなくて供給力を高めて欲しいという意味合いですので、その辺

は誤解を解いておきたいと思います。 

○横山専門委員 

 その供給力のことにも関連して、ストックをこれからどういうふうに管理していくのかということが一つ

の大きな流れの中で、人口減少化社会であるという制約条件と同時に、今の財政状況のもとでは予

算制約を見据えないといけない。そうすると、公共事業費がこれ以上増えていくことは恐らく予想でき

ない状況の中で、供給力を担保しなければいけないということである。既存のストックをどうやってこれ

から保全管理していくのかというところが極めて重要になるのではないか。そこにさらに人口減少のイ

ンパクトが出てきている。そうすると、この 14 ページの、「基幹から末端までの一貫した保全管理施策

の確立」というようなときに、とりわけその真ん中の部分が恐らくほ場整備で規模拡大というようなこと

の対応ができているんだろう。ところが、そこに至る取水と排水の部分の保全管理をどのようにするの

か。それも予算制約でどんどんと公共事業費が狭まっていく。この辺を少しお考えいただいたらいいの

ではないかなという気がいたします。 

○三野小委員長 

 ある程度まとめてからまた事務局でお答えいただきます。 

○桑子専門委員 

 先ほどの国際的な環境ということで食料安全保障というお話でしたが、気候変動とか温暖化といった

大きな自然環境の変化ということも当然考えたリスク管理ということが大事だと思います。他方もう一

つは、農業をめぐる国際的な経済環境によって生じるであろうリスクということもあると思うのですね。

１つ、今回のお話の中で、組織化・法人化を加速する基盤整備ということで、地域の農業経営者の育

成という話がありましたけれども、当然、大規模化、組織化しますと外資による進出ということがあり得

ますし、私の知るところでは、実際にもう既に農業関係で大きな資本が入り込んで、しかも生産物を日

本で生産したにもかかわらず東南アジアとか中国に輸出しているというようなお話を伺っています。で

すから、どういう形で日本の農業をきちんと育成する形で大規模化、法人化を加速するのかというビジ

ョンが大事なのではないかと思います。 

 それから法人化を加速する基盤整備というお話がありましたけれども、行政の仕事として基盤整備

を行って農場を大規模化し、どうぞそこで経営してくださいというやり方をとるのか、つまり基盤整備を

してからそういう基盤のもとで農業経営できる人材を作るのか。 

 それとも、私は公共事業で住民参加であるとか合意形成であるとか、そういう方面のことをやってお

りますので、むしろどういう形で農業の基盤、そういうものを作っていくのか、地域に即した基盤整備の

あり方というのがあると思うんですけれども、それを地域の担い手となる人たちと一緒にどういう形が

相応しいのかというような話し合いをしながら作っていくことによって、その地域での指導者たちが自分

の農業に誇りと自信をもってできるようなそういう形になるのではないか。これは同時に、多様な主体



の参画あるいは環境保全とか景観とかいうものもあわせた形での基盤整備ということになるのではな

いか、そのように考えます。 

○三野小委員長 

 このあたりで少し事務局からお答えいただいた上で、松谷委員にご意見いただきたいと思います。 

○角田事業計画課長 

   

 まず、多賀谷委員の方から供給力の問題がございました。通常の供給力だけではなくて、いわゆる

輸入がストップした、そういう危機的なリスクの概念も踏まえて供給力ということですけれども、そういう

観点からいうとこの参考資料の５ページをご覧いただきたいと思うんですけれども、現在の農地と水、

470万ヘクタールの農地とそれから25兆円の農業水利ストックということで今守っているわけですけれ

ども、実際今輸入している農産物を農地面積に換算すると 1,200 万ヘクタール海外に依存していると

か、それから水についてもその輸入している農業生産に必要な水は 439万トン輸入しているのだと、こ

のような実態があるわけです。 

 これは現状がこうだということで、まさにリスクを考えた場合にこれはもう非常に大変なことであるとい

うことですので、私どもとしては今ある農地、これを確実に守っていくということと、これを例えば耕作放

棄で失くさないという意味でもやはり基盤整備をきちっと行って優良農地として確保するということが重

要でありますし、そして農業用水についていえば、この 25 兆円という農業水利ストックをきちっと保全

管理して維持していくということがベースだろうと思っております。 

 今度の基本計画においても輸入が全てストップしたときに、今ある農地なり農業用水の中でどれだ

け自給が可能かという試算も行っていますけれども、要はカロリーベースを１人例えば 2,600 カロリー

必要なところを最低限の２千数百カロリーぐらいまで抑えて、そして熱供給量の高い「いも」とかそうい

ったものを生産すると仮定して試算すれば、何とかぎりぎり今の農地でも守れるのかなと、そのような

試算も一応あるにはあるのですけれども、そのためにも今のこの農地・農業用水をきちっと守るという

ことがいわゆるリスクマネジメントという視点でも大事だろうと、このように思っているところです。 

 それから横山委員ご指摘の点ですけれども、まさにご指摘のとおりだと思っております。 

 この農業水利ストックをどう守っていくかという状況の中で、今の社会資本整備への投資余力が減少

しつつあるという状況の中でいかに農業水利ストックを保全管理していくか。 

 私どもとしては、参考資料の６ページをご覧いただきたいと思いますけれども、耐用年数が来たらつ

くりかえるというのがこれまでの考え方だったわけですけれども、そういう形だと更新事業費というもの

が膨大にかかってくるということもありますので、できるだけ丁寧に施設を使って予防保全という形で

定期的な機能診断をしながら、悪くなったところは適切に早めに直して、寿命を長く伸ばしていくという

ような取り組みによって更新時期を少しでもずらしていく。それによって更新に必要な予算を抑えなが

ら、必要な農業水利ストックの保全をやっていきたいと思っております。 

 ただ、そういう取り組みをやってもやはり節約できるところは限られてまいりますので、私どもとして今

のこの農業水利ストックの全体量からしてどれぐらいの保全管理、あるいは更新整備に必要なものは

どれぐらいなのかということについて、定量的な試算もしてみたいと考えております。できればそういっ

たこともこの委員会の中でお示しできればと思っているところです。 

 それから桑子委員のご指摘の点ですけれども、組織化・法人化という方針ですが、これはあくまでも

農業生産法人という範囲ですので、つまり株式会社一般が農地を取得するということは考えておりま



せんし、それから外資の進出ということもそういう意味ではあまり現実的ではないと思っております。あ

くまでも個別の農業経営が経理を明確化していくとかいうような形の中で法人化して経営としての理念

を明確化して、透明性のある経理を行ってというような形の中で考えているということです。 

 農外企業の参入ということも一部ありますけれども、それも例えば耕作放棄地が発生しやすいような

ところで、農業の新しい担い手の確保という意味で地域の例えば建設事業者ですとか、そういった

方々が自ら農地整備を行いながらその上で農業経営にも参入していく、そういう意味での農外企業の

参入といったことをイメージとして考えているということです。 

 それから基盤整備を行う話と地域の担い手をどうするかというお話は、これは私どもとしては非常に

密接な関連があると思っておりまして、基盤整備をするということは、地域での話し合いがまずベース

になります。集落の中でこの農地整備をするためには合意形成ができないと基盤整備はできないわけ

ですね。１人、２人の農地を基盤整備するといってもそれはできないわけで、集落全体で取り組むとい

うことが必要になってきます。そうしますとその集落の中で担い手は誰にするのか、そこに農地の利用

を預けていくとか、そういったような話し合いがあって基盤整備ができてきますので、例えば集落営農

ですとか担い手の育成ということで非常に大きな成果につながっているということと裏腹のことではな

いかと思っております。 

○三野小委員長 

 ありがとうございました。 

 議論もあることかと思いますが、まず、今回は第１回目ですので、とりあえず委員各位のご意見をな

るべく広くお伺いさせていただいて、次の議論の中に取り入れていきたいと思います。 

○松谷専門委員 

 最初に、先ほどの食料自給率の問題ですけれども、この中で今後高齢化によって国民貯蓄率が低

下するというのが６ページに書かれています。この場合、国民貯蓄率の低下は、社会資本関連投資が

その余力が停止するという形でとらえられているのですが、実は国民貯蓄率の低下というのは、要す

るに輸入余力がこれによって急速に低下するわけです。 

 先ほどおっしゃったさまざまな国際的な変動とか、食料関係のいろんな構造変化とか、世界的な食

料に関する構造変化に加えて、我が国の場合には国民貯蓄率が大幅に低下するということで、この面

からも食料自給率を高めておかないとお金があっても買えるのではなくてお金が無いから買えないと

いう状況になるわけでして、この国民貯蓄率低下のところどのように作るかですが、食料自給率の向

上の理由の一つとして国民貯蓄率の低下というのを入れていただければと思います。 

 もう一つは、資料２―１の 15 ページに、「農業の構造改革の加速化」ということで、左側に絵が載って

いるんですが、この中でお聞きしたいのは、家族農業経営というものがどれぐらいの平均的な規模を

考えておられるのか。つまりは、現在の農地がどの程度今後集約化していくのか、どのように集約化

すると考えておられるのか。非常に大きな大農的な方向に向かって急速に進行するのか、そうではな

くて、小農では成り立たないとして一応効率的・安定的な農業経営ができる、最低限でもないですがそ

の程度の規模のいってみれば中程度の集約化にとどまると考えておられるのか、大農的な集約にと

どまると考えておられるのかどうか。それから、この33～37万の右側に黄色い色で囲まれた法人経営

と集落営農の数字がありますが、この比率はどういう前提でお考えになったのかどうか。 

 つまり、何を言いたいかといいますと、今後の経営ないし農地の集約化というのは、その農村集落の

規模とか性格に極めて大きな影響を与えてくる。どういうことかというと、あまり集約化の規模が小さい



場合には、人口の高齢化の中で規模が小さければまた同じように高齢化によって担い手がなくなって

しまうという危険性がかなり高いと思うのですね。集約の仕方が少なければですね。 

 必ずしも頭の中がまとまっていないのですが、要するに小規模であれば担い手の単位が一つの家

族というか、そういうもので担われていくということになり、当然域外への流失とか、高齢化ということに

なって後継者が不足するという問題がなお発生する可能性があるという意味です。 

 一方で、あまり大農化してあるいは法人化などによって農地が大きく集約された場合には、そもそも

農業に主として従事する人がものすごく少なくなってしまって、そういう集落はもう存立し得ないというこ

とになって、農村が消滅するという可能性もあるわけですね。その場合、今後の人口減少社会におい

て一番の大問題は、いわゆる都市以外の地域、非都市地域の人口密度が急速に減少して、その地域

がまさにサスティナブルでなくなるような可能性があるわけですね。非都市地域をどのようにして経営

していくかというのは、人口密度の急速な減少の中で重要な観点ですが、その場合核になるのはやは

りそこに存在する集落でありまして、それが農業集落なのか先ほどおっしゃった都市住民を加えたとこ

ろでの集落なのかいろんな性格があろうかと思いますが、そうした集落の今後の性格、規模を決める

のはまさにこの農地の集約をどう考えるかということにつながってくるわけでありまして、その辺のとこ

ろをどう考えておられるのか、そこについてのお考えをお聞きしたいと思います。 

○多賀谷専門委員 

 私はこっちの方を話したかったんですけれども、今の松谷委員がおっしゃった話と関連します。その

15 ページで主業農家、専業農家は 43 万戸から 33～37 万戸に減る。そのかわりに法人経営、集落営

農経営が入ってくるわけですけれども、下の方を見るとその他の販売農家、それから自給的農家、土

地持ち非農家いわゆる兼業的なものがここら辺に入っている。それらは今後どうなるのか。そして、こ

の図ではその一部が集落営農の組織化・法人化という形で上の方に取り込まれている形になってい

るんですけれども、その図を作るのはいいんですけれども、具体的に、そこら辺どのようにもっていくか

という、そしてそれが地域社会をどのようにしていくかということについての具体的なプランが見えな

い。 

 というのは、一方においては、特に水田についてでしょうけれども、大規模化という議論がいまだ残っ

ているわけですね。大規模化するということは、当該地域から人が減っていくということを意味するわ

けですね。その中でしかし今、松谷委員が言ったように、そういう形で過疎地域がどんどん人口が減る

ということになったら、日本の社会としてもやはりそれは問題だろう。他方において、それではそういう

ところに人をどう入れるかという話については、後の方でばらばらとそういう議論が出てくるわけです

ね。 

 例えば21ページの「農村の地域資源の保全と利活用」というところで、施策の仕組みとして地域の実

情に応じて農業者を中心として多様な主体が参画する「活動組織」を設置する。これは土地改良区絡

みの話でしょうけれども、土地改良区とは別にあるいはその外縁としてある種の組織を作るというこれ

は数年前からお話ししているところでしょうけれども、多分そういう話であろうと思います。 

 それから、もう少し後、28 ページあたりに「市町村の広域化や災害に対応したネットワークと国土保

全機能の強化」という形で安心・安全なまちづくりという議論が出てきております。それから、先ほど出

てきました多様な主体の参画による集落機能の維持・再生というのが資料の中にありますよね。それ

らはそういう農村地域において人を増やすといいますか、そこに何らかの形で活動するというそういう

仕組みでしょうけれども、その話と 15 ページのところの集落営農経営、あるいはその他の販売農家な



り自給的農家をどうするのかということがもう少しやっぱり構造論的にまとまっていて欲しいなという印

象を、なかなか難しいでしょうけれども、持ちます。 

 特に土地持ち非農家、これは要するに兼業農家あるいは兼業をやめてしまうような農家のところで

すね。それがそのまま点線で書いてあるのは、いわゆる経営として成り立つ農業をやるような形での

農地の利用の仕方とか、先ほどのリスクの話にもかかわるんですが、経営としては成り立たなくてもい

いから、最低限、農地として維持するためにはどうしたらいいか。そこに人が集まるような仕組みをどう

作るかということについて、もう少し検討しなきゃいけないのではないかと思います。 

○三野小委員長 

 松谷委員の貯蓄率の話はこれから整理いただくということで、今のお二方に関連したご意見がござ

いましたらお願いします。 

 無いようでしたら、事務局からお答えいただければと思います。 

○宮本企画部長 

 やや私どもの局の範囲を離れるようなところもありまして、なかなか答えづらいところも多々あります。

先ほどの 15 ページの図はまさに食料・農業・農村基本計画の基となる農業構造を描いたものです。ま

ず、当然のことながら前提となりますのは、今のままの農業、農家形態が続いた場合にどうなるだろう

か。農業のみで生活出来ていないのがほとんどの農家の現状です。このままの状態だと、農地、農業

用水等の資源が荒れることとあわせて人もいなくなる。そういう面で、まずそこでしっかりと農業が成り

立つような経営を作っていかないと、地域も成り立たなくなるという前提で始まっております。 

 その手法として、この 15 ページの図にもありますように、家族農業経営も、法人経営、集落営農もあ

ればということですが、当然のことながらこの中身というのは何も米だけではありませんので規模はさ

まざまです。この基本計画を出しますときに経営展望というのもあわせて出しておりまして、そこで例え

ば水田作の家族経営なら 15～25 ヘクタール前後ぐらいのイメージですが、あるいは畜産ならこういう

イメージ、野菜ならこういうイメージというものもさまざまな経営展望として出しまして、具体的にはそれ

ぞれの地域でそれぞれの地域の目標とする経営を定めていただきたいという仕組みでやっているとこ

ろです。 

 それから、そういった場合にこの集落営農、特に家族農業経営はある意味では農業形態においてさ

まざまな規模があるわけですが、端的にいえば土地利用型経営というものについてどのようにもって

いくかというときに、法人経営の１万というのは、正直現行の数字からかなり意欲的にみたような数字

というものでして、むしろそれぞれの地域で集落営農という形で地域ぐるみの経営体をやることによっ

て、農地、農業用水を守りながらきちんとした農業経営を育てていきたいということです。 

 現実には、現在担い手育成運動というのを国、農林水産省と関係農業団体、農協系統、会議所系統、

いわゆる農業委員会系統、こういった組織で進めておりまして、認定農業者という一定の規模あるい

は所得目標を掲げているものを個別農業経営を育てるのとあわせて、この集落営農の推進というのを

今必死で関係団体挙げて取り組んでいるところです。 

 その場合に、下のその他の販売農家130万戸～140万戸、あるいは自給的農家40万戸～70万戸、

さらにいえば土地持ち非農家の数字がありますが、この中からどの程度のものが集落営農経営に参

加しているか。平均的にいえば１集落が大体 20 戸前後ぐらいだろうと思いますが、あるいはその集落

のとらえ方によってどうなるかというのはありますが、具体のこの数字でここに参加いただく農家が何



戸を目標ということは必ずしもここは定めておりません。いずれにしても、それぞれの地域で成り立つ

ような経営づくりを進めていきたいということです。 

 それから、日本の農業あるいは世界の農業をみましてもそうですが、まず基本には家族農業経営が

あるというのが現実です。それぞれの地域で農地を守り、農業用水を守り、農業生産を行う。そういう

面では家族農業経営という形態自体は引き続き相当程度のウェイトを占めることになるのだろうと思っ

ております。そういう場合には、これとあわせて集落営農には至っていないにしても、集落の中での土

地利用調整といいますか、そういったものとあわせた家族農業経営の維持といいますか、支援が必要

なんだろうと思っております。 

○松谷専門委員 

 今、家族農業経営は大体 15～25 ヘクタールぐらいを念頭においているんですか。 

○宮本企画部長 

 水田作の家族経営の場合ですね。米を中心とした場合には、北と南といいますか、東と西でまた違

いますけれども、15～25 ヘクタール前後になりますね。 

○松谷専門委員 

 わからないんでお聞きしたいんですが、15～25 ヘクタールですと年間の所得はどの程度になるんで

しょうか。つまり、お聞きしたいのは担い手がもちろんそれだけが理由ではないでしょうけれども、農村

地帯と都市地域の所得格差みたいなものがあって、そうした所得格差が大きければ大きいほど担い

手となる後継ぎが出ていってしまう可能性が高まると思うんですね。そうだとすると、おっしゃるとおり

家族農業経営というのはこれからどこの国でもあるいは今後も農業の一つの軸としてそれなりに必要

がある、それは私もよくわかる。 

 そのときにやっぱり問題は、所得水準が低いために都市に出ていってしまうというのがその家族農

業経営をこれから阻害していく一つの原因になるわけですが、その場合にどれぐらいの規模があれば

都市労働者といわば遜色のない所得水準になるかということの視点から考えたときに、この 15～25ヘ

クタールの規模というのが適当なのかどうか。もちろんこの場合には、大きくなればなるほど家族だけ

ではなくて、農業労働者を雇わなければいけないという面も出てきましょう。それも含めて、都市との比

較で遜色のない所得を得るためにはどれだけの規模が、もちろん営農形態から地域によって全然違う

でしょうけれども 15～25 ヘクタールがいいのか、その辺はわからないので教えていただきたいんです

が。 

○宮本企画部長 

 経営展望の中身でいいますと家族経営でこれは水田単作地帯ということかと思いますが、例えば一

番単純な水稲、麦、大豆単作地帯で 25 ヘクタールという規模を目標にしています。 

 それから小さな方では二毛作ができる地域、ここでは 15 ヘクタールを目標にしています。 

 その場合の主たる経営従事者の一人当たり所得が700～750万円。これに補助従事者が半分ぐらい

の所得というのが、確かそういうような計算だったと思います。あわせて、いわゆる経営としての所得

が 1,000 万円ぐらいをイメージしていたと思います。それで、生涯所得で２億円前後。 

○松谷専門委員 



 そうすると、都市の労働者と大体同じぐらい。 

○宮本企画部長 

 基本的には、都市住民といいますか勤労者と遜色ない所得水準というのを目標にして、規模なり格

付体系をセットしてやっているということです。 

○三野小委員長 

 今日は生源寺先生がいらっしゃってないんですが、生産分科会での議論が両者にまたがるところが

ございまして非常に悩ましいところがあるんですが、一応そういう目標の中でやっているということで

す。 

○中條農村振興局次長 

 いずれにしましても、せっかくのご質問でありますし、これから先の議論をする上で一つのイメージが

やはり必要だろうと思いますので、この議論をずっと続けていくということではなくて、次回少し準備をさ

せていただいて見える形にしていきたいと思っております。それから、あわせまして一番最初に需給の

問題に絡みまして自給率の問題がありましたね。せっかくご質問ございましたので、これもあわせまし

て一つのビジョンをお示しするという意味で、次回少し準備してまいりたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

○木内専門委員 

 現場からということで、私、長野県の飯山市ですけれども、13ページに「農業水利ストックの効率的な

更新整備」ということで書いております。この中で、農業農村整備事業においては既に約 50％が維持・

更新費となっているといったことが書いております。私どもの現場を見ましてもまさにそういうことでして、

ここでは農業水利ストックだけですけれども、あと農地のストックですとかいろんな関係を全部含めても、

国なり県なり市でやった事業が30年、40年経つ中で完全に更新時期を迎えているのもあり、また迎え

つつあるといったようなことでありまして、それを一体どうするかが農業・農村の機能をしっかり維持し

ていく上において大変大事なものということになっております。今私どもの大きな課題とすれば、そうい

った形での維持・更新をどうしてやっていくか、集落機能なり農業組織の機能をしっかり維持する中で

それにどう取り組んでいくかというのが具体的な問題であるということで、ここに書いてあるとおりでし

て、この辺がこれから大きな課題になるのではないかなと思っているところです。 

 「施設の長寿命化に向けた取組」ということでも書いてありますが、いろんな考えの中でいかに維持・

更新をしっかりと取り組んで、農業・農村の機能をしっかりと維持していくかということが大切ではない

かなと、そんなふうに思ったところです。 

 よろしくお願いいたします。 

○榧野専門委員 

 今の市長さんの言っているのと大体同じなんですけれども、この 13 ページの資料を見てつくづく思っ

たのは、この維持更新費に半分近いお金がかかってしまうということ。これからどんどんこういう傾向

が強まって、やはり農業関係の基盤整備というのは攻めというよりも守りに入っていくのかなあという

感じがしております。そういうことを考えれば、本当にこういう基盤整備というのは選択と集中というの

が必要になってくるんだなあと感じております。 



 先ほどご意見が出ましたけれども、これから国の財政がこんな赤字に陥って、無駄なお金はとても使

えなくなってくる。そのしわ寄せは当然公共事業にも及んで、毎年３％ぐらいずつ減っていくという環境

にある一方で、農業でいえば地域の人口減とかいろいろ農業離れが進んできて地域の農業が成り立

たなくなりつつあるということがあって、基盤整備をそこでどうすればいいのかなあと考えると、本当に

潤沢にお金があれば人口減を防ぐためにそこに新しい設備を投資するという考え方もあるんでしょう

けれども、とてもそんな余裕はないですねということになれば、効率化を求めていかにこの農業の担い

手に集中して生産効率を上げていって日本の農業を守っていくか、食料自給率を高めるか、そのよう

になると思うんですね。 

 そういう方向で、この前出た食料・農業・農村基本計画は基本的に担い手に集中させていくということ

で、直接支払い制度というのはこれからできるんですが、それを担い手に集中させていくということは

直接支払いばかりではなくて、農村振興局がやっている基盤整備もそのいわゆる担い手に資するよう

に考えてやっていくということ。そこには厳しい、まさに切り捨てとはいわないですけれども、本当にここ

にやるのが一番いいことですねという決断が必要になってくると思うんですね。そこはぜひ農村振興局

には期待しているし、我々も大きくそこで議論していく必要があるんだなあと、今回の説明を聞いて思

った次第です。 

○宮城臨時委員 

 今日の資料を拝見して、とても広い範囲の資料なので、これまでのご意見に関連しながら上手く言え

ないんですけれども印象を言わせていただきたいんですが、基本的に人口が少なくなっていく、人口

密度が下がっていく。それからその中での農業者が占める割合が減っていくというのは大きな方向とし

てはもう防ぎようがないというか、流れなんだと思うんですね。 

 しかし、その減った人口をどこかに集中させてしまうということではなくて、地方にある程度分散して

居住していくことによって農業基盤や国土を守ろうというのだとすると、私は農村部では、まばらに住ん

でいてもある程度の生活水準とそれから生産性を守れるという仕組み作りが大事かなという気がとて

もしているんですね。 

 今回の中でいうと、生活環境の整備と安全な生活の確保という項目がきちんと起きているということ

はこれは大事なことではないかなと思っておりまして、その場合の生活の基盤というのは都市的な便

利な生活の基盤ではないと思うんです。人々がまばらに住んでいてもそこでローコストで暮らせる、そ

ういう基盤整備ではないかと思うんですね。そうすると、それはこれまでの技術開発とは違う方向が必

要になるような気がします。今までの議論の中でも、供給力を支える生活基盤もある意味で粗放化し

ても維持できる技術というのが必要になるのと同じように、生産基盤にもそういうことが生じるのかなと

いう気がしています。 

 私は個人的には、人口減少の流れをこの10年の中で１回だけ農村部に人口が移る可能性があるの

が 2007 年なのかなと思っているんですね。つまり、退職した方たちが定年帰農で戻る可能性。これは

私は実は悲観的であまり多くないだろうと思っていたんですけれども、意外と身の周りで生じ始めたも

のですから、もしかすると意外とあるのかなという気がしてきています。そういう方たちが農村部に移り

住んだときに多分一番大きいのは、移動手段とエネルギーの確保なんじゃないかという気がしている

んです。ですから、この資料の中では自然エネルギーの利用のことも出ておりましたけれども、もう少

し分散型のエネルギーを例えば太陽熱発電でもいいんですけれども、農村部でローコストで入手でき



るようになると生活がしやすくなるんではないかと思ってみたり、移動手段も今までは道路の整備が中

心でしたけれど、そうなると車を運転できる人が大前提ですね。 

 今の 50代ぐらいで免許を取得している割合というのは、男性は９割方あるんですけど、女性はまだ６

割ぐらいなんですね。そうすると、免許をもっていないと農村部では暮らせない。私もできない一人なん

ですけれども、そういう中で、高速道路をすっ飛ばすような車じゃなくて地域の中の集落間移動ぐらい

が楽にできるような移動手段とか、そういうものを農村型の生活スタイルの基盤として何かできないか

なという気が前々からしています。 

 これはもしかしたら農業政策を超えるのかもしれませんが、農村部のライフスタイルというのは、これ

までとは違うんだということが明らかに出てくると思います。2007 年というのは、こういう最後のチャン

スにチャレンジできるのではないかという気がするんですが、いかがでしょうか。夢物語みたいかもし

れませんが。 

○三野小委員長 

 ありがとうございました。大変貴重なご意見をいただきました。 

 時間も限られておりまして、大体一巡でご意見をいただいたんですが、まだまだご意見あるところか

と思いますが、事務局の方にもぜひその辺申し出ていただいて、事務局の方でまた取りまとめて、もし

ありましたらお願いします。 

 それともう一つは、そのときに先ほど次長の方からもお話しになったこれからの農業の姿というのと、

もう一つ、国土管理はむしろ国土交通省の方の国土形成計画の方でいろいろありますし、環境省もあ

るでしょうから農村振興局が中心になって進めていくというのは私自身よく理解できますが、その辺を

含めてもし情報がありましたら整理をいただければ、今の宮城委員のようなお話も理解しやすくなって

くるのではないかと思います。 

大変ご意見もありますが、一応一巡いただいたところでこの話はここで打ち切らせていただきたいと思

います。  

 では、桑子委員で最後にしたいと思います。 

○桑子専門委員 

 人材育成というとても大事な点で、どのような仕組みで人材育成をされようとしているのか、その辺だ

け伺いたいと思っています。 

○三野小委員長 

 簡単にお答えいただけますか。あるいは次回でも結構ですが。 

○角田事業計画課長 

 人材育成も農業の面での人材育成とか、それから地域資源をいろいろ守っていく意味でのＮＰＯとか、

そういった方々を含めての人材育成、多様な意味合いがあると思いますので、そのためのいろんな施

策もパーツパーツでは用意はしているわけですけれども、その点も次回全般的に整理した上で説明さ

せていただければと思います。 

○桑子専門委員 



 2007 年問題ということでは、私もＮＰＯをやっておりまして、ＮＰＯの立場からいいますと、大量の団塊

の世代が地域活動に経験のない団塊の世代がどっと地域に流れ込むことをＮＰＯは非常に警戒して

おりまして、これも 2007 年問題なんですね。 

○三野小委員長 

 その辺も含めて、次回またご説明をお願いします。 

 それでは次の残しております重要な議題でございますが、続けて「国営土地改良事業における多段

階評価の試行について」事務局より報告をお願いいたします。 

○角田事業計画課長 

 それでは、資料３に基づきまして多段階評価の試行についての報告をいたします。 

 １ページの「前回までの審議事項」をお開きください。土地改良事業の事業採択に当たりまして費用

対効果の分析を行い投資効率をはじいて、事業の効率性の評価を行ってきました。平成 12 年度は、

チェックリストという方式を導入いたしまして、事業実施に当たって必ず満足していなければならない必

須事項と、その事業ができるだけ満足する方が望ましいという優先配慮事項をチェックする仕組みを

導入いたしました。その際、それぞれの事項が充足していればマルをつける、そうでなければマルをつ

けない。必須事項は必ず全部充足しなければいけないのですけれども、優先配慮事項については必

ずしも全部マルでなくてもいいという状況の中で運用してまいりました。 

 ただ、優先配慮事項の評価に当たってマルがなくてもいいということにもなりますので、評価の客観

性なり透明性をもう少し強化していく必要があるのではないかというような観点から、多段階に評価し

ていくという方式をご提案して、その方向についてご了解いただいたというのが昨年までの経緯です。 

 多段階評価の導入によって地区間の比較の容易化ですとか、事業の申請者と事業の審査の担当者

の間の認識の共有化ですとか、事前評価の客観性・透明性を高めるということが可能になるもので

す。 

 検討の手順としては、評価項目を政策目標に沿って整理、体系化いたしまして、評価項目ごとに評

価指標を設定して、それをランクづけしていくというような形を採ったところです。 

 次の２ページにあります評価項目の整理の方法ですけれども、食料・農業・農村基本法の体系を基

にいたしまして、効率性、有効性、それから事業の実施環境という視点からの項目毎に評価指標を作

りました。事業の経済性・効率性の視点からは、事業の単位面積当たりの事業費がどうなのか、例え

ば新技術を導入して低コスト化を図っているかというような視点を見るということです。それから有効性

という観点からは、食料の安定供給の確保なり農業の持続的発展、農村の振興、多面的機能の発揮

という視点からその事業に相応しい項目、例えば安定供給の確保でしたら農業の生産性の向上とか

あるいは産地の形成とか、そういうことがこの事業によって図られるかというような視点を見ていくとい

う整理です。そして事業の実施環境という面では、生態系なり景観等への配慮がなされているかとか、

関係する計画との連携なり協議、調整が整えられているか、地元の合意形成はできているのかといっ

たような視点から見ているということです。 

 次の３ページに、評価基準といたしまして、ＡとＢという２段階に区分していこうということです。過去

10 カ年の採択地区の具体的なデータを全部分析しまして中央値を選びまして、その中央値よりも優れ

ている場合はＡランク、それより下の場合はＢランクということで、その項目に該当しなければそこはバ

ーで示すという整理です。 



 次に事業の実施環境に関する項目については、それぞれの項目、例えば生態系に配慮した調査・

検討を行っているか、あるいは今検討しているところなのか、やっていないのかという基準でａ、ｂ、ｃの

評価をしまして、点数化により全体評価をするという仕組みを採ったところです。 

 ５ページに国営かんがい排水事業における多段階評価の考え方を示しています。 

 この基準に基づいて１ページ前に戻っていただきまして、平成18年度の新規採択地区について試行

的に行ったのがこの２地区です。国営かんがい排水事業のＡ地区とＢ地区とございます。Ａ地区の方

は、面積3,392ヘクタールの水田地域における更新事業です。ダムの取水口や頭首工、用水路を改修、

更新する事業で、国営の事業費が 185 億円となります。  

 この事業について、先ほどの判定基準に基づいて中央値よりも優れていればＡ、そうでなければＢと

いうことで整理し、実施環境についてはａ、ｂ、ｃの総合点数で評価していくわけですけれども、その結

果、ＡとＢの配分はこのような形になったということです。 

 同様に、Ｂ地区の方におきましてもこれは畑地帯の排水改良を行う事業ですけれども、畑 2,271 ヘク

タールについて、事業費 45 億円で排水路なり排水機の整備を行ったということです。これについても

同様の評価をしております。特徴的なことを申し上げれば、Ａ地区の方は水田地帯の更新事業なので、

特に農業の持続的発展の農業生産基盤の保全管理という更新効果、それから施設の更新整備の緊

急性といったところがＡランクで出ているというのが特徴です。他方、Ｂ地区の方は畑地帯の排水改良

ということですので、食料の安定供給の確保のところの野菜・果樹の産地形成という部分がＡとなって

いる、あるいは地域の農業産出額が大きくＡと出ているといったところが、畑地の整備ということに関

連して特徴として出ていると考えていただいて結構だと思います。こういう評価をすることによって、や

はり事業の特質に応じて評価の基準もかなり明確になってくるということがわかるのではないかと思っ

ております。 

 また、事業の実施環境等についても、どちらかというとＢ地区の方がＡの数が多いということがあって、

実施環境は進んでいるということがいえるのではないかと思っております。この両地区とも採択は問題

ないわけですけれども、いずれ、この２つを見ていずれかに決めなければならないという事態があれ

ば、この表を見ながら総合評価をしていくという使い方になるのではないかと思っているところです。そ

れと、平成 18 年度は国営かんがい排水事業だけだったのですけれども、19 年度は国営農地再編整

備事業と国営総合農地防災事業についても試行を行っていきたいと考えています。 

 資料の６ページと７ページに示すように、それぞれの事業の特質を踏まえた評価手法を定めました。 

 国営農地再編整備事業ですと、これは 400 ヘクタール以上の農地を再編整理する。 

 区画整理して規模の大きな効率的なものを実施していこうという事業ですので、例えば農業生産性

の向上のところの労働時間短縮率だとか営農経費節減、あるいは担い手への農地利用集積といった

ような指標は国営かんがい排水事業とは違い事業の特徴により指標を設けているということと、それ

から国営総合農地防災事業につきましては、防災という名称がついているとおりですけれども、農業

生産基盤の保全・管理のところの災害・洪水等の被害軽減ですとか、公共施設の保全効果といったよ

うな視点が特徴的だということです。 

 いずれにしても、こういう事業に応じた評価指標を定めてこれから適用してまいりたいと思っておりま

すし、来年度平成19年度の新規採択については、全ての国営地区についてこの試行をもう１年やって

いきたいと考えているところです。 

 以上でございます。 



○三野小委員長 

 ありがとうございました。 

 これは新しく委員にお加わりいただいた先生方には、まだよくわからない点もあるかと思いますが、

新規採択に当たっての事前評価、既に検討してきましたものの具体的な例の報告ということで取り扱

わせていただきたいと思います。もし何か１～２、ご質問、ご意見ございましたらお受けできるかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○多賀谷専門委員 

 別にコメントはよろしいですけれども、いわゆる評価として通常、効率性、有効性、あともう一つ何か

あって、それについては数値目標の形でアウトカム的な指標、一番下に事業の実施環境等というのが

出てきたのが特徴的なわけで、これは数値目標ではないアウトカムではなくてどちらかというとアウト

プットといいますか、それ自体としてみると現実に何らかの取り組みがなされているかどうか、熱心度

割合みたいなものですね。そういうものを入れているという感じで、入れることに反対ではないですけ

れども他の評価の仕組みとは大分違うので何らかの説明が必要かなと思います。 

○三野小委員長 

 ありがとうございました。この評価の一つの特徴点でありますので、ご説明に当たってはいろいろそ

の辺も留意いただきたいと思います。何かその他ございますか。 

 無いようでしたら、時間も来ておりますので、このあたりで終了させていただきたいと思います。 

 以上をもちまして、本日予定しておりました議事を終了いたしたいと思います。 

 それでは、議事進行を事務局の方にお返しします。 

○角田事業計画課長 

 本日はお忙しい中ご議論いただきまして、誠にありがとうございました。 

 次回の企画小委員会の日程につきましては、11月下旬から12月にかけてと考えております。また日

程調整をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして第１回の企画小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございまし

た。 

――了―― 

 


