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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５回企画小委員会 議事録 

日時：平成18年10月27日（金）13：30～15：30 

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、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日は、黒川和美委員、沖陽子委員、榧野信治委員、木内正勝委員、松谷明彦委員、増

田武志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。 

 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、「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   

それでは、私の方からまず説明いたします。 

 これまでの議論、また宮城県、新潟県における現地視察を通じて、農地・農業用水の整

備に関する国の関与の必要性についてはかなり議論が深まり、認識も深めていただけたの

ではないかと思っています。これまでの委員会での皆様方のご意見については、参考１に

議事概要という形でまとめています。また、宮城県と新潟県での現地視察については、全

ての委員の方に参加いただいていないので、現地視察資料及び現地での意見の内容等につ

いて参考２にまとめていますので、ご参照願います。 

 まず、資料１－１の目次をご覧ください。 

本日は、前回に引き続き、国の関与の必要性について前回ご指摘いただいた点を踏まえ

ながら追加の資料で説明したいと思います。さらに、国が直轄事業として直接関与する必

要性について、また、事業実施主体としての国及び県の役割を説明した後、国営事業の実

施状況、それから最後に今後の論点として、国と地方との適切な役割分担について説明を

進めていきたいと思います。 

 また、資料２では、山下整備部長より国の関与の必要性に関する経済学的な分析につい

てご説明したいと思います。 

 ２ページをご覧ください。 
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まず、「農地・農業用水等の整備に関する国の関与の必要性」について、前回の委員会

で岩崎委員から国が担うべき役割の幾つかの基準についてご指摘があったところです。 

この観点については、これまでの議論として地方分権推進計画が平成10年に閣議決定さ

れています。それから食料・農業・農村基本法やそれに基づく基本計画といったところか

ら、国の役割の整理を試みました。国の役割としては、国家の存立あるいは全国的な規模

で進めるべき施策や事業が位置づけられており、食料・農業・農村の観点でいうと、食料

の安定供給など基本法に掲げられた４つの理念、この施策展開は国の責務であるという位

置づけです。農業生産基盤の整備ですが、その具体的な手段として基本法の第24条に国が

進めるべき施策として位置づけられています。 

 ３ページは、「農地・農業用水の有する公共財的機能」です。 

これについても、先般、横山委員を初め多くの委員の方からご指摘があった農地・農業

用水のスピルオーバー効果について、定性的な整理を試みたものです。農地・農業用水の

提供する食料の安定供給や多面的機能、これは国民全体にその便益が及ぶ公共財としての

性格を有しているということ。そして、それが非排除性や非競合性といった性質を持って

いるゆえに、いわゆるフリーライダーが発生しやすく、その整備を地方に委ねた場合は、

国全体として必要な整備水準の確保がなされない恐れがある。結果として過小供給になる

という議論であろうかと思います。具体的に４ページでは、農地や農業水利ストックの分

布がどうなっているのかを県別に整理しています。概して財政力の弱い地方圏にこうした

ストックが偏在しており、地方自治体に整備を委ねた場合、財政力が弱いこともあって国

全体として食料の安定供給を確保するための整備がなされない恐れがあるということです。 

 ５ページは、日本における最重要作物である米の流通の観点からみたものです。 

三大都市圏、東京都を初め11都府県、それから地方圏、それ以外の36道県ということで、

この５ページの下の図にあるとおり、県別に米の生産と消費の状況を示していますが、こ

れを上の部分でみると、三大都市圏と地方圏で対比しています。消費量は、都市圏と地方

圏をみた場合、ほぼ一緒ですけれども、生産量は当然地方圏が圧倒的に多いわけです。地

方圏から三大都市圏への米の供給がなされているわけで、ここで特に赤色で示した部分が

国営事業の実施地域における生産量です。国全体の食料の安定供給を実現するために、地

方圏で生産を維持する対策が必要であり、その中に占める国営事業実施地域の位置づけも

この中でイメージできるのではないかと思います。 

 ６ページは、先般、黒川委員からご指摘のあったＦＴＡ、ＥＰＡの推進と国内生産の関
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係です。我が国は世界最大の食料輸入国で、現在、輸出促進という「攻めの農政」を掲げ

ていますが、一方で、国内における農業生産を基本として輸入と備蓄を組み合わせていく

ことを農業政策の基本に置いているということを念のためご説明したいと思います。 

 ７ページは、これまで国の関与の必要性について、さまざまな角度からご説明しました

が、国の関与についてはわかるにしても、直接的に国が実施することについての議論はど

うなのかということです。これについても、公共事業における直轄事業の役割というもの

が、平成10年の中央省庁等改革基本法において定義付けされています。それによると、全

国的な施策及び計画の企画立案、あるいは全国的な見地から必要とされる基礎的または広

域的な事業の実施が国の役割として定義されています。国営土地改良事業はこの規定に該

当する基礎的な事業、食料の供給という基礎的な役割を有する事業であることと、その効

果は広く国民に及ぶことから、国が直接実施すべき事業に該当するものとして整理してい

ます。また、その実施範囲は、土地改良法あるいは政令に規定された客観的な基準に基づ

いて、国営事業の範囲を決めています。 

 ８ページは、国の財政的な役割の視点です。 

公共事業においては、国の関与の度合いに応じて財政負担割合を設定しています。国の

関与する度合いの高い直轄事業は事務の主体が費用を負担するという原則に則って、国が

高率の負担を行っており、３分の２を負担しています。そして、国の関与の多少低いもの、

国と地方が同じ役割を分担するものについては、補助事業として国の負担率を２分の１に

設定することで、補助率の整序化が既に定められています。 

 この考え方は国営土地改良事業を含む公共事業全体について適用されている概念であり、

８ページの表にあるとおり、それぞれの公共事業についてこのような形になっています。 

直轄で実施する範囲については、事業の性格によってさまざまに定められています。 

 ９ページは、土地改良事業に関して国が直接実施する範囲の考え方はどうなっているの

かということです。農業水利施設、ダム、頭首工といった基幹的な施設から、末端の農地

に水を円滑に排水するための水路に至る一連の水利システムを形成していますが、この中

で一定規模以上の基幹施設については、全国的な見地から国が直轄事業として実施してい

ます。その範囲は土地改良法制定以来変わっていないということで、国家存立の基礎であ

る食料の生産に関連した土地改良事業ですので、国が直接的に実施すべき基礎性、広域性

といった判断基準は一定であるべきという思想のもとに進められています。 

 10ページは、国営の規模をイメージしていただくため、水利権の規模で検証しました。 
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１級河川の水利権のうち国が持っているのは全体の1.4％で、数では僅かですけれども、

最大取水量の合計では36％というウェイトを占めています。そして、その最大取水量の平

均値でみると、毎秒約10.5トンの水を取水するということで、規模としては全体平均の26

倍の大きさを持っています。そして、3,000ヘクタールという規模はどの程度のものなの

か事例で示していますけれども、右側の上に山王海地区というものがあります。 

3,800ヘクタールの受益面積をもっていますけれども、ここでは、堤高約60メートルの

ダムを築造して水を確保し、この3,800ヘクタールに取水量約11トンの水を供給するとい

うことで、3,000ヘクタールという規模は、このような形でかなり基幹的な施設があって

大規模なものになっていることがおわかりいただけると思います。 

 11ページは、事業の実施主体としての国の役割について整理したものです。 

3,000ヘクタールを一つの基準とする国営土地改良事業ですけれども、この国営土地改

良事業は一定規模以上ですので、必ずその末端部分は都道府県営事業と連携してやってい

ます。国営事業と連携した都道府県営事業によって、これまで大規模な優良農業地域が形

成されてきた経緯があります。その面積は全国で約170万ヘクタールに達しており、この

地域で主要食料の約４～５割を生産するという、我が国の食料供給の中核的な役割を果た

す地域を形成しています。こうした地域は、12ページにあるとおり生産性の高い農家経営

が実現したり、あるいは主産地の形成が進んだりということで、現在、農業の構造改革を

進めようという施策をとっていますが、今後の構造改革を進める上でもその基礎となる水

利施設や農地を国営事業によって確保・整備していくことが極めて重要ではないかと考え

ています。 

 13ページは、今後の国営造成施設がどのような状況に置かれているのかということです。 

多種多様な施設がありますが、ストックが相当形成されてきている状況の中で、そうい

った施設の更新の必要性が高まってきています。施設の耐用年数は内容によって千差万別

ですけれども、地区全体でみると約40年となっており、戦後整備されてきた施設が順次耐

用年数を迎えています。今後、右のグラフにあるとおり更新事業が大きくなっていく。一

方で社会資本投資余力が小さくなってきており、効率的な更新整備の仕組みを確立してい

くことが非常に急がれる課題であると考えています。 

 14ページは、今後多くなってくる更新事業は、どういうイメージなのかということです。 

更新事業というと小規模なものではないかというご指摘をいただきますが、事実からす

ると決してそうではなくて、現在、更新が主体となっている国営事業の内容をみてみると、
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平均して240億円規模で実施しています。同じく更新事業を主体とする都道府県営事業と

比較すると約21倍の事業費の規模になっているということで、更新事業といえども相当な

事業規模を有しているということと、内容的にみても社会経済情勢の変化や技術水準の向

上といったことに対応して単純に施設を置き換えるということではなくて、施設の機能ア

ップを含む新たな技術水準での整備が求められています。具体的には、高度な水管理シス

テムを導入して水を効率的に利用していくことや、洪水が以前より頻発するようになって

それを安全に流下するための機能アップをする、ダムの洪水吐をつくりかえる等の新たな

整備もあるということです。 

 15ページは、こういった国営で行うべき更新事業ですけれども、これを全国的な視点で

効率的に実施していくことも国が担う大きな意義・役割だと考えています。事業の実施す

べき範囲というのはこのように全国に分布していますが、このような地域において技術の

平準化や、あるいは必要な場所、時期に必要な技術者を集中的に投入して実施していく、

そうしたシステムを国が有することによって全体の効率性が非常に高まるというメリット

があるのではないかと考えています。 

 以上が特に更新事業についての説明です。 

16ページは、国営事業に求められる別の視点です。それは、施策の先導性なりモデル的

な事業を実施して展示効果を発揮していくという役割です。ここに掲げたのは、中山間地

域において大規模な農地の再編整備、それとあわせて経営体の育成を同時に実施するとい

う国営農地再編整備事業です。平地農業地域では、おおむね事業の目的を達成したという

ことで既に新規採択を中止していますけれども、条件不利地域でこういったことをモデル

的に進めていこうということで、中山間地域や過疎地域に限定してこの事業を今進めてい

ます。その結果、下の事例にあるとおり生産性の向上やその地域における経営体の育成に

大きな効果を発揮しており、これをモデルとして今度は都道府県営事業でその地域におけ

る事業の展開が図られると考えています。 

 17ページは、自然環境保全との調和であるとか、あるいは水の効率的利用に資する農業

用水の再編事業、そういった視点で例えば北海道のサロベツ地区、沖縄の赤土防止に資す

る大型の環境保全型事業、更には農業用水を再編して新たな生活用水などを生み出すとい

うような先導的な事業を国営でやっている事例です。 

 以上で国と国営事業の役割、国が直接的に事業実施する必要性の説明を終わりまして、

18ページからは、国営事業と連携した都道府県営事業の役割について説明したいと思いま
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す。 

 国営事業と都道府県営事業の役割分担ですが、施策的な視点と規模的な観点の両方あろ

うかと思います。国営事業については今ご説明したとおりで、国の食料供給という基礎性

なり広域性、それから施策の先導性、モデル性といった観点から基幹的な施設を全国規模

で効率的に実施するというのが国の役割であろうと。それに対して都道府県営事業は、国

営事業との連携を確保しながら、より地域に密着した事業を展開していくことが役割であ

ろうと思っています。 

 19ページは、そういったことについて基本法の解説でこのようになっているということ

を紹介したものです。 

 20ページは、具体的な都道府県営事業の役割です。 

基本的に、都道府県は住民により身近な行政を担うことが基本だという位置づけがなさ

れており、それに即して食料・農業・農村基本法においても、都道府県の責務として「地

方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し実施する責務を有す

る」という整理がなされています。それを土地改良事業に適用して考えると、やはり国営

事業と連携（国営事業というのは基幹的な水利施設の整備等を行うわけですが、そういっ

たところと連携）して役割分担を行いながら、地域に密着した政策性の高い事業、ここに

４つ掲げていますが、地域の実情に即した担い手の育成・確保、それから消費者のニーズ

に即応した事業展開、中山間地域の活性化、安全で安心な暮らしの確保といった４つの役

割を有しているのではないかと思っています。そこが国営事業と連携ということで、国営

事業による基幹的・先導的と書いていますが、基幹的という意味は、ダムなどの基幹的な

施設整備を国が行うという意味ですし、また先導的整備というのは、先ほどご説明したい

ろんな意味での政策テーマを先導的に実施するという意味での国営事業の役割、それと連

携して都道府県営事業を地域に密着して推進していくことだと考えています。 

 21ページ以降は具体的な都道府県営事業の４つの役割を解説したものです。 

21ページは担い手の育成・確保です。宮城県、新潟県で現地をご覧いただいたとおり、

国営事業で基幹的な施設を整備して水の条件が整ったところにおいて、国営事業と連携し

て都道府県の方でほ場整備事業を実施しまして、区画整備や排水条件の改良によって生産

性の高い農業経営が実現し、また法人化なども進んでいるというケースです。 

 22ページは、畑地かんがい施設の整備です。特に付加価値の高い農産物、消費者ニーズ

に即応した形の生産が求められており、基幹部分は国営で水を供給しますが、末端部分は
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このようなスプリンクラー等を導入して、多目的な水利用によって商品価値の高い果樹や

野菜といったものをつくることができるという事例です。 

 23ページは、中山間地域の総合的な整備です。 

条件不利地域ですので、地域の実情に応じたきめ細かい生産基盤の整備やそれらと一体

となった生活環境の整備によって、中山間地域の振興を図っているものです。 

 24ページは、安全・安心確保の視点で、農地・農業用水の防災対策を進めていくという

ことです。規模の大きいものは国営ですが、そうでないものは都道府県営事業として役割

分担をしながら実施している。それから、地域の資源であるため池の整備等もこの中に含

まれます。 

 以上が都道府県の役割です。 

 25ページは、このような役割分担の整理をした上で、国営事業の現在の進捗状況はどの

ような段階に来ているのかということです。農業水利ストックの形成については、水田地

域と畑地域で分けてみると、水田地域の整備率は相当高くなっています。これは国営と都

道府県営が一体として進めていまして、かんがい整備率は80％まで達しています。一方で

畑地域は、まだ19％ということで、今後とも整備の必要性は高い状況です。 

 こうした状況を反映して、現在の国営かんがい排水事業の内容は、新設の事業から既存

施設の更新を行う事業に移行しています。更新事業といっても、先ほどいいました機能向

上を含むものですけれども、そういったものにニーズが移行してきている状況です。 

 26ページは、過去にも国と地方の役割分担の議論はありまして、その度に一定の見直し

・改革を進めてきましたが、それを時系列的に整理したものです。 

 最初に、平成11年に地方分権推進委員会の第二次地方分権推進計画に基づいて、国営農

地再編事業について事業制度を廃止するとか、国営農地開発事業については平成15年度ま

でに事業を完了させるという見直しを行っています。 

なお、農地再編事業については一般型について廃止をし、現在は、中山間地域に重点化

して行っている状況です。それから平成12年には公共事業の抜本見直しを行っており、事

業が非常に長期化しているものについては整理するということと、事業の実施途中段階で

再評価を行って事業の見直しをしていくという対応をとっています。 

 平成14年には地方分権改革推進会議で、国と地方の役割分担について議論がありました。 

これを受けて今、一部の事業の採択要件の引き上げや、事業内容を水利施設の保全と更

新に重点を移していくということ、費用対効果分析の改良を図っていくということをその
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時に示しています。また、これを受けてダムは抑制していくという方針についても、当時

の大島農林水産大臣から表明したところです。 

 27ページは、以上のようなこれまでの改革の状況を踏まえて、今回の国と地方の役割分

担の検討、これは特別会計改革の一環として事務・事業の見直しを行うことが求められ、

特に国営土地改良事業特別会計においては、国と地方の役割分担について見直しを行い、

平成18年度中にその方向を出すということが求められていますけれども、今後どのような

方向に議論を収斂させていくのか、今後の議論の方向性についてお示ししたものです。 

 まず、国営事業の規模要件や負担割合、ご説明したような経緯で決まっているというこ

ともあって、そういった基本的な枠組みは今後とも維持することが適当ではないかという

ことが１点。しかし、今後は新規事業から既存施設の機能向上を含む変更・更新事業が中

心となってきていること。 

それから財政状況についても国・地方を通じて非常に厳しい状況ですので、限られた予

算の有効活用ということが大きな課題です。そういった状況を踏まえて、今後の事業の推

進に当たって留意すべき点として、国営事業については、施策の進捗にあわせて事業の対

象範囲をある程度重点化していくことが求められているのではないかというのが１点です。 

また、事業の進め方についても、既存ストックの有効活用をもっと前提とした形にして、

効率的な更新・保全管理体制の構築を図っていく必要があるのではないかと思っています。 

 都道府県営事業については、今申し上げた国営事業との連携や一体性、これをより強化

していくような観点ですとか、その地域の実態に即応した事業の展開を図る上での効率的

な展開方向といったところが論点としてあるのではないかと考えています。 

 資料１－２というのがありますけれども、国営事業の更新が主体となっているという状

況、一方で畑地かんがいについてはまだ低いので、これは今後とも重要と述べましたけれ

ども、更新事業の事例として２つ、新矢作川用水地区と千葉県の両総地区を示しています

けれども、いずれも非常に規模の大きい更新事業であるということがおわかりいただける

と思います。 

 また、畑地かんがいの新規整備の事例ですけれども、沖縄において地下ダムを造成して

高付加価値な農産物の生産に貢献するという事例を紹介しています。 

 以上で私の説明は終わりまして、引き続き山下整備部長から資料２に基づいて、経済分

析についてご説明します。 

○山下整備部長   
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山下でございます。 

 私は、前回の議論を踏まえまして、実はこの前大崎地区に行ったときに、横山先生とい

ろいろ意見交換した、その成果をまとめたのがこの分析でございます。お手元のペーパー

とパワーポイント、両方見ながら説明させていただきたいと思います。 

 資料の１ページを見ていただきたいのですが、前提条件としまして、(１)に書いてあり

ますように、生産県ａと消費県ｂ、２県存在するというふうに単純化して分析します。 

生産県では、事業計画課長が説明しましたように、農地とか農業用水などの農業資源が

豊富に存在する。従って、その整備等のコストは低いと。限界費用がMCa。要するに限界

費用が消費県のMCbよりも低いということで表されています。また食料消費人口は、生産

県の場合は少ない。これも既にみた資料に掲げているところでございます。消費県ｂはそ

の逆になっている。 

 (２)として書いていますのは、農地とか農業用水等の整備に対する便益には私的財とし

ての、生産要素としての供給という面もありますが、その下に書いてありますように、食

料危機が生じた場合に、農地とか農業用水等の資源が十分存在することによって、国内で

食料を供給してもらえるということに対する安心・安全感が存在するでしょうと。これは

食料安全保障に他ならず、公共財といえるのではないかということでございます。 

 その場合に、単純化のために食料安全保障に対する国民一人一人の評価・嗜好は同じだ

と仮定いたします。従って、ある県全体の便益というのは一人当たりの便益にその県の人

口を乗じたものになると。従って、消費県では生産県に比べて便益が大きくなるというこ

とでございます。 

 これを図で示すと、MBa人口が低い生産県の限界便益曲線でございます。このMBbという

のが人口が多い消費県の限界便益曲線でございます。人口が多いので、MBaよりもMBbの方

が上にいくということになります。トータルした国全体の便益がMBa＋bという曲線になり

ます。同じく供給につきましても、国全体の供給は消費県のMCbという供給と生産県のMC

aという供給を合わせたMCa＋bという供給になります。それをもちまして、２ページ以降

の経済分析をしたいと思っています。 

 この図は３ページの図をパワーポイントで示したものでございます。まず、各県が自分

で農地とか農業用水の整備という供給をやろうとしたらどういうところで均衡になってし

まうかということでございます。まず生産県としましては、生産県としての限界費用MCa、

生産県としての限界便益MBaが一致するEaのところで供給を行います。供給量はQaです。 
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それから消費県につきましては、同じくMBbという曲線とMCbという曲線の均衡するEbと

いうところでの供給になります。供給量はQbです。 

 ただし、これらの地域の人の便益も、国全体の供給量はQaとQbを足したQa＋bのところ

で供給がなされますので、生産県についても消費県についても、Qa＋bの便益を受けるこ

とになります。 

 トータル、国全体としては、OCJcQa+bの便益に対して費用負担はこのOEaQaの小さい

三角形とこの黄緑のOEbQbの大きな三角形を引いた部分だと、このようになるわけでござ

います。各県が同時に自分の限界便益と限界費用だけを考慮して供給量を決定した場合は

こうなるだろうということでございます。 

 次に、各県が他の県の供給を前提として行動した場合にはどうなるかと。まず、この場

合はａ県がもう既にQaという供給を決定した。その前提でｂ県がどのような行動をとるか

ということを分析しております。もう既にQaという量は決定しておりますので、ｂ県はQaと

いうところを原点として供給を決定する。ところが、MBbのうちのQaに該当するところは

もう既に満たされておりますので、このＫからスタートしたMBbという便益曲線になって

しまう。従って、この場合、消費県はこの量のQb’’、この供給量を決定するということで

ございます。 

 これは図で明らかだと思いますが、これはQbという以前の場合の決定よりも低い決定に

なりますので、トータルとしての供給量はQa＋bという供給量よりもＱ’’a＋bと供給量が

低くなってしまう。つまり、各県が戦略的行動をとる場合には、供給量は前にみたケース

よりも低くなってしまうという問題があるわけでございます。 

 次は、これは経済学でよくいうナッシュ均衡の場合ですが、そのように各県がそれぞれ

戦略的な行動をとった場合にどの点でおさまるかということで、それぞれのａ県、ｂ県、

他の県の行動を前提として行った行動がこのＮというところで均衡いたします。 

このＮの均衡点というのはどれもQb*はQbよりも低くて、それからQa*はQaよりも少な

いということで、ナッシュ均衡の場合には(１)のケース、同時手番の場合よりも必ず供給

量は低いということになると思います。これはもっと厳密に証明しないとだめなのですが、

社会的無差別曲線がこのような曲線になりますので、多分、パレート最適な状況は、２つ

の県が交渉することによって、より多くの供給量が決定されるのではないかと思っていま

す。国全体として最適な決定は何かというと、それは国全体の限界便益と限界費用が一致

するQ0の点で供給されるわけです。ところが、各県の供給量をみると、消費県はQbからQ
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b*というところに落ちています。つまり、消費県の場合にはここの小さい台形の部分です

が、FbQb*QbEbの部分の負担が少なくなって、なおかつ、過去のQa＋bよりも消費県の便

益は増えています。従って、消費県については費用がより少なくなって便益が増えるとい

うふうに、一方的に儲かるという状況になるわけです。他方、生産県の場合には、従来Qa

で供給していたものが、Qa*までの供給をより多く負担せざるを得ない。他方、受益の方

は、便益の方は、JaQa+bQ0Haの部分だけしか増加しないということで、負担が多くて便

益が低い。要するに生産県は一方的に負担することになります。 

こういう関係になるわけでございます。従って、各県に任せているだけではなかなか十

分な最適な供給ができない。もちろんそれは自主的な交渉でやる、この最適な点を達成す

る道もないわけではありませんけれども、このモデルでは２つの県しか想定していません

が、実際には多数の県が介在することになりますので取引費用が物凄くかかって、実際に

はこの点は達成できない。従って、国が関与する必要があるということになるだろうと思

います。これが国が負担する必要性だといえるのだと思います。 

 他方、７ページのところに書いてありますように、小規模の施設についてはローカルな

公共財としての役割もありますので、これに対する当該地域の支払い意思は他の大規模な

施設に比べて大きいと考えられますので、従って、この場合には国の負担は少なくて良い。 

これが大体、基本的に基幹的な施設について国が３分の２負担、それから都道府県営の

施設については国が２分の１の負担という負担割合が、ローカルな小規模の施設について

は小さいということの説明にはなるのではないかと思っております。 

 ただ問題は、前回横山先生がご指摘されましたように、国が負担する必要性という説明

と国が実施するという必要性は必ずしも一致しないではないかということはまさにそのと

おりでございまして、それを説明したのが、資料では７ページ、(４)の分析でございます。 

これについては生源寺先生の議論を参考にして分析しています。便益がコストを上回る

というのは、ここまでのものでは全てできるわけですが、実は最適な費用と便益の差を余

剰最大化するところは、①～③の事業をやるのが一番最適なわけです。ところが、単にＢ

/Ｃだけでいくと、例えば３つ事業をやるとすれば、③、④、⑤とか、②、④、⑤とか、

このような事業を実施する可能性がある。従って、費用のコストもよくわかっている国が

トータルとしてこの①、②、③という事業を選択する、これはリソースの効率的な配分か

らは必要であろうということがいえるのだと思います。 

 最後に申し上げますと、もう一つ国が関与する必要としては、いろんな事業、全国的な



 

- 12 -

事業を実施することによって、規模の経済が発揮されることによって、この限界費用曲線

MCa+bが下の方にシフトする。この効果によって新しい均衡点はE0*のところに決まりま

すので、従来の便益、ここの部分の三角形の便益がここの部分の大きな便益に広がってい

く。これがまた国が事業を実施する必要性として挙げられるのではないかと思います。 

 以上で私の説明を終わらせていただきます。 

○三野小委員長  

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま２つの内容についてご説明いただきましたが、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、よろしくお願いいたします。 

○鷲谷臨時委員   

国営の事業を国がやるべきということは、国営事業を一括して公益性であるとか、それ

から効率性、コストベネフィットなどについてのご説明になっているような印象を、そう

ではないのかもしれないんですけれども、ご説明を伺っているという印象を受けてしまう

んですが、個々の事業の場であるとか目的等に、目的といっても大きな目的じゃなくて、

実際の目的等で随分その状況、公益性もそれから効率性も異なるような気がするんですね。 

それで、規模とかでそういう議論がされてはいるんですけれども、どのような条件を満

たす事業であれば国が実施することが相応しいのかというような問題の設定の仕方という

のもあるのではないかと思うんですね。 

 それが１点と、もう一つ、評価に際して選択肢が１つで評価が今議論されているように

思うんですけれども、やっぱりオルタナティブな選択肢がないとなかなか評価が難しくて、

この事業以外の手段によって、例えば農業の生産量の確保であるとか、あるいは実際に使

う農地の確保ということでも、例えば農地防災事業などだとお話ししやすいように思うん

ですけれども、湿地を干拓してつくったような場所で定期的にそういう事業をしないと上

手く農地が機能しないということで事業が実施されているような場合があると思うんです。 

それで、その地域にほとんど農地が他になくて、そこを維持しないと生産が確保できな

い、全国的な観点からもできないという場合だったらそういうことも仕方ないように思う

んですが、もっと良い農地で使われていないところがかなりあるような場合だったら、選

択肢としては、コストもずっと低いのは、農地としての土地利用の整序化。それはここの

部署のお仕事とは直接かかわらずに難しい、だから議論にも上ってこないのかもしれない

んですけれども、国民の視点から税金の使い方とかいうことからみたら、こちらの選択肢
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の方がずっとコストも低いですし持続可能だと思うんですね。常に何年かおきかに防災事

業をしながら農地を確保するというのは、将来世代のことを考えるとかなり厳しい選択の

ようにも思うんです。 

 そのような選択肢との比較において必要性をむしろ個別に判断したりということの方が

今求められているんじゃないかなという印象。ご説明を伺っても一括してこう説明される

と何とも、そうですとも言い難いところがあるような気がいたしました。 

○三野小委員長   

何か、今お答えいただくようなことがございましたらお願いします。 

○角田事業計画課長   

個々の事業については、やはりその地域の置かれている条件や目指す農業の方向という

ものがありますので、個々の事業計画において農業の生産性の向上をどう図っていくのか

ということです。そのために必要な農業資源や水の供給、それから農地の改良の状況とい

うものを、まさにその地域の実情に即して個別に計画を立てることになろうかと思ってい

ます。その中で、事業計画ごとに事業の発揮する効果というものを、農業生産効果あるい

はそれ以外の農業外のさまざまな効果も含めてそれを評価して、国営事業ならば国営事業

として実施することが妥当かどうかを個別に判断することになると考えています。 

 ただ、その時の一つの共通的な要件として、例えば基幹的で大規模なものについては国

営事業という制度の中で実施するということでしょうし、規模の小さいものは地域の実情

に即して都道府県営事業等で実施する。その共通的なルールをどうするのかというところ

について、議論をさせていただいているということかなと思っています。 

 また防災事業についても、これも定期的にという意味では、こういった施設というのは

必ず老朽化しますので、別に防災事業に限らず施設が老朽化してくれば、それをいずれは

更新しなければならないという意味で、一度つくったらそれでもう手を入れなくても良い

というものではないということがあるのと、防災事業については、特に社会経済情勢の変

化というか、混住化や気象条件の変化等、農業外のいろんな原因に起因して対策が必要と

いうことに対しての事業制度という意味ですので、そこは通常のかんがい排水事業とは若

干異なる意味合いも有していると考えています。 

○桑子専門委員  

 １つは全体の論調なんですけれども、国と地方との適切な役割分担を検討するというこ

とは、１つは、大きく地方分権の流れであるとか、国の役割のスリム化であると。財政も
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含めてですね。そういう流れの中にあると思うんですが、今日ご説明になったものだけを

みますと、国がやらなきゃならない大事なことということがずうっと中に立てられていて、

どうも何となく防御的な、国の役割はこれだけあるんだからこれを守らなきゃいけないと

いう、そういうニュアンスに読めてしまうような印象があるわけですね。 

 当然、今後はそういうことを明確化する中で、現状、あるいはこれまでをどういうふう

に変えていくかということが議論されると思うんですけれども、どのような形で権限移譲

やスリム化が進められるのかということが何となく示唆されるような形で書いていただい

た方が前に進んでいるような印象を与えるのではないかと。どうもちょっと保守的な印象

を与えてしまうのではないかなと。これは書き方の問題です。 

 それから、その中でも食料安全保障、国家の存立という表現がありますけれども、非常

に重要な点で、これはやっぱり国の役割として重要だと思いますが、これは食料に関する

リスクマネジメントという観点からみますと、例えば食の安全、ＢＳＥとか残留農薬とか

という点も当然あると思います。 

 もう一つ、最近思いますのは、安全保障、リスク管理ということでいいますと、最近、

北京郊外の農場で、富士であるとか幸水であるとか、日本の農作物が栽培されているとい

う話を聞いたことがあります。これは中国もそうですし、ヨーロッパ、アメリカでもそう

だと思うんですが、日本の食文化というものが非常に高く評価されて、そういう日本食と

いうんですか、これは健康に良いということで取り入れられるようになっている。逆に日

本はメタボリックシンドロームということで、非常に高カロリーなもの等々で国民の健康

は非常に大きなリスクを抱えている。こういうふうに考えますと、農政として食文化とか

国民の健康というものを一体として考えるという視点が必要だと思うんですね。 

 その時に、例えば国際的にも地産地消であるとかスローフードとかいわれていますけれ

ども、日本の農作物を日本の国土に相応しい形で守るといいますか、国民の健康に資する

形で農業を展開するということで考えますと、単に米の生産だけを守るということではな

くて、もっと違う展開があるのではないかなと。例えばどういう農作物をどういうふうに

守りながらどういう農地を展開していくのか。その大きなビジョンを与える仕事が国に求

められているのではないか。地方はやっぱり地方の特有の産物にだけ注目する傾向がある

と思いますので、そういう意味でのリスク管理という観点もあるのかなという印象を持っ

ております。 

○三野小委員長   
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ありがとうございます。これからいろいろとりまとめ方等、まだ残されている課題のご

指摘というふうに受けとめていきたいと思います。その他何かございますでしょうか。 

○多賀谷専門委員  

 言いたいことは２～３点あるんですけれども、まず１つだけ申し上げます。最初の印象

なんですけれども、特に３ページあたりの話をみますと、公共財という形で農地・農業用

水というものを一括的にとらえているのはややラフな感じが正直いっていたします。すな

わち、その中には水利施設といいますか、要するに、言葉の本当の意味での共通で利用さ

れるものと、それから当然ほ場整備事業ということになりますと、本来、農民の私有財産

である水田等もあるわけですから、それを一括して公共財という形にすると、先ほどの鷲

谷委員のような印象が多分出てくるのだろうと。そこら辺の話をもう少し明確にしなけれ

ばいけないと思うんですけれども、ただ、ここで印象としては、私は実際上の農業生産に

おける土地改良区の位置づけの話が正面から出てきていないからこういう話になって、こ

ういう構成になってしまっているのではないかと思います。 

 基本的に、土地改良区そしてそこにおける農民が水利施設、それと田畑を使って農業生

産を行っていると。その場合において、土地改良区経由でそういう農業生産をやっている

ことについて、農林水産省としてはほ場整備事業でバックアップをしているわけです。そ

こにおいてはある意味での一体性があるわけです。ただし、ハードとして水利施設と田畑

の水、それから片方は公共財的なものだけれども、田畑はもともとは私有財産という面が

あるので、そこの二面性を十分書き切れていないという気がいたします。 

 それからもう一つは、この間、私も大崎地区に現地見学させていただいて感じたんです

けれども、後で最後のヒアリングの時に、東北農政局の方とそれから土地改良区の人たち

が並んで座っているわけですよね。見ていると土地改良事業については、農林水産省と土

地改良区と県の三面関係にあるのではないかという気が非常にいたします。そして、その

場合において、当然、国と地方の役割分担、そこで土地改良区の位置づけがはっきりして

いないという気がいたします。それで、土地改良区というのは、アメリカやなんかでディ

ストリクトですか、もともとはある意味において機能的な地方団体的なものとして位置づ

けられているわけで、そういう意味において例えば水道事業やなんかで、アメリカの場合、

ディストリクトがやる場合には、直轄で国といいますかアメリカの場合は州と連邦で違い

ますけれども、それ自体としては地方自治体とは関係なしにその業務を独立して行ってい

るわけですね。この場合において、土地改良区に対して国がかかわっているということ、
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それから土地改良区に対して県がかかわってくるというのは、どうも一般の他の分野とは

やや違う面があるということ。もう少し土地改良区による農業生産ということを正面から

出した方が良いのではないかという気がします。 

○三野小委員長   

ここで議論されていない点のご指摘ということで承っておきたいと思います。 

その他何かございますでしょうか。 

○横山専門委員  

 今、多賀谷委員がおっしゃられたことともかなり関連しますが、政策の垂直的外部性と

いう話がある。スピルオーバーというのは水平的な外部性ですが、そうではなくて、垂直

的外部性という意味は、国の政策が県や市町村や集落や個々の農家にどのような影響を及

ぼすかという話と同時に、例えば市町村の農業農村整備事業なり、そういう政策が県や国

やあるいは集落に影響を及ぼす。だから、政府レベルが異なるところである政策対応をす

ると、他の異なる政府レベルに影響を及ぼすようなことを垂直的外部性というような表現

をして、どういうふうに調整するかということで、これは租税なんかの話とか政府支出の

話で最近よくなされている議論なんですね。 

 そうした時に協調してやるということが１つと、それから異なる政府レベル間が競争的

にいろんな事業をやっていくというような話と両方あるのですけれども、やはり協調する

ことの必要性がこの垂直的外部性の議論からはかなりいわれてきているということですね。 

 それからあともう一つは、地方分権の原則として補完性原則ということで、できる限り

地方ができることは地方に委ねていくという考え方があるわけです。そうすると、ここか

らは山下部長のご議論とも重なるのですけれども、それぞれの地域に委ねた場合、上手く

調整できないあるいは上手くいかない部分を上位の政府レベルが行う、国が行うというこ

とであると、補完性原則でなるべく地元が行えるものは地元に委ねていったときに、都道

府県ではできない、都道府県営事業ではできないということのもう少し意味づけをなさる

と国営というものが出てくるのではないか。 

 その辺は、今日の資料の中でもかなり明確に出されているところが、19ページの国と地

方公共団体の具体的な役割分担について、このようなことで、どちらかというと補完性原

則というんでしょうか、地域でできないあるいは下位の政府レベルではできないようなも

のは上位が行いますよというニュアンスの書きっぷりになっている。だから、多賀谷委員

がおっしゃられたように、何でも最初に国ありきということではなくて、今の地方分権の
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流れの中でみたときに、都道府県の能力といってはおかしいんですが、都道府県でできな

いような、地方ではできないようなことを国がやるのですよという考え方が１つあるので

はないか。 

 それからもう一方で、国としての一つの哲学なり国益という観点で、ここはやはり食料

安全保障みたいな形でいくと補完性原則とも合致して国がもっともっと関与しなくちゃい

けないということになるのではないか。これは私の意見です。 

 あとお尋ねしたいことは、今後、更新事業が重要になりますということはわかるのです

が、手続的に事業の進め方として更新事業でも今の新規の申請事業と同じような基準を適

用しようとしているのか。私が申し上げたいことは、末端の施設が整備されない限り基幹

のところを幾ら更新しても、末端が上手くいかないとその施設が無駄になる。だから一体

になってやらなくちゃいけないということになると、リスクマネジメント的な耐用年数に

応じた更新事業のやり方やスキーム、つまり効率的な更新事業スキームというものをどう

やって確立するのかということは、今後かなり重要になってくるのではないか。その時に、

国と地方の役割分担というものも問われてくるのではないか。 

だから、今までの新規事業のもとでの国と地方の役割分担と、更新事業のもとでの国と

地方の役割分担が同じなのかどうか、この点も今後検討していく必要があるのではないか

と思っています。 

○三野小委員長   

今のはご指摘ということで、今後検討の一つの大きな課題かと思います。 

○宮城臨時委員  

 今、更新事業の話が出たので、ちょっと私も更新事業について感じていたことなんです

が、新潟県を見学させていただきまして、これまでつくられてきたシステムが非常に大き

なシステムがもうつくられている。そのつくられているところから、例えば国がつくった

部分をもう更新しないということで無しにしたら、これは国がつくった部分だけではなく

て、他の部分も含めてシステム全体が崩壊してしまうという大げさですけれども、役割を

果たさなくなるのではないかということを非常に感じました。 

 そういう意味では、新規の事業だけではなくて、これから更新の事業において国の果た

す役割というのは重要だというのは非常によくわかったんですけれども、今回のこの資料

を見ていて更新事業の中でどういう役割を果たすか。今まであったものをただ置き換える

ということだけではやはり国民全体への説明は果たせないと思うんですね。もちろん、更
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新をするということは長い期間使ってきているわけですから、地域の現状も変わっている

でしょうし、端的にいえばその地域で実際にその水を使っている農地面積ですら変わって

いるかもしれない。そういう状況の中での更新というのは、全く新しいものをつくってい

くことになる部分も大いにあるのではないかなという気がいたしました。 

 それから、素人考えかもしれませんが一つの大きなシステムをつくるより、もしかした

らもう少し分散的なシステムにつくっていく、あるいは大きなシステムができたことによ

って農家の水配分なんかに関する労力が非常に楽になっていることはもちろんそのとおり

なんですけれども、本来あった水を使いこなす知恵のようなものが、もしかすると失われ

つつあるのではないかという気がするんですね。それこそ今検証するチャンスじゃないか

という気がいたします。 

 大きなシステムをつくってくる中で、従来のまさにこの水配分のシステムが上手くいっ

た部分と、あるいは失われた部分も含めて検討した上で、更新事業では是非それを新たに

つくり直していく、そういう新しい部分が出てくると今日の資料を見ていると最初のご指

摘にもありましたけれども、守らなきゃならないというところの保守的なイメージがする

んですけれども、新たにやらなければいけない部分をきちんと打ち出していく必要性があ

るのではないかと思いました。 

 特に25ページのこれまでの実績でみていくと、水田のかんがい整備率はかなりのところ

に来ているという、もう一目瞭然だと思うんですが、畑地の部分ではまだまだということ

もあるとなると、これはやはり畑地ではこれから何をすべきなのか、水田では更新が中心

になると思いますが、何をすべきかということもかなり違ってくるのかなという印象を受

けました。 

○三野小委員長 

 ありがとうございました。 

それでは、今のご指摘、よろしくまた考慮していただきたいと思います。 

○岩崎専門委員 

 国と地方の適切な役割分担というのが宿題になっているわけですよね。日本で地方分権

の問題を論じるポイントというのは、一般的な他の国の中での地方分権を考える時と少し

違って、よくヨーロッパのサブシディアリティの議論とか出てきて、実地検証がその補完

性の議論といわれたりもするんですが、それも確かなんですけれども、出てきたのは行革

の文脈で出ていますよね。そうすると、今日の資料などにもあるんですけれども、中央省
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庁改革の話とか行革の昔の答申とかそういうのが出ているんですが、何を申し上げたいか

といいますと、日本での地方分権で考えておくアプローチの基本的なものは、オールマイ

ティの中央政府をどういうふうに、あれこれオールマイティだからいろんなことをおやり

になっているのをなるべくスリムにするかという視点なんですね。地方にできることを地

方にやれば良いじゃないかという、現場に任せてというよりは、国が一生懸命いろんなこ

とをやり過ぎて、たくさんやってしまっているところを少し、国しかできないことにして

もらおうじゃないかという、ピュアな国家政府にしていった方が良いんじゃないかという

視点だと思います。 

 ですから、せめて書くのであれば、国しかできないのはこれだというふうに出した方が

良いような気がするわけですね。地方ができることは地方に任せるというふうなのよりも、

国しかできないことをやるのだという攻め方というか見せ方の方が、守りではないという

か、より積極的な印象を受けます。それが１つです。 

 それから国がいろんなものをやれる、単一性の国家ですから連邦制と違ってやれるのは

やれるのですけれども、その時に実際に現場で何をやるかという時に２つ方法があって、

国が自らやるという直轄と、地方を使ってやるという地方エージェントというか地方自治

体を使ってというのが、この場合、農家とかそうなんですが、普通のサービスはそういう

ふうになりますよね。機関委任事務というのはそうだったわけですよね。結局、それで国

と地方の一体的な行政運営ということが凄く重要であったわけですよ。戦後つい最近まで。

それは国と地方が一つのことをやるのに機能分担をしていると。国が決めて地方が実施す

るような機能分担をしていて、それを一体的な行政運営といってずっときたわけですよね。 

 それはそれで良かったんですが、それで何が起こったかというと、結局コストが凄くか

かるというか決めるところと執行するところのラインが凄く遠くなるので、行政のコスト

がかかるとかそういうことが起こってきたので、申し上げられることは機能分担から役割

分担に移ったということは一体どういうことかというと、それぞれの役割をやりましょう

ねということになるわけで、だから、国は国という国しかできないことをやった方が良い

ですねということなんですね。 

 具体的にそういう面からいって、困る言葉使いというのがこの中にあって、「一体性」

というのがありましたよね。「一体的」とか。つまり、それは書いてしまうと禁句なんで

すよね。役割分担じゃなくて一緒にやろうねということをいっているわけなので、役割分

担というふうな宿題をもらって、一体的にやろうねという答えを出してくると、それはわ
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かってないねということになるので。でも、考えてみれば、私、さっきからいろいろ考え

ていたんですけれども、ほとんど大規模な水利施設の問題だとすると、大きなところは国

がつくって、前にいただきましたけれども、ダムをつくってこの辺が都道府県で、こっち

が市町村でとなっていくので、それは一体的ではなくて連携的、規模に応じて大きいのは

国でその次がその次の大きな政府である都道府県で、その次の大きな政府である市町村で

というのでシステムが連携しているというのは良いと思うんですね。 

 だけど、一体的というときに地方分権の文脈で一体的は良くないねといわれているのは、

一つの中に融合していってしまっている。今の連携というのはわかるんですけれども、一

つの中に融合してしまっているので融解してしまっている。いろんなファクターが。そう

すると、責任の所在も不明確だしお金の使い方もよくわからないしとなるので、無駄が多

いといわれているわけなんですよね。そこは何とかしようということなので、一体的・連

携的と「・」でつないでいるんですけれども、「連携的」はオーケーですけれども、「一体

的」は、そういう意味では気をつけて使われた方が良いと思うんですね。 

 それから「国の関与」という言い方も、これもあまり良くない言い方というか、ネガテ

ィブなイメージを持たれるんですね、「関与」というと。ですから、日本語の問題ですけ

れども、少しそれは他の言葉に言い換えられるところは言い換えられた方が関与の法定主

義とかいわれますので、それは「国の責務」とかそういう言い方にした方が良いのかなと

いう気がしています。 

 国と地方の役割分担というところでもしも書くのであれば、国の役割、地方の役割とい

う共通ルールの国の役割はこうだという、そういう共通基準を明示的に出すということが

あると思うんですが、最後の27ページをみると事業になってしまっているので、これはち

ょっとまた違ってくるのかなという気がします。国営事業がこうで都道府県営事業はこう

であるというのは何か事業ごとの話になってしまうので、そうではなくて、国の役割はど

こにあるかということだと思うんですね。そうすると、さっきいった更新事業だったら先

導的に新しい技術を使って、大規模だからいろんな先導的なことを示すことができると思

うんですね。それをみて都道府県が更新事例に生かすとかそういう技術的なものとか、そ

れからちょっと話は変わるかもしれませんが、残留農薬の話とか。私、種の特許とかどう

なっているのかなという気がしているんです。国の役割というのをまず考えてみて、それ

でここに関連するものは何かというふうにしていただく方がより一般的にはわかりやすい

のかなという気がします。 
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 長くなりましたけれども、そういうことです。 

○生源寺委員  

 これまでのこの委員会での議論と、それから今日いろいろ議論が出て、随分いろんな切

り口があるなということだろうと思うんですね。それで、いずれにせよ非常に財政の制約

が強い中で、選択をするあるいは順序をつけざるを得ないとか、あるいはどういう組み合

わせでやったら良いかとか、非常に多元的な判断を求められるという形になるだろうと思

うんですね。しかも、いろんな切り口があるということで、今日の山下さんのプレゼンテ

ーションはある一面について強調されてお話しされたわけですけれども、その他に私的な

財をめぐる利害関係ということもあるわけですね。 

 従って、あまり機械的に割り切ることのできない世界であるということを前提で申し上

げるんですけれども、国と地方の役割分担のところは、何らかの理念なりであるいは個別

に判断するような部分ということも出てくるかもしれませんけれども、そこはそれほど資

源の配分といいますか、そういう問題に直接いかないのかもしれませんけれども、例えば

国でやるべきとした場合に、さあどういう優先順位なりあるいは何年間でやるのが一番良

いのかとか、そういった意味での判断をやっぱりしていく必要があるだろうと思うんです

ね。その際にどういう情報がその判断に必要なのかと、あるいはどういう評価の指標なり

あるいは方法が更に追加的に求められるのかということについて、そろそろ随分議論が熟

してきたと思っておりますので、その辺りも少し踏み込んでみてはどうかと思っておりま

す。私に特に具体的なものがあるわけではないんですけれども、非常に包括的ですが、幾

つかの切り口の中でこれまでの非常に単純な経済計算だけの世界で良いのかどうかという

ことも含めて少し考えていく必要があるのではないかと思っております。ポイントは、公

共財的な性格のものと私的財的な性格のものという、そこの区分辺りから入っていくのか

なという感じがしております。 

 それからもう一つ、これは鷲谷先生のご発言の中であったお話、私もちょっと同じよう

な印象を持っておりまして、総論的というかあるいは共通項を括ってある形容をすると非

常に視野が狭くなってしまうところがあるんだろうと思うんですね。ですから、農林水産

省の中の検討ですけれども、当然のことながら他の省が通常は所管しているようなことも

視野に入れた中での選択ということもやっぱり考えておく必要があるのだろうと思いまし

た。 

○三野小委員長   
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ありがとうございました。 

 一とおりお聞きしたんですが、まだ少し時間がございますのでご意見がございましたら

お願いいたします。 

○多賀谷専門委員  

 もう一つ言いたいことがあったのでその話をいたしますけれども、これはやや戦略的な

話にも絡むので後で話をしたかったんですが、今の生源寺さんの意見ともかかわるわけで

すけれども、全体として前半の話と後半、特に21～22ページ辺りとニュアンスはやや変わ

ってきているところがあるんですね。前半の話は、その背後には要するに食料安保の話が

あり平場の水田の話がある。それについては大規模なほ場整備事業で水利を確保してやら

なければ食料安保にかかわると。その話は、先ほどの部長さんの方の資料でいわれたよう

に生産が優先している県と消費地とは違うと。だから国でやるという。それは明白に出て

くるわけですけれども、これが中山間地のところになるとその議論だけでは上手くいかな

くなるという、そこの違いというのが出てきていると思うんですね。そしてそこでは、国

の役割についてはモデル事業的という表現が出てきているわけです。 

それで、こういう特に中山間地を含むような地域においては、例えば今後そこにおける

ほ場整備事業の更新を行うという場合、この更新事業が農業生産という面だけでコストベ

ネフィットで正当化できるとは限らないという面が多分あるんだろうと思います。すなわ

ちその場合には、治水とかあるいは環境保全とか、多面的な目的を含めてでなければ、恐

らく更新事業についても計算できないという面があると思うんですね。そういう意味で、

恐らく中山間地におけるほ場整備事業の更新というのも、それ自体として公共財的なもの

でありますけれども、その場合の公共財性は農業生産にかかわる公共性とは限らない。 

多面的な意味での公共性というものになると思うんですね。 

 ただ、生源寺さんがその話に多少首突っ込んじゃったんですけれども、その話に首突っ

込むと、それは農林水産省の元来の役割の範囲をやや外れるといいますか、そこまで入る

かどうかという政策的な判断になると思うんですね。これは前から農林水産省の方とお話

をしているとき、農林水産省は農業を主管とするのか、それとも農業を行う田畑を国土と

して保全することを目的とするのか、そこのところは農林水産省の所管なのか国土交通省

の所管なのかということは昔から議論しているところがあるわけです。 

 従って、もし中山間地域において多面的な機能ということをいうと、先ごろ国土交通省

は、もう堤防はつくらないから田畑を治水用に使おうということが新聞に出ていましたけ
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れども、要するに農村環境の保持ということについて、単に農業生産の観点だけではなく

て、イギリスやなんかで田園法というのがありますけれども、農村全体の保持ということ

まで恐らくいわなければ、そこの中山間地域における更新事業を行うことの正当性という

ことは十分には主張できないという面があります。従って、平場と中山間地域を一緒に議

論しているのは無理で、そこら辺をもう少し明確に書いて戦略を立てなければいけないだ

ろうと思います。 

○三野小委員長  

 ありがとうございました。かなり基本的な枠組みの点についてのご意見かと思います。 

○山下整備部長   

私の方から若干総括的なコメントをさせていただきたいと思います。 

 まず、桑子委員の食文化の話なのですが、確かに、今、食料自給率が40％しかないわけ

ですね。ところが、実はこの飽食の世界、牛肉をたらふく食って、米はほとんど食わなく

て、乳製品もたらふく食うという生活を行っているときの40％ですから、実際の食料危機

が起こったときに、これを今ある470万ヘクタールぐらいの農地全部、いもと米だけに転

換してカロリーを最大にしたとしても、やっとパソコンが打てるだけのエネルギーしか供

給できないような水準なわけです。従って、ポイントはいかに今の需要にあわせて食料供

給をやりながら、いかにして農地や水資源を維持するかということにあるのだと思います。

そういう意味で、今、農林水産省は輸出に目を向けて、そこに活路を見出そうではないか

ということを考えているのですが、これはどういうことかといいますと、人口が減少時代

を迎えて、2050年には１億人になってしまうと。それから過去40年間で米の消費量は２分

の１に下がったわけですね。このトレンドでいくと、ほとんど水田は要らなくなる。50万

ヘクタールで良いという話になるわけです。ところが、それしか農地面積を維持しないと

すると、いざとなった時、全く食料安全保障の機能は果たせないと。そういうことで、そ

ういう危機が起こるまでは輸出というところも踏まえながら農業生産を維持して、農業生

産を維持する。これによって農地資源、水資源を維持して、いざとなったときの食料安全

保障に対処する。こういう考え方が基本にあるんだろうと思っています。 

 多賀谷先生のほ場整備というのは、農地というのは私的財という性格があるのではない

かと。それは全くそのとおりだと思います。ただ、私的財という性格がある反面、農地を

維持することによって、いざとなったときに食料の安定供給を図ってくる、こういう公共

財的な性格がある。これを私的財ということで単に売買、市場経済だけに任せているので
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はなくて、ゾーニングという農振法という法律が一応ありまして、そういうことで農地面

積を一応確保していると。いざとなったときは全く私的な取引に任せるのではなくて一定

の農地を確保しようと。こういう考え方で公共財的な機能を政策的にも維持しているとい

うことだろうと思っています。 

 それから補完性の原則なんですが、ヨーロッパの話も出ましたので、ヨーロッパで農業

の関係で補完性、サブシディアリティの原則がどのように機能しているかということをお

話ししたいと思います。ヨーロッパのＥＵ予算、欧州委員会の予算の実は６割が農業予算

で、価格関係の予算です。それから３割が構造基金といって、要するに地方の劣悪な地域

をいかにして立ち上げるかという格差是正基金ですね。こういうことをやっています。 

農業の世界では価格政策に関しては、モノは欧州域内全部統一して流通するものですか

ら、これはフランスが補助金を出してドイツが補助金を出さないということになれば、フ

ランスの農産物が有利になりますので、そういうことは一切認めないと。農産物の価格や

流通については欧州委員会が統一してやる。ところが、他方農村開発の部分ですね。ここ

の部分はまさにサブシディアリティの原則が妥当して、基本的には各国・各地域で対策を

考えてもらう。それに対してブラッセルは補助を行う。こういう構造になっている。そう

いう意味でこれを当てはめると若干牽強付会になるかもしれませんが、食料安全保障とい

うことで国全体としてやる部分、これは国がやって、そうではなくて地域公共財的な部分、

多面的機能というのは大体地域公共財的なものが多いわけですから、そういうものについ

ては基本的には地方の発意をもってやって、それに対して国が補助していくと、財政的な

支援を与えると、こういう整理が一応成り立つのかなと思っています。 

 それから最後に多賀谷先生がおっしゃったように、多面的機能というのはまさにそのと

おりで、私の分析の中もこれは基本的には食料安全保障という観点からの公共財に着目し

たわけですが、もちろん多面的機能としての公共財としての性格もあります。しかし、こ

れは問題が複雑になるので意図的に外して分析したということです。問題点はよく理解し

ておりますので、私の資料の２ページの３で、そのような公共財については多面的機能的

なところもあるということを一応メンションはしています。そういう意味で、中山間地域

についてはかなりその地域の公共財的な性格もありますので、それについては食料安全保

障の切り口とはまた別に対処する必要があるのではないかと思います。 

 以上です。 

○三野小委員長   
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いろいろご議論もあろうかと思うんですが、これからの議論を進めていく上でのとりあ

えず現時点での論点の整理というのが27ページにございます。これについてはいろいろ先

生方からのご意見がございました。この辺について、少し進め方という視点でご議論をい

ただければ残り少しの時間がございますのでお願いしたいと思います。 

 まず土地改良事業における役割分担の基本的枠組み、これは規模の要件と負担割合とい

うことで、現在、国の役割というのが具体的に事業の形で整理されているわけですが、こ

れについて、「維持しつつも」というのはちょっと言い過ぎじゃないかというのが、先生

方、多分もう少しその辺のところを基本に置いて、いろんな切り口があると思うんですが、

生源寺先生のお話のように、幾つかの議論の仕方がいろいろ錯綜しますので、とりあえず

現在の枠組みというのを基本に置きつつ、今ご指摘ありましたように、これからはいろい

ろ更新事業に中心が移るということになったとき、それから国・地方を通じた財政状況の

悪化、それから財政構造改革を強力に推進していく中で限られた予算を有効に活用してい

くということが一つの大きなこの議論の出発点になると思いますので、そういうことを配

慮しつつ、今後の国と地方との適切な役割分担について、更に今まで整理いただいたもの

を論点を整理した上で次のステージに入っていただければと思います。 

 その中に国営事業については、それから都道府県営事業についてはと、事業の出口につ

なげないとまたこの結果がまとまらないので、この辺りいかがでしょうか。一応出口とし

ては、最終的には国営事業、あるいは都道府県営事業というところへそれぞれ国と地方の

役割を整理してまとめていくと。こういうことが27ページ、現時点での次のステージに進

むための論点整理ということで事務局からご提案いただいていると。 

 ただ、この点についていろいろ先生方からご議論があったので、これを「維持しつつ

も」というのはちょっときつ過ぎるのではないかというのが先生方の大半のご意見であっ

たように思うんですが、下敷きがないと議論が進みませんので、それを基本に置いてとい

うことで、私としては論点を整理していただければ、それぞれの各先生方のご意見を反映

いただく形で整理していただけるのではないかと思うんですが、その辺について何かご指

摘いただければ、以後スムースに進んでいくのではないかと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○桑子専門委員   

真ん中の「国営事業については」の②のところですけれども、「更新・保全管理体制の

構築」と書かれておりまして、更新というものと保全管理体制とがセットになっておりま
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すけれども、私のイメージとしては、新規の建設事業と維持管理体制、これは現行でも国

がつくったものを都道府県に管理してもらうという形になっておりますよね。そういう建

設関係のことでいいますと、新規建設とか更新もそうだと思うんですけれども、一つの大

きなプロジェクトとして計画ができて、それを実行してある段階で完成して終わるという

ライフサイクルという形での事業だと思うんですが、このプロジェクトマネジメント的な

観点というのは、いろいろ国の事業を見ていますとあまり上手くできていないのではない

か。無駄な、例えば時間管理ですね。コストの管理のことはいわれますけれども、非常に

長い何十年もかけて事業が行われていると。住民の反対もあったり、非常に時間という面

でのコストの管理というのはしっかりできていないというのが私の認識です。 

 これとは対照的に、維持管理というのはある時点から始まってある時点で終わるという

ものではなくて、完成した時点からずうっと続くわけですね。ですから体制ということそ

のものが異なった構造をもっているのではないかと思うんです。私自身は、その違いにつ

いて理論的なことも少なくとも考えたことはないんですけれども、考えなくちゃいけない

と思っているんですが、その辺、更新と保全管理体制とを「・」でまとめてしまってある

ような印象なんですけれども、これはいかがなんでしょうか。 

○宮城臨時委員   

関連していえば、私も更新と保全管理体制は分けるべきじゃないかなという気がするん

ですね。実は更新についてもう一回発言の機会をいただければ申し上げたいなと思ってい

たのは、国の役割として今回のところで４ページ～５ページの辺りですか、地域に差があ

るから、それを平準化するために国でやらなければいけない部分があるというこの説明は

非常によくわかるんですが、もう一つは、時間の流れの中で投資が一時的に必要になる部

分がある。それは、ある地域にとっては何十年に１回なのですけれども、全体でいえば、

順番にその地域の中にある地域が必要になり次の地域が必要になると起こるわけですから、

それはやはり投資をバランスよく行うためには、国が全体をみて管理しなきゃいけない。 

そのことがちょっと１つ抜けているような気がしたんですね。 

 そのことが追加されれば、更新というのはまさにそちらの時間の中での投資の時期をど

こに行って、全体として効率的に行うかという非常に超長期的な話になるだろうと思うん

ですね。保全管理はまさに一定の投資がずうっと行われていくという意味で、現段階でも

でき上がった後は、土地改良区、最初重要だというお話がありましたけれども、土地改良

区を含めた地方が維持しているわけですから、項目としては分けるべきではないかなと思
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います。「今後の論点」のところなんですが、この３つの並べ方というのは非常に唐突な

感じがいたしまして、１つ目のところで述べられているのはそれはそれなりにわかるし、

国営事業について、都道府県営事業についてという答えとして事業別に回答しなきゃいけ

ないというところもわかるんですが、先ほど岩崎委員もおっしゃっていたように、分担の

方針というのが間にないような気がするんですね。ここで実は１つ目と２つ目、３つ目の

間にやはり分担の方針がきちんと述べられないとまずいような気がいたします。例えば

「対象範囲の重点化」という言葉が出てきますが、重点化する根拠が述べられていないと

どう重点化するのかがわからないという感じがするんですね。ですから、もしここで論点

の整理をしていくときに、１番目とここでいう２番目、３番目の「○」の間に、国の役割

はどういう点なのか。さっき私は１つ更新事業を例に挙げましたけれども、更新事業が中

心になっていくというのだったら更新事業だと思いますし、あるいはこれまでのストック

がどのように有効活用されているかの検証をするとか、そういうのも国の役割になるのか

もしれないと思うんですが、そういう国の役割の幾つかの整理があるでしょうし、地方の

役割の方にはまさに維持管理していくという役割とかいう、そういう整理をまず中盤で１

回して、その上で事業としては今後の組み立てとしてどうなりますという話に整理すると

わかりやすいかと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○三野小委員長  

 確かに、横山委員、岩崎委員からのご指摘というのを受けとめて整理していくとしたら、

今お話のように、もう一点、事業へいきなり出口へつなぐ前に、今、宮城委員のお話のよ

うな整理を一度していただいた方がわかりやすくなるのではないかという気がいたします

が、いかがでしょうか。何か特にこれから作業としてまとめて、時間的に大変差し迫って

おりますし、事務局としてまとめに当たって、そういう段階でもう一つ、今宮城委員のご

指摘のようなものを入れて各先生方のご指摘を根拠にいろいろ整理いただくと。そういう

形でやっていただけると、内容的に整理するのにそういう整理の仕方がわかりやすいかと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○鷲谷臨時委員   

都道府県営事業のところに「自然的経済的社会的諸条件など地域の多様性に応じた」と

いう言葉があるんですけれども、国営事業についてはそういう空間的な多様性ではないん

ですが、これまでとは違うさまざなニーズ、例えば農業用水を考えてもこれまでの慣行の

稲作とは違う稲作が環境保全との関連でニーズが高まってきたりしますと、使う水の量も
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それから季節的なパターンなども変わってくる可能性があるんですけれども、そういう今

の時点で自然的経済的社会的諸条件がどう動きつつあるかというようなことを整理して、

それを踏まえた国営事業のあり方を考えるということは、今はそういう意味でやはり転換

期なのではないかという気がします。 

○三野小委員長  

 最後の27ページの３つの「○」、もう一つ、一番上の中にそういう視点を加えて。ちょ

っと落ちているように思いますので、全体を整理する際に、今の鷲谷委員のご指摘を考慮

いただきたいと。そういう形で、とりあえず国と地方の役割分担をもう少し明確な形でや

った上で事業に結びつけた方がわかりやすいのではないかというご意見かと思いますので、

その際に、各委員から貴重なご指摘をいただいておりますので、それを少し反映いただく

という、そういう形で整理いただけるとわかりやすいと思うんですが、いかがでしょうか。 

次の段階でそういう格好で整理をお願いできればと思います。 

○角田事業計画課長   

ご指摘ありがとうございました。やはり更新事業が中心となっていく中で、先ほどご指

摘ありましたけれども、新設事業から更新事業に変わっていって、国の役割というのは一

緒じゃないでしょうと、事業の進め方もやっぱり変わってくるんでしょうというご指摘、

そのとおりだと思います。是非そういうご指摘を受けて、次においては、いわゆるストッ

クを効率的に管理していくと。やはり時間管理、時間の概念があります。施設ができて、

それを上手く保全管理しながら、また必要なところは改善しながら、そして、いよいよ耐

用年数が来れば次の更新ということになるわけですが、そういう一つのプロジェクトサイ

クルということを念頭に置いて、そのマネジメントをどうしていくかという考え方につい

てきちんと整理したいと思います。また、事業にすぐ直結せずに国と地方という役割につ

いてもきちんと整理するという点も含めて、ご指摘を踏まえ次に説明したいと思います。 

○三野小委員長   

今日いただいた貴重なご意見はその際に参考にしてまとめていただきたいと思います。 

 もう一つ議事がございますので、ちょっと先を急ぐようで申しわけございませんが、貴

重な意見、大変ありがとうございました。そういう格好で一応事務局として次回に対応い

ただくということでお願いしたいと思います。 

 それでは、先を急ぎますが、続きまして特別委員からの意見聴取に移りたいと思います。 

本年度の企画小委員会では、国と地方との適切な役割分担につきまして地方の意見を聞
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く機会を設けるとともに、今後の国営事業のあり方の検討に資するため、特別委員の方々

よりご意見を伺うことにしております。本日は、宮城県の栗原市長の佐藤委員がいらっし

ゃいますので、佐藤委員よりご意見をちょうだいしたいと思います。 

○佐藤特別委員  

 日本の農地、食料、そして農業を支えている人々を代表して意見を申し述べさせていた

だきます。 

 初めに栗原市ですが、今パワーポイントの画面が出ておりますが、宮城県の北西部に位

置し、先に視察をしていただきました大崎市は隣りであります。東西に約38キロメートル、

南北に約39キロメートル、総面積804.5平方キロメートルで、これは東京23区を超える大

きさであります。人口8万1,464人の農業を基幹産業とする中山間地域で、昨年の４月１日、

９町１村が合併して誕生いたしました。 

 （パワーポイントで）見えておりますのは秀峰栗駒山、標高1,627メートル。これが栗

原の大きな山であり、栗駒山を源として水が流れてくるわけであります。広大な栗原耕土、

１万6,000ヘクタールを潤す源流迫川、その豊かな美田をつくり上げた偉大なる先人たち

に若干思いを馳せてみたいと思います。 

 パワーポイントの写真は58年前のアイオン台風による被害の様子です。栗原の農業の歴

史は、要は水との戦いの歴史でありました。今からさかのぼること360年前、正保元年、

栗原市がまだ伊豆野原と呼ばれていたころ、鷹狩りにこの地を訪れ、広大な原野をみた仙

台藩２代藩主、伊達忠宗公は、供の古内主膳重廣にこの地を領地として与えるとともに開

墾を命じたのでありました。「米づくりには何よりも水が必要だ。」主膳は水路を開削する

ため、土木技術者の川村孫兵衛元吉に依頼、加藤甚兵衛の監督のもと、伊豆野原に水を送

るため、伊豆野堰の開削工事が始まったのであります。 

 開削工事に従事した農民たちの血のにじむような努力と加藤甚兵衛の熱い思いによって、

３年という歳月を経てようやく完成をみたのでありましたが、水が停滞して思うように流

れず、甚兵衛はその失敗により投獄されながらも、流れに勢いをつけるための滝を設ける

ことを思いつき、途中３カ所に滝を設けることでようやく水が流れたのでありました。 

これにより伊豆野原の原野約2,000町歩が美田と化し、収穫高は１万5,000石に達し、

「豊穣の地」栗原の礎を築いたのであります。そして、昭和51年、国営迫川上流かんがい

排水事業が着手され、30年という長い歳月を経て、ダムを初めとする基幹水利施設が整備

され、栗原市１万6,000ヘクタールの豊かな美田を潤す一大穀倉地帯に変貌したのであり
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ます。 

 また、荒砥沢・小田ダムという国営事業の完工により、番水制の農業用水も潤沢になり、

農家の皆さんに夢と希望を与えてくれたものであります。 

このように、360年前の先人たちの歴史は現在も脈々と受け継がれているのであります。 

しかしながら、地方においては人口流出に歯止めがかからず、急速に進む高齢化問題と

担い手と呼ばれる若手農業従事者不足など、農業の将来展望は暗澹たる状況下にあります。 

 このような中で、この度、国の新しい農業政策が打ち出され、経営所得安定対策等大綱

が制定されたところでありますが、その最大のねらいは、農地等の貴重な資源を保全しな

がら、安全・安心な食料の供給を図り、更には攻めの農業を確立させるため農地の集約を

図り、競争力のある農業者に農地を集中させようとするものであります。 

 しかしながら、小規模農家も含む地域全体が農地を一生懸命に耕し、豊かな日本の資源

を保全し、安全・安心な食料を生産しながら美しい国土を支えてきたこともきちんと評価

しなければなりません。小規模農家から農地を集積し経営規模の拡大を図るだけの農業政

策では、末端までの農業施設の保全は図られません。国営土地改良事業の完成によって膨

大な生産基盤が完備されてきた今こそ、戦後の農地改革に匹敵する思い切った農業政策を

打ち出す時ではないでしょうか。 

 今回の経営所得安定対策等大綱の３本柱の一つ、農地・水・環境保全向上対策事業への

取り組みにつきましては、前回の第２回企画小委員会でもお話しさせていただいたとおり、

地域、集落を挙げて一生懸命取り組もうとしております。国と県との考え方や、その対応

にずれが生じますと、末端行政として集落への説明責任が問われます。一旦政策を打ち出

した限りは、地元の熱意をしっかりと受けとめて事業執行されますよう切に要望いたしま

す。昔ながらの緑豊かでのどかな田園風景、家族総出の賑やかな農作業風景は見られなく

なって久しいのですが、真の地域協働の姿と緑豊かで美しい自然を守ろうとする人々の熱

い思いがあって初めてこの政策が成功するものであろうと願ってやみません。また、荒廃

してしまった農地をいかにして有効活用し、農地の保全と農家収入を向上させるべきか、

我が栗原市が考えております施策の一端をお話ししてみたいと思います。 

 昭和40年代後半からの米の生産調整政策により、３年周期で転換される農業政策によっ

て米作農家は翻弄され、国への強い不信感とともに農家の生産意欲が失われ、先人たちの

血のにじむような努力によって築かれた「豊穣の地」が今まさに水泡に帰そうとしていま

す。 
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これらの荒廃農地のほとんどが、昭和30年代から40年代にかけて展開された米の増産政

策によって畑や原野が開墾されたものであります。これらの荒廃農地の活用とあわせて空

き農家の活用を図り、2007年問題とされる団塊の世代対策として、一定の条件つきで都会

からのＩターン就農者へ無償貸付を行い、復元費用などの一部を市が助成し、同時に地元

農家に対し新規就農者を支援することを条件として支援褒賞金を支給したいと考えており

ますが、一地方自治体の厳しい財政運営の中でどこまで支援できるか、正直なところ不安

は拭い切れません。 

 話は本論に戻りますが、土地改良事業の役割とはまさしく食料の安定供給を図るべくし

て創設された事業制度であります。特に国営事業におかれましては、戦後60年の歴史の中

でその目的を十分に達成され、その役割をほぼ終えたかにみられております。しかしなが

ら、地方における農業従事者の高齢化や農業後継者不足による農業用施設の保全管理が危

惧され、まさにこれからこそが国として重要な役割を担っていただかなければならないこ

とは火を見るよりも明らかであります。 

 特にダムや基幹水利施設などの重要な施設については、年間の維持管理経費も莫大なも

のであり、施設の老朽化に伴って市町村や土地改良区の財政を年々圧迫してきております。 

また、米価の下落により農家所得が減少している中で、これら施設の維持管理に係る農

家負担の比重も大きく、農家経営も非常に厳しい状況下にあり、税や賦課金の滞納額も年

々増加の一途をたどっておりますことはご承知のとおりであります。このような状況下で

大規模な施設の更新の際には、国営事業による実施が食料の安定供給という国家的な見地

からも必要不可欠だと考えております。 

農業生産基盤の整備であるほ場整備事業におきましても同様で、県の補助率が引き下げ

られ、農家負担率が５％から7.5％に、そして平成19年度からは10％に引き上げられるこ

ととなっており、これからの新規要望地区の意欲も低下し、今後のほ場整備事業にも陰り

がみえてきております。 

 このような時にこそ、国の果たすべき役割がどこにあるのか、委員皆様にご一考いただ

きたいものだと思います。農村部の人口が激減している中で、自然と共生しながら攻めの

農業を確立させ、安全・安心の食料を生産していくためには、国と地方がどのような役割

を分担していけば良いのか、自ずからみえてきたのではないでしょうか。 

 結びに、全国地方自治体を代表して特別委員にご選任を賜り、このような発言の機会を

与えていただきましたことに改めて衷心より感謝を申し上げます。 
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ありがとうございました。 

○三野小委員長   

ありがとうございました。 

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

○桑子専門委員   

参考２の８ページに「意見交換の概要」とありまして、私も大崎にまいりまして、地元

の意見を聞く場におりました。今もお話ありましたけれども、賦課金の未納の議論が出ま

して、どうしてそういうことが起きるのかということをご質問いたしました。私、十分理

解していないんですが、その中で土地改良区の理事長さんに対する信頼関係というような

言葉が非常に気になっているところなんですね。ここの整理の中では、「未納金等の問題

も発生。今後は施設管理に対する国と地方の役割分担を明確にしていただき助成制度を確

立して欲しい」と、こういう要望として整理されておりますけれども、私の印象では何か

違ったような気がしておりまして、発言された方のあの表情を見ておりますと、やはりい

ろいろな悩みを抱えていらっしゃると。その辺を国としてしっかり認識されて、やっぱり

あのような席だとなかなか言いたいこともおっしゃれないのではないかと思います。 

その背景にどういうことがあるのかとか、多く調査していただいて、実情把握されて方

針立てられるのがよろしいのではないかなと、こんな印象を持っております。 

○三野小委員長  

 特にこの間の現地の、もう少ししっかり受けとめて欲しいというご意見でしょうか。 

その他何かございますでしょうか。 

○岩崎専門委員   

国と地方の役割分担といわれると、国と地方自治体の間の役割分担というふうに一般的

に考えられるんですが、ほとんどそういう文脈だと思うんですね。しかし、この場合は違

うわけで、土地改良区という現場の一つの、あれは位置づけは公的団体ですよね。 

ですから、先ほどディストリクトというお話も出ましたけれども、サービスをつくって

売っているというふうな、直接対峙することはないけれども、やっぱり一種のそういう公

的な団体であると。それがベースになっているわけですよね。 

 ですから、先ほど融合するのは良くないという言い方をしてしまったんですけれども、

考えてみればそういう土地改良区というまさに現場のところにとっては、国だろうが、県

だろうが、とにかく今やらなきゃいけないことに対しての後押しが欲しい、厳しい状況だ
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から欲しいということをみる必要があるように今感じたわけですね。役割分担きっちりや

らなきゃいけません、融合は良くないんですよという言い方を先ほどしましたけれども、

考えてみれば一番現場に即している生産の現場の土地改良区というのが出てこないまま、

国と地方の役割分担というまとめ方をされるのは、農林水産省としてはよろしくないので

はないかなあという、そういう意見です。 

 ですから、普通の国と地方だけではなくて、土地改良区も出てくるし、それから市町村、

その役割も大きいんですけれども、とにかく土地改良区を一つのコミュニティというか、

地域再生も含めて、それから生産の現場という経営の経済的な話も含めて、もうちょっと

表に出されたら良いのではないかと思いますので、次回、そういうまとめもしていただけ

ればと思います。 

○三野小委員長  

 事業制度からすると土地改良区の役割というのは市町と同じ立場ですよね。土地改良区

も同じ並列的な団体営事業を実施する実施体と。だけど、中身は大分違っているはずだと

いう、その質的な違いみたいなものというご指摘だと思いますが、それでよろしいでしょ

うか。 

○岩崎専門委員  

 もうちょっと出していただいた方がわかりやすいんじゃないかと。他の方にとっても。 

○三野小委員長  

 わかりました。事務局、そのような整理をお願いします。 

○横山専門委員  

 佐藤市長さんとはいろいろ現地でお話し、いろいろご教示いただきましたが、市長にお

伺いしたいのは、合併の影響についてです。国と地方の役割分担で地方といったときも、

国営と県営との括り方でずっと整理されていますが、市町村の役割なり、今、岩崎委員が

いわれたように、土地改良区の役割をいかに考えるのか。それから、今の財政状況からし

て、合併前の市の役割と合併後の市の役割に違いがあるのかどうか。佐藤市長は市の役割

と土地改良区の役割、どういうふうにお考えになっているのかということをお伺いしたい

と思います。 

○佐藤特別委員  

 土地改良区も同じように、将来的には市一本の土地改良区にしたいということで合併を

推進して、それを約束した上で市の方では補助しております。その補助も限界に来ており
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まして、受益者負担という大前提の中で市の役割分担を明快にさせながら、今は５つある

土地改良区を平成19年度中に一本化するという約束になっております。 

 その中で明快にやらなければいけないものは、土地改良事業自体も同じように機構改革

を行い、切磋琢磨し内容を精査していくことです。市も大変苦しんでいるわけですから、

土地改良区も同じように役割分担を明快にしましょうということで努力しているところで

あります。 

 国と地方のあり方について大変なところを今議論されていると思うんですが、市並びに

県もそうでありますが、国の支援が２分の１ですよと、あるいは３分の１を市町村もしく

は県と市町村でもちなさいといわれても、それに充てる財源がない。どうしたら良いんだ

ろうと。受益者はある一定の額しか出せないと思います。それ以上どうやって負担してい

くのかという大きな課題に対して、国にある程度方向性を示唆してもらい、国がやった仕

事は最後まで国でやってもらいたい。これから施設の維持、補修、修理、改善の必要性が

出てくるわけですが、それを市町村、県だけではとても対応できない。やはり国が責任を

もって最後までやってもらいたいという思いであります。 

○三野小委員長  

 ありがとうございました。 

 予定しております時間、少し延びております。ちょっとご了解いただきたいと思います。

その他何か。 

○多賀谷専門委員 

 私も大崎地区に行ったんですが、その時、土地改良区の方に話を聞いていると、やっぱ

り未納者が出てきていると。未納者の中には、ともかく行方不明になっちゃった人もいる

し、それから農業をやめた人とか、さまざま多分いるわけですね。基本的に土地改良区の

組織自体が今後の高齢化の中でいつまでもつかなというところが多少あります。 

 他方において、現地でいわゆる集落営農的な方式、例えば佐野サングリーンファームと

いったかな、要するに５人で45ヘクタールぐらいまとめてやっているというような新しい

営農形態みたいのが出てきているわけです。だから、多分、今は過渡期だろうと思うんで

すけれども、基本的に農業を行う地方の単位をどうするかということを、農林水産省の方

としてもばっと決められないと思うんですけれども、恐らくそれを10年、20年の間にやっ

ていかないと、従来の仕組みではもう立ち行かないということは明らかなので、これは先

ほど来のお話で大規模中心の議論をどうしてもおやりになってますけれども、どうしても
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いずれは、国会議員の半分以上は地方出の人たちですね。農業だけじゃない、地域社会の

問題の議論を抜きにすることは多分できないだろうと思いますので、その問題にもやはり

触れておかなければいけないだろうと思います。 

○三野小委員長  

 ありがとうございました。時間がありませんので、あと、残りお一人、もしご意見、ご

質問ございましたらお願いいたします。 

 それでは、ご意見・ご質問ないようでございますので、以上をもちまして、本日予定し

ておりました議事を終了したいと思います。 

 それでは、大変時間超過してしまいましたが、議事進行を事務局の方にお返ししたいと

思います。 

○角田事業計画課長   

本日は長時間にわたりご議論いただきましてありがとうございました。 

 次回は、今、土地改良区からのご意見ということもございましたので、増田特別委員か

ら、土地改良区としてのご意見をいただきたいと思っています。それから、県、市町村、

土地改良区、一般国民の方々の「国と地方の役割分担に関する意見」をお聞きしようとい

うことで、前回、アンケートの質問事項についてお諮りしたところですけれども、それに

ついていただいたご意見を踏まえてアンケートを実施しています。その調査票は今日お配

りした資料の参考３にありますけれども、この集計が次回にはできると思いますので、次

回はその結果についてもご報告をさせていただきたいと思っています。 

次回は11月14日（火）となっていますので、よろしくお願いします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

                                 ――了―― 


