
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３回農業農村整備部会企画小委員会議事録 

日時： 平成 18 年３月２日（木）14：00～16：30 

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 年度第３回企画小委員会を開催します。 

 初めに、１月６日付で人事異動がありましたので、ご紹介します。山田農村振興局長でございます。 

 それでは、開会に当たりまして山田局長よりご挨拶申し上げます。 

○山田農村振興局長 

 ただ今、ご紹介をいただきました山田でございます。今、ご紹介がありましたとおり、１月に農村振興

局長ということで異動してきましたので、よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。皆様ご案内

のとおり、昨年、食料・農業・農村基本計画の見直しが行われまして、さらに 10 月に「経営所得安定対

策等大綱」ということで品目横断的な経営安定対策や米政策の見直し、農地・水・環境保全向上対策

といった施策を打ち出しております。 

 農業農村整備事業におきましては、１つは、このように日本の農業の構造改革を進めていこう、ある

いは米政策でできるだけ市場で米が流通するように、あるいは生産調整もできるだけ農家の方々が自

主的に判断をして取り組んでいけるように政策を大きく変えていこうとしている時ですので、そういう構

造改革を進めていく、あるいは担い手に施策を集中していく、また農家の自主的判断を促していくとい

うような、いろいろな施策の前提となるような基盤を整備していかなくてはいけないのではないかと思っ

ております。 

 もう１つ、その３つの柱の１つでございます「農地・水・環境保全向上対策」につきましては、これはま

さに農業農村整備事業等で整備をされた農道とか用排水施設等の保全や維持をし、また農村の環境

を守っていくという取り組みでございまして、これについても一生懸命取り組んでいこうと考えておりま

す。 

 今日は主な議題は２つございますが、１番目の「農業農村整備の展開方向」、これは今申し上げまし

た政策の展開に合わせてますます今後事業を展開していくためにどういうことに留意すべきかというよ

うなことでございます。これは皆様方ご案内のとおり、これまで２回議論をしていただきまして、本日は

「中間とりまとめ」という形で整理をいたしておりますので、ご議論いただきたいということでございま

す。 

 ２つ目の事業評価手法、これは「費用対効果分析手法の改善」ということで２年間にわたって取り組

んできているところでございます。今、公共事業ではいろいろな議論があるところでございまして、特に

農業農村整備事業は他の公共事業に比べて費用対効果が低いのではないかというようなこともござ

います。これは、入れている効用の部分が各事業によってかなり異なっておりまして、農業農村整備

事業の方は非常に厳格にやっている点があろうかと思いますので、この費用対効果分析につきまして



も改善をしていきたいということでご議論いただいたところでございますが、得られました成果からでき

るものについて順次反映していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 最初に申しましたけれども、農政改革を進める上で農業農村整備事業は非常に重要だと思っており

ますので、是非とも忌憚のないご意見をいただきまして、私どももそれを参考にしてまた事業を進めて

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長 

 本日は、生源寺眞一委員、宮城道子委員、多賀谷一照委員、林進委員、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、三野小委員長にお願いします。 

○三野小委員長 

 それでは、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

いします。 

○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」について、ご説明させて

いただきます。 

 今、局長のご挨拶にもありましたとおり、これまでの２回の委員会において農業農村整備の今後の

展開方向についてご議論いただきました。それらのご意見も踏まえて、今日は中間報告のとりまとめ

まで進めていきたいと思います。 

 資料は４部構成になっておりまして、まず、資料１―１でこれまでのご意見を論点の形で整理させて

いただきました。資料１―２が中間とりまとめに至る主な論理構成をビジュアルな形でとりまとめた資

料で、今日はこれを中心にご説明させていただきます。そして、中間とりまとめの骨子（案）が資料１―

３、とりまとめ（案）が１―４ということで、適宜そちらにも触れながらご説明をさせていただきます。 

 資料１―１、つまりこれまでのご意見を整理したものを、まず最初にご覧いただきたいと思います。１

ページをお開きいただくと、論点が５つほどあります。 

 まず１つは、「攻めの農業への転換を支援する基盤整備」の論点でまとめてみますと、人口減少とい

うのはネガティブな捉え方がされる傾向もありますが、それだけではなくて、もう少しポジティブに評価

して、特に農業においても経営規模の拡大など構造改革に取り組むべきであるといったご意見や、需

要や消費者ニーズの視点から基盤整備をさらに進めていく必要があるというご意見をこの観点ではい

ただいたところです。 

 ２ページは、「農地・農業用水等のストックの効率的保全」の観点です。食料自給率の確保について

は非常に重要だというご意見が多かったと思っており、また県別や地域別の指標についても後ほどお

示ししますが、そういった指標はないかというご意見もいただいております。自給率確保の観点からす

ると、農地・農業用水という食料供給力の確保が重要であるということで、意見がおおむね一致したの

ではないかと思っております。一方、財政的に非常に厳しい状況の中で、ストックの更新整備に当たっ

ても選択と集中が必要だというご意見や、効率的に更新整備を行っていくためのストックマネジメント

対策が重要ではないかというご意見をいただきました。 



 ３ページは、「農地・農業用水等の有する多面的機能の確保と増進」の観点です。この論点では、効

率的な基盤整備を実施する区域と環境保全に配慮する区域、そういったゾーニングも考えるべきでは

ないか、小水力など農村にある自然エネルギーの活用も非常に重要ではないかというご意見をいただ

いております。さらには担い手への施策の集中という構造改革の路線がありますが、その一方で地域

社会をどうしていくかといった視点も重要だというご意見をいただいております。「農地・水・環境保全

向上施策の導入」も、そのような観点からのご意見になろうかと思います。４ページは、「農業を核とし

た地域振興に資する基盤整備」の視点です。ここは多くのご意見をいただいておりますが、地域の持

続的な発展を図っていくという観点から、集落の維持という視点で農業農村整備でどのようなことがで

きるのかを考えていくべきではないか、人口減少社会をもっと積極的に捉えて、団塊の世代や都市住

民との連携、新規の農業参入といったことを視野に置いた新たな整備を積極的に打ち出すべきではな

いかというご意見をいただいております。 

 また、環境保全の取り組みに関連して、人材育成や次世代を担う子供たちに対する環境教育といっ

たことの重要性のご指摘もいただいたところです。 

 このような論点やご意見を踏まえて、資料１―２において中間とりまとめに至る論理の整理をさせて

いただきたいと思っております。資料１―２の２ページをお開きください。以前の資料でもこのような施

策の展開方向の俯瞰図をご説明したところですが、それをベースに少し整理したものです。 

 人口減少社会が到来することによって農業農村へのいろいろな影響が出てくるわけですが、その影

響を４つのポイントに整理しております。１つは地方における人口の減少、農家人口の減少という観点

であり、２つ目は社会資本整備の投資余力が減少していくという視点、３つ目が集落機能の低下。こ

の３つはどちらかというと厳しい面ということなのかもしれませんが、４点目として国民の農村への期待

の高まりという明るい面もあるという整理です。こうした構造の変化に対する今後の農業農村の課題と

それに対応した農業農村整備における施策の展開方向をまとめたわけですが、そのうちのまず１番目

は、攻めの農政への転換、これを支援する基盤整備の視点です。２点目が農地・農業用水等のストッ

クの効率的な保全を図っていく視点、３つ目がこうしたストックが有する多面的な機能の確保と増進の

視点です。４点目が農村地域を視野に置いて農業を核とした地域振興を進めていくための基盤整備

の視点です。ここで新しく政策として導入する農地・農業用水等の資源保全施策ですが、これは農地・

水といった資源の保全と農村地域の振興という２つにまたがるような施策で、これを両方にブリッジす

る形で位置づけております。はじめに、人口減少社会の到来による影響を３～８ページにかけてこれ

までご説明したデータをもう一度整理させていただきました。 

 ３ページは、人口が2006年にピークを迎えた後、今後減少をたどっていくということですが、新しい情

報としては既に2005年に人口減少に入ったのではないかということで、4,300人減少という情報も出て

おります。 

 ４ページは、今後都市部では急速に高齢化が進行していく。2050 年には地方圏以上に高齢化が進

んでいく見通しであること。一方、農村部では高齢化の比率は 35％ぐらいで均衡しますが、一方で人

口の減少はさらに進んでいく状況です。 

 ５ページは今後の農家人口の減少見通しですが、2020 年に向けて農家人口がさらに 37％減る、高

齢化も 65％まで上昇していく見通しです。 

 ６ページは集落の状況ですが、2020 年にかけて約２万集落が減っていくのではないか。現在 13 万

5,000 集落ですが、それが 11 万 6,000 集落ぐらいまで減っていく。特に中山間地域では、8,000 ぐらい

の集落が消滅する可能性があるとの見通しです。 



 ７ページは財政状況ですが、社会保障の要請が増えていきますので、社会資本整備投資への余力

が減っていくということ、市町村合併による影響といったものが見通されるということです。 

 ８ページは、団塊の世代が 2007 年から定年退職の時期を迎えることで大きな社会構造の変化が出

てくるだろうということと、国民の意識も物の豊かさから心の豊かさに変わってくる、そして地方回帰の

動きもあるということで、このような動きを農村としてどう受けとめていくのかが課題です。こうした構造

変化の分析データを再整理した上で、９ページ以降、施策の展開方向について説明をしていきたいと

思います。 

 まずは、「攻めの農業への転換を支援する基盤整備」です。農家の高齢化と減少が進行する中で、

高齢農家の農地を担い手にどのように集積していくかが課題です。担い手の確保、集落営農の組織

化・法人化といった構造改革が課題ですが、基盤整備を契機として地域の営農をどうするかという話し

合いが非常に進む場合も多く、農地の集団化や利用集積、集落営農の立ち上げを行っていくことも多

いわけでして、今後、構造改革の推進に資する基盤整備を進めていく必要があると思っております。

特にこの絵にあるとおり、高齢者の方々の農地が３割ぐらいありますので、これが既に流動化の時期

を迎えております。これらを１つの契機として基盤整備をきっかけに構造改革を進めていくということで

はないかと思っております。 

 10 ページは、さらに大区画ほ場や排水改良された農地、スプリンクラーによる畑地かんがいといった

生産基盤面での高度化を図ることは、結果的に担い手の農業経営戦略を支えるものであろうかと思

います。一層の省力化や高付加価値な農産物の導入、多目的な防除などのかんがいを行うことで非

常に意義のあることだと思いますが、整備率が十分でない部分もありますので、今後も力を入れて行

っていく必要があります。このように整備された農地は品質の良い農産物を低コストで生産するための

基盤ですので、11 ページにあるとおり、今攻めの農政のシンボルとなっている輸出振興の基盤にもな

っておりますし、輸出振興にも貢献するという側面があります。 

 12ページは、食品産業、建設業といった企業が農業生産にも参入する傾向ですが、それも基盤整備

されたところで活躍されているということで、多様な農業生産活動を支える基盤にもなっております。 

 13 ページは、もう１つ別の側面として国民の食の安全・安心に対する要請が高まっておりますが、特

に環境保全型農業についてみてみますと、経営規模が大きくて農地の整備率も高いところで環境保全

型の農業が営まれる傾向があります。環境保全型農業は労力を非常に要するものですので、労力の

節減ができる基盤が必要だということが逆にあるわけです。一番手間のかかるのは施肥や除草です

けれども、そのような労力節減に資する基盤整備も必要と考えております。 

 14 ページは、２つ目の課題である「農地・農業用水等のストックの効率的保全」の観点です。現在、

大量の食料輸入がありますが、それは結果的に農地・水といった部門も海外に大きく依存していること

と同じです。また、県別の食料自給率を見ると、右の図にあるとおり、非常に異なっているといいます

か大きな幅がありまして、国が全国的な視点に立って食料供給力の強化を図っていくことがこのような

面からも必要ではないかと考えております。 

 15 ページは、食料供給力の基本となる農業水利ストックですが、40 万キロ、25 兆円の資本がありま

す。今後これをいかに更新整備していくかが重要です。そのようなニーズも高まってきておりますが、

財政状況が厳しい中で、このままいくと新規の投資も難しくなり、更新整備にも支障が出てくる状況で

す。 

 16 ページは、こうした農業水利ストック、ダムなどの水源から農地へ円滑に水を送る一連のシステム

を形成しており、基幹から末端まで一貫した保全管理が必要です。基幹部分については土地改良区



が管理しておりますが、予防保全等によって長寿命化を図っていく方向が必要ですし、また末端部分

については、平成 19 年度から新たに農地・水・環境保全向上対策として新しい対策を講じていきます。

この観点で17ページは国営事業ですけれども、全国の農地の約35％を占める中核的な農業地域、こ

この基幹的な農業水利施設を国営事業で整備しており、そうした地域から約４～５割の主要な農産品

が産出されているという構造です。 

 18 ページは、国営事業については国と地方の役割分担、これは土地改良法に決められている明確

な基準がありますが、この基準に基づいて国と都道府県が役割分担をしながら実施しております。そ

して、国が造成した国営造成施設については所有権や水利権がありますし、また災害、老朽化への対

応もあります。そのような意味で引き続き国の責任を果たしていくことが必要ではないかと思っており

ます。 

 19 ページは、ストックの保全管理や更新の観点です。財政の制約下においてストックの有効活用が

重要ですが、施設の機能診断や予防保全によるライフサイクルコストの低減が必要になってくると思っ

ております。特に予防保全は新しい技術ですので、技術面でも確実に国としても相当の役割を果たし

ていく必要があると思っております。 

 20 ページは、３番目の課題である「農地・農業用水の有する多面的機能の確保と増進」です。構造

改革の観点からは一層の装置化なり省力化を進めていくことが必要ですが、そうした省力化、効率化

と環境保全を両立させていくことが重要な課題です。市町村の策定する環境整備マスタープラン等に

基づいてメリハリの効いた対策を講じていく必要があると思っておりまして、例にもあるとおり、例えば

効率的な農業を実現する観点からは、用水路をパイプライン化するけれども、排水路、ここでは例え

ばメダカの生息環境に配慮するといった対策を講じて、環境学習の場も提供していくという両立を図っ

ている例です。このような取り組みを今後さらに進めていく必要があります。 

 21 ページは景観面ですが、これも景観配慮を本格化していく必要があるということで、その考え方、

農村に必要な機能を充足することや、それとあわせて造形的な調和を図る整備を行っていくことを中

心に進めていく必要があります。 

 22 ページの農地の有する防災機能の増進や限界的な農地における水田放牧、ビオトープといった

対策で農地の多面的な機能を発揮していく手法も今後考えていく必要があります。 

 23ページは、農業用水のもっている自然循環機能の維持増進の観点から、ご指摘がありました小水

力などの利用や地域用水としての利用、循環かんがいによる水質浄化の取り組みを進めていっては

どうかということです。 

 24 ページからは、５番目の課題である「農地・水・環境保全向上施策の導入」です。 24 ページは、農

地・農業用水が「社会共通資本」であるということと、そこを地域共同活動で守ってきたけれども、そこ

が弱くなってきているので、特に末端部分を対象とした新たな施策の導入が必要になってきている状

況です。 

 25ページは、具体的な施策の仕組みとして、地域で活動組織を作っていただいて多様な主体が参画

する活動組織、具体的な活動計画を作って環境保全も含めた取り組みを行う。そうした効果の高い取

り組みを行う場合に一定の支援をしていこうという仕組みを考えております。 

 26 ページは、新しい実施体制としまして、国、県、市町村という縦の流れではなくて、国、県、市町村

がフラットな形で役割分担に応じた関与を行っていく「地域協議会」という組織を構成しまして、そこか

ら末端の活動組織を指導、助言、助成していく仕組みを考えていきたいと思っております。 



 27 ページは、「農業を核とした地域振興に資する基盤整備」です。最初は集落を越えた広域的な連

携の視点で、農業集落の減少あるいは災害時の集落の孤立化が大きな課題になっておりますので、

集落を越えたネットワーク作りが必要ではないか。それを支える生産基盤や生活基盤、情報基盤整備

が重要になってくるということです。 

 28 ページは、今度は都市住民との連携の視点です。団塊世代の退職者に農村を志向する傾向があ

り、都市と農村の二地域で居住したいという要望もあります。このような都市住民に対する情報発信、

あるいはボラバイト、通勤農業と、多様な形で農業に参画したいという要望もあると思っておりますの

で、そのような要請に応えられるような整備を工夫して、結果的に農村地域の活性化につなげていけ

ないかということです。 

 29 ページは、農業と関連産業との連携についてです。やはり地方は農業をベースとした産業構造に

なっておりますので、例えば食料産業のウエートが比率の面でも高くなっております。したがって、基盤

整備による生産性の向上と農業経営の安定を端緒として、主産地の形成や農産加工産業の振興、特

産農産物の販売といった展開を図り、さらには特産品を核として都市との交流を図っていく形で地域

の活性化が図られないかという展開です。 

 最後に 30 ページですが、このような３つの連携を今お話ししましたけれども、それを横ぐしでとらえる

形として人材育成があるのではないか。農業農村振興、地域振興、環境保全、農地・農業用水の資源

保全施策、あらゆる面で人材の育成、啓発普及、学校教育との連携が重要になってきますので、ソフ

ト的な取り組みを併せて推進していきたいと思っております。 

 31 ページは、今、ご説明した論点を１枚のイメージにまとめると、このようなことになるのではないか

ということで１つの形をお示しして、ビジュアルな説明は以上です。 

 資料１―３にビジュアル版でご説明した流れを「中間とりまとめの骨子」としてまとめてあるのと、資料

１―４が「中間とりまとめ（案）」ということで、こちらが本体の文章です。１―４の構成等について少しご

説明させていただきます。 

 まず Iで「検討の目的」を整理しておりますが、農業農村整備分野における人口減少社会下において、

今後５～10 年間程度にどのような展開をしていくのかというビジョンと具体的な施策を基本計画の方

向性に沿ってまとめたのが今回の目的です。 II は「現状と課題」で、「人口減少下における社会構造

の変化」を先ほどご説明した少子高齢化の状況、２ページに「社会構造に影響を与えるその他の視点」

の観点から団塊世代の大量定年退職や地方回帰の状況、社会資本投資余力の減少の状況、市町村

合併の影響といった視点でまとめております。 

 ３ページの上に、特に農村構造にどのような変化が出てくるのかということで、農村構造や農業集落

の規模の予測をまとめております。 

 それを踏まえて今後の「施策の展開方向」が III で、その「課題と施策の展開方向」を最初にまとめて

おりますが、４ページの上に今回の施策の方向を４つの課題とその解決として、[1]から[4]まで整理し

ております。 

 この課題に対応する施策の展開方向を４ページの２の「攻めの農業を支える基盤整備のあり方」か

ら順次まとめていくという構成をとっておりまして、攻めの農業を支える基盤整備に関しては、まずは

「農業の構造改革を加速化する基盤整備」ということです。農業のリタイア層から出てくる農地を担い

手に集積するために大区画化や集落営農の法人化・組織化の推進が重要であるということをまとめて

おります。そして「担い手の農業経営戦略を支える基盤整備」ということで、農業経営を支える高度な



整備も必要だということをまとめております。(3) で環境保全型農業、「安全安心な食を求める消費者

ニーズへの対応」の視点でまとめております。 

 ５ページの３は、「農地・農業用水等のストックの効率的保全」で、「ストック確保の重要性」、現在の

ストックの状況をデータとして整理した上で、６ページにあるとおり、食料供給力確保の観点から農地・

農業用水の確保が重要であることと国営事業の役割等についても触れております。「今後のストックマ

ネジメントのあり方」ということで、財政制約下の中でできるだけ長寿命化を図りながら効率的な更新

整備を行っていく必要があるといったことをまとめております。 

 ６ページの下からは「農地・農業用水の有する多面的機能の確保と増進」です。まずは、「効率的農

業と環境保全の両立」の重要性から始まって景観の問題、多面的機能の維持、循環型社会の構築の

問題に触れております。 

 ８ページからは「農地・水・環境保全向上施策の導入」で、平成19年度から導入される資源保全施策

について触れております。６番で「農業を核とした地域振興に資する基盤整備」ということで、農村振興

の観点から集落を越えた広域的な連携、都市住民との連携、農業と関連産業との連携という３つの連

携を軸として、それぞれ施策をまとめております。人材育成や環境教育の問題もこの中に記述をさせ

ていただきました。 

 10ページは「まとめ」ですけれども、11ページ以降、参考図表の形で整理して「中間とりまとめ」として

はいかがかということです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○三野小委員長 

 大変盛り沢山な内容を整理いただいております。 

 ただ今ご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、ご自由に発言をいた

だきたいと思います。 

○桑子専門委員 

 大変盛り沢山で、整理に大変ご苦労なさったのではないかと思います。一番大事な点ではないかと

思うのですけれども、攻めの農業への転換というところで、２ページの一番上のところに農業のリタイ

ア層から農地を担い手に集積していく必要性。これは時代の流れということがあると思いますが、その

ことから「ほ場の大区画化、農地集積を加速化を図り、法人化・組織化を促進」となっております。基盤

整備と人材育成、あるいはソフトな部分の整備ということの関係なのですけれども、９ページを見ます

と見出しのところで「農業者の減少と高齢化の下で、経営規模拡大のための農地流動化と担い手育

成が必要、ほ場整備による農地の大区画化と集積を契機とした組織化・法人化の促進が不可欠。」と

あります。ただ今のご説明にもありましたけれども、基盤整備で大区画化をすることによって組織化・

法人化が促進されるというような話だったと思います。受け取り方によりますけれども、ハードな部分

の基盤整備をまず先にして、それが法人化あるいは担い手の育成を促進するという論理になっている

のかなと思うのです。そうしますと基盤整備先行型という印象になってしまうような気もするのです。基

盤整備とソフトな部分の整備はむしろ一体であるというような表現の方が時代に相応しいのかなという

印象をもっておりますけれども、その辺はいかがでしょうか。まずその点を伺いたいと思います。 

○角田事業計画課長 



 今のご指摘は全くそのとおりでして、私の説明でハードが先行してその後に組織化等が追いかけてく

るのかという受け止められ方をしたとすれば、それは私の説明が不十分でございまして、むしろほ場

整備を行う際に地域で話し合いがなされないと整備もできないわけです。話し合いを行う際には地域

の将来の営農ビジョンを明確化していく必要があります。それでは担い手を誰にするのか、あるいは

担い手が決まらなければ集落全体でその地域の農地を全部集めて役割分担して農業をやっていくの

か、そのような話し合いがどうしても必要でして、その合意形成ができて初めて大区画などのほ場整

備も計画が決まりますし、それと一体となって集落営農でいくのか、あるいは担い手をどうするのかが

まさに同時並行的に進むと思っております。 

○桑子専門委員 

 以前もそのように伺っておりましたので、この表現がひょっとするとそのように受け取られない恐れが

あるかなと思います。最初の方は良いのですけれども、９ページのところですか、「大区画化と集積を

契機とした」という言い方が誤解を与えるかもしれないと思ったものですから申し上げました。 

○三野小委員長 

 その辺はまた事務局でもう少しご検討いただきたいと思います。 

○横山専門委員 

 「農地・農業用水等のストックの効率的保全」ということについて、かなりウエートを置いていただいて、

私は非常に良くなったのではないかと思っています。 

 １つは、この中間とりまとめ（案）、資料１―４の６ページ目の(2) で「今後のストックマネジメントのあり

方」について、国がどういうことを施策として高い優先順位を付けているのかということをもう少し書い

ていただいた方が良いのかなという気がいたしました。というのは、ライフサイクルコストを低減すると

いうこと、それが恐らくストックの長寿命化との関連なのでしょうけれども、実際に長寿命化を達成する

ためにはどのような施策が必要なのか。その辺が下から２番目のパラグラフで、「基幹部分について

は、機能診断や予防保全対策に」というようなことで、これについてのもう少し細かい方向性があるの

かどうか、その辺を伺いたい。 

 もう１つは、集落機能とも関連するのですが、ハードなストックとソフトなストックといったときに、ソフト

な社会資本というのは今流行なのですけれども、集落機能等のソフトなストックを管理する仕組みとハ

ードなストックの有効利用というのでしょうか効率的な保全がどのように結びつくのかということについ

ても若干触れられると、より一層良くなるのかなという気がいたしました。  

○岩村水利整備課長 

 水利整備課長の岩村でございます。今のストックマネジメントの件ですが、機能診断や予防保全対

策の具体的なところは今、さらに検討しておりますけれども、例えば国営で作った施設については、管

理基準があります。その施設の操作方法や診断のところに入っていきますと、一通り書いてあるので

すが、それをどのように判断するのか、ライフサイクルコスト分析をどのように行うのか、一方でいろい

ろな施設があって、今までの経歴といいますか、どのような補修をいつ頃行ったかといったデータベー

スは順次作ってはおるのですが、そことの組み合わせの仕方など、きちっとした指針で示さないと適切

ではないと思っております。国の調査管理事務所というのが全国にありますので、そこが中心となって

国の施設については先導的に仕組みをきちっと作っていこうと思っております。こういったものは新し



い技術ですので順次向上させていくことになると思いますが、その上で一般化を図っていくといいます

か、県の施設やもう少し細かいものに対しても技術提供していく、支援をしていくといった仕組みに発

展させていくのだろうなと思っております。 

○三野小委員長 

 ２点目の仕組みの問題は、もし簡単に説明ができましたらお願いします。 

○岩村水利整備課長 

 施設の有効利用の話でしょうか。 

○三野小委員長 

 はい。 

○岩村水利整備課長 

 その辺ももう少し考えていきたいと思いますが、まだ検討の途上です。 

○三野小委員長 

 整理はするということでご理解させていただきたいと思います。 

○鷲谷臨時委員 

 かなり主観的な発言になってしまうので気が引けるところがあるのですけれども、ここで背景として認

識されているようなことと戦略として提案されていることが相互に十分は整合していないような印象を

受けるのです。恐らくそれは、「攻めの農業」という言葉で代表されて戦略が語られていることによるの

かなとも思うのですけれども、今の農に関する広範な国民の意識をその言葉だけで受けとめられるだ

ろうかという感覚なのです。ここでも背景とか認識として強調されているのは食の安全安心やゆとりを

求める国民意識の変化であるとか、都市住民の農村へのまなざしや団塊の世代の農村回帰志向など

ということなのですが、都市の住民が農村に魅力を感じるのは自然とかゆったりとした時間が流れて

いるということだと思いますし、団塊の世代も今までは企業戦士等として働いてきたんだけれども、老

齢期になってあくせくしないで、今までできなかったことにも取り組みたいというようなことのように思う

のです。 

 そうすると「攻めの農業」という戦略が唯一のものではなくて、どういう言い方が良いかわからないの

ですが、あるスペクトルには「攻めの農業」があるんだけれども、もう一方で例えば「共生の農業」とい

うことがあって、広いスペクトルの中からの選択が可能であるというイメージの方が認識と戦略がもう

少しよく合ってくるような感じがするのです。 

○三野小委員長 

 大変重要なご指摘かと思いますので、その辺も整理はしていかなければならないと思いますが、ご

意見として承るということでよろしいでしょうか。 

○木内専門委員 

 私は長野県の飯山市という田園都市というか、小さな町なのですけれども、前回出られなかったので

今回見させていただきますと、集落が消えてしまうというようなことが書いてありますが、まさにそのと



おりだと思います。私どもの市にも 106 ほどの集落があるわけですが、あと 10 年もつのかなと心配さ

れる集落が相当数あります。あと 15 年経った場合にそういった地域の集落が消えてしまうという本当

に切実な思いで私もいるところです。そのような中で、今日の資料１―１の「主要な論点」の中にも、一

番最後の４ページに「業としての農業は、平場地域と中山間地域、別のロジックで考える必要がある」

と書いてありましたけれども、本当にそのとおりだなと思っております。平場は何とか維持ができるとい

うことですが、中山間地域の農業についてはやっと維持しているといった状態で、用水路の維持につ

いても、今そこに住んで農業をやっている方が70歳、80歳になっても出て、それを何とか維持をしてい

るというのが実態です。 

 資料１―２の20～21ページにわたって「農地・農業用水等の有する多面的機能の確保と増進」という

ことが書かれておりますが、これもそのとおりだと思っております。そういった地域で今、本当に高齢者

の皆さんに頑張ってやっていただいているその結果が多面的機能の確保と増進に結びついておりま

すし、21 ページにも書いてあるように「水田を基調とする農村景観は日本人の原風景」という形ですけ

れども、結果としてそれがついてきている。農家の皆さんの努力によってそれが保たれているんだなと

いうような現場の実態です。 

 24 ページにも記載していただいておりますけれども、農地・水・環境保全、いろいろな施策を新たに

講ずるということですが、私どもの地域でもそういった事業もお願いをしているような経過がございます

けれども、何とかそういった地域、また地方の現場で一生懸命歯を食いしばって努力している皆さんの

支援策といったものも是非ご考慮をお願いしたいという思いです。 

○三野小委員長 

 ただ今のは、ご意見として承っておきます。 

○榧野専門委員 

 １つだけ質問したいと思います。 

 去年経営安定対策も決まって直接支払制度が導入されるということで、今、地域の農村では集落営

農をどうやってやるんだという、そういう協議が始まっていると思うのですが、当然農業農村整備もそ

れに連帯して、どう関わっていくかがすごく重要な話だと思うのです。それがどのような位置づけになる

のかなと思って読んでいますと、資料１―４ですと４ページの(1) のところに出てるんですね。真ん中か

ら下の(1) の下のあたり、「平成17年度より農外企業を担い手として新たに位置付け、平成18年度か

らは、基盤整備を関連支援施策と一体的に実施し集落営農経営を育成することとしている」と書いて

ある。これを読んでどういう意味なのかなというのが部外者にはよくわからないのです。特に「基盤整

備を関連支援施設と一体的に実施し」というのがピンとこないので、もう少しわかりやすく説明していた

だくとありがたいのですけれども。 

○國弘農地整備課長 

 農地整備課長の國弘でございます。今まで経営体育成基盤整備事業につきましては担い手をつくる

ということでやってきておりまして、あまり集落営農という観点を入れておりませんでしたので、平成 18

年度から集落営農につきましても基盤整備を行う段階で話し合いをしていただいて推進していこうとい

うことで、新しく予算化をさせていただいております。 

 確かに関連支援施策と基盤整備というのはわかりにくいのですが、基盤整備はハードであり、関連

支援施策は、地域での話し合いやソフト的な支援を集落営農についても併せて推進していくことで、一



緒に基盤整備を行っていくに当たってソフト的な支援も推進していきたい、そのような考えでいるところ

です。 

○三野小委員長 

 今のお話だと、この文章のままではなかなか読み取りにくいということのようですので、その辺、今の

ご説明を少しストレートに補足いただいても良いかなという気がいたします。 

○沖専門委員 

 私、拝見させていただいていて少し気になったところが６ページの４の「農地・農業用水等の有する多

面的機能の確保と増進」のところで (4)「環境への負荷の少ない循環型社会の構築」、この農業用排

水路の水質に関して、あまり記述がないといいますか、次の８ページのところに「循環かんがい等によ

る水質浄化などの推進」と書かれておられるのですけれども、今、私は岡山の方で河川とため池と用

排水路で水質を測っておりますと、用排水路が有機性汚濁、栄養塩類汚濁（富栄養化）の両方とも少

し問題になっていまして、農地から出てくる負荷量がどれぐらい影響しているのかということが結構一

般の方々の関心になっています。この辺はしっかりとしたデータが要るのではないかということで、

我々もそのデータを集めております。窒素の方は問題がないのですが、リンがかなり重要になってくる

のではないかという気がいたします。これから用水路と排水路が別になってまいりますと、排水路につ

いてもまた生態系云々という話になってまいりますので、やはり水質問題について、もう少し力強いト

ーンがあれば良いのかなと感じたのですが、いかがでございますでしょうか。 

○三野小委員長 

  少しその辺書き込みができないかということのようですが、今のご意見を少し事務局でまた検討さ

せていただくということでよろしいでしょうか。その他何かございますか。 

○桑子専門委員 

 ただ今の８ページの関連で、資料１―２でいいますと 24 ページの６になると思います。真ん中の四角

の中の「地域共同」の「共同」という言葉はむしろコラボレーションの「協働」で、パートナーシップとか地

域の人たちの話し合いに基づくということで、そういう表現にした方が良いのではないかという気がして

おります。 

 ここでも「農地・農業用水等の資源は、多面的機能を支える社会共通資本」という表現があります。も

う１つ、農村地域の場合には自然環境そのものが非常に重要な社会共通資本という捉え方ができる

のではないか。特に都市部と農村部の交流促進ということでいいますと、エコ・ツーリズムとかグリー

ン・ツーリズムが盛んに行われていまして、そういう交流の中で農村回帰というインセンティブを与える

ということが起きていますので、農村整備の場合には自然環境の保全というのが１つの重要な資本の

整備になるのだということもあります。もう１つ、景観の問題もあります。観光ということを考えますと、

景観そのものが非常に重要な社会的ストックであると捉えられるのではないかと思うのです。「確保と

増進」という表現は良いのですけれども、むしろもっと積極的に農村整備の中核となる資源として景観

なり環境を位置づけるというような姿勢があっても良いのではないか。そういうものを多様な主体との

共同で育成していくという方向。先ほど「攻めの」というのがありましたけれども、どういう意味での攻め

なのかということを考えたときに、そういう方向もあるのではないかと思います。 



○三野小委員長 

 恐らく「共同」の文字の選び方というのは資源保全施策との兼ね合いで大変微妙なところだと思いま

すが、ここは多分意識してこの「共同」になっているのではないかと思うのです。その辺はどうでしょう

か。 

○角田事業計画課長 

 「協働」という字なのか「共同」なのかということですけれども、多様な主体が参画して、農家だけでは

なくて地域住民、土地改良区、ＪＡ、そのような組織も一緒になって共同組織という意味で「共同」を使

っております。農水省として決定した大綱にもこの字で固まっておりますので、このようにさせていただ

ければと思っております。 

○三野小委員長 

 多分、将来的には先生のご指摘のような形にいくと思うのですが、今、過渡的な形の中でこういう文

字を意識的に使われていると解釈させていただいて、将来は先生のご指摘のような方向ということに

なろうかと思います。 

 今のお話も含めて世の中は大変進歩が速くて、「協働」にさらに「共治」が加わって、最近の流行で地

域のガバナンスなんていう話になってきておりますし、今大きくそういう方向へ動いている中で、この全

体の流れはそういう方向ですけれども、その辺はご理解いただければと思います。何かご指摘いただ

くことがありましたら。 

○岩崎専門委員 

 必要な要素は出ていると思うのですけれども、私は農水省とのお付き合いは初めてなので、素人の

感覚から申し上げるとストーリーが見えないというのがすごくもったいないという気がします。いろいろ

なことをおっしゃっていますし、項目としては挙がっているので、わかるのです。一個一個そうかなと思

いますけれども、一個一個全部見る人は少ないわけで、そうすると全体的な骨太のストーリーがあると、

それにどうそれが入り込んでいるかがわかるという意味で、ストーリーが弱い、強くすればもっと良いも

のになるのかなという気がしています。 

 ゼロベースで考えて今日のいろいろなご説明からストーリーを考えていたのですけれども、最初に時

代状況として人口減少社会というのが出てきますよね。どの役所の文書でも政府の文書は必ず少子

高齢化、グローバリゼーションが出てくるわけですね。しかし、人口が減るということをどう捉えるかと

いう場合、他の省庁と農水省の最も基本的な違いは、食料を与えるという意味でその人口にフィード

する最も責任のある日本の役所なわけですよね。そうすると人口の捉え方がすごく通り一遍で「減るか

ら困るよね」とか「高齢化するから困るよね」ということばかりのような気がするのです。ですから、考え

方によっては人口が減るということはフィードする人口も減るのだということにもなります。"それをどう

書くか"なのですけれども、人口の捉え方を食料を供給する側としての捉え方でみていただきたいなと

いう気がします。 

 そうするととても気になったのは、文章だと６ページの左の上の方ですけれども、食料を供給すると

いうのを考えると食料自給率は、重要なわけですよね。それがここだとどんどん下がってきていますよ

ね。これはここのセクションに入っていても良いのかどうかわからないのですけれども、「ストックの効

率的保全」のところに入っているのですが、25 兆円ある、しかし食料自給率は着実に下がっている。こ

の辺のストーリーも見えないわけです。 



 申し上げたいことは、つまり食料供給力というか自給力を上げることが重要で、そのために生産基盤

の整備が必要であるというようなストーリーが必要なのだと思います。つまり何を何で説明するかとい

うときに、生産基盤の整備を従属変数で、これをいろいろなもので説明するのか、何かを生産基盤整

備で説明するのかという生産基盤整備が独立変数になっているかというところの違いであって、生産

基盤整備を従属変数にしてしまうといろいろなものに左右されながら守りの姿勢に入っていくわけです。

そうではなくて何か明確な目的があって、そのためには"これが必要だ"というとそうかなと思うわけで、

そうすると一番わかりやすいのは食料供給力をいかに支えているか、自給力を上げるかということに

なってくるわけですから、それとの関連で説明をしないとだめだと思うわけです。そうなってみると、例

えば地図でいきますと 14 ページに私がお願いしました地域別の食料自給率の地図が出ているのです

けれども、さっと見ただけでも東日本の方が自給率が高いという傾向がわかるわけですよね。都市が

低いのはもちろんなのですが、全体的に見ると大都市圏を除けば東の方が自給率が高くて西の方が

低い。生産基盤で土地改良や何かで投じた額は、多分東日本の方が多いと思います。そうすると、こ

れは自給率と農業農村整備事業の相関が出ているわけです。そういう説明をする方が重要で、６ペー

ジの文章に戻ると、こんなに低いから全国的に確保しなくちゃだめよねという話とは違う気がするので

す。申し上げていることが何か飛んでいますけれども、要は何を何で説明するのかなという中に農業

農村整備事業を位置づけるというところがはっきりと出ていないのでストーリーが見えないということで

す。生産基盤が何で必要かというときの話も量だけではなくて質もみていかなければいけないわけで、

そういうストーリーがあると、例えば 13 ページにあります「食の安全・安心への高まり」というのからみ

ると、これは安心・安全の食品が欲しいということになりますから、それは消費者の心理なのですけれ

ども、それを生産基盤の方からみると減農薬とか無農薬をやろうとするとかなりの規模がないとできな

いということになりますので、消費者の必要とするような食料を供給するにも規模の拡大が必要である

というストーリーに結びつきますよね。生産者の方からみれば、高齢化するわけだから省力化とか農

地の流動化が必要になってくるとかになるかもしれません。アマチュアの参入が多くなった場合には、

ノウハウがない人が入ってきた時のためのある程度の一定のインフラ整備がしていないとだめだとか、

多分幾つもあると思うのです。それをわかりやすい骨太のストーリーの中に入れ込んでいただけると

そうかなと思うのですが、そうではなくて生産基盤整備は大事とずっと言われ続けると、"その割には

自給率上がっていないでしょう"というふうになってしまうと、とても辛いところがあると思うのです。です

から、変数を逆転して説明することで大分違ってくる。やっていらっしゃることはそうなのですけれども、

説明するということに関しては、そういう方がわかりやすいのではないかなという気がします。 

○三野小委員長 

 ご意見として伺わせていただきます。今の先生のお話の中で、この中の人口減少を生産面だけでは

なくて、余裕が出てせっかくなら環境保全性にも力を入れたい、生産面については担い手という格好で

経営面積を拡大していきたい、そういうストーリーではないかと。だから生産だけというよりも、むしろ生

産と環境保全性の両方調和できる最高のチャンスであると私は受け取っておったのです。その辺はま

た議論のあるところかと思います。 

 今、岩崎先生の方からストーリーがなかなか見えにくいのではないかというご指摘がございます。大

変重要であると思います。 



 大体議論が一巡したように思いますが、今いただきましたご議論、また事務局の方で整理して、これ

は後でまた具体的なスケジュール等は事務局から連絡があるのですね。もしよろしければ、今日いた

だいたご意見をどのように整理するのかご説明いだだけますか。 

○角田事業計画課長 

 有益なご意見をいただきまして、ありがとうございました。今日は「とりまとめ（案）」ということですので、

いただいたご意見も踏まえてもう一度練り直した上で、まとめ方については三野小委員長と相談させ

ていただきたいと思っております。委員の方々に個別にお諮りし、ご意見をフィードバックしながら最終

的には三野小委員長のご了解をいただいて３月中にまとめさせていただければと考えております。 

○三野小委員長 

 以上のように、今日いただいた先生方のご意見、また検討させていただいて、先生方ともやりとりし

ながら３月中に整理をしていきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。「21 世紀の社会

構造に対応する農業農村整備の展開方向」につきましては以上で、次の議題の方に移らせていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

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

願いします。 

○角田事業計画課長 

 それでは、資料―２「費用対効果分析手法の改善」について、ご説明させていだだきます。費用対効

果分析手法の改善につきましては、前回、見直しの基本的な考え方についてご説明して、また幾つか

の検討項目につきましてはケーススタディーを行った状況についてもお話ししました。今回は全ての項

目について、基本的には全般的にケーススタディーも含めて検討結果をまとめることができましたので、

それについてご説明するとともに、今後これをどう実際に適用していくかといったスケジュールについ

てもお話をさせていただきたいと思っております。 

 １ページは、これは何度もお話ししているところですが、現行の費用対効果分析の考え方です。土地

改良法に基づいて事業の効用が費用を上回る、費用対効果分析で 1.0 を上回ることを確認するという

のをベースにやってきております。しかし、平成 14 年に政策評価法が導入されまして、1.0 を確認する

だけではなくて、事業の有する政策効果をもっと幅広に把握、測定していく必要があります。 

 そういう意味で、左側に土地改良事業の効果体系が書かれておりますけれども、茶色の部分、農村

の定住条件の整備や農村の環境保全に係る効果、農業外の効果については、一応みてはきている

のですが、十分な効果の把握ができておりませんでしたので、まずは手法の改善を検討するというこ

と。それから、これまで評価されてこなかった効果項目についても、既存の効果項目と重複しない形の

中で新たに算定手法を検討していこうと思っております。 

 ２ページは、重複がないように効果体系の整理を行ったものです。これも昨年来ご説明しているとこ

ろですが、基本法の４つの理念に即してもう一度体系的に整理する。この小分類が具体的な効果項目

になりますが、黄色に着色した部分が新たに検討しようという効果項目ですし、また青色の着色部分

が現行の規定にも効果としてみられることにはなっていますけれども、十分に評価されていないので

算定手法を見直す項目です。黄色の項目については、この間の検討経過の中で、すぐには費用対効

果分析に入れることはできないけれども、事業全体の参考値の形で側面的に事業の効果を説明して

いく上で使えるものもあるのではないかということで、例えば※の付いている食料の安定供給に関する



効果や地域経済への波及効果については、参考値として示す形に整理をしていきたいと思っておりま

す。 

 ３ページは、「効果の見直しの視点」です。見直しに当たっては、効果の重複計上を排除する、それ

から事後評価をこの間やってきておりますので、事後評価のフィードバックといいますか、反映も考え

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検討していきたいと思っております。 

 次の４ページにかけて４つの分類がありますが、まず３ページの[1]で、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」です。現在、新設の事業よりも既にある施設を更新

していく事業が多くなってきておりますが、その際、施設を更新する効果を古い施設を新しい施設に置

きかえる、再建設するための事業費を更新効果としてみる、つまり、かかった費用分を効果としてみる

という極めて簡便な手法をとっておりまして、これでは施設を更新するという本来の効果は適切に反映

されませんので、更新事業を行った場合と行わなかった場合で、どのような差が生じるのかを把握して

効果を算定するように見直そうと思っております。 

 もう１つは、効果算定方式そのものを見直していこうということで、現行の方式は事業実施期間中の

効果は発現しないという前提でみております。これは新設の事業が中心だったのでそのようなことにな

っておりますが、更新事業になりますと当然工事期間中から効果はあるわけで、これに対応して総費

用総便益比方式に見直していこうと思っております。 [2]は「外部経済効果を適切に評価するための

算定手法の高度化を図る項目」で、例えば災害防止効果や地域洪水被害軽減効果、水辺環境整備

効果などいろいろありますが、このような項目については簡便な手法になっておりますので、かかった

費用分をみている。例えば水辺環境整備効果ですと、仮想市場法（ＣＶＭ）を使って幅広く効果がみて

いけないだろうかという検討を行ったところです。 

 ４ページの[3]は、「政策評価に対応し、これまで評価されていなかった効果項目」です。例えば、ほ

場整備を行うと耕作放棄の発生がきわめて小さく、皆無になるとの実績もありますし、ほ場整備による

耕作放棄防止効果やスプリンクラー施設を導入することによって防除作業が自動化される、労働環境

が非常に改善されるといった効果を新たに算定していけないかというのが[3]です。 

 [4]が事業の幅広い効果を説明するために、Ｂ／Ｃには直接算入はできないけれども、参考値として

説明していけないかという内容で、食料の安定供給に関する効果や地域経済への波及効果をこの中

で考えていきたいと思っております。 

 全体を俯瞰するとこのような形ですが、５ページから具体の事例に入っていきたいと思います。 

 まずは、「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」で、更新事業におけ

る効果の考え方です。５ページの右の図にあるとおり、現況の施設があってこれを更新する場合に、こ

れまでは更新に要する費用分をみておりましたので、Ｂ／ＣでいえばＣ／Ｃという感じで、効果が 1.0 を

上回ることがなかなか難しい状況でした。 

 これをもっと現実に即した形で考えていこうということで、１つは更新事業がない場合に、その施設が

更新されないことによって生産が下がってくる、このような更新事業なかりせばの状況をまず想定して、

もう１つは更新事業を行うことによって現況の生産が維持される効果、多くの場合は更新事業とあわ

せて若干の機能アップがありますので、その機能アップによって生産量が増加される効果、"更新事

業ありせば、なかりせば"のその差をとりまして、更新事業による効果としてみていこうというのが基本

的な考え方です。 

 ６ページは、そうした考え方で具体的にケーススタディーを行ってみました。これは国営のかんがい

排水事業で排水路と排水機場を有している地区の事例ですが、事業がある場合、ない場合の状況を



それぞれセットして、効果項目を全部積み上げて計算していく。作物生産＋品質向上の効果、営農経

費の節減効果、維持管理費節減効果をそれぞれのケースで積み上げて計算していく。そして事業な

かりせばの場合の積み上げにおいて現況の施設機能が失われた場合を想定して積み上げていくこと

が１つのポイントになっております。 

 ７ページは、このケースにおける具体の事例ですが、事業なかりせばの状況の想定の考え方です。

４つ絵が並んでおりますけれども、左から２つ目が現況の状況です。この場合、約 1,000 ヘクタールの

農地がありますが、これは以前整備した時よりも温暖化で基準雨量が増えてきた、あるいは気象変動

で雨が 120 ミリに増えてきたという状況。もう１つは、排水能力が毎秒 20 トン排水できるような水路や

ポンプを整備していたのが、施設が老朽化して排水能力が 15 トンしかなくなってしまった。それによっ

て、もともとは湛水や過湿の状況は起きないはずだったのが、現況において約 300 ヘクタールの過湿

や湛水の状況が発生してきている状況です。これを改善するための事業を行うか行わないかでどのよ

うに違ってくるかということです。更新事業を行わないとすれば、今 15 トンの排水能力がある施設は、

10 トンまで落ちてしまうという状況になる。その結果、今の過湿の面積が 300 ヘクタールですがこれが

700 ヘクタールまで拡大する。事業がない場合はそのような状況になるということを設定します。 

 他方、事業を行った場合はこの過湿の状況を解消しますので、施設的には排水能力を30 トンまで上

げることによって過湿の状況は解消できる。このように"なかりせば"と"ありせば"の状況をまずはセッ

トするということです。 

 その上で、次の８ページにあるように、それぞれの効果の積み上げを行っていくことで、作物生産効

果、営農経費節減効果の算定イメージですが、現況の状況、事業ありせば、なかりせばのケースにつ

いて、過湿、湛水面積による被害発生を考慮して単収（単位面積当たりの収量）を設定しております。 

 左側は現況での単位面積当たりの収量 456 キロですが、事業がなければ 429 キロに減ってしまう、

事業を行えば現状は維持されるのに加えて機能アップ、つまり被害はなくなりますので483キロまで上

がり、この差が作物生産効果として算定される。 

 同様に右側に維持管理の営農経費の節減効果についても、事業を行うことによって作業時間が軽

減される部分が設定されます。このような積み上げによって計算を行います。次に、もう１つ試算を行

っておりましてケースの２。やはり国営のかんがい排水事業ですが、頭首工と用水路の更新整備を行

うケースです。同様に事業ありせばとなかりせばにおいてそれぞれの効果項目を積み上げていきま

す。 

 10 ページをお開きください。特にこの場合は維持管理費節減効果をどのように算定するかです。旧

施設、一番左側にありますが、小さな井堰が９カ所もあったという状況。それが現在の施設、堰ができ

て水の取水が非常に楽になっている。しかし、これが相当老朽化してきているので、それを更新してい

くというのが右側の状況ですけれども、更新事業を行うことによる効果としては、今の施設を作ったこと

による維持管理費の節減効果は、以前は９カ所の井堰を多大な労力をかけて管理してきた、あるいは

洪水のたびに流されていたので、それを補修しながら行ってきたということで、その労力、維持管理費

分が４億500万円です。それに新しい事業を行うことによる更なる効果の節減分の300万円、これを足

すことによって更新事業としての効果を算定していこうというイメージです。更新事業の効果の積み上

げは、このようないろいろな条件を設定して積み上げることを基本に考えていきたいと思っております。 

 11ページは、効果の算定手法の見直しです。効果の算定方式を投資効率方式から総費用総便益比

方式へ切りかえていきます。下に図がありますが、左が投資効率方式で現在行っている算定方式で

す。主に新設事業を想定した考え方で、事業の効果は完了後において発現するという前提です。工事



期間中は効果の発生をみていないということです。したがって、これは更新事業の実態と合わないとい

う課題がある。 

 それに対して右側の総費用総便益比方式ですけれども、これは工事期間中、工事完了後の一定期

間を評価期間と置きまして、その間に投入した費用、これが上の部分、事業費になります。それに対し

て効果の方は下の部分ですが、これは工事期間中から効果が出ていて、それを４％の割引率で現在

価値に戻して総費用総便益の比で算定する考え方です。現実の実態に照らすと、このような形に直し

ていくのが望ましいと思っております。 

 今後この方式に変えていくことを前提に、12 ページにあるとおり、幾つかケーススタディーを行いまし

た。 

 ２つありますけれども、上の図が水田かんがいの場合の更新整備を行う事業です。複雑ですけれど

も、上の緑色の部分が費用です。下の赤が便益に相当する部分ですが、平成 16 年を１つの評価基準

年として、平成 16 年に全てのコスト、費用を現在価値化する考え方です。評価期間については、事業

実施期間中、事業完了後一定期間を設定することで、この場合 50 年を前提に試算を行いました。 

 総費用としては事業期間中にかかったコスト、この場合は農業水利システムですから耐用年数が短

い施設、例えば水管理システムはかなり耐用年数が短くなりますので、適宜更新していく必要がありま

す。そうした施設の更新に要する事業費なども一部見込んだ形で総費用を現在価値化していくという

こと。便益についても一定期間の50年間に発生するものを現在価値化してみるということです。費用と

便益比で計算すると、1.12 という数字になります。下の方は新規の畑かん事業のケースです。考え方

は上と一緒ですが、ご覧になってわかるように、新規の畑かんですので、効果の発現時期が後ろ倒し

になっている。これまでは工事期間中は効果はみていなかったのですが、工事の進捗状況によっては

この効果が出てくるという状況を反映している計画です。これについても 1.0 はクリアできる試算結果

になっております。 

 基本的にこのような形で見直していきたいと思っておりますが、13 ページにこの方式に移行していく

上で、幾つか検討すべき課題をまとめております。 

 １つは、ご覧になったように、工事期間中における効果をどのようにみるかということもありますので、

工事期間中の工程管理に合わせた効果の発現を当初の計画段階からみていく必要があるということ

で、その辺の考え方をどのように整理するのかというのが１つ。それから、評価の対象期間がこれまで

は施設の総合耐用年数で評価期間としていましたが、例えばこの場合では 50 年を試算しました。  

この一定期間をどうセットするかが課題でして、今後、先ほどご説明したライフサイクルコストの低減や

長寿命化の問題もありますので、そのようなことも踏まえて一定期間をどうセットするかを検討していく

必要がある。 

 ３点目は、耐用年数が短い施設については本格的な次の大きな更新が来る前に順次更新する必要

がありますが、その費用をどのようにみていくか、その統一的な取り扱いを決める必要がある。 

 ４点目は、根本的に算定方式を変えますので、国営事業のみならず、マニュアルの作成や考え方の

普及啓発を図っていくことはあろうかと思います。その辺を含めて若干準備期間を置いた上で導入を

図っていく必要があるという考え方です。 

 14 ページは、前回もお話ししたところですが、外部経済効果を適切に評価するための算定手法の高

度化で、項目ごとに少し考え方をご説明していきたいと思います。 

 まず、「災害防止効果、地域洪水被害軽減効果」ですが、これは前回ご説明したとおりです。これま

では実際に被害が起きた場合に相関式を作って被害額を算定しましたが、そうすると被害が発生して



いない場合は全くみられないことになりますので、今後は例えば被害の発生を想定できるようなシミュ

レーションを行って、それに基づいて軽減額を推計していく方法を導入しようと思っております。 15 ペ

ージにそのケーススタディーもお示ししております。 

 16 ページは、水辺環境整備効果等ですが、これも前回ご説明させていただきました。これまでは環

境整備を行った場合に、その整備に要する追加投資額を効果としてみていましたが、そうすると幅広

い便益が生じていてもそれが評価できないので、今回は仮想市場法（ＣＶＭ）を導入してそこを評価し

ていきたいと思っております。 

 17 ページは、国営事業地区で実際環境整備を行った地域にＣＶＭ調査を行いました。これは範囲の

設定や質問の作り方が非常に重要ですので、経済学の先生方のご指導もいただきながら、今回調査

票を作ってケーススタディーを行いましたが、その対象とする範囲についても、その施設の認知する範

囲を調査の中で回答を得まして、約９キロの範囲でみまして、適切な範囲の設定に心がけて試算を行

いました。 

 その結果は 18 ページにありまして、Ｂ／Ｃでいえば 0.3 ポイントに相当する効果が算出できました。 

 19 ページは、「保健休養機能向上効果」です。これは、例えばダム湖などがレクリエーション施設とし

て活用される場合の効果を算定していこうと思っております。これまでは、レクリエーション事業を行っ

た場合、実際事業を行って収益がある場合は、収益額のうち農業分に按分できる範囲でそこを効果と

してみる。これもきわめて控え目な見方をしていたと思っておりますが、これでは収益事業がなければ、

いくら人々がダム湖を訪れても効果を算定できませんので、保健休養効果を測定するのによく使われ

ているトラベルコスト法を使って算定していこうということでケーススタディーを行いました。これは評価

対象地域を半径50キロ以内に設定することや、20ページにあるような質問票の作り方も実際にできる

施設をお示ししながら、訪問する意思があるのかないのかを聞いて、その結果、事業実施前後の訪問

価値は約３倍であることや、訪問回数が６倍に上がることを確認しながらケーススタディーを行って、Ｂ

／Ｃでいえば 0.2 ポイントは算定できるだろうとの結論を得たところです。 

 次に、「政策評価に対応し、これまで評価されていなかった効果項目」を新たにみていこうというのが

21 ページからです。 

 まず「耕作放棄防止効果」です。これは、ほ場整備によって耕作放棄が防止されることは昨年の政策

評価でも検証済みでして、今後耕作放棄が予測される農地の有する作物生産効果と多面的機能効果

に分けて算定をしていこうと思っております。 

 ただ、この耕作放棄防止効果、ここは効果の発生の捉え方を少し区分けして整理する必要があると

いうことで、下の絵にありますとおり、ほ場整備の部分と用水補給の部分がありますので、用水補給の

部分を除いた面整備、区画整理の部分だけで耕作放棄の防止効果をみていく必要があるということで、

緑色の部分を区画整理がない場合の耕作放棄の発生防止効果としてみていこうとの整理を行ったも

のです。 

 22ページは、ケーススタディーを行ったものですが、事業なかりせば発生する耕作放棄面積を、近隣

の未整備地区の耕作放棄発生率を調査しまして、事業を行わなければどれくらいの耕作放棄が発生

するのかをつかみ、耕作放棄防止効果のうちの作物生産効果分について、22 ページの表にあるよう

な考え方、一番右側の緑色で塗られた部分を作物生産効果が失われる部分として算定を行いました。

３つの地区で算定しておりますが、例えば一番下にあるＯ県のＫ地区では 0.09 ポイントに相当します。 

 23 ページは、多面的機能の効果分です。多面的機能には水田貯留効果や土砂流出防止効果、地

下水涵養効果等いろいろあるわけですが、区画整理によって水田が維持されることによる多面的機能



としては、水田貯留効果と土砂流出防止効果がみられるのではないかということで整理しまして、下の

表にある形で単位面積当たりの多面的機能評価額にその分を反映させて計算を行いました。その結

果、同様にＯ県Ｋ地区では 0.09 ポイントですので、先ほどの作物生産効果と多面的機能効果、両方合

わせますと 0.18 ポイントの耕作放棄防止効果が算定できるのではないかという整理です。 

 24 ページは、「農業労働環境改善効果」です。これは事業によって労働の質的改善を測定できない

か、例えば急傾斜地で労働環境が非常に厳しい危険労働が、事業によって解消できるところを評価し

ていこうということです。特に薬剤散布作業や健康面の不安解消、危険作業の解消等の安心感を測

定できないかということで、これもＣＶＭを使って試算を行いました。 

 25～26 ページは、そのケーススタディーを行っておりますが、国営の畑地かんがい事業地区におい

て「みかん」に対するスプリンクラー事業を行っておりますけれども、非常に急傾斜地でかん水作業そ

のものが極めて厳しい状況です。したがって、これをスプリンクラーのレンタルに置きかえることによる

支払意志額を調査していこうと思っております。 

 26 ページにあるとおり、回答者の９割が手作業による防除作業が大変だという回答で、スプリンクラ

ーをレンタルする前提でその支払額を支払意志額として今回調査しましたが、その結果、Ｂ／Ｃに換

算すると 0.05 ポイントの改善につながりました。対象者が受益者だけに限られますので、効果としては

それほど多くはないですが、このような考え方も導入できないかと思っております。 

 27ページは、「土地利用秩序化による利便性向上効果」です。これは、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う交通の円滑化、住環境の向上といった生活の利便性、これを

総合的に評価していこうと、積み上げ困難な効果ということで、これもＣＶＭを使って行ってみました。 

 28～29 ページは、ケーススタディーの結果ですが、45 ヘクタールのほ場整備事業の実施地区で、関

係集落 586 戸で実施しました。結果としては 0.02 ポイントのＢ／Ｃの向上につながることになりました

が、これも受益者が限定されている中での調査ですので、大きな効果には結びついてはおりませんけ

れども、このような効果もみていけるのではないかという試算です。 

 最後に 30 ページは、「事業の幅広い効果を説明するために参考値として示すことが可能な項目」で

す。 

 １つは「食料の安定供給に関する効果」です。これは昨年、ほ場整備事業の政策評価をこの企画小

委員会でご議論いただいたときに、米の生産費が低減して米価が低下し、それが消費者に還元され

て消費者へ利益が増大する効果を年間約 3,300 億円という試算を行っておりますが、これも食料の安

定供給に係る幅広い効果として国民に説明できるのではないかというのが１つ。 

 もう１つは、農業水利施設そのものが維持されることによる食料供給力の効果です。今の農業水利

施設が消滅した場合にどれくらい米の生産量が減るのかの想定を行いまして、それによる米の値段

の上昇を需要曲線から試算しまして、約１兆 3,000 億円ぐらいの水利施設が消滅した場合の食料供給

力効果としてあるのではないかとの試算を行いました。 

 31 ページは「地域経済への波及効果」ですが、これは事業を実施することによって農業生産が増大

する。それに伴って川上産業あるいは川下産業へ生産が波及する、雇用が増えるといった効果をつ

かんでいこうというもので、川上産業については産業連関表、川下については実態調査によって把握

をしていこうという考え方です。 

 32 ページはそのケーススタディーとして、これは畑地かんがいや農道整備を行って梅の生産団地を

整備した事例です。この事業による直接的な農業効果は真ん中にある農業生産として 1,200 万円です

が、これが川上へは農業資材関係の波及、川下へは保管・配送、梅の加工場の建設、その梅工場へ



の生産資材の供給の観点で相当効果が波及している。農業の効果 100 に対して川下産業への波及

がその 5.6 倍あったということで、これも事業の側面的な効果として説明できないかと考えております。 

 33 ページは「今後のスケジュール」です。この２カ年いろいろご議論いただきましたが、試算結果も含

めて全体像を今回お示しすることができたと思っております。これからご議論いただきまして、今回提

案させていただく見直しの考え方、基本的にこれで良しということであれば、平成 18 年度においてさら

に細部の詰めと、あるいは今後この方式に変えていく上でのマニュアルの作成や基準の見直しを行い

まして全国への周知を図り、平成 19 年度の事業評価対象地区から見直すように変えていきたいと思

っております。 

 なお、農業の構造変化に伴う効果、例えば担い手が育成される、集落営農が育成されて構造改革

の上で非常に効果がある、そうしたところも評価できないかというご意見もありましたが、今の段階で

は定量化の考え方をお示しするまでには至っておりませんので、引き続き検討を進めたいと思ってお

ります。以上です。 

○三野小委員長 

 ただ今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。 

○鷲谷臨時委員 

 耕作放棄防止効果についての論議が科学的な意味でやや問題があるような、よく陥りやすい間違い

でもあると思うのですが、それは単なる関係から因果関係を恣意的に読み取ってしまっているというこ

となのです。その因果関係は正しいかもしれないのですが、きちっと論理を作らないといけないと思う

のです。それは、整備をした地域としない地域において耕作放棄の発生率に統計的にも有意な違い

があるというのが事実です。その事実からは２つの因果関係を導くことができて、一方を選択されてい

るわけです。整備をしたために放棄を防ぐことができた、それだけを取り上げてしまうと科学的にフェア

ではないと思うのです。もしかしたら両方が部分的には正しいのかもしれないのですが、もう一方の因

果関係は将来、耕作放棄をしないだけの営農の意思のある地域が事業を選択した、そういう因果関

係でも同じ関係が生じるわけです。そういうときに一方だけを取り出すというのはやはり科学的には問

題があるかもしれません。この関係以外の幾つかの状況証拠等があって、両方考えるうちのこちらの

方がよりその関係に大きく寄与しているということは言えるかもしれないのですけれども、これだけから

は逆も考えないといけないので、無理があるような気がしました。 

○三野小委員長 

 今の先生のお話は、事業に投資したから逆に放棄したというお考えでしょうか。 

○鷲谷臨時委員 

 そうではなくて事業をして放棄しなくなった、投資したからしなくなったというのも同じだと思うのですけ

れども、それと全く逆の因果関係でして、放棄をしない、つまり営農の意思があったから事業をすると

いうことを選択した、そのような説明もこの関係からだけだと可能になるのです。なので、一方だけを選

択するのだったら、何か他の理由がもう１つ、この関係だけではない理由がないとこの関係からだけで

はどちらも同等ぐらいだということしか言えないですね。 

○三野小委員長 



 ただ、いずれにしても事業をやったわけですから、事業の効果としてはカウントできる。そのような意

思があるから、たまたま放棄しなかったのだけれども、どういう理由であれ事業に参加したことは事実

ですね。 

○鷲谷臨時委員 

  そうです。 

○三野小委員長 

 先生のお話の事業をしなかったところに対しては確かに高くなることは事実なのですけれども、ただ

事業に対する効果としてはカウントできるのかなと。 

○鷲谷臨時委員 

 誤謬といわれてもしようがない話になってしまうかなと。 

○三野小委員長 

  その辺少ししっかりした論理を構築していく必要があるということですね。 

○鷲谷臨時委員 

 いいたいことに応じてもう１つ何らかの証拠で補う等のことが必要かなと思います。 

○尾藤事業総合調整室長 

 ご指摘、誠にごもっともです。22 ページに書かせていただいておるのですけれども、今のご指摘は恐

らく事業をやる、やらないだけで放棄率が決まるということはおかしいというご指摘だと思います。四角

囲いの下２行ぐらいのところに少し書かせていただいておりますが、結局この効果を算定するに当たり

ましては、耕作放棄率から放棄面積を推計しなければいけない。それは、まだ検討が進んでおりませ

んので、近隣の未整備地区のデータから推計という形にさせていただいておりますが、将来的にはシ

ミュレーションモデルを作りまして、その地区の農業者の年齢構成や担い手の状況、そのような変数

から放棄率をシミュレーションできるような仕組みも検討したいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○鷲谷臨時委員 

  わかりました。それで結構だと思います。 

○三野小委員長 

  先生のお話は、誰がみてもフェアな方法をしっかり構築して欲しいということですね。 

○鷲谷臨時委員 

 そうです。今おっしゃったようなことで、選択に関わる要因が入って分析されれば恐らく問題がないと

思います。 

○黒川臨時委員 



 ほ場整備事業は何年以上長期に営農するということを条件にしているという場合であれば、今の問

題がどのようになるかということなのです。一般的にほ場整備というのが日本の農地全体についてど

んな効果があるかということをいっているわけではなくて、つまりほ場整備事業をやるというのは、そこ

の人たちの意思確認を行った上でしか実施しませんというケースの場合だったら今日の説明で良いの

かもしれないということですよね。ここのところが微妙なので、安易にそのような理解にされてしまわな

いように、今の制度がそうなっているかどうかということ、制度を遂行するときにそういう条件が確認さ

れているのかどうかということが問題だと思います。 

 12 ページにわかりやすい絵が出てきて非常に良かったのですけれども、この絵をどうせやるのだっ

たらというか、要するにいろいろな工程管理の方法があるわけでしょう。何年で更新してどれぐらい。こ

の絵がかかれているのは一番最適に長期に更新できるケースなのですか。だったらわからないでもな

いのですけれども、それがなかなかわからないかもしれないとすると、70～80 年に３回ぐらい更新する

ケースとか。これは１回更新のところで終わっていますよね。70 年経った時には本体の方の初期投資

のところも全部壊れていたりすると困るわけだから、どういう循環でこれをとっていて、工程管理をする

と一番安上がりになるのかというのがもしわかったらベストなのです。こういうことを一生懸命やるのは

オールタナティブを探すためにやることに価値がありそうなので、どういう工程管理を選ぶかということ

までもう一歩進めたら良いのではないかと思います。 

○三野小委員長 

  一歩進んだご指摘だと思います。 

○角田事業計画課長 

 現状ではこの期間というのは総合耐用年数でセットしますので、一定の農業水利システムですと 40

年ぐらいになっております。現実に 40 年より短い場合も若干長い場合もありますが、次の大きな更新

事業が来るということです。今回の場合は、そうした大きな更新事業が来る前までの期間を一応セット

することで、その間に発生する小さな更新事業やゲートをやり替えるなどは追加的な施設の更新事業

として見込んでおります。その期間をどうセットするかは、結論からいえば次の大きな更新事業が来る

前までと思っておりますけれども、その際、施設の長寿命化等の要素をどのように見込むかは、引き

続き検討させていただきたいと思っております。 

○黒川臨時委員 

 この絵が最適な状況が初めから選ばれているのだったら何も問題ないのですけれども、今の 40 年

は本当に最適なんですか。 

○角田事業計画課長 

 いろいろ事例をみておりますけれども、大体次の更新事業は耐用年数40年ほどで行ってきているの

が一般的です。できればそれをもう少し延ばしたい。長寿命化や予防保全、計画的な施設機能診断な

ど、小さな更新事業を積み重ねることにより延ばしたいというのが今の考え方です。 

○三野小委員長 

 それでは、その他ございますでしょうか。 



 労働改善効果だとか保健休養効果、全て地区に実施するわけですか。一応事前評価の段階で効果

算定については全てＣＶＭ調査をかけるということなのでしょうか。 

○角田事業計画課長 

 効果が見込めるところについては、事前評価の段階で実施していきたい。これまではそのような調査

をせずに、要した費用分を効果としてみる簡便な方法をとっておりましたので、手間はかかりますけれ

ども、このような調査をかけてみていけないかと思っております。 

○三野小委員長 

 と申しますのは、農水省はＢ／Ｃを非常にまじめにやられるわけですね。私も地方のいろいろな公共

事業の評価委員会に出ているのですが、国交省の方が数が多いのか、マニュアル化されて数値がぽ

んと入ってくるのです。そうすると最初はこうしてデータを集めるのだと思うのですが、事後評価を活用

してデータベース化して、この数値をある程度の指標で分類して入れてもＣＶＭの調査の精度からする

と同じぐらいになる。ＣＶＭでは手間がすごくかかるし、それ自身得られたデータの信頼性からすると、

その辺非常に手間がかかるのかなというのが若干心配だということからの質問です。 

○黒川臨時委員 

 30 事例ぐらいとれて分布がとれれば線がかけると思います。今いわれたとおりです。１個しかやって

いないとそうはいかないと思います。 

○尾藤事業総合調整室長 

 ＣＶＭの簡便化につきましては、最近便益移転という考え方で原単位化や関数化する考えが出てき

ております。生活環境整備については少し検討を始めておりますが、引き続き検討していきたいと思

います。 

○横山専門委員 

 私は、政策関連の学部なので、"with the policy "と"without the policy"を比較しなさいといっており

ますが、政策がある場合とない場合の比較で非常に難しいのは、"with the policy "のときの姿がみえ

ない点です。政策をしたらどういう社会状態なり、ある効果指標なり評価指標でどうなるのか。"without 

the policy"の場合には"status guo"といって、現状のまま何も劣化しないで今の状態ということであれ

ば"without the policy"は普通は目にみえるのです。 

 ところが、更新の事業の場合には"without the policy"は"business as usual "で劣化している。その

劣化も推測しなくてはいけないわけです。 

 ２つ推測しなくてはいけないわけです。この辺のところで"with the policy "のときの効果をみるときの

モデルというのでしょうか、その論理立てと"without the policy"のときの論理立てが同じモデルで考え

られているのかどうかということがどうもはっきりしないのではないか。 

 "business as usual "とよくいうのですけれども、現状のままで置くと、例えば何年後かにこうなるとい

うような形で、劣化の状態も時間とともに変化してくる。それも現在割引価値に戻しているのかどうか、

その辺のところをもう少し詰めておいた方が良いのかなという気がしました。 



 通常は新しい事業をするとき現状のままですから、そこは"without the policy"というのは目にみえて

いますから、ある状態変数でわかるわけですけれども、更新事業の場合にはまた違うのではないか。

だから、そこの問題が１つあるのではないか。 

 それから、鷲谷先生がおっしゃったところにも若干関連するのですが、ＡとＢが相関が高いとしても、

ＡゆえにＢなのかＢゆえにＡなのかということについての裏づけが計量的にも必要になってくるという点

は、どこかで注意しておかなくてはいけないと思います。ＡとＢがたまたま相関が高い場合でも、媒介

項があって相関が高い場合もある。その辺の因果律について、私は専門ではないのですけれども、計

量経済学ではＡが原因でＢが起こったのかＢが原因でＡが起こったのかということについての計量分

析がちゃんと手法として確立しているようですので、今後検討した方が良いかと思います。  

○三野小委員長 

 そういうご指摘ですので、少し検討いただきたいと思います。 

 先生のお話の最初の方は、事業なかりせばなのか施設なかりせばなのかという解釈でよろしいでし

ょうか。 

○横山専門委員 

 どういったら良いのでしょうか、"without the policy"で事業がなかったときの効果はどうやって推計し

ているのかというところが重要です。 

 だから、そこが非常に難しいのではないかということです。 

○三野小委員長 

 まさにこれは黒川先生の最初の更新のタイミングの話も含めて幾つか絡まった問題かもしれないと

いう気がします。 

 その他、何かご注意いただくことはございますでしょうか。 

○沖専門委員 

 先ほど少し三野先生が触れられたところなのですけれども、19 ページの保健休養機能向上効果で

すか、トラベルコスト法（ＴＣＭ）を導入されることに対して、私としては少し注意した方が良いのではな

いかと考えます。と申しますのは、効果の考え方としまして地域のレクリエーションの拠点、地域住民

の憩いの場というのは非常に重要だと思うのですが、その次の観光資源としての利活用ができるとい

うのは非常に限られたところであって、かつ、この効果が大きくなりますと、今度は自然環境に対して

かなりダメージが起き得るという相反したことが出てきます。この辺のところをもう少し慎重にせざるを

得ないのではないかという気がします。 

 よくパンフレットなどに、"農業の多面的機能をお金に換算すると"ということで洪水防止効果、これは

断トツですね。その次に水辺空間とか景観に対する効果という金額がかなり大きく出ているんですね。

これは何回も訪問する、そしてトラベルということでお金を落としていくことが、かなり参入されているの

かなと考えるのですが、本末転倒になると怖いという気がいたすのですが、何かご意見ございましたら

お聞かせいただきたいと思います。 

○角田事業計画課長 



 今回、ＣＶＭについてもトラベルコスト法についても、まずは効果を算定する範囲を適切に設定しなけ

ればいけない。大きくとれば効果は大きくなってしまうわけですので、調査票の中にもその施設を認知

しているかどうか、訪問する意思があるのかどうか、そこを確認した上で効果の及ぶ範囲、受益の範

囲を限定していこうというのが１つです。それから、支払意志額の設定の仕方につきましても、今回経

済学の先生にもみていただきながら妥当な質問ではないかというところでやっておりますので、そのよ

うな意味では非現実的なものにはなっていないと思っております。 

 このようなことを行う場合も、できれば単位費用化をいずれしていければとは思うのですが、最初の

段階では実績を積み上げていくことが必要だと思っておりますので、最初は慎重にやっていきたいと

思っております。 

○三野小委員長 

 全ての事業について"見込む"というわけではなくて"見込める"ということですね。 

○角田事業計画課長 

 はい。 

○三野小委員長 

 Ｂ／Ｃはいずれにしても事前評価を経て初めて事業成立、その段階でも今では専門技術員のチェッ

ク等がかなり入るわけですね。そういう意味では見込む可能性だという解釈でよろしいでしょうか。 

○角田事業計画課長 

  はい。 

三野小委員長 

 その他にご注意いただくことは何かございますでしょうか。 

○桑子専門委員 

 今回の「農業農村整備の展開方向」で示されている施策の方向と今回の方向性で農業経営の構造

改善というところの評価がどのような形で位置づけられているのか、この前も少し伺ったと思うのです

けれども、もう一度伺えますでしょうか。 

○角田事業計画課長 

 ４ページに「政策評価に対応し、これまで評価されていなかった効果項目」として書いておりますが、

前回ご説明した時に農業構造の変化に伴う効果も一定の考え方をお示ししたいと思っていたのです

が、今の段階では定量的にお示しする段階に至っておりませんので、引き続き検討を続けていきたい

と思っております。ある程度まとまった段階で、機会をみてお諮りしたいと思います。 

○桑子専門委員 

 評価項目にしっかり据えられていることがインセンティブを高めるということになると思いますので、

是非進めていただきたい。 

○三野小委員長 



 ただ今のはご意見という形で扱いたいと思います。 

 その他何か、まだ少し時間がございますが。 

 それでは、一わたりご意見、ご質問をいただきましたので、大変ありがとうございました。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。「中間とりまとめ」につきまし

ては、いただいたご意見を踏まえて事務局の方で調整させていただきたいと思っております。できれば

３月中に「とりまとめ」ということで作業を進めたいと思っております。 

 以上をもちまして、平成 17 年度第３回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―― 

 


