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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18年度第１回企画小委員会 議事録 

日時：平成18年7月26日（水）10：00～12：00 

場所：飯野ビル８階 農林水産省第４～６会議室 

 

○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18年度の第１回企画小委員会を開催します。 

 それでは、開会に当たりまして、山田農村振興局長よりご挨拶申し上げます。 

○山田農村振興局長    

本日は、平成18年度の第１回目の企画小委員会ということですので、一言ご挨拶をさせ

ていただきます。 

 農政の最近の状況でございますが、品目横断的経営安定対策については、関係法案が先 

の通常国会で成立し、さらに７月21日には品目横断的経営安定対策、農地・水・環境保全 

向上対策、米政策改革推進対策等につきまして実施要綱を省議決定したところでございま 

す。私どもが特に関係しておりますのは農地・水・環境保全向上対策ということでござい 

まして、これにつきましては、国会等の議論の中でも非常に良い施策だというのは与野党 

問わず支持をいただいたわけでございますけれども、議論となりましたのは、地方財政が 

厳しい中でなかなか負担しきれないのではないかということでございます。 

 これにつきましては、国会などでもお答えをしたのですが、地方財政措置を総務省にお

願いしていくということと、あわせてそれぞれの地方自治体におきまして、首長のリーダ

ーシップのもとに是非予算を重点的に充当して欲しいということをこれからお願いをして

いこうと考えております。 

 このような中で、一方で行政改革の話もございまして、これにつきましては本年度の課

題とも深く関係しておりますけれども、行政改革推進法というのが成立いたしまして、私

ども公務員の人件費の関係や特別会計の改革等について、方向が打ち出されているわけで

ございます。この中で、特に特別会計改革の中で国営土地改良事業特別会計を平成20年度

までに一般会計に統合することになっております。 

 さらに、平成18年度末までに国営土地改良事業と都道府県営土地改良事業について、国

と地方公共団体との適切な役割分担について検討し、結論を出すということになっており
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ます。そういうこともありまして、今年度の企画小委員会におきましては、土地改良事業

において国と地方の適切な役割分担について、是非皆様方にご議論をいただきたいと考え

ております。また、後ほど説明があろうかと思いますが、私どもの農業農村整備事業につ

きましては、食料供給の基盤を形成する、あるいは担い手を育成する、そういったいろい

ろな面で農政改革の重要な役割を担っておりまして、その中で国営事業の果たす役割とい

うのは非常に大きいものと考えておりますけれども、先ほど言いました国全体の方針とし

て国営土地改良事業と都道府県営土地改良事業の役割分担を再点検するということで、是

非とも忌憚のないご意見をいただきたいと考えております。また、この他に農業農村整備

事業の事業評価手法の改善や長期計画の達成状況などについてもまたご議論いただきたい

と思っております。 

 平成18年度の企画小委員会にお願いする事項は極めて重要かつ多岐にわたっておりまし

て、大変恐縮でございますけれども、是非とも皆様方のご意見をいただいて、良い結論が

得られるようにお願いをして挨拶といたします。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、鷲谷いづみ委員、岩崎美紀子委員、沖陽子委員、木内正勝委

員、横山彰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。 

 議事に先立ちまして、本年度から新たに特別委員としてご就任していただくことになり

ましたお二方の委員をご紹介申し上げます。 

 佐藤勇委員でございます。 

○佐藤特別委員   

宮城県の栗原市長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長     

増田武志委員でございます。 

○増田特別委員   

お早うございます。待矢場両堰土地改良区の理事長をしております増田でございます。

場所は群馬県の館林市、太田市の東毛地区でございます。よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長    

続きまして、事務局側に人事異動がございましたので、ご紹介します。 

 まず、雜賀農地整備課長でございます。 

○雜賀農地整備課長   
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雜賀でございます。よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長    

永嶋防災課長でございます。 

○永嶋防災課長   

永嶋でございます。よろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長     

大塚事業総合調整室長でございます。 

○大塚事業総合調整室長   

大塚でございます。よろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長     

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します。 

○三野小委員長     

 それでは、お手元にあります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します。 

○角田事業計画課長     

それでは、資料１に従いまして、今年度の企画小委員会の検討課題等についてご説明し

ます。 

 ただ今局長のご挨拶で申し上げたとおりですが、今年度は、「土地改良事業における国

と地方の役割分担」、「農業農村整備事業の事業評価手法の改善」、「土地改良長期計画の達

成状況」という３つの審議事項を予定しております。 

 なお、これ以外にも必要に応じて審議事項をお願いすることがあるかもしれませんので、

その時はよろしくお願いします。 

 まず、「土地改良事業における国と地方の役割分担」です。 

去る６月２日に行政改革推進法が施行されました。これは総人件費改革等多岐にわたる

行政改革の方向について定められたものですが、その中に31の特別会計制度があり、これ

らの全体的な見直しを行うことが規定されております。この特別会計の１つに国営土地改

良事業特別会計があり、土地改良事業を実施する際に経理を扱う特別会計ですが、これに

ついても一般会計に統合することが規定されたこと、それにあわせて事務事業の見直しを

行う観点から、国営土地改良事業と都道府県営土地改良事業について施策の進捗状況を踏

まえて国と地方の役割分担について今年度末までに検討することとされました。 
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こうしたことから、農政推進上の土地改良事業の位置づけを検証しながら、この事業に

おける国の責務を明確にした上で今後の国営事業のあり方について検討をお願いします。 

 ２点目は「事業評価手法の改善」です。 

これにつきましては既に昨年度もご議論いただきまして、今後改善する基本的な方向に

ついては、今年の３月の企画小委員会でもとりまとめをいただきました。更新事業に対応

した評価手法の見直しを行っていくことと、先ほど局長からもお話がありました外部経済

効果について、その手法の高度化を図っていくこと、これまでみていなかった項目につい

ても追加してみていくことについてさらに検討を今深めており、今年度にマニュアルをま

とめて、次回の小委員会でお諮りしたいと思っております。 

 ３点目は「土地改良長期計画の達成状況」です。 

これは土地改良法に基づいて５年間の長期計画を立てまして、その長期計画に基づいて

事業を進めておりますが、現在の実施期間が平成15年度～19年度ということで、本年度は

３年目に当たっております。次の長期計画は平成20年度からスタートということで、来年

度からは次期の長期計画に向けての検討も開始しなければいけない状況です。従って、今

年度後半において、現在実施中の長期計画の進行状況について、ご報告、またご審議いた

だきたいと考えております。 

 以上が今年度の進め方です。 

○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「国と地方との適切な役割分担」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     

本日は３つの課題のうちの「国と地方の役割分担」について、まずは導入部分のご説明

とご審議をお願いできればと考えております。 

 資料２―１は、国と地方の役割分担についての趣旨を簡単にまとめたものです。 

 小さくて効率的な政府の実現を図るという観点から特別会計改革を目指すことになりま

した。そのことについて、行政改革の重要方針が昨年の12月24日に閣議決定された経緯が

あり、この閣議決定を受けて今年の６月２日に行政改革推進法が施行され、31に上る特別

会計の統廃合、経理の明確化が決まっております。 

 国営土地改良事業特別会計については、平成20年度までに一般会計に統合することと、
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それにあわせて事務事業の見直しを行っていく、国と地方の適切な役割分担について平成

18年度末までに検討することになったということが法律に明記されました。 

 これを受けて、今年度の企画小委員会では、土地改良事業の農政の推進上における位置

づけを検証しつつ、国の責務を明確にした上で役割分担、あるいは今後の国営事業のあり

方について検討をお願いしたいという趣旨です。 

 スケジュールは、１月にとりまとめを行うという目標を置きまして、現地調査も含め７

回程度お願いしたいと考えております。 

それでは、資料２―２に基づいて、土地改良事業における国と地方の役割分担について

の導入部分のご説明をさせていただきます。 

 ２ページは、「検討の趣旨」ですが、先ほどの趣旨ペーパーで申し上げたとおりです。 

行政改革推進法の第29条に「国営土地改良事業特別会計の見直し」の条文があります。 

「平成20年度までに一般会計に統合する」ということと、その２号に「土地改良法によ

る国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業については、食料・農業・農村基本法の

施策の推進状況を踏まえ、国と地方公共団体との適切な役割分担について、平成18年度末

までに検討するものとする」という条文になっております。具体的に「食料・農業・農村

基本法における施策の推進状況を踏まえ」という部分ですが、これは食料・農業・農村基

本法に位置づけられている食料・農業・農村基本計画、５年ごとに基本計画を立てて施策

のローリングをしていくことになっておりますが、昨年の３月に新たな基本計画が閣議決

定されまして、この中に農業生産基盤整備について位置づけされております。 

「構造改革の加速化に資する基盤整備の推進」や「農業水利施設の適切な更新・保全管

理」を重点課題として掲げており、こういった農政の施策の推進状況を踏まえて国営土地

改良事業における国と地方の役割分担について見直していくという趣旨です。 

 ３ページ～４ページは、昨年12月に閣議決定された内容や行政改革推進法の該当条文に

ついてご紹介しております。 

 ５ページは、国と地方の役割分担に係る経緯です。 

実はこれまでも何度か国と地方の役割分担については、政府全体で議論が重ねられてき

ました。平成10年に中央省庁等改革基本法が成立し、この中で公共事業の見直しについて

規定されております。国が直接行う公共事業とは何なのかという定義がありまして、全国

的な政策及び計画の企画立案、全国的な見地から必要とされる基礎的または広域的な事業

の実施に国の役割は限定するという法律が定められました。実はこのときに農業農村整備
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事業についても国営土地改良事業の範囲について議論を行い、現在行われている国の直轄

事業については、この条文に沿った形で行うという整理がなされております。 

 国営土地改良事業の目的である食料の安定供給、これはまさに国の基本的な責務であり、

また国営事業は、食料生産の中核を担っている大規模で優良な農業地域において高度な技

術を活用して実施するという趣旨から、全国的な見地から必要とされる基礎的な事業であ

るという位置づけがなされている。しかも、国と地方の役割分担においては、土地改良法

に基づく客観的な基準に従い、面積要件等も定められていること。そして、事業効果につ

いては、食料の安定供給や多面的機能の発揮という観点から、消費者を含め広く国民に及

ぶ広域的な効果も有することから、現在の国営土地改良事業は中央省庁等改革基本法に照

らして国の事務事業として実施するという整理がなされました。 

 ６ページは、そのような基本フレームを押さえた上でさまざまな改革をこれまで行って

きており、平成11年３月に閣議決定された第二次地方分権推進計画において国営事業の範

囲を重点化していく。１つは、国営農地再編事業という400 ヘクタール以上の大規模な地

域の農地整備を行う事業がありますが、これについては一般型、つまり平地で行う事業に

ついては廃止して、中山間地域の条件の悪いところに重点化していくというやり方。また、

国営農地開発事業については、平成15年度までに事業をすべて完了させるという整理を行

っております。 

平成12年には公共事業の抜本的見直しを行っており、予定を大幅に経過していてまだ未

完成の事業であるとか休止されている事業、再評価を行った結果見直しが必要な事業につ

いて、基本的に事業の中止を行うという改革を行っております。これは農業農村整備事業

だけではなくて、公共事業全般についてそのような整理を行いました。 

平成14年には、また地方分権改革推進会議でさらなる分権改革を行っていくという取り

組みがありましたが、この中でさらに国営事業の採択要件の一部の引き上げ、今後の事業

について保全や更新の方に軸足を移していくこと、費用対効果分析の改善を行う方向につ

いて提言があり、それに沿って現在施策を進めております。 

そして、平成14年には経済財政諮問会議で当時の大島大臣から新規のダムは抑制してい

く、長寿命化に向けた整備に転換していくことを中心に改革の方向をご説明しました。 

 ７ページは、国営事業と都道府県営事業の役割分担です。これについては、土地改良法

施行令において規定されており、農業水利施設については、国営の場合は基本的に3,000

ヘクタール以上、都道府県営の場合200ヘクタール以上、面整備の場合は国営が400ヘクタ
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ール、都道府県営は20ヘクタールという役割分担について法令で明記しております。 

 ８ページは、このような国と地方の役割分担については、これまでも整理されてきまし

たが、今回また新たにこの見直しを行うに際して、どういう視点で見直しを行うのかとい

うことです。この間の状況変化を踏まえて見直しを行うということであると考えておりま

して、この間の状況変化、１つは、国・地方を通じて財政状況が非常に厳しくなってきて

いる状況の中で、財政構造改革を今後とも強力に推進していく必要があり、現実的に農業

農村整備事業についてもこの間予算が大幅に節減されてきているということで、平成９年

のピークに比べると現在約38％の減にもなっている状況です。このような状況の中で予算

の一層の重点化、効率化をどう図っていくかという視点です。農政の推進方向としては、

昨年３月に新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定され、この中で構造改革の加速化

に資する事業に重点化していくということ。それから、相当な農業水利施設のストックが

形成されてきておりますので、これを保全・管理していく、あるいは更新整備していくと

いうところに重点化していく方向を打ち出しております。こうした施策の流れに沿って役

割分担をどのようにしていくかがこれからの課題であると認識しております。 

 以上が今回の国と地方の役割分担見直しの背景や検討の視点ですが、９ページからは導

入部分ということで、「土地改良事業の概要」についてご説明します。 

 まず、「農業農村整備事業の役割」としては、食料・農業・農村基本法の４つの理念を

実現するための手段として位置づけられているということと、特に自給率目標の達成のた

めの食料供給力の強化が強調されておりますけれども、そのための有力な施策ツールとし

て基盤整備が位置づけられております。 

 11ページは「農業農村整備事業の体系」です。 

農地・農業用水の整備という基盤整備、農村の整備、農地の保全管理や施設の管理とい

う３つの大きなジャンルに分かれております。この中で特に国営事業としてはかんがい排

水事業、農用地再編整備事業、総合農地防災事業等が重要な事業になっており、都道府県

営、団体営事業とあいまって全体が構成されております。 

 12ページは、土地改良事業を実施する根拠法令となっている「土地改良法の概要」です。 

農業生産性の向上、農業構造の改善等を目的として、環境との調和に配慮しながら農用

地の改良、開発、保全、集団化に関する事業を進めていくという構成になっており、法律

自体は、その事業の種類や事業の実施主体、参加資格者、事業の実施手続といった事業を

進めるための手続等を中心に定められたものです。 
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 13ページは「土地改良事業の実施手続」です。 

特徴は３つありまして、１つは農家による申請と同意に基づいて行われているというこ

とです。そして、一定の地域で事業を行うわけですから、少数の反対者がいて事業ができ

なくなることは全体の不利益につながりますので、３分の２以上の同意で強制的に事業を

実施する。それから受益者負担の原則というものがあります。３分の２強制というのは、

他に類をみない制度であり、農地や農業用水の整備、確保が高い公共性を有するからであ

ると考えております。事業の実施に際しては、市町村長や都道府県知事との協議を経て行

われ、第三者である学識経験者の意見聴取も行うなど開かれた手続を経て事業が実施され

ております。 

 14ページは「土地改良事業の仕組み」です。 

基本的に3,000ヘクタール以上の広域的な事業については、基幹的な施設は国が実施す

る。水源であるダムや大もとの河川からの水をとる頭首工、あるいは大規模な幹線水路は

国が実施して、支線水路、末端の農地に至る水路については、都道府県営、団体営で行う

という役割分担がなされております。また、3,000ヘクタール以下の地域については、都

道府県営、団体営の事業で行われております。 

 15ページは「農業用用排水施設の所有主体と管理主体」です。 

事業で造成された施設ですが、施設の維持管理についても、土地改良法や地方自治法に

基づく条例に基づいて維持管理される仕組みになっております。特に国営事業については、

その所有主体としては国が引き続き行うことで国有財産になっております。国有財産です

が、それを実際に使用する土地改良区等に管理委託するというのが原則になっております。 

 16ページをご覧ください。財産権としては、国がダム、頭首工の場合で73％をもってお

りますが、実際それを管理しているのは土地改良区等が67％で、これが原則となっており

ます。しかし、17ページにあるように、管理は土地改良区に委託しておりますが、根源的

な管理責任は国が有しておりますので、管理受託者に対する監督権限や、事故が起こった

際の最終的な管理責任は国にあるということです。 

 18ページは、「国営土地改良事業の実施方式」です。 

これは今回の国営土地改良事業特別会計の見直しにもなっておりますが、特別会計は一

般会計と区分して土地改良事業の工事を円滑に行うための経理を行うためのものであり、

事業を実施する際には一般会計から繰り入れを行ったり、県の負担分については財投資金

からの借り入れを行ったり、また地元負担分等については負担金として徴収していく、そ
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のようなさまざまなお金の流れを特別会計として経理を一元的に行うということで、昭和

32年に設立されております。実施方式には２通りの仕組みがありまして、１つは、昭和61

年度～平成10年度までの新規着工地区については、基本的に国費と地元の負担分について

は一般会計から繰り入れて、都道府県の負担分については財政投融資資金から借り入れる

という仕組みになっておりますが、平成11年度以降の新規着工分からこの財投資金からの

借り入れるのではなく、都道府県が直入する仕組みに変わっております。 

 19ページは、「国営土地改良事業の変遷」です。 

国営事業のルーツをたどってみると、昭和16年に農地開発営団が設立されて大規模な事

業を実施する仕組みができたということと、戦後、昭和24年に土地改良法が制定され、そ

こで国営・都道府県営事業の仕組みが法律により規定されたことです。 

 その後、国営事業については、その時々の政策課題や農業農村の状況に応じて必要な見

直しを行い、あるいは事業の制度を変えながら続いてきております。特に、この図の下に

あるとおり、国営かんがい排水事業、国営農地再編整備事業、国営総合農地防災事業、こ

の３つが国営事業の大きな要素になっておりますが、特に新たな食料・農業・農村基本法

ができた平成11年度以降は、食料供給基盤の形成に重点を置いたかんがい排水事業を実施

しており、面の整備については大規模な農地再編を中山間地域において行うこと、農地防

災事業を新たに形成してストックの保全管理に重点を置いた事業展開を図っております。 

 21ページは、事業によって今どのようなストックが形成されてきているのかということ

です。事業の目的は食料供給力の確保にありますが、現実に農業水利ストックと食料供給

力の関係を１つの視点で表示したものです。縦軸に農業水利ストックの数字、横軸に都道

府県別の食料生産額のシェアを整理するとこのような相関関係があります。 

 22ページは、「農地・農業用水等のストックの状況」です。 

このようなストックがどの程度できているのかということですが、全国的にみると農業

水利ストックについては25兆円の資産価値、農地については水田では６割、畑ではかんが

い施設が整備されたところは20％というストックが形成されております。 

 23ページは、こういったストックの問題点です。 

これは耐用年数が来て更新をしなければいけないわけですが、その更新が円滑に進まな

いという部分もありまして、現在更新されずにいる基幹水利施設が約２兆円ほどあること

や、施設の老朽化が進んでくると突発的な事故も増えてきております。単位施設当たりの

事故件数も過去10年間で約２倍に増えている状況があり、こういったストックの保全管理
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が今後の大きな課題となっております。 

 24ページは「今後のスケジュール（予定）」です。 

本日は導入部分のご議論ですが、次回、８月下旬においては、こういった土地改良事業

の改革の方向性や、国営、都道府県営の事業の役割を再度整理してご説明したいと思って

おります。また、国と地方の役割分担をご議論いただく際に地方公共団体の意見も聞いて

おきたいと思いますので、アンケート案についてお諮りしていきたい。そして９月下旬に

は現地調査、10月にはアンケート結果、今回ご参加いただいている特別委員からの意見開

陳といったことをお願いしたいと思っております。その上で国営事業の実績と評価をとり

まとめていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○三野小委員長     

ありがとうございました。 

 それでは、ただ今ご説明いただいた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。どなたからでも結構ですので、よろしくお願いします。 

 大変多岐にわたるご説明でなかなかとっかかりがつかめないかもしれませんが、何かご

ざいますでしょうか。 

○佐藤特別委員   

特別委員に声がかかりまして、大変重大な役割だなと思ってここにおりますが、肩ひじ

張らないで素直に地方の悩みを訴えさせて頂きたいと存じます。これからの行政や農政改

革の流れの中で、当市では、国営土地改良事業が完了し、その管理委託をしっかりやって

いるところです。今回のいろいろな改革の中でそれがどういう形で集約されて行くのか、

まさに地方崩壊につながる、今の地方の財政負担がさらに厳しくなるのではなかろうかと

いう思いをしているところであります。 

 農地・水・環境保全向上対策につきましても、今懸命に農家へ説明をやっている最中で

す。当市も職員を５名出して、農業関係団体も入れて、県と一緒になって「農業政策推進

室」を設けて、東北農政局と密に連携をとりながら今説明しておりますが、説明をして行

く途中でもいろいろな不安が山のように出てきています。例えば先ほど山田局長が指摘さ

れましたとおり、事業費の２分の１を国がもち、残りの２分の１を県と市がもつといわれ

ても、本当に県は果たしてそれだけの財政的な基盤というのですか、約束ができるのでし

ょうか。ましてや、国営土地改良事業に関する補助率等の要件が下がるようなことになれ

ば、現場はパニックになるだろうと思います。 
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 私がずっと言ってきたのは、地方と都市との関係については、地方から人や物や水や電

気が送り込まれて都市や都会が栄えているのだということです。従って、地方と都市がお

互いに助け合って、互助互恵をやることによって日本の国が成り立つのだという思いがあ

るものですから、ただ今申し上げました。日本の大自然、環境を維持していくということ

は国にとっても大切な国策であり、互助互恵が崩壊することは非常に厳しいと思いますの

で、この際、私は特別委員ですから、この問題に限って是非強く主張させていただきたい

と思います。 

○三野小委員長    

ありがとうございました。 

 その他何かございますでしょうか。 

○多賀谷専門委員  

 ２つありまして、１つは11ページで、農業農村整備事業については土地改良法に基づき

実施する土地改良事業と予算補助事業と両方あると。この場合、多分かんがい排水事業等

は土地改良事業なのでしょうけれども、おおむねどういうものが土地改良事業で、予算補

助事業としてはどういうものがあるかということのイメージをいただきたいと思います。 

 それと、全体としての7,618億円の事業費がそれぞれにどの程度使われているかという

ことについてお話をいただきたいと思います。 

 もう１つは、13ページに費用負担のガイドラインというのがございます。例えばかんが

い排水の場合には国が67％で、都道府県は17％、市町村は６％となっております。これ自

体、正直いいますと他の公共事業に比べると土地改良事業は特殊なわけですけれども、費

用負担の割合が他の公共事業とは一寸違うところがございます。あのガイドライン自体は

見直すことは求められているのか。それから、ガイドライン自体が局長通達だということ

だと、これは今後どうなのかということについて、もし何らかの見込みがあれば教えてい

ただければと思います。 

○三野小委員長     

今、多賀谷委員から２点ございましたが、お答えいただけますでしょうか。 

○角田事業計画課長     

 まず、11ページの事業体系で土地改良法に基づく事業と予算補助の事業の大まかな区分

ですけれども、この体系の中の※の付いている事業は土地改良法に基づく事業ですので、

農地、農業水利、農道、そういった基盤の部分についての整備が基本的に土地改良法に基
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づく事業になっております。農村整備の中で農業集落排水施設の整備や農村の総合整備、

生活環境の整備に係るものについては、予算補助事業で土地改良法には基づきません。 

 次に予算の内訳です。現在7,618億円ということで、このうちの農業生産基盤整備、農

村整備、農地等保全管理についてのシェアですが、最近は生産基盤に重点化してきている

ということで、その数字は次回お示ししますけれども、６割以上は生産基盤、農地などの

保全管理については約20％、農村整備についても約20％程度です。 

以前は農村整備がかなり多かった時代もありますが、最近は生産基盤に重点化してきて

おります。 

 13ページの費用負担のガイドラインですが、これについては、国の負担は土地改良法施

行令に明記されております。都道府県、市町村、農家の負担については、特に法令上は明

記されておりませんけれども、標準的な負担割合をガイドラインとして定めております。 

そのガイドラインがここに掲げている数字ですけれども、これはあくまでもガイドライ

ンですので、都道府県、市町村の判断によっては、これ以上に負担して農家負担を軽減さ

れているというケースも多くなっております。従って、ガイドラインは通達で定められて

いるものです。今回の見直しでは、このような負担の割合をどうするかという議論ではな

くて、国営と都道府県営の対象とする役割をどうしていくかということになりますので、

その事業の内容や果たす役割についてご議論いただければと思っております。 

○桑子専門委員   

今のご質問に関係すると思いますけれども、素人的な質問で恐縮です。国営事業とそれ

以外の事業の役割を見直すという話ですが、今まではそれぞれがどういう役割を担ってい

たのか、そこにどういう問題点が生じているので見直しが求められているのか、その辺ご

説明いただけますでしょうか。 

○角田事業計画課長 

  これは14ページをご覧いただきたいと思いますが、これまでは、国営事業は基本的に規

模の大きい基幹的な施設、高度な技術を有するという視点から、特に農業水利施設の場合

はダムや河川から水をとる頭首工、基幹的な水路という規模の大きなところを国が担って

おりまして、支線水路、末端水路というより地域に密着した部分については都道府県や団

体が担うという大きな区分がありました。それとは別に、ほ場整備を通じて担い手を育成

することや中山間地域の振興を図っていくこと等、より地域の農業振興に直接的にかかわ

るような事業については基本的に都道府県営事業として担ってきたという役割があります。 
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 国と地方の役割分担については、先ほどの中央省庁等改革基本法で申し上げたとおり、

国の役割というのは全国的な見地から行う基礎的また広域的な事業ということなので、こ

のような仕分けに沿って国営事業というのは大規模で、かつ基幹的な事業ということでや

ってきたわけですが、今後の見直しの視点としては、予算が今非常に厳しくなってきてい

る状況の中で、都道府県の方も非常に財政が厳しいというのがあります。従って、国と都

道府県の役割分担をどのように今後重点化していくのかということや、事業の内容も新し

くダムをつくる等の事業はなくなってきているので、これからは更新事業や保全管理に重

点が移ってくる。こうした状況の中で国の果たす役割、都道府県の担うべき役割をご議論

いただければと思っております。そのような意味で次回具体的に、例えば更新事業の内容

やストックマネジメント等の新しい技術を使ってこれまで蓄積されてきたストックをどう

保全管理しているのか、構造改革の加速化に資する基盤整備は、どのように行われている

のかについてもさらにご説明して、またご議論いただければと思っております。 

○松谷専門委員   

次回までで結構なのでございますけれども、国と地方の適切な役割分担ということで、

この比率は何対何で負担するというのは出ているのですが、では実際に予算額の上で、現

在この土地改良事業、あるいは場合によってそれに関連する予算補助事業も含めての方が

ありがたいのですが、全体として国がいくら出していて県・市町村がいくらずつ出して受

益者負担はどうなっているか。毎年毎年、予算がありますね。それが実績としてどうなっ

ていて金額的にどう推移しているのか。 

 それから、今後はどういう計画を立てるかによりますから難しいのでしょうが、例えば

今おっしゃったような維持管理とか更新が出てくるのであれば今後こういった需要が予想

される、それに対して今の負担率でいくと国が大体毎年こんな感じで出していって、県・

市町村にこれだけの負担がかかってくるという、制度上ではなくて実際の面で実績と予測

みたいな感じで国と県このような負担額になりますよというようなものがもしできれば、

大づかみで結構でございますので、大体の感じを頭に入れたいので、それをお願いしたい

と思います。 

○角田事業計画課長    

現在の国営事業と補助事業の比率からいいますと、国営事業は約2,800億円程度で補助

事業の方は4,200億円程度という比率になっております。今ご指摘がありました今後の見

通しといったことについては、準備して次回お示ししたいと思います。 
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○松谷専門委員   

事業ではなくて、国営の場合も自治体の方で負担金があるわけですよね。補助事業も国

費が出ているわけですよね。ですから、要するにお金として国費がいくら出ていて、県費

と市町村費がどれぐらい出ているというのを、実際負担感として負担の金額がどうなって

いるかというのを一寸知りたいものですから。もちろん、それはその年その年の各事業の

進捗状況によって国の負担の大きい事業がこの年行われたとかありますから、それはばら

つきがあるのでしょうけれども、全体の流れがどうなっているのか、少し長期的に期間を

とってお願いできるとありがたいのですけれども。 

○角田事業計画課長    

整理して次回ご説明します。 

○榧野専門委員   

今のご質問にも関連するのですが、特別会計がどうなっているかという数字を教えても

らえば、かなりわかるのではないかと僕は思うのです。18ページをみると、一般会計から

いくらか出て特別会計があるわけですよね。これに受益者負担があったらさらに都道府県

分があるということなので、例えば今年度予算でどうなっているかという数値を出しても

らえば一番明快かなと思うのです。 

 それと関連して国と地方の役割分担でいえば、７ページですか、これは国営事業と都道

府県営事業の規模で分けているということですね。これを見直すという場合は、国営事業

でやる場合はもう少し規模を大きくして範囲を狭める、方向性としてはそういうことかな

と僕は考えたのですが、それで良いのかどうか。 

 これは今回の話に直接絡むかどうかわかりませんが、確か来年度から農地・水・環境保

全向上対策という制度が始まりますよね。土地改良区の管理事業なんかにも一寸手当てが

出るようなことを聞いているのですが、これは土地改良事業にどういう影響を与えるのか、

その辺をどのようにみていらっしゃるか。この３点お聞きしたいと思います。 

○三野小委員長     

お答えできる部分がございましたらお願いします。 

○角田事業計画課長    

 予算関係については、データを整理して次回ご説明します。 

○榧野専門委員   

特別会計の数字はあるのですか。 
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○角田事業計画課長    

 18ページを口頭で少し申し上げますと、これは方式が昭和61年度～平成10年度までの

直入のある部分とそうでない部分がありますので分けておりますけれども、左側は、全体

が一般会計、財政投融資資金全部通じて2,010億円です。そのうち一般会計から繰り入れ

されている分が1,660億円。これは国の負担と地元負担を国費で立て替えている分です。 

あと財政投融資資金(都道府県)の負担分ですが、これが350億円という区分になってお

ります。右側は、一般会計分が970億円であり、都道府県からの直入分が約190億円という

構成です。ここも次回ご説明したいと思います。 

 ７ページの表は、今回の議論の結論として面積要件が変わるかどうかということですが、

3,000ヘクタールという面積要件については土地改良法の規定で決まっております。実は

昭和24年からこのような規模で行ってきており、更新事業を今後行っていく場合について、

基本的に3,000ヘクタール以上で造成した施設については国有財産になっている現状があ

ります。従って、今国有財産になっているものを次の更新事業においてこの区分が変わる、

つまり地方の事業でやるということになると、その財産との関係で非常に難しい問題が実

はありまして、地元において大きな混乱が出てくることも予想されます。そういったこと

も念頭に置いて少し検討していただく必要があるのかなと考えております。その辺につい

てもまた資料でご説明したいと思っております。 

 それから農地・水・環境保全向上対策、冒頭局長のご挨拶にもありました新たな施策で

すけれども、これについては、これまでその地域の自主的な管理によって行われていた末

端の水路や農地の保全管理について、食料の安定供給や多面的機能の発揮に大きな効果が

ある。そこは地域の共同活動で担われてきましたが、過疎化、高齢化の中でその保全管理

が難しくなってきている状況の中で、そこにある程度支援をしていかないと国民経済全体

にも不利益が生じてくるという観点から、国と地方の責任分担のもとに一定の支援をして

いこうというのが今回新たに導入することになった施策です。 

 従って、今回議論している国営事業というのはまさに基幹の部分を整備する事業ですけ

れども、新しい農地・水・環境保全向上対策というのは、末端部分の地域の共同保全管理

で行われてきた部分に対する支援ということで、これが相まって基幹から末端までの一連

の水利システムの保全管理が達成される、そして末端における農村のいろいろな環境も向

上する、そのような関係にあると理解しております。 

○三野小委員長     



- 16 - 

次回、数値的にはしっかりしたものを出していただければと思います。 

○宮本企画部長     

補足させていただきますと、今の農地・水・環境保全向上対策ですが、土地改良区の管

理事業にお金がいくとおっしゃいましたが、そうではありません。あくまで現実の末端施

設の管理は土地改良区から離れて現場にいる農家の方、古くからいえば農家の集まりが自

主的に管理していたという部分があります。農家だけではなかなか管理が難しくなってい

る。人も減っていますし、あるいは混住化が進んで、例えば排水路では生活排水なども受

け入れている。いろいろな機能を発揮しているところ、多様な人に参画してもらって管理

をしていただくことに今回はお金を出そうということでして、直接これが土地改良区に入

るというものでは決してありませんので、そこはご理解いただきたいと思います。 

○桑子専門委員   

今のお話に関係しますけれども、ため池のことでいろいろ聞いておりますと、ため池の

管理が非常に厳しくなってきて治水機能も低下している、あるいは環境維持についても危

機的な状況にある、特に四国の高松地域のため池に関してみますと、農業者が水田耕作を

やめて放置されるため池が増えている。ただ、地域の人々にとってはビオトープ的な機能

をもっている、農家の努力でため池の維持が難しくなっているということで、市民団体が

一緒にやろうというような動きもあるようです。そうしますと農業基盤の維持管理が農業

者だけの問題ではなくなってくるということになると思うのですけれども、そういう農業

者の範囲を超えた形での基盤整備ということも視野に置いてお考えということでよろしい

でしょうか。 

○三野小委員長   

  その辺はそれでよろしいでしょうか。 

○角田事業計画課長     

農業水利施設の維持管理については、水利施設が食料供給のための水を供給することと

あわせて、それが多面的な機能も発揮しているということですし、地域には農家だけでは

なくて多様な人たちが居住しているという状況。従って、ため池も含めて水利施設の管理

については、農家だけではなくて多様な人たちの参画によって保全管理していく、今その

ような施策の方向にありますし、そういった視点もいろいろご議論していただければと思

っております。 

○黒川臨時委員   
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少し遅れて来ましたので最初にそういう話があったのかもしれないのですけれども、私

が来てから聞いていた部分はどちらかというと農業農村にかかわるところの部分が多かっ

たのですが、行革推進法が通ったこともありまして、この中身の中には特会の見直しとか

政府系金融機関の見直しということも入っていますし、恐らくそういう問題は地域のファ

イナンシングの問題としてすごく大きなテーマになってくると思うのです。 

 ちょうど１カ月ぐらい前に、つまり行政改革推進法の施行された６月２日の１カ月ぐら

い前には60年ぶりの国有財産法の改正があって、国有財産の効率的な活用というのが徹底

的に議論されるようになっていて、これに連動して地方自治法の改正も行われて行政財産

の見直しということがいわれるようになってきています。つまり国有財産とか行政財産と

かという概念もかなり変わってきているという認識なのです。 

 どちらかというと農業は土地改良区があったから、そういうことに関して弾力的に対応

してきている練習済みのところだと思うのですけれども、同じような感覚で例えば国と地

方の関係の議論をしますと、国と地方の関係でいうと多分都市という部分のところ、特に

中心市街地活性化ということが全然上手くいかなくて、都市の方ではまちづくり３法の見

直しが起こっている。これは５月28日だったと思います。６カ月後に施行ということにな

ると思うのですけれども、このまちづくり３法の見直しの場合には、地方自治体は中長期

にわたる地域のビジョンを正確に作りなさいと。この背景には、まちづくり交付金という

制度ができ上がっていて、補助の制度よりは中長期にきちんとしたビジョンをもっている

ところだったら自由に地方の側がお金を使ってよろしいという方式になっていて、これも

たかだか４～５年前に250億円ぐらいの予算ででき上がったのが今は7,000億円近くに大き

くなって、補助のシステムも交付金型に変わっていて、農林水産省の方も地域振興では上

手にそういうことに対応されるような工夫がされてきていると思うのです。 

 他にも山のように大きな流れの中にある議論になっていまして、特に資金調達の条件の

つけ方ということでいうと、このもともとというのは多分ＥＵのＣＡＰ１とかＣＡＰ２と

いう政策とも非常に似ていて、各国の制度とＥＵ全体の制度の整合ということになってい

て、日本はこのＥＵのコンペティション・ポリシーの中にいる農業政策にかなり連動した

形で変化が起こってきていて、直払いの制度とか環境に対する配慮とかサスティーナビリ

ティーの問題が議論されてきている。これは単体でこの議論だけをしていてもなかなか解

決できるものではない。確かに農林水産省のこれまでの水利に関するさまざまな設備の活

用の仕方は日本に固有の問題があって、他の国とは大分違うし、水でいうと急流なので条
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件が違うということはよくわかっているのですけれども、だんだん国境を越えていろいろ

なことを議論しなければいけなくなってきているので、そういう流れの中にもあるのでは

ないかと思うのです。 

 言いたかったことは、今日の制度というのは昭和16年からの制度の説明があったのです

けれども、そのこともそうですが、国際的な環境の説明とかＷＴＯとかＦＴＡの話、そう

いう流れの中にありながらこういうもののあり方をどう議論するかというのを少し議論し

ないと、そのステップのところに乗れないのではないかという気がしてしまいます。 

 同じように、それでは地方はどう負担したらいいのかというのは昔からある議論で、自

分たちで作ったきちんとした長期のビジョンをもっているところにはお金は流れるけれど

も、そうでないところにはいきませんということに関しては徹底している。これはインタ

ーナショナルに徹底する。選択と集中といいましたっけ、言葉遣いはそういうことになっ

ていたと思いますけれども、新しい動きの中にあって、どちらかというと小泉さんのとき

には民間でできることはできるだけ民間にという議論があったと思いますが、そのことと

は全然別に全体としての構造としては競争力ということをすごく意識している。 

 それから、民間の資金は日本の場合は余っている。どちらかというとヨーロッパの国々

は日本から資金をもっていって地方自治体にお金を貸して整備をするという形になってし

まっていまして、デプファ銀行とかＣＬＦが東京の愛宕とかに来て日本中から5,000億と

か6,000億というお金をヨーロッパにもっていって地方自治体に資金調達しているような

状態なので、もう少し感覚をそのレベルのところまでもってきて議論した方が良いのでは

ないかという予感がしました。 

 今、物凄く大きな変化の途中のところにあって、これまでの制度の中で考えなければい

けないことと大きな枠組みをどこまで大きな枠組みとみなすかというのは両方一緒に議論

していった方が良いのではないかと思いました。 

○三野小委員長     

今、黒川先生、大変大所高所からのご意見で、私もそう思うのです。私自身の印象も、

先生とは一寸違う切り口なのですが、国営と都道府県営というのは規模で技術的な要件が

優先して分けられていますよね。もともとの発想はいろいろあったのでしょうけれども、

先ほど佐藤委員からの話にもありましたように、そもそも農業農村整備事業が都市と地方

の格差是正みたいな社会原理に根差した１つの大きな経済の循環の中にあったと思うので

す。それを今回は経済原理で、どちらかといえば効率性、むしろ社会原理である公平性と
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か格差是正という概念から、今、日本の大きな流れそのものが効率性、経済原理の方に移

っていますから、どうもそのままの議論でいくと国営と都道府県営の仕切りが非常に難し

いので、私自身は社会原理もかなり大きな国営事業の役割の中でしっかり位置づけていた

だいて、単なる経済的な問題だけよりも、何かその辺がある意味で国営事業の役割を説明

するには重要な意味をもっているのではないか。それは単なる印象ですので、具体的に詰

める中でいろいろまた頭を整理していきたいと思っております。黒川先生のもっと大きな

グローバルな中で大きな流れをとらえるということは非常に大切ではないかと思います。 

○増田特別委員   

黒川先生の非常にスケールの大きい話から、現場を代表しまして若干お話しさせていた

だきたいと思います。 

 先ほどご紹介のときに申し上げましたが、私の改良区は群馬県の館林、太田、その辺を

中心としますところの組合員数8,400人、面積が4,200ヘクタール、まさに30年ほど前に国

営渡良瀬川沿岸土地改良事業ということで、3,000ヘクタールからの土地を大変お世話に

なりまして、水の到達時間の速い遅いは別としまして津々浦々まで田植えの用水はいくよ

うになってきております。 

 ただ、その中で、先ほど佐藤特別委員さんからお話がございました国と地方との役割、

これは先ほど言いましたとおり、国営事業が30年前に大体了しております。その国営事業

の一番大きい施設というのは太田の頭首工でございます。それから幹線の水路。これがだ

んだん末端に行くわけでございますが、私どもの方はアッパーで18.15トンの水をとって

おります。それで年間１億5,720万トンの用水を得ることになっております。 

その次に沈砂池というのがございまして、その次に除塵機がついている一番末端に水を

流す水路があるわけです。用水路に非常にごみが多くなりまして、このごみをすくい上げ

るロボット施設ができていたわけでございます。頭首工は頭首工で30年でほぼ耐用年数が

来ます。よく長寿命化といいますか、あるいはだましだまし使うというか、我々、とにか

くそれを管理している立場では一日も長くもってくれよというぐらいな状況があります。 

ましてや国営さんでお世話になりまして、今までは無事故で来て故障もなかった。これ

があちらこちらにがたが来始めますと、ロボットシステムの除塵機ですから、非常に精密

なものでございまして、油圧がいかれたとか何がいかれた、これを換えようとすると

6,000万円～8,000万円かかる。この維持管理を国と我々の地方で、あるいは太田市、館林

市、桐生市、この自治体に何とか理解してもらってというようなことがあるわけです。 
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 基盤整備事業は、先ほどいろいろな先生からありましたとおり、計画をして実施するま

では国の持ち分、県の持ち分、負担の割合、目的等ちゃんとしておるのですけれども、終

わって維持管理に対しては、基幹水利施設管理事業というのも事業としてはあるのですが、

国の財産をそのまま残しておいていただいて、維持管理だけ県が委託を受けて、また私ど

もの方の改良区へ委託というような事業について、今いったとおり、我が方の改良区も年

間予算が3億2,000万円ぐらいのところでございます。そうしますと、あの除塵機１台を新

しくすると１億円近くかかりますというと、一寸待て、何か良い事業ないか、こういうこ

とになるのでございます。 

 その辺、従来から国の分担、県の分担、県の下には我々改良区も含めまして市町村の首

長さん方がいらっしゃるわけでございまして、その辺のもう一寸すっきりした、維持管理

については改良区、組合員があまり困らないような方法はないかなと、これからまた議論

させていただきたいと思っておるわけでございます。 

 現実的な末端における問題は、昔でいえば地先管理といいまして、自分の田んぼの周り

の畦畔は自分で草を刈り、水路を掃除しというのは当然のことであったわけでございます

けれども、高齢化が進み、混住化が進みますとなかなかそれができない。ちなみに、私ど

もの方の水路の周りに生える草を業者に草刈りをさせるだけでも6,000万円かかります。 

こういう現実の中で何か上手い維持管理、これからの施設管理、そういうものを国と地

方の分担という意味合いも含めましてご検討していただけたらと思う次第であります。 

○三野小委員長    

 時間が来ておりますが、今までご発言のなかった委員の方。 

○宮城臨時委員   

今後の議論の中で徐々に出てくることだと思うのですが、今日のご説明の最初に特別会

計から一般会計に変えるということをきっかけにこの検討を始めるということなのですが、

一般会計に統合することがどうかかわるのかというのが、一寸私、今日の議論の中ではみ

えてこなかったのです。 

 平成11年を境に特別会計のあり方が変わっていると伺っておりますが、そのことが事業

の実施にどう影響したのかというような辺りも少しご説明いただけるとありがたいのです

が。国営土地改良事業は大変長い時間をかけて行われるので恐らくは特別会計化されてい

たのだろうと思うのですが、その影響があるのかどうかというのを是非お教えいただけれ

ばと思います。 
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 それから、今日の議論の中で考えていたことなのですが、国と地方の役割分担という中

で、今日２つのことが混乱しているのかなと思いました。 

 １つは、これから新たに着工する、新たにかわかりませんが、事業の中での分担と、実

際にもう既に着工されて今維持管理されている中での分担の問題と、国営として行われた

ものの中での費用分担の話、何か３つぐらい局面が違うのかなというふうな気がいたしま

した。先ほどの土地改良区の理事長さんのお話の中であった、結局、今現在でき上がって

いる水利システムといいますか、農地を管理しているシステムというのは、国営も都道府

県営も団体営も全部含めてでき上がったもので、管理もまさに綾織りのようにみんなモザ

イク状になっているわけですよね。そのでき上がっている現在のシステムの中でどこが国

が責任をもつのかというところも議論していく必要性があるのかなと思いました。 

 ですから、先ほど３つの局面と私申し上げましたけれども、それと現在あるシステムを

どうやって維持していくかの部分のときに更新も含めてになるのでしょうが、整理してい

かなければいけないのかなと思ったのですが、考えるだけでもとても大きくて、どこから

攻めていくのが良いのか一寸混乱しております。次回までには少し頭の整理ができると良

いなと思いました。 

○松谷専門委員   

ここは知らないので教えていただきたいのですが、建設の場合とその後の維持管理は同

じ補助率でしょうか、更新事業も含めて。 

○角田事業計画課長    

 違います。 

○松谷専門委員  

 違うわけですか。これからも引き続き新規建設というか、それはあるわけですよね。 

あまりないのですか。 

○角田事業計画課長    

その辺りにつきましても、次回ご説明させていただきたいと思います。 

○松谷専門委員   

ですから、要するに新規に建設していく場合と維持管理、更新を分けて違うシステムで

やっても良いのではないかと思うのです。多分これから維持管理が非常に増えてきて、さ

っきのお話でもその分が相当大変だというお話があって、先ほどの財産の区分の問題もあ

りましょうけれども、従来は大体こういう制度というのは新規に建設する場合を基準につ
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くられていまして、必ずしも維持管理ということに重点を置いたシステムになっていない

ケースがありました。これはこれからお話を伺いたいと思うのですけれども、新規と維持

管理でそれぞれ別のシステムをつくるとか、そのような形も１つあり得るのかな、そうい

うことも検討してみたらどうかなと思いました。 

○多賀谷専門委員   

再度で申しわけないのですけれども、一言だけいっておきたいことがございまして。 

 基本的に、この場合に土地改良事業についてどこがどういう負担をするかという議論を

しなければいけないと思います。基本的に、例えば14ページの図にありますように、土地

改良区というのは水系で１つの体系として行われているわけです。この中で国が負担する

のは大規模なものであって、例えば複数の府県にわたっているような場合には国が行うと

いうのはそれなりの筋があると思うのです。 

 最終的に土地改良区の構成員である農家が負担するというのはある種の受益者負担とい

うことになるわけですけれども、それでは今後問題になる都道府県、地方自治体が何ゆえ

に負担するのかという話になると、それは土地改良区と県との関係の話ということをしな

ければいけない。基本的に現在の場合には土地改良事業は土地改良区を対象ということで、

土地改良区というのは基本的に農民が中心ということになって、その場合に都道府県なり

市町村が負担するということになると、それは国全体は土地改良事業が生産力の増強とい

う形で良いのですが、そうでない場合には、例えば環境保全とかそういう観点で県ないし

市町村にも益をもたらすという議論があり得るでしょう。そこら辺が今までぼやっとして

いたわけですが、その議論をぎりぎりやらなければいけないだろうなと思います。 

○増田特別委員   

改良区の立場で今の話なのですけれども、元来、土地改良施設の維持管理費というのは

補助対象外です。補助対象になるのは事業費です。事業費ですから、それは何％国がもっ

てくれて県が何％足してという補助事業になっているわけですけれども、維持管理費につ

きましては補助対象外というのが通常でございます。維持管理費は補助対象ではないのだ

から、将来でき上がった施設はシンプルで維持管理費のかからないやつ。これはでき上が

ってしまえばずっと未来永劫かかるわけですから。これは受益者負担100％になる。 

そういうことで、先ほど先生がおっしゃったとおり、維持管理に対する別制度ではない

けれども、何かないかなと。これはもちろん単発ではあるのです。国営造成施設管理体制

整備促進事業とか、いろいろあるのですけれども、そういう制度の議論がこれから必要か
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なと思います。 

 それから、土地改良区が基盤整備関係につきましてはすべて窓口だと。これはそうでは

ございませんで、あくまでも末端の自治体も窓口でございます。なぜかといいますと、近

年の我々のところの整備された施設には、例えば混住化がこれだけ進んできますと、合併

浄化槽の排水はどこへもっていくんだということになれば農業用水路に来るのです。これ

は自治体の方のご負担をいただかなければ、とても改良区だけでは管理できないというの

も事実でございます。 

 佐藤市長さんいらっしゃいますけれども、私どもの方は管内の首長さんとその辺はしっ

かりと協議させていただきます。合併浄化槽が良いのか公共下水が良いのかという議論も

あるのでしょうが、とりあえずうちの管内の首長さんは合併浄化槽推進派でございまして、

毎日のように決裁が来るのです。３つ４つの合併浄化槽、７人槽だ８人槽だありまして、

これが我が方の水路にいずれは入る。従って、それについては改良区だけではとてもじゃ

ないけど持ち堪えられないというような議論はしております。私どもの改良区としての現

状は大体そんなところです。 

○三野小委員長   

ありがとうございます。 

これからの議論にいろいろな形で参考にしていただきたいと思います。 

 大体時間がまいったようでございますが、これだけはというご意見がございましたらお

受けいたします。 

 それでは、ありがとうございました。国と地方との適切な役割分担につきましては、こ

のあたりで終えさせていただきたいと思います。 

 最後にその他について、事務局より食料・農業・農村政策審議会農業農村整備部会の平

成17年度企画小委員会報告をお願いしたいと思います。 

○角田事業計画課長    

平成17年度に今後の農業農村整備のあり方について１年間ご議論いただいたところです

が、前回の平成17年度第３回企画小委員会におきまして中間とりまとめという形で提示さ

せていただきました。その後、４月～６月にかけまして委員の皆様方と最終的な報告書に

ついて案文を調整させていただき、意見集約を行ったところです。 

これを受けて事務局の方で修正作業を行いまして、本日平成17年度の企画小委員会報告

として「新たな時代の農業農村整備のあり方」という報告書にまとめましたので、これを
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提出させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○三野小委員長     

 ありがとうございました。そういう形で報告いただきます。 

 それでは、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いたします。 

○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、8月28日（月）ということで予定させてい

ただいております。その後の第３回につきましては９月下旬に現地調査を予定しておりま

すので、また日程調整、事務局の方からさせていただきます。よろしくお願いします。 

 以上をもちまして、平成18年度第１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―― 


