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平成17年度第２回農業農村整備部会企画小委員会議事録 

 

日時：平成17年12月６日（火）15時30分～17時30分 

場所：日本郵政公社２階共用会議室Ａ～Ｄ 

〇角田事業計画課長 

 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、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 年度第２回企画小委員会を開催します。 

 まずは、第１回の企画小委員会をご欠席された委員の皆様をご紹介します。 

 生源寺眞一委員でございます。 

 黒川和美委員でございます。 

 沖陽子委員でございます。 

 林進委員でございます。 

 なお、本日は鷲谷いづみ委員、木内正勝委員、松谷明彦委員におかれましては、所用によりご欠席

とのご連絡をいただいております。 

 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。 

〇三野小委員長 

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「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。 

〇角田事業計画課長 

それでは、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」ということでご説明させて

いただきます。 

平成 17 年３月に閣議決定された新たな食料・農業・農村基本計画に沿いまして、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ビジョンを検討いただいております。 

 前回は、人口減少下における社会構造の変化や農業集落構造の変化等に関するデータを示しまし

て、こうした変化を踏まえた農業農村整備の検討方向について、ご意見をいただいたところです。 

 今回、資料１―１から１―３まで３分冊用意しておりますが、資料１―１につきましては、前回のご意

見に対する宿題返し、あるいは農村構造の変化について追加的なデータをまとめたものです。資料１

―２は、前回のご議論を踏まえて施策の具体的な展開方向について整理したものです。資料１―３は

それらをサポートする事例をとりまとめたという構成になっております。 

 それでは、資料１―１から順次説明いたします。 

 まず、資料１―１の１ページをお開きいただきたいと思います。１ページから３ページにかけましては、

前回松谷委員、多賀谷委員から農業構造展望に関してのご質問がありまして、それに関する資料で

す。 

 １ページは、平成 27 年を見通した「農業構造の展望」を示しております。効率的・安定的な農業経営

として、家族経営として33万戸から37万戸、法人・集落営農経営として３万戸から５万戸を見通すとい

うことです。この「効率的かつ安定的な農業経営」の下の方にありますとおり、その他の販売農家いわ



ゆる小規模農家あるいは自給的農家といったところが集落営農に参加していって、望ましい経営体の

一員になるような展望を描いております。集落営農推進に力を入れていきまして、小規模農家にも担

い手への門戸を開くという考え方をとっていきたいと思っております。こうした経営体が経営耕地面積

で７割から９割を占めるという農業構造を展望していくということです。 

 それに関連しまして、次の２ページと３ページは、具体的な「農業経営の展望の概要」です。他産業

の従事者と同等の生涯所得なり年間労働時間を水準とする農業経営を展望していくということで、水

田作、畑作といった営農類型、家族経営、法人経営、集落営農経営といった経営形態、水田単作、米、

麦・大豆の輪作、畑作といった作付体系ごとに経営内容をモデルとして示しています。例えば家族経

営の水田単作は、25 ヘクタールという規模で主たる従事者の所得が 700 万円といった姿を描いてお

りますし、集落営農経営では、44 ヘクタールという規模で水稲、麦・大豆、これは集落全体が参加して

行うものですが、その中の主たる従事者としては 600 万円といった所得を描いております。こういうも

のをモデルとして、地域において望ましい経営構造をつくっていただこうという考え方です。 

 次に、４ページから６ページにかけまして「食料自給率における人口減少の考え方」を示しておりま

す。 

 ５ページをお開きいただきたいと思いますが、特に基本計画における食料自給率設定の考え方につ

いてです。平成 27年の食料自給率は 45％ということで、この推計の考え方ですが、平成 27年の人口

は、国立社会保障・人口問題研究所の中位推計の１億 2,626 万人を使用し、さらに少子高齢化の影

響による摂取カロリーの減少も織り込んでこの数値をはじいております。 

 ６ページは、食料輸入停止など不測の事態において、国内農業生産によって供給可能な熱量はど

れぐらいあるのかという試算です。現在の農地なり農業用水という基盤を使って最大限に熱量供給し

ていくということですが、米、芋といった熱量効率の高い作物への転換を前提に試算するということで、

１人１日当たり供給熱量は 1,800 から 2,000 キロカロリーという算定です。これはおおむね昭和 20 年

代のレベルに相当する試算です。 

 ７ページ以降は、前回も示しました農村構造のさまざまな変化等につきまして、さらに掘り下げてデ

ータ分析を行った結果です。 

 ７ページの「農村構造の変化」ですが、まず「農家人口」について示しております。農家人口の動向に

ついてみますと、2000 年から 2020 年にかけて約４割減少していき、800 万人にまで減ることが見込ま

れております。 

 市町村別にみたのが右の図でございまして、赤色の地域は約４割以上の減少という形になっており、

特に北海道における減少が顕著です。 

 ８ページは、農業者の「高齢化率」の状況です。2000 年の農業者の高齢化率は平均で 53％ですが、

これが2020年には65％に上昇するということで、市町村別の分布図を見ましても例外なく高齢化が進

行していく状況がおわかりいただけるかと思います。 

 ９ページは、農業集落の混住化について見たものです。2000 年の農業集落の混住化率 89％という

状況から、2020 年には 93％ということでこれも数ポイントですが上昇するという状況です。 

 10 ページは、「農業集落の平均規模予測」です。農業集落の数や規模について予測を行ったもので

す。 

 2000 年において 13 万 5,000 の集落がございますが、これが 2020 年までに２万集落減少し、11 万 

6,000 集落になることが見込まれております。 



 また、農業集落の農家戸数について見ますと農家戸数 10 戸以下の小さな規模の農業集落の割合

が増加していく傾向です。 

 これに関連しまして、11 ページは、地域類型別に農業集落の規模はどうなるのかということを見たも

のですが、非農家の増加によって都市地域で戸数が増加し、平場では現状程度、中山間地域では減

少するといった傾向です。また、農家戸数は全ての地域類型で減少するという状況です。 

 中山間地域におきましては、集落当たりの農地面積が少なく 22 ヘクタールということで、平場に比べ

半分以下ということですので、集落営農等においても集落連携が必要になってくるのではないかと見

通されるところです。 

 以上がデータのご説明でございまして、次に資料１―２に従いまして、「施策の展開方向」についてご

説明していきたいと思います。 

 まず、１ページをお開きいただきたいと思いますが、これは前回お示しいたしました施策の展開方向

の俯瞰図です。これまでのデータ分析で明らかなように、人口減少社会の到来によりまして、さまざま

な影響が出てくるということです。地方圏や農家の人口減少が進展する、あるいは過疎化・高齢化・混

住化に伴い、集落機能の低下、社会資本投資余力の減少といったことで、農業農村に非常に大きな

影響が出てくる。 

 他方、農村に対する都市住民の期待の高まりもありますので、こうした変化を踏まえて農業農村整

備の展開方向を具体的に検討していこうということで、今回５つの課題を設定しました。農業の構造改

革の加速化が１番目、農地・水といった生産資源の確保をどうするかといったことが２番目、３番目とし

て地域資源の保全と利活用、４番目として環境の保全・形成、５番目に安全・安心な地域づくりと農村

の活性化。 

こういった課題から施策の検討を進めていきたいということです。 

 まず、第１の課題として「構造改革の加速化」ですが、特に担い手や集落営農を育成する基盤整備

の推進についてです。 

 次の２ページは、担い手の育成と基盤整備の関係です。現在、主業農家のいない水田集落が５割を

占めているという状況の中で、構造展望に示すような農業経営の育成が急務になっております。 

 営農上の課題としては、「農地が分散している」とか「基盤整備ができていない」といった課題、また、

集落営農を進める上でリーダーの確保が重要であるとか農地の利用集積・集団化が必要といったニ

ーズが把握されております。 

 こういった問題を解決するに当たりまして、担い手の育成と基盤整備を一体的に進めることが効果

的でございまして、農地の大区画化、農地の集団化、特にまとまりをもった農地をつくっていく。「連担

化」といっておりますが、そういう農地の集団化などを行っていくために基盤整備を行う。そのときに地

域での話し合いがありますので、そういう話し合いを通じて、地域のリーダーや担い手をどうしていくか

といった営農ビジョンを明確化していく。そして、事業の実施を通じて担い手への農地集積あるいは集

落営農の形成といったことを図っていきたいということです。 

 ３ページは、集落営農の組織化が今、大きな課題になっております。先ほどの構造展望でも示したと

おりですが、現在水田作における集落営農は１万程度ですけれども、これを 10 年後には２万から４万

に増やしていくという目標を掲げており、集落営農の育成に当たって基盤整備は有力なツールである

と考えております。基盤整備とあわせて、集落営農の組織化・法人化への取り組みを加速させていく。

こういう観点から、ハード整備と土地利用調整活動なり利用集積促進支援等のソフト対策を一体に推



進する新たな制度を現在検討しておりまして、来年度の予算にも反映させていきたいと思っておりま

す。 

 次に「構造改革の加速化」の２点目としまして、資本力なり技術力を有する企業参入や輸出戦略の

問題です。 

 ４ページは「企業の農業参入事例」です。外食・食品産業、製薬会社、機械メーカー、建設業、さまざ

まな農外の企業が今、参入してきております。農業生産法人を設立したり、地元農家との契約栽培等

によって成果を上げてきているということで、地域の活性化にも貢献している事例が数々出てきており

ます。こういう企業参入の状況を見てみますと、その基盤となっている農地・水が確保されているところ

でそういう展開が可能だということで、基盤整備が下支えしていることがわかります。 

 ５ページは、農産物の輸出ということで「攻めの農政」の一つのシンボルになっておりますが、代表的

な事例として北海道帯広の長芋、青森のリンゴ、静岡のお茶といった事例を掲げております。いずれも

排水改良や農道の整備、畑地かんがいといった整備によって生産コストを下げて品質の向上、収量

の増大を図っている。こういったことも基盤整備の効果として出ていると思っております。 

 前回、岩崎委員から消費者ニーズや需要に即した基盤整備についてご指摘がありましたが、そうい

うことは経営判断ができるような自由度の高い営農が必要だと思っておりまして、そういう自由度の高

い営農を可能とする基盤整備、排水改良、畑地かんがいといったものが重要と思っております。 

 ２つ目の大きな課題として、農地・水の問題です。このようなストックの確保につきまして、前回も横

山委員、木内委員、榧野委員からご指摘いただいておりますけれども、これまで形成された膨大な水

利ストックをどう保全管理・更新していくかという課題です。 

 ６ページは「基幹水利施設の老朽化の進行」の状況ですが、現在基幹水利施設のストックとしては再

建設費ベースで13.5兆円、この２つの円グラフを足したものが13.5兆円ですけれども、このうち耐用年

数を経過しているものは 1.9 兆円で、14％に上っております。 

すぐにでも更新しなければならないわけですが、現実問題なかなか難しいということもありまして、その

結果水路の老朽化による漏水とか、洪水によって取水堰が流出してしまったという事例もあり、猶予で

きない課題だと認識しております。 

 ７ページは、こういった増大する農業水利ストックの維持・更新という問題につきましては更新事業が

年々増大しており、2005 年度の農業農村整備の予算全体に占める更新事業関連の割合は既に５割

に達しております。今後さらに更新の比率が高まることが予想されておりますが、ご案内のとおり現在

３％のマイナスシーリングということで公共関係の予算は縮減されております。仮にこういった状況が

続くとグラフの黄色の部分の新規の投資が困難になり、いずれはその更新事業にも支障を来すことに

なります。いずれにしても農業の持続的発展なり農村の振興の前提となる社会資本投資の確保は重

要な課題であると認識しております。 

 ８ページは、そういう状況に対応してこの更新事業をいかに効率的にやっていくかが大きな課題でし

て、農業水利ストックの適切なマネジメントをしていくことが重要です。具体的には日常的な施設の機

能診断、予防保全対策によって施設の長寿命化を図りながら耐用年数を超えた施設については、計

画的な更新を図ることが重要です。 

 機能診断につきましては、真ん中の円グラフにありますとおり、国営造成施設についてはかなり進ん

できておりますけれども、県営の造成施設、規模が若干小さいものについてはまだ十分ではないわけ

でして、今後重点的にこれらの促進を図っていきたいと思っております。 



 こうした機能診断によって長寿命化を図るということと、更新事業についても施設ごとに更新時期を

診断・決定して、例えば更新時期が同じ施設をグルーピング化して計画的に事業を実施するといった

対策をとっていきたいと思っております。 

 ９ページは、第３の課題であります資源保全の問題です。農地・農業用水は、食料の生産基盤であり

多面的機能発揮の基盤でもある「社会共通資本」という位置づけをしているところですが、特に末端部

分につきましては、集落など地域の共同活動にその管理が委ねられてきたところです。しかし、最近の

集落機能の低下の問題、あるいは今後の人口減少社会においてその保全管理がさらに困難化してい

くであろうことが見込まれているわけでして、こういった問題に対応して「地域共同」でこういう資源を保

全管理する、そこを支援するという新たな施策をしていきたいということです。 

 10 ページは、「資源保全施策の位置づけ」ですが、こうした資源保全施策は担い手の育成・確保や

担い手に対する経営安定対策と「車の両輪」をなす地域に着目した施策ということで担い手の農業経

営を安定させる一方、その基盤となる農地・水の保全管理が重要で、担い手やその他農家のみならず

地域住民など多様な主体の参画による新たな地域共同活動の仕組みをこの施策によって構築してい

こうという性格のものです。 

 11 ページは、この施策の考え方を整理したものです。人口や農家が減少して、過疎化・高齢化・混住

化が進行する農村社会において多様な主体が参画する活動組織を立ち上げていこうということですが、

その組織が行う活動としては、農地・水を保全する基礎的な活動に加えて施設の長寿命化や農村環

境の改善といった資源の質的な向上を図る効果の高い取り組みを行っていこうということです。その場

合に、国・地方公共団体の役割分担のもと支援を行っていこうという考え方でして、平成19年度からこ

の施策を導入するということで来年度、全国 600 地区でモデル的な支援を実施するという考えを今、

進めているところで予算を要求しております。 

 12 ページは、農村地域の有機性資源の利活用の問題です。これによって循環型の社会を構築して

いこうということです。 

 ここに岩手県雫石町の事例を掲げておりますが、家畜排せつ物や食品廃棄物といったバイオマス資

源をバイオガスプラントで処理して発電を行う、それと共に堆肥・液肥を農地に還元するということで、

この地域全体の資源の循環を図っていこうというイメージです。 

これは現に今進めている事業でして、バイオマスタウン構想のもとにこのようなイメージの事業を進め

ていこうということで、平成 22 年に 500 市町村を目標に進めております。 

 13 ページは、農業用水の有する循環機能に着目した取り組みです。農業用水には、地域用水として

の機能や生態系が生息する場という機能、さらにはエネルギー資源としての機能などさまざまあるわ

けですが、こうした機能の増進を図ることによって水の視点において循環型の農村社会をつくっていこ

うという考えです。 

 次に４つ目の大きな課題として、景観や環境保全への取り組みです。 

14 ページですが、今年の５月から景観法が施行されたことも踏まえて良好な農村景観の形成に向け

た取り組みを促進していく必要があります。水田を基調とする農村景観は日本人の原風景でもありま

すし、こういった農村の二次的な自然が多様な生態系を育んでおります。 

つまりは、持続的な農業と農村の活力の維持がこうした景観なり生態系を守っていく基本となります。

今後景観保全という観点からするとどういう景観が美しいのか、景観をよくするためにはどういう対策

を講じればいいのかといった点を地域で合意形成できるように、まずは景観保全の概念なり考え方の



整理を行って、それを支援していくようなハード・ソフト両面の支援策を講じていきたいと考えておりま

す。 

 15ページは、生物多様性の確保の問題です。生態系の保全についてはこれまでも取り組んできてお

りますが、特に生物の生息環境、つまり生物が生まれ育ち大きくなる過程で移動するというネットワー

クがあるわけでして、この生物のネットワークに着目した配慮が必要である。つまり水田と排水路の落

差の解消や水のよどみ、隠れ家の確保といった取り組みを行っていく。そして、環境負荷の少ない農

法と一体となって多様な生物が生息する環境を創り出していく。そういったところで生産される農産物

は、国民・消費者のニーズにも応えているという考え方です。 

 16 ページからは、最後５つ目の課題として今後人口減少下の地域の活性化をどう進めていくかとい

う視点です。前回も宮城委員、桑子委員から、定年帰農の問題、あるいは人材育成の必要性につい

てご意見をいただいているところです。 

 農村振興として４つ挙げておりますが、１つは先ほどの資源保全施策を導入して地域における新た

な活動組織をつくっていくという点。２つ目は産地形成、付加価値の高い農産物の生産によって農業を

核とした地域の活性化を図っていくという視点。３つ目は定年帰農や団塊世代の農村志向などに対応

して、都市・農村交流の促進を図っていくという視点です。４つ目は地域の安全性の確保や快適な生

活環境の確保という視点です。 

 17 ページは、資源保全です。先ほどご説明したことの繰り返しになりますが、新たな活動組織をつく

って農地・水・環境の保全に取り組んでいく。そして農村の振興を図っていくということです。農業者の

みならず地域の実情に応じて、都市住民、ＮＰＯが参画するような活動も視野に置いていきたいと思っ

ておりますし、施策の導入・普及・定着に当たっては、人材育成を含む啓発活動が極めて重要と認識

しております。 

 18 ページは「農業を核とした地域の活性化」です。主業農家率の高い地域ほど農地面積の減少も低

く、人口の減少も低いという傾向があるわけですが、地域存続の要素として就業の場が確保される、

豊かな自然環境がある、生活環境が整っているといった要素がデータとして挙げられております。持

続的な農業の発展が地域活性化の基本であるということで必要に応じて効率的な農業実現のための

基盤整備を行っていく。そうしますと、農業を核として川上・川下の関連産業による雇用の創出、さらに

は農業と自然環境を活用した都市と農村の交流といった取り組みが進展していくというイメージです。 

 19 ページは、都市・農村交流の視点です。団塊の世代の退職、2007 年問題を契機にしまして、都市

から農村への回帰が予測されております。新たな農村居住者、農業への新規参入者の受け入れ・確

保といったことを意識した情報発信なり交流施策、市民農園整備などの対策が考えられます。また、

基盤整備におきましてもデュアルライフやクラインガルテンといった需要に対応した用地の整備、村づ

くり対策などを推進していきたいと考えております。 

 20 ページは、「市町村の広域化に対応したネットワークの強化」の視点です。市町村合併による地域

格差の拡大、行政サービス低下の懸念、農家点在地の増加、限界的農業集落の消滅など集落機能

の低下が懸念されております。国土の保全や災害時の対応も含めて道路や情報基盤によるネットワ

ーク化、集落連携、利用度の低下した農地について都市との交流での活用、下の写真にありますよう

な水田放牧、ビオトープなどの活用といったことが考えられると思っております。 

 最後に 21ページは、地域の防災・減災対策の強化の視点です。近年想定を上回る洪水や大地震が

発生しております。水田の畦畔の強化によりまして農地の洪水貯留機能を高めていく、防災機能を増



進し、ため池の災害予防と地域の防災対策の一体的整備を図っていくといった新しい地域の防災対

策という視点での制度を検討していきたいと考えております。 

 以上、人口減少社会に対応した農業農村整備としての課題と施策の具体的な方向について説明さ

せていただきました。資料１―３で、こうした施策をサポートする事例をご紹介したいと思います。 

 資料１―３の１ページは、集落営農の「組織化・法人化を加速化する基盤整備」ということで、広島県

の事例です。50 ヘクタールのほ場整備をきっかけに集落営農型の農業生産法人を設立して集落全員

が参画して効率的な農業を行い、かつ味噌、豆腐といった農産物加工にも取り組んでいる事例です。 

 次の２ページは、この集落営農の体制を示しておりますが、理事会は８名で構成しておりまして、そ

れぞれ総務、経理、機械、栽培加工といったところを担当しております。さらにオペレーターを６名確保

し、それぞれ役割分担している。準組合員つまり小規模農家の方は、地域の振興活動に農産物加工

販売等で参画する、このような姿を描いております。 

 13ページは「生物多様性を保全する農業農村整備」についてです。ほ場整備における環境配慮の事

例ですが、用水路はパイプライン化して農業の効率的な推進を実施しており、排水路部分については

生態系の配慮を行うということです。排水路はふだん水があるわけですので、そういったところで生物

が移動できるようなネットワークを考慮した環境配慮対策を行っている事例です。 

 14ページは「農業を核とした地域の活性化」の事例です。ほ場整備を契機として、「一集落一農場」を

実現する、余剰労働力を活用して農産物の直売、加工食品開発を行うということで、ブルーベリーの

体験農園や農産物の直売などによって活性化している岩手県遠野市の事例です。 

 17ページは「都市住民等の参画による地域の活性化」の事例です。これも中山間総合整備事業によ

って基盤整備したわけですが、その際村の外からの新規就農者を受け入れておりまして、新規就農者

はトマトの生産を担うということでトマトの生産量も相当上がってきております。また、村も新しい人材

が入って活性化したという事例です。 

 20 ページは、都市住民の参画ということですが、特に桑子委員からもご指摘がありました人材育成

の問題です。現在さまざまな分野で人材育成に取り組んでおりますが、例えば水利施設の保全管理

に地域住民や非農家の方に参画していただく。そのための枠組みづくりの支援もございます。また、環

境保全の取り組みはまさに地域住民、非農家の方が中心になって入っていただける分野でして、例え

ば「田んぼの学校」の取り組みも継続して行っておりますし、環境配慮のための環境相談員制度も設

けていろいろなアドバイスやご相談に乗るような体制づくりに努めております。 

 今後の地域振興の大きな柱である資源保全の問題につきましては、これは平成 19 年度からの施策

導入ですが、活動組織を地域でつくっていく上でリーダーの育成及び施策の取り組みを推進していくた

めの人材の育成が非常に重要ですので、既に各地域において研修活動も始めたところです。 

 最後に 22 ページですけれども、「ネットワークの強化」という視点で中山間総合整備事業による情報

基盤の整備です。基盤整備とあわせて情報センターをつくって、いろいろな農産物の情報、消費者と

農家を結ぶ情報基盤を整備したということで地域の活性化なり農産物の販売促進にもつながっている

という事例です。 

〇三野小委員長 

ありがとうございました。 

 それでは、ただ今事務局から説明いただきました内容につきまして、どなたからでも結構ですので、

ご自由に発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。 



〇林専門委員 

実際に土地改良区の運営に携わっている者として、地域の声を代弁させていただきたいと思います。 

 農業経営の強化策が打ち出されまして、福井県でも法人化が急速な勢いで進んでいるわけでありま

す。今の土地改良事業は耕作者主体で成り立っているわけですが、法人化がどんどん進みますと地

域の耕作者はどんどん減っていくということで、土地改良区の運営基盤が大変弱体化するという声が

出てきております。さらに加えて市町村合併がどんどん進んでいる中で、地域の水資源を保全管理し

ている土地改良区の役割は大変重要でありますけれども、それが大変弱体化しているという実態があ

るわけです。 

 そういうことから、事例の中で出ていますように岩手県では土地改良区が活動の分野をいろいろ広

げながら、余剰労働力を生かした新しい経営形態がどんどん進んで先進地が出ておるわけです。都

会に割と近いところは、都市との交流ということでＮＰＯも盛んにやられているわけですけれども、北陸

などですと交流はなかなか難しいところがあるのではないかと思います。 

 生産法人化がどんどん進むことによって土地改良区が弱体化する。そういうことについて何か方策、

アイディアがないかご紹介願いたいと思います。 

〇三野小委員長 

ただ今のご質問については、別途研究会でやっておりますが、もし簡単にご紹介いただけるものがあ

ればお願いいたします。 

〇角田事業計画課長 

土地改良区の管理の問題と思いますけれども、基幹水利施設の管理の問題につきましては、例えば

管理体制整備型の事業によりまして、土地改良区が施設の保全管理をすることによって多面的機能

を発揮するというところに着目して、過去５年間その体制整備のための支援を行うといった仕組みをや

っておりまして、これは２期目の対策に入っております。 

また、特に末端の部分については、土地改良区から委託されるような形で地域が末端の水路などを

保全管理しているという部分もあります。そこに対しては資源保全施策を構築・導入し、活動組織をつ

くっていこうとしておりますので、土地改良区の活動にも大いにプラスになっていくと考えております。 

〇生源寺委員 

これは、必ずしもこの委員会ではないのですけれども、これまでにも申し上げてきた点で今の林委員

のご指摘とも多少絡むと思いますので、一言申し上げたいと思うのです。 

 現在の賃貸借は、法人が借りる場合も含めて定期の貸借ということで、もともと農地法の想定してい

る貸借とは違う形で短期で更新していくような形になっているわけですね。 

その場合、土地改良区との関係でいえばあるいは土地改良事業との関係でいえば、３条資格者の問

題がありますし、末端の維持管理作業は誰がやるかという問題で昔からある問題なのですけれども、

少し整理しておく必要がある時期に来ているのかなという気がいたします。と申しますのは、今の運用

としては、そういう形の賃貸借の場合には所有者が３条資格者になっている場合が多いと思います。

私は、基本的にはこれでいいのかなと一応思っております。ただ、今の農地の所有者は、かつては農

作業の経験のある方で貸したというケースが多いといった状況だったと思うのですけれども、これから

は農地の所有者からその息子さんなり娘さんなりが農地の所有者として相続を受けるという形で全く

農作業の経験のない方とか、あるいは全国農業会議所の調査で１割ぐらいといわれている不在村の



土地所有者の問題をどうするかとか、そろそろきちんと整理しておく必要のある問題が大分増えてい

るように思います。法律としてどう構成するかという問題ももちろん非常に大事でありますけれども、同

時に現場でどういう形で実際に処理といいますか対処してきているかということについても情報をきち

んと集めて整理して、現実的にあるいは長期的に安定した制度の枠組みをそろそろ考えていいのかな

と。これまで運用でやってきているのですけれども、農地制度の見直しも相当程度進んできております

ので、このあたりで土地改良の方からその制度的な枠組みを検討すべきではないかと思います。 

〇川村農村振興局長 

林委員と生源寺委員からご指摘のあった件は非常に重要な問題でありまして、土地改良法の世界で

は原則耕作権を有している人が事業資格者、参加資格者になっているのですが、一方実態としては、

生源寺先生がおっしゃったような運用がなされておりまして、法律の建前とその運用が地域によってか

なり違っているという実態があります。その問題意識は我々も当然ございまして、別途土地改良法の

改正を視野に入れて検討しておりまして、そこの論点が今ご指摘のあったことです。 

 また、それと並んで先ほど林委員がおっしゃったように、実態の管理の弱体化の面は先ほど資料で

も説明しました資源保全の施策と基幹的な水利施設の助成制度が一貫した形でやらなければいけな

いということで、これは予算面あるいは運動論としての取り組みも必要だろうと思っております。 

〇三野小委員長 

局長からご報告がありましたように、もしできましたら差し支えない範囲で、次回にでも全体的な体系

だけでもご報告いただけるとわかりやすくなると思います。事務局、その辺またよろしくお願いいたしま

す。 

 これに関しましても結構ですが、その他ございませんでしょうか。 

〇桑子専門委員 

関連のことですけれども、資料１―２の９ページに農地・農業用水等の資源は「社会共通資本」という

言葉が出ております。ただ今の農地を大規模化して法人化するとそれに伴って管理上の問題がいろ

いろ生じるということで考えますと、ハードな整備をしたためにいろいろなことが起きてくる。それを補完

するものとしてソフトな人材づくり、組織づくり、ＮＰＯ等の活用。これは両方とも非常に深く関連してい

ると思うのですね。そのときに、「社会共通資本」という概念の中にハードな部分だけ含めるのか、それ

ともそういうソフトなものもきちんと含めて総体として考えていくのかというところは非常に大事なところ

ではないか。特に今日の後の課題であります事業評価の手法でハード的な部分の評価は割合わかり

やすいのですけれども、人材育成や組織の育成の評価をどのようにするかというのはとても難しい問

題だと思いますので、その辺の概念的な整理が必要なのではないかなと思います。 

〇三野小委員長 

事務局で簡単にご回答があれば、お答えいただければと思います。 

〇角田事業計画課長 

「社会共通資本」ですが、９ページのところにありますとおり農地・農業用水は、まさにハードとしての生

産基盤ですので、生産資源としての役割が１つ。また、農地・水があることによって先ほどの二次的な

自然や生態系がそこで育まれる、あるいは洪水を防止するとか地下水を涵養する。そういう多面的な



機能がありまして、これはまさに環境資源としての機能があるということです。土地改良区あるいは集

落の共同活動といった地域社会のルールがそれを支え作っております。この３つの要素があって農

地・農業用水が存在し、これを「社会共通資本」という位置づけをしております。 

〇三野小委員長 

そういう意味ではソフトも一体として考えておられるということですが、その辺につきましても整理いた

だいた段階でご報告いただければと思います。 

 その他、何かございますでしょうか。 

今のご報告の中身ではないのですけれども、人口減少は何も農業農村だけではないですね。今、国

土全体の中で大きな動きがある。例えば都市政策の中では、コンパクトシティーといった形での新たな

都市の収縮という方向がある。その辺の全体的調整・調和はこの辺でどう考えたらいいのでしょうかね。

国土管理全体の中で農業農村としての位置づけと、他の政策との連携みたいなものもこれから必要

になってくるのではないかと思うのです。 

それは非常に答えにくい話かもしれませんが、そういう視点もあるのではないかという点でご指摘させ

ていただきます。 

〇横山専門委員 

松谷委員がいらっしゃれば、恐らくおっしゃるのではないかと思うのですけれども、人口減少下の対応

としてどちらかというとネガティブというのでしょうか、悲観論的な施策対応が描かれているのですが、

人口減少によってそういう構造が変化している。それに伴ってプラスに転ずるような施策対応は何か

お考えなのかどうかということをちょっとお伺いしたいと思うのです。 

〇角田事業計画課長 

資料１―２の１ページに施策全体の俯瞰図を示しておりまして、この中で確かに人口減少なり集落機

能が弱くなるとか、社会資本投資余力が小さくなるとか、農業農村への重大な影響と申し上げました

が、他方都市においても高齢化が進み人口も減っていくという状況の中で、今、都市住民の農村への

期待は非常に高まってきているという分析もしております。そういった都市の期待を農村として受けと

めてそれを農村の振興・活性化にどうつなげていくのかというところが、新たな社会構造の中でプラス

にとらえて考えていくべき部分ではないかと感じております。農村振興施策についても、そのような視

点で体系をまとめていければと考えております。 

〇横山専門委員 

人口が減ることのメリットは、コンゼッション（過剰・過密）といったことでいうと人口を政策的に減らす必

要はないという利点が１つあるのではないか。そのことは合意形成のときに 100 人の合意を得ること

と 50 人の合意を得ることの違いも出てくるのではないか。 

だから、こういう構造変化に対応したときに例えば先ほど不在村の農地所有者の話がありましたけれ

ども、こういう事態の中でどういう対応が必要なのかというと、本来ならば人口が減っていけば集約化

がしやすいはずなのですね。その辺のところで、証券化とか何らかの形で経営規模の拡大に結びつく

ような方向性の対応が考えられているのかどうかということについて私はちょっと心配しています。どち

らかというと人口減少がネガティブな部分のことでとらまえられ過ぎているのですが、人口減少のもと

でしかできないような施策対応もどこかで準備しておく必要があるのではないかということです。 



〇三野小委員長 

ご指摘ということで、検討の中でまた受けとめていただければと思います。 

〇榧野専門委員 

２つありまして、１つは今議論が出ているように農村人口が減るということで、これは本当に悪いことば

かりではないなというところもあると私は思うのですね。単純計算でいえば、１人当たりの経営面積が

増える可能性があるといったこともある。今回農林水産省は、担い手対策というのでしょうか、直接支

払い制度の導入に向けていろいろな施策を打っているわけですから、そういうことを積極的にやってい

けば生産性が上がる方向に行くと思います。この資料を見ていると何か暗いという感じがするので、も

う少しポジティブな部分の記述を増やしてもらった方がいいのかなというのが１つですね。 

 これは人口減に絡んでなのですけれども、読んでいて新規参入をどう考えるかとか、その辺をもっと

積極的に進めましょうという感じをもう少し出してもよかったのかなという感じがしました。どれだけ本当

かどうか確認する術もないのですが、これから団塊の世代が定年退職して定年帰農したいというムー

ドが多少あったり、職業のない若者、ニートを地方に出して農業体験をしてもらって、場合によってはそ

こで新しい職を得ることもあるという流れが少しずつできているので、それをもう少しエンカレッジすると

いうのでしょうか、農業農村整備と直接は絡まないのでしょうけれども側面的にそういうことがあるので

すよというのがあると、一般の人は、ああ、時流をとらえた提言ではあるかなという感じを受けるので

はないかなと思うので、その辺はちょっと考えていただくといいと思いました。 

〇三野小委員長 

これは今までの政策の延長が非常に濃く影響していますが、そういう点ももう少し考えてはどうかとい

うご指摘でございます。またよろしく整理をお願いします。 

〇沖専門委員 

資料１―２の17ページが関係してくると思うのですけれども、環境問題に取り組んでいる立場上、国土

交通省がされる事業と農林水産省がされる事業が比較されてしまうことが多々ございまして、これは

農林水産省の事業が受益者というものが結構前に出てくるような形で今まで進められてきたことがか

なり関係しているのではないかと私自身は思っています。 

 17 ページのところで「新たな活動組織づくり」ということを提案されておられますが、特に３番目の「都

市・農村交流型」のところは、これから混住化が進むと主体は誰なのか不明瞭なまま動くことが多いの

ではないかと思います。しかも、資源・環境保全の取り組みになりますと、この一番下の場面で展開せ

ざるを得ないということになるのではないかなという気がいたしておりまして、この辺のところをもう少し

アピールなさるような書き方をされてもいいのではないかなと思います。これが一点です。 

 もう一点ですが、この中に「学校・ＰＴＡ」がございますね。我々も環境教育をやっていますし、農林水

産省もいろいろやっておられると思います。小さい時からいろいろ経験させることは非常に大事なこと

でこれはいいことだと思うのですが、これプラス高等教育の場、例えば農学部などの学生たちを上手く

取り込んで人材育成に取り組むようなことを考えていってはどうかなと。今、農学部はフィールドワーク

をあまりせずに来ている者が結構おります。今、フィールドワークをさせよう、実践教育をさせようという

方向にあるので、こういうところと上手くドッキングさせるのも面白いのではないかなと感じたのですが、

いかがなものでしょうか。 



〇三野小委員長 

ありがとうございました。これもご指摘として受け止めていただければと思います。 

何かございましたらお願いします。 

〇角田事業計画課長 

 17 ページの組織づくりですが、ご指摘のようにＮＰＯや都市住民も入ってという事例は全国に幾つか

ありますし、そういう形は一つの理想型と思っております。ただ、純農村地帯に都市住民が入ってきて

というのはすぐにはできないところも多いわけでして、スタートは農業者と地域住民でやっていただくと

ころからだんだん発展していく。そのようなイメージではないかととらえております。 

 また、環境活動におきましてご指摘のとおり高等教育を受けた方々に入っていただくことも当然あり

得ると思いますので、参考にさせていただきながら取り組んでいきたいと思います。 

〇桑子専門委員 

今のご意見に全く賛成で私も長野県の農村振興、地域づくりのお手伝いをしましたし、ため池の景観

整備のお手伝いもしています。大学の農学部だけではなくて、社会学系とかいろいろな研究室で実際

に地域に入り込んで、学生さんと一緒にやっているところはかなりありますね。ですから、このマルの

中に「大学・大学研究室」を入れられるような状況に十分なっているのではないかと思います。 

〇三野小委員長 

とりまとめに当たっては、今のご意見を参考にしていただければと思います。 

〇黒川臨時委員 

資料の構成の考え方として特に資料１―２を見ると、ちょっと弱気だという感じなのですけれども、タイ

トルは攻めの農業への転換を支援するということになっていて、気持ちはわかるのですね。いろいろな

微妙な問題があって農村地域の担い手をどうやって育成するかということと、そこに集積していくプロ

セスは今猛烈に稼働中で、ある程度のところまでは集積したけれども、そこから先、なかなか大変な状

態にあるというのは皆が認識しているところだと思うのですね。 

 法人経営も淡々と書かれているのですけれども、商業とか他の分野も家業型で来たものはみんな厳

しい環境になっていて、それなりに所得を得ようとするとそういう形だけでは済まない。さっき横山先生

が言われたように農地の証券化や、ある種所有と経営の分離を考えるような大きいシステム、組織で

営農の技術などを上手につなげていくようなことをしないと技術やノウハウなど地域に蓄積したものが

徐々に失われていってしまう。 

 今、生産法人もたくさんできてきていますし、新しいタイプで株式会社も参入してきているのですけれ

ども、株式会社に関していうと農地を集積させるときリース方式とか、所有権を持つことはなかなか難

しくて、今、その微妙なところで思い切って踏ん切れない状態なのですね。それは、いずれにせよどこ

かのところで何らかの大きな形の変化が起こってくると思っていますけれども、今の状態のところで将

来のことを展望してどの辺のところまでぎりぎり思い切った構造改革を考えるかというと、今日の資料

に書かれている範囲が精いっぱいのところかなという感じもしますが、もう時間の問題ですし農村地域

が従来の形で世界の農業とまともに対抗しようと思ったら、今の形でこれまでの地域のコミュニティー

をベースにしながら対応してきたことがそう簡単には済まなくなってきて、農家ではなくて本格的に効

率的な生産をしなければいけない農業の時代ということを考えようとすると、誰が考えても今の状態で



はなかなか耐えられない環境になっている。つまり、農業生産をすることと農村地域の環境を維持した

り、水利施設を維持したりすることは別の問題だと思うのです。 

 農業は一人前に自立する産業ではないという感覚で対応していることに関して、私自身は少し違和

感があって、農業だって本当にその気になったら世界の中で伍していける技術も持っているし、品種も

持っているし、たくさんのソフト等今までの蓄積を歴史的に持ってきているのに、それを本格的に生産

に生かすようなところに行く途端、従来の組織の中でやっているために競争力を持たないと私は認識

していて、そのこととコミュニティー論であわせていって、そういうことには行ってはいけないというロジ

ックになっているのだけれども、農業ということだけを考えたらそういう時代ではないかもしれないとい

う意識も持っている。 

 何を言いたいかというと、今までそれぞれの地域の中で培ってきた技術や水管理といったさまざまな

もので本格的に組織的に対応できるような体制をどこかで考えなければいけなくなっていると思うとい

うことで、今、本格的にそういうことを議論するのはものすごく難しい時期だと思いますけれども、世界

中でＦＴＡなどが当たり前になって議論されるような状態のときに、農業だけ特別な分野だということで

障壁を作ったまま待ってくださいというロジックはすごく厳しくなってきているのは、この資料の書き方

の順番からすると認識されていると思いますが、その後ろにそういう状況があるという認識は持ってい

ただきたいという感じがします。 

〇三野小委員長 

ありがとうございます。大変重要なご指摘かと思います。その辺はまたいろいろ検討いただきたいと思

います。 

〇宮城臨時委員 

私もちょっとまとまらなくて、上手く申し上げられないかもしれないのですが、資料１―２で挙げられてい

る施策をそれぞれ見ていくと、それぞれごとには非常によくわかるのですけれども、それらが全て実現

されていく地域のイメージが上手くつかめないというところがあるのですね。というのはどういうことかと

いうと、今、黒川委員がおっしゃったことと同じかもしれないのですが、環境を守ったり資源を守ったり

基盤的な水や土地を守ろうとするところは、生産の意味では効率を少し下げなければならない。また、

それを担うのも農業者だけではなくて地域の農業にかかわらない他の居住者、先ほど土地だけ持って

いる方たちもあるというお話がありましたけれども、土地を持たない非農家の方たちもいっぱい一緒に

住んでいるわけですね。そういう方たちに広げなければならないということを考えていくと、空間的には

この部分は農業生産を効率的にやるけれども、この部分は農業生産の効率を少し落としても環境を

守るといったゾーニングが必要になってくるのでしょうし、組織に関しても農業者が中心としてやってい

かなければならない部分と、農業者以外の方を巻き込んで基盤を守っていかなければいけない部分と

の仕分けが要るだろうと思うのですね。その仕分けのバランスといいますか地域の中でのゾーニング

というか、どのサイズで行われれば上手くいくのか、私自身まだ見通しも結論も何もないのですが、見

通しが１つでも見えてくるといいなという気がしているのですね。今日の資料を拝見していても、もしこ

のサイズでなければできないといったことではないのだったら、地域ごとにいろいろなモザイク状になっ

て、それでよしとするのかどうかというあたりの整理がつかないまま今日の資料を拝見していても、意

見と言えなくて申し訳ないのですけれども、その辺１つでも光明が欲しいという感じがするので、他の

委員の先生からご指摘いただければいいなと思います。 



〇三野小委員長 

どうもありがとうございました。その辺も検討いただければと思います。 

〇多賀谷専門委員  

黒川先生がああいうことをおっしゃったので、立場上というわけではなくて、法律家として言いたいとこ

ろなのですけれども、土地改良区に非農家を準組合員として入れるとか入れないとか、昔から農林水

産省の方と議論した経験があります。土地改良区は、基本的に広い意味では公法上の組合という面

をもっております。それと、集落営農で農業生産法人という形で生産を行うという話はまたちょっと違う

話なのですね。要するに土地改良区の場合には、土地の所有者としての農民が同時に農業を行うと

いうハード・ソフトの一義的な仕組みになっているわけです。それに対して、農業生産法人や株式会社

はソフト的な形で農業の中に入ってくる。そこのねじれはどうなのかといった議論を次回紹介していた

だくということですけれども興味をもっています。黒川先生がおっしゃることはよくわかりますが、この話

は基本的には地域社会をどうするかという話とかなり結びついているところがあるので、そう簡単では

ありません。しかし、避けて通れない議論であるだろうということだけは申し上げておきます。 

〇三野小委員長 

これから整理していくこととして、ご意見として伺っていただければと思います。 

 次の課題が控えておりますので、佳境に達したところで時間的な問題もございますのでこの話はここ

で打ち切らせていただきたいと思いますが、これは今回で終わる議論ではありませんので事務局で今

日のご意見をとりまとめていただきながら整理いただきたいと思います。 

 それでは、続けまして「農業農村整備事業の事業評価手法の改善」について、事務局より説明いた

だきたいと思います。 

〇角田事業計画課長 

それでは、資料２に基づきまして「費用対効果分析手法の改善について」ご説明させていただきます。

このテーマについては、昨年度からご議論いただいておりますが、前回この話はしておりませんので

昨年からの経緯も含めて資料説明をしてまいりたいと思っております。 

 １ページをお開きください。まず、現行の土地改良事業の費用対効果分析の考え方です。 

昭和24年の土地改良法の制定以来、「事業のすべての効用がすべての費用を償うこと」という土地改

良法施行令の規定がありまして、これに基づいて費用対効果分析を実施しております。Ｂ／Ｃで 1.0

を上回ることを確認するという観点、そして他の公共事業に先駆けて実施してきたという実績がありま

す。 

 効果項目としては、農業の生産性向上効果を算定することをベースに置いておりますが、平成３年

から平成６年にかけて事業の多様な機能を評価していこうという観点から、農村の定住条件の整備や

農村環境保全に係る効果についても算定対象項目として追加してきた経緯があります。 

 ２ページは、このような形で行われておりますが現行の効果算定方式について課題がいろいろ生じ

てきております。 

 まずは、平成 14 年に政策評価法が施行されまして、それへの対応が必要となってきたということで

す。全ての公共事業で費用対効果分析など客観的な手法によって政策効果の把握が求められること

になってきておりまして、公共事業に関して事業ごとに異なる効果の算定手法を統一化すべきである

とか、公共事業の比較をＢ／Ｃの数値で行って投資の重点化を図るべきだという議論も出てきている



状況です。そもそも、施策の目的なり対象が違う事業をＢ／Ｃの数値だけで単純に比較するのはかな

り乱暴な議論だと思うわけですけれども、そのような意見がある以上、土地改良事業の政策効果を適

切に評価していくという観点からもこれまでのようにＢ／Ｃで 1.0 を上回ることを確認することにとどま

らず、政策効果を幅広く把握することが必要になってきていると考えております。 

 もう一つは、事業内容がかなり変わってきているということで、以前の新規整備から更新事業に大き

くシフトしてきております。更新効果を把握する必要性が従来に増して高まってきていることと、土地改

良法を改正いたしまして「環境との調和への配慮」が義務づけになっておりますし、事業の有する外部

経済的な効果について、これまでよりもより適切に評価する必要性も高まってきていると認識しており

ます。 

 ３ページは、こうした観点から費用対効果分析の手法を改善していこうということで、平成 16 年度か

ら 17 年度にかけまして実施しようとしております。基本法の４つの理念に則して政策効果の可能な限

りの把握を行うということと、最近取り組んでいる事後評価の結果を事前評価にも反映していくという

視点でやっていきたいと思っております。 

 昨年度、平成 16年度は主に効果体系の見直しを行ったところですが、今年度は３つございまして、１

つは現行の効果項目について算定手法を改善していくということ。それから新たな効果項目を検討す

る。そして、更新事業が主体となっていることに対応して効果の算定方式の変更も検討していきたいと

いう視点です。 

 ４ページは、昨年は基本法の４つの理念に則した新たな効果体系を整理していくということで、効果

項目の見直しと追加を検討しました。大分類が基本法の４つの理念でして、そこから派生する政策上

の課題や効果の種類などを中分類で整理して具体の効果については小分類で整理したものです。小

分類の中で黄色に塗られている部分は、これまでの効果算定項目にはない新たに検討していきたい

という項目、緑の部分は現行でも効果項目として対象となっておりますが、より適切に評価するため算

定手法を見直していきたいという項目です。黄色の項目の中には、すぐにＢ／Ｃの算定に入れること

が難しいものもあると思いますけれども、そういったものは参考値として示していくという対応になるの

ではないかと考えております。 

 ５ページは、ここから「効果の見直しの視点」について整理していきたいと思います。 

 まず、今回の検討の視点は大きく４つございます。１つは更新事業が主体となっていることに対応し

た評価算定手法の見直し、２つ目は外部経済効果を適切に評価するための算定手法の高度化、３つ

目は政策評価に対応してこれまで評価されていなかった効果項目を追加していく。４つ目は同じく効果

項目の追加ですけれども、直ちにＢ／Ｃとして入れることが難しいものは参考値として示していく。こう

いう４つのカテゴリーです。 

 見直しに当たりましては、効果の項目が重複計上されないようにすることと、事後評価の反映に留意

しながらそれぞれケーススタディーを行ってチェックしながら評価手法の高度化・適正化を図っていき

たいと考えております。 

 まず、[1]番目の「更新事業が主体となっていることに対応した評価算定手法の見直し」です。更新効

果の算定ですけれども、現行では旧施設と同等の施設を有する施設を新たに再建設するための最も

経済的な事業費を更新効果と置いておりまして、かなり簡便的な代替手法をとっております。ただ、今、

更新事業のウエートが非常に高くなる中でこういう簡便的な手法ではなく、もう少し更新効果の内容を

適切に評価する手法に見直していきたいということです。 



 また、この下の段に「費用対効果分析方式の検討」と書いておりますが、算定方式そのものを見直し

ていきたいと思っております。現行方式は、妥当投資額と事業費の比率でＢ／Ｃを算定する方式です

が、これは事業実施期間中の効果発現をみておりません。これまで新規事業が中心でしたので、効果

発現は事業完了後という前提でよかったわけですが、更新事業が中心になりますと事業実施期間中

から効果が継続するわけでして、そういう実態に合わせて総費用総便益比方式という形のものへの移

行を検討していきたいと思っております。ただ、これはケーススタディーで確認することが必要ですので、

説明は次回にさせていただきたいと思っております。 

 ６ページは、農村環境あるいは定住条件整備といった外部経済効果に関する効果算定手法の高度

化を図る項目です。５つほど項目を列記しておりますが、今回は災害等防止効果、水辺環境整備効果、

保健休養機能向上効果の３つについてこの後説明していきたいと思っております。維持管理費節減効

果なり安全性向上効果については、次回の説明に回していきたいと思います。 

 水辺環境整備効果について簡便にいいますと、それ以外の効果算定の考え方もそうなのですが、そ

ういった外部経済効果を発現させるための追加投資額そのものを効果としてみなす。これも簡便的な

代替法になっておりまして、これではかなり過小に評価されている傾向があります。従って、ＣＶＭとい

う仮想市場法という手法も使いながら見直しを行っていこうというのが基本的な考え方です。 

 ７ページは、[3]番目のポイントで「政策評価の観点から事業効果を幅広く算定するために新たに追

加する項目」です。これまで算定対象となっていなかったわけですが、新たに追加していく項目というこ

とで、例えば、ほ場整備により耕作放棄が抑制されるという耕作放棄の防止効果や、スプリンクラーに

よって防除・農薬散布が自動的にできる。それによって農業の労働環境が改善されるといった効果、

また、ほ場整備によって計画的な土地利用が実現して生活利便性が向上するといった効果をこれま

では、みていなかったのですが、検討できないかということ。そして、農業構造の改善が図られる効果、

経営体が育成されるとか土地利用が集積して農業構造が大きく変わっていくような効果についても何

らかの評価、貨幣化が考えられないか。ここは次回ですが、そういう視点でも検討を進めていきたいと

思っております。 

 最後に[4]番目ですが、政策評価の観点からＢ／Ｃに入れないものの参考値として示す効果というこ

とで、「食料の合理的価格形成効果」は昨年、ほ場整備の政策評価、総合評価をご議論いただきまし

た中で、生産コストの低減が消費者利益に還元される効果、消費者余剰の増大といったものについて

個々の地区での算定は難しいわけですけれども、ほ場整備事業全体のマクロの評価といった観点で

これも参考値として示せないかとか、この事業による地域経済への波及効果といったことについて、参

考値として示せないだろうかと考えております。 

 次のページからは途中経過ですが、現在の「効果項目に関する検討」の状況についてご説明してい

きたいと思います。 

 まず、８ページですが更新効果の見直しです。先ほど申し上げましたように、老朽化した施設を更新

することによって農業生産が維持されるという効果を更新効果と定義しております。その算定法として

は、旧施設の再建設事業費をもって更新コストとするという簡便法ですけれども、今後はもし更新事業

がなかったら低減する便益を想定しまして、更新事業を行った場合に維持される便益との差で更新効

果を算定するという考え方をとっていきたいと思っております。 

 次の９ページは、現行の簡便法でどういう問題があるかということですが、現行の考え方は更新事業

費はイコール更新効果であると置いておりますので、費用対便益を行った場合、真ん中の図のＢ２とＣ

２はニアリィイコールですので、Ｂ／Ｃが 1.0 を超えることはなかなか難しいという実態があります。 



 一方、新たな算定手法では、その「事業ありせば」の便益を更新事業地区の営農計画や維持管理計

画等に基づいて積み上げ算定していく。「事業なかりせば」の場合については、既設の施設の機能が

喪失して失われる便益を想定して積み上げる。それらの差を更新効果とする。積み上げ方式になるわ

けでして、次の 10 ページに具体の積み上げの考え方も少し示しておりますが、こういう積み上げでど

のように算定できるのかというケーススタディーを個別の地区において今、進めておりますので、次回

その状況についてご説明していきたいと思っております。 

 11 ページは、外部経済効果の効果算定手法の高度化に属するものでして、まず災害防止効果や地

域洪水被害軽減効果をどうみていくかということです。 

 現在の手法ですと、過去の洪水の被害額と雨量・洪水流量の相関式等に基づいて算定しているとい

うことで、過去に被害が発生していないと効果は算定できないという仕組みです。従ってトータルとして

は過小評価になっていること、また、応急対策費用について計上されていないことが問題です。従って

今後は洪水、あるいは氾濫シミュレーションを行って、被害軽減額を推計していく方法を考えていきた

いと思っております。 

 12ページは、ケーススタディーを実施した事例ですが、これは老朽化したため池を改修してかんがい

用の調整池として利用する場合に、ため池の更新によって防止される洪水被害を氾濫シミュレーショ

ンを行って評価した事例です。被害軽減額 15 億円というかなりまとまった効果が出てくるわけで、これ

まではため池からの被害がなければ算定できなかったわけですが、こういうものも被害を想定して考

えていこうということです。 

 13 ページから 15 ページは「水辺環境整備効果、農道環境整備効果、水質浄化効果」です。 

現在はこうした効果を発現させるための追加投資額や事業費をベースとした簡便的な手法で効果を

算定しておりますが、環境の保全なり向上の効果をＣＶＭを使って評価できないか。つまり環境・景観

という市場では扱われない価値に対する住民の支払い意志額を調査しましてその価値を評価する手

法、「仮想市場法」といっておりますけれども、これを導入していきたいと思っております。ただ、この手

法は受益範囲の設定を慎重にやらないと過大評価になる可能性がありますので、そのあたりは慎重

にみていきたいと思っております。 

 14ページは、ケーススタディーを行った事例です。これは、国営の地域でコンクリート水路を暗渠化し

て、その上部を「せせらぎ水路」という歩道に整備する。新たな水辺景観の創出や遊歩道を有効に利

用していただく整備を行う。こういう環境をよくするような整備について、ＣＶＭを使って評価しようという

ことです。 

 この施設の整備が行われる周辺市町村から標本抽出して、 1,000 人に対してアンケートを行いまし

た。その施設を知っているかとか、支払い意志額はどうなのかとか、居住範囲などさまざまな問いかけ

を行いました。 

 今回の調査では、回答の中の施設の認知率というところを活用して受益地域の範囲を９キロ以内に

設定しました。次の 15 ページにありますように、認知率が下がっていく。 

13 キロで認知率がゼロになるのですが、そこまで全部とらないで５％のところで切るということで、９キ

ロ以内を受益地域と設定してその地域における施設認知者の支払い意志額と認知していない者の支

払い意志額に受益範囲の世帯数を乗じて便益額を算定する手法をとりました。 

 結果は、ここにありますように 12 億円という形になっておりますが、これまでの代替法に比べるとか

なり上回る効果算定ができるということです。 



 16 ページは「保健休養機能向上効果」です。これは、ダム湖あるいはため池等でもそうなのですが、

一定の水辺空間ができたときにそれがレクリエーション施設として活用される場合の効果算定の考え

方です。 

 これまでは、そういうレクリエーション事業を行ってそこから収益が上がる場合に、その収益分を計上

するという考え方だったのですけれども、この考え方ですと収益事業がなければ効果は全く計上でき

ない。人がその水辺空間を訪れる価値が全く計測されないということですので、ここもトラベルコスト法

を使ってケーススタディーをやってみようということで現在準備しているところです。 

 17ページからは、効果体系の見直しに伴いまして新たに算定を検討していきたい項目です。まず「耕

作放棄防止効果」です。ほ場整備によって耕作放棄が防止されることは、ここでもご議論いただきまし

たが、昨年のほ場整備の政策評価でも検証済みです。耕作放棄が予測される農地の有する農業生

産や農業外の効果を耕作放棄防止効果として算定できないだろうかという考え方です。 

 ただ、ここでの更新効果は現在の農業生産が維持される効果ですので、土地改良事業全体の更新

効果と耕作放棄防止効果を仕分けしていく必要があると考えておりまして、今回下の図に示すとおり、

ほ場整備による耕作放棄の防止効果、例えばかんがい排水事業をやらなかった場合、水田の水稲生

産がなくなって畑に転換してしまう。ほ場整備をやらなかったら畑作生産もされずに放棄されてしまう。

「更新効果Ｂ」と書いておりますけれども、これが耕作放棄の防止効果ということで更新効果との区分

けを行っていけばいいのではないかなという考え方を少しまとめたところです。 

 次の 18 ページは、その具体の予測方法ですけれども、「事業なかりせば」における耕作放棄面積予

測のモデルを作成しまして、シミュレーションをしていきたいと思っており、その考え方を書いておりま

すけれども、ここは次回ご説明させていただければと思います。 

 19 ページは「農業労働環境改善効果」です。これは薬剤の散布作業は大変苦痛を伴うものですが、

スプリンクラーなどを使って機械化された場合に、そういった労働強度が軽減されるという効果です。

労働時間の短縮は営農経費節減効果で評価されておりますので、それとは重複しない形で安全性の

向上といった効果をみられないかという視点です。 

 次の 20 ページに事後評価を行った事例がありますが、スプリンクラーによる防除効果について、農

作業の安全性が向上する効果として特殊勤務手当を用いて代替法によって評価した事例です。特殊

勤務手当を用いるのがいいのかどうかというのもよくわかりませんし、こうした代替法の他に健康面の

不安解消、あるいは危険作業の解消による安心感といったものをどう評価するかという観点もありま

すので、これはＣＶＭについてもケーススタディーでやってみたいと思っております。 

 最後に21ページは「土地利用秩序化による利便性向上効果」です。ほ場整備事業などによって整然

とした土地利用が実現することに伴いまして、交通の円滑化なり住環境の向上など生活利便性が向

上する効果があると思われます。かなり感覚的なものでもありますので積み上げ算定は困難です。こ

れまでは評価されておりませんので、これについてもＣＶＭを使って評価できないか、まずはケースス

タディーをやってみようと考えているところです。効果項目の見直しに関する検討は、途中経過の報告

にとどまるわけですけれども、こうした見直しの考え方や方向性についてご議論いただいて、次回また

示していければと考えております。 

〇三野小委員長 

ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の内容につきまして、ご自由にご発言いただければと思います。 



いかがでしょうか。 

〇桑子専門委員 

ただ今の説明は、特にハードな事業についての評価と理解してよろしいのでしょうか。 

先ほどもお話ししたと思いますけれども、社会基盤の整備ということでいいますと、ハードな部分とソフ

トな部分を一体として考えなければいけないと思うのです。この評価体系の中に、例えば人材育成や

組織再編といったところが入っていないのですけれども、これは別建てということなのでしょうか。 

〇角田事業計画課長 

７ページの「農業構造の変化に伴う効果」というところの、例えば担い手が確保されるとか、経営全体

が向上していくとか、地域農業の持続性・発展性による効果といったところがご指摘のところに該当す

るかと思いますが、これは今、手法を考えているところですので、次回示したいと思います。 

 また、多面的な機能、例えば環境・農業学習効果は７ページのところにもありますし、ＣＶＭでやろう

としている水辺環境整備効果は、ハードの整備に伴って出てくる多面的な機能を評価していこうという

趣旨です。 

〇桑子専門委員 

理解しましたが国土交通省の基盤整備と農水の基盤整備の違うところは、基盤の整備とそれを使用

する組織や人材の育成は不可分であるというところだと思うのですね。そうしますと、この評価体系は

ここに担い手とかあることはありますけれども、弱いのではないかなと。むしろそれをきちんと評価でき

るような大枠を整備していくことが大事なのではないかなと。そうでないとハードな部分の整備のところ

だけで、例えば国土交通省の事業と比較されてしまいますので、その辺はむしろもっと表に出した方

が農水の事業としてこういうことをやっていますということが認知され、評価の対象にもなるのではない

かなと。 

 それとあわせて、例えばまちづくりのことを調べてみますと、アメリカなどでは定量的な評価だけでは

不十分であって、むしろ定性的ないろいろな評価項目を入れて総合的に評価していこうという方向に

なっていると思うのですね。定量的なものは、ある意味で比較しやすいということもありますけれども、

農水の事業は単純に定量化できないようないろいろな要素が絡んでいると思いますので、定量的な評

価の限界を自覚してそれを超えるような定性的なものを含めた総合的な評価が将来、非常に重要に

なるのではないかと思うのです。そういう意味で農水の事業固有の評価の仕組みを研究あるいは開

発していくことが必要なのではないかなと思います。 

〇三野小委員長 

ここでは、特に土地改良事業制度の事業の費用対効果が目的なので、その周辺部のソフトな部分を

整理されたのだと思うのですが、それもまた、全体的にわかりやすいような形で整理を考えていただく

ことが大事かと思います。 

〇生源寺委員 

ちょっとテクニカルな話で恐縮です。また、事務局の検討を多少お手伝いしていることもあって、私自

身もう少し整理してみる必要があるかなと思っている点でありますので、あまりはっきりした発言になら

ないかもしれません。 



 更新事業あるいは更新効果についての改善ということで、長年の宿題がこの際きれいになるのかな

と思っているのですが、資料の８ページで今のご説明を聞いていて、この際もう少し整理しておいた方

がいいかなと感じたわけです。１にあります「改良又は更新した場合に、旧施設の下で行われていた

農業生産が維持される効果である。」という考え方自体はおかしくないと私は思います。その次のその

効果を再建設の事業費と等しいとみているところが一番の問題なわけです。こういう評価の原則の「あ

りせば・なかりせば」の比較ということを徹底すれば、ある面、問題は解決してそれをどう表現するかと

いう問題になるかと思うのですけれども、ちょっと整理した方がいいと思いましたのは、現行の効果の

算定の考え方で、これは事業の中の更新部分の効果の評価に問題があるということですね。ところが、

新しく提案されているのは更新事業の評価のあり方であるということで、ちょっとずれがあるのではな

いか。 

 ８ページの図が一番わかりやすいのですけれども、更新事業をどう考えるかということにもなるので

すが、更新部分とさらにもう少し上乗せの部分のミックスであるというのが通常だろうと思うのですね。

この場合、純粋に更新事業だと考えてこの図を描いておられるわけですが、この場合には、事業の前

の状態を事業後に再現する以上のレベルの整備が行われている図になっているわけですね。そうしま

すと、ここには現在の仕組みでいえば事業の中の旧施設部分の機能を復元するという意味での更新

効果と、それにプラスアルファの部分があって、その両者が入り込んでいる格好になっていると思いま

す。つまり、そこが更新事業の効果の評価の方式になっているような気がするわけです。 

 極端に直観的にいいますと、「更新効果」という表現自体は要らなくなるのかもしれません。しかし、

もし使うとすれば、ある意味では旧施設の機能部分の再現の部分に限定して「更新効果」という表現を

して、その評価はもちろん「ありせば・なかりせば」の比較によって確定する。それを超える部分は、プ

ラスアルファの効果という形の整理になるのではないかなと。通常のジャーゴンとして更新事業といっ

ても効果自体は旧施設以上のものということになるかと思いますので、そういう意味での「更新事業」

という言葉の使い方と、効果算定上の「更新効果」という言葉の使い方をある程度区別する必要があ

るかなという感じがいたしました。 

〇三野小委員長 

次回もう一度この課題の議論がありますので、本日はなるべく多くの委員の先生方のご意見をちょう

だいするということで、事務局の方はまた整理いただくということにしたいと思います。 

 その他、ご意見をいただけませんでしょうか。 

〇黒川臨時委員 

今の生源寺先生と同じことを考えていたのですけれども、そんなに大げさに考える必要はない。どの

事業をイメージするかは別ですけれども、ダムがあって年々砂が流れてきて埋まっていく。だから、そ

こに貯められている水の量は相対的に減っている。だから仕方がなく毎年浚渫工事をして一定の水準

を維持しているというイメージだと、経年の便益はずっと維持しながら、なおかつコストがかかっている

というイメージが典型的な更新のイメージなのですけれども、これを更新事業というのか維持管理費と

いうのか、すごく微妙で公共事業の場合、ダムでこういうやり方で浚渫しているのを更新効果とはいっ

ていないのです。先ほど生源寺先生がいわれたように新たに更新事業を行ったからといって、そこで

は増えている絵になっているのだけれども、一定水準を目的にしているのか。増えていることを事業で

やったとしたら、二重に入っているというイメージができてしまうので、そこのところはどのように考える

かということを意識してくださいということを言おうと思っただけです。 



〇三野小委員長 

更新事業と維持管理事業は別の研究会でかなり問題になっておりまして、問題意識として、今の先生

のご指摘をしっかり受けとめていただければと思います。 

 その他ございませんでしょうか。 

〇横山専門委員 

私も十分理解できていないのですけれども、私はこの事務局案でいいような気がするのですね。という

のは、更新事業で生源寺先生がおっしゃられたように、設備的に現行よりも良いものにしたとすると、

それはコストに反映していますよね。そして、その更新事業がもたらした便益は、事業完了後のベネフ

ィットとしてあらわれている。そのサンクコストの部分というのでしょうか、更新事業をしないとしてもそ

の便益は生み出せていた。そのランニングコストについては、ここでは考えていないのではないかと思

うのですけれども、そうするとこの図式でいいのかなという気はします。その更新事業のイメージはどう

いうものなのかによって違いが出てくるのかもしれませんけれども、実際にお金を出した事業だという

ことでいうと、何か合っているような気もします。ということで、詳しいことはちょっとわかりません。 

〇生源寺委員 

私、先ほど「直観的に」という言い方で「更新効果」という使い方をしなくてもいいようなことになるので

はないかと。「ありせば・なかりせば」であれば、それは、まさに今、横山先生がおっしゃたように、旧施

設の再現の部分と超える部分の効果を分けると費用を配賦しなければいけなくなる。そこでまた、ある

種の恣意的な要素が入り込むので、それでそういうことを申し上げたのです。ちょっと省略して言ってし

まいました。 

〇三野小委員長 

更新効果と更新事業の効果ということで区別されていたかもしれません。 

 その他、ご意見をいただけませんでしょうか。 

〇沖専門委員 

13ページの水辺環境整備効果等々のＣＶＭの導入ということで、私も最近、勉強を始めているところな

のですが、アンケート調査をいたしました場合に、実際いろいろな問題が出てきているのではないかな

と思います。 

 一つは「導入に当たっての基本的な考え方」の（３）の「調査範囲（受益範囲）の設定」が非常に重要

な項目になってくるのではないかと考えております。というのは、ここに書いておられるように整備に対

する認知度、このようなところをしっかりとご説明しておかないと、単にこれぐらいなら出せますよという

金額を提示しても何ら意味がないですね。 

 もう一つは、日常の生活感におけるお金の感覚といいますか、地域性が関わってくるのではないか

なという気がしまして、この辺のところはどのように進めていけばいいのか、私自身もよくわからないと

ころですので、逆にいろいろとお教えいただければと思うのです。 

〇三野小委員長 

その辺の整理をまたお願いいたします。 

その他ございませんでしょうか。 



〇多賀谷専門委員  

別のところなのですけれども、これはＢ／Ｃと関係ないということだから、余り関係ないのかもしれない。

「食料の安定供給」という中分類があって、その先を見ると小分類として「食料の合理的価格形成効

果」。その説明が７ページのところにありまして、「土地改良事業の実施による生産量の増大、生産費

の低減による価格の低下、消費者余剰の増大等の算定。」と書いている。ちょっと異論があるのです

けれども、安定供給というのは安い値段でお米を提供することを意味しているのかというと、私はそう

とは限らないと思うのですね。継続的に安定的に生産が行われる。そして、何よりも自給率が一定程

度保たれるということをここでは、もし評価するのだったら評価すべきだろうと思います。だから、この

項目の書き方はちょっと違うのではないかという気がします。ちょっと乱暴な話ですが、その場合の計

算の仕方で自給率が一定以下になりアジア地区で国際的な飢饉が起きたときに、餓死者が出たりな

んかするリスクを織り込んで評価した方がよほどすっきりしているのではないか。 

〇三野小委員長 

ご意見としてご検討ください。 

〇榧野専門委員 

ちょっと変な質問かもしれません。19 ページの「農業労働環境改善効果」の算定なのですけれども、20

ページを見るとスプリンクラーによる防除の導入とか、人力で農薬をまかなくてもよくなる効果を見積も

ろうというのでしょうが、こういう安全性が向上する効果、改善効果を金で測るのは何かちょっとそぐわ

ないような気がするので、これはどうなのだろうかなと思って。例えば、ほ場整備で生産性がどれだけ

上がるといったものを金額で出す、計算するのはいいという気がするけれども、こういう計算は外部か

ら見るとちょっとこじつけに近いのではないかという気がしてしようがないのですが、この辺はどう考え

たらいいのだろうか。質問しながらいまだによくわからないのですけれども、何らかの答えをいずれ出

していただけるとありがたい。そういう話です。 

〇三野小委員長 

ありがとうございます。特殊勤務手当で評価できるようなものなのかというご指摘かと思います。私も

事後評価委員をやっていまして、今おっしゃったようにしっくりはしないけれども、数量で出すとなるとこ

ういう形かなということに帰着してしまった経緯がありますが、もう少し整理いただければ理解しやすく

なるかもしれません。 

 その他、何かございませんでしょうか。 

〇岩崎専門委員  

簡単に３点だけ、気がついた点を申し上げさせていただきます。 

 まず、更新のところでハードに関してなのですが、償却という考え方が入っているのかどうか、今日

のご説明では私にはちょっと理解できなかったのです。償却を入れると数値が少し変わってくるのかな

と思うのですが、償却はどうなっているかということが第１点目です。 

 第２点目は、アンケートですか調査票ですか、そういうのをやるようになるということで解析の方法な

どはわかるのですが、一番重要なのはクエスチョネアーの作り方なのですね。それの作り方で左右さ

れる。言い方がちょっと悪いのですけれども、それの作り方によって回答が大分影響を受けるわけで

ありますので、解析方法はちゃんとしていても、もともとのクエスチョネアーの作り方で思ったような結



果が得られないということが社会調査の中でよくあるので、クエスチョネアーをどう作るか。本当に何を

知りたいのかということと、答える方にとってどのようにいろいろな内容を周知するといったこともないと

答えにくいというか、回収率も悪くなると思いますので、クエスチョネアーの作り方ということを第２点目

で申し上げたいと思います。 

 第３点目ですが、気になっておりますのは、いろいろなことをやってもその受益を受けるのは、農家と

いいましょうか農業をやっている人ということなのか、それとも周辺のところの人なのかということで、公

共度をどう測っていくかということで違ってくるのかなという気がしております。先ほど、国土交通省の

公共事業と農林水産省の公共事業の違いというところのご指摘があったと思うのですけれども、受益

者がはっきりしている場合と受益者はいるけれども、もう少し公共性が高い場合と非常に公共性が高

い場合とによって、そういうことも測る指標を入れておかれた方がより理解が得られやすいのではない

かという気がしています。以上３点です。 

〇三野小委員長 

最初のご指摘につきましては、耐用年数が残っているのは、多分マイナスの効果でカウントするように

なっていると思いますので、ご説明がなかった。そういうことでよろしいでしょうか。 

〇角田事業計画課長 

はい、そのとおりです。 

〇三野小委員長 

あと２点、ＣＶＭ、ＴＣＭは今のお話のとおりだと思いますし、公共度の度合いは非常に難しい問題で、

これまでもガイドラインなどで農家負担と市町村負担と国の負担をどう分けるかというのはいろいろな

検討がなされ、この辺も整理いただく予定でしょうか。 

〇角田事業計画課長 

わかりました。整理させていただきます。 

〇三野小委員長 

ほぼ予定の時間がまいりましたので、あとお二方ぐらいからご意見を伺えればと思います。 

〇横山専門委員 

農業農村整備について、少しお考えいただきたいと思っていることがあります。 

 １つは、地域間の競争というのでしょうか、事業を行うときによりよい農村をつくる地域にインセンティ

ブを与えるような整備方式があるのかどうかということと、これはゾーニングしなければいけないのでし

ょうけれども、少なくとも農業を営むことを中心とする農村については、ナショナルミニマムとして少なく

ともこれだけの整備が必要なのではないかということで、人口が減少することとの関連でどのように考

えたらいいのか。この整備の方向として地域間の競争とセーフティネットとしての、あるいはナショナル

ミニマムとしての整備のあり方、この辺はどのように入ってきているのか。これが１点目です。 

 もう一つは、今から 10 年以上前に黒川先生、多賀谷先生とご一緒に、研究会で１冊の本をまとめた

記憶があるのですけれども、東大の奥野・藤原先生がご担当したところの考え方として、これは集落機

能との兼ね合いもあるのでしょうが、農業農村整備のあり方として、持続可能性ということがいわれて



いたと思うのですね。地域のサスティーナビリティというのでしょうか、この辺は農業農村整備事業の

中でどのように考えられているのか。 

ここで環境とかいろいろ書かれていることは確かに重要だと思うのです。地域が地域として成り立つか

どうかという観点の中で、農業農村整備事業のあり方みたいなものは集落機能の復活という話とも関

連しているのかもしれませんが、サスティーナビリティというものはどのように入ってきているのか。 

 この２点、少しお考えいただけたらなということで、意見として。 

〇三野小委員長 

前の課題の「21 世紀の社会構造に対応する」というところでございますね。 

〇横山専門委員 

はい。 

〇三野小委員長 

その辺も少しご検討いただければと思います。 

 土地改良、両方結構でございますが、最後に指摘しておきたいことがございましたら お願いします。 

〇岩崎専門委員  

農業の業としてどうすべきかという話と、多分平地のことだと思うのですが、あと、中山間地をどうする

かということですよね。業ではないけれども、いろいろなファクターが入ってくる。ファクターの数も増え

てくると思うのですけれども、それは別のロジックで考えていかないと同じようにやっていくにはかなり

無理があると思うのですね。生産性を上げて産業として成り立たせる場合のやり方と、何か全部一緒

になっているような気がするので、何か別のロジックの方がいいのではないかという気がとてもしてい

ます。 

 自給率の問題ですが、40％とか 45％とか出てくるのですけれども、これも日本全国でならしていると

思うのです。ざっくりとした形でいいのですが、地域ごとの自給率が出されるともう少しイメージがわく

のではないか。つまり、どういう問題があるのかということもわかりやすいのではないかという気がしま

す。北海道は自給率がかなり高いと思いますし、大都市はいかに食料を依存しているかということもわ

かりやすい。そういうことをはっきりさせることによって、都市住民の食料に対しての意識、農業に対す

る理解も高まるのではないかという気がしています。 

〇三野小委員長 

ありがとうございました。 

 時間が少し超過いたしました。多分まだご発言なさりたいことも数多くあると思いますが、もしござい

ましたら事務局の方へ適宜お寄せいただいて、また整理の参考にさせていただければと思います。 

 本日予定しておりました議事はここで終了させていただきたいと思います。 

ご協力ありがとうございました。 

 それでは、議事進行を事務局にお返ししたいと思います。 

〇角田事業計画課長 

 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。 



 第３回の委員会につきましては、来年２月ごろを予定しております。 

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２回の企画小委員会を閉会させていただきます。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 

――了―― 

 


