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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６回企画小委員会 議事録 

日時：平成18年11月14日（火）13：30～15：30 

場所：三田共用会議所３階 大会議室 

 

〇角田 事業計画課長   

本日はお忙しい中、委員の先生方に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年度第６回企画小委員会を開催します。 

 本日、生源寺眞一委員、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。 

 また、本日は県の立場から国と地方の役割分担について、意見をいただく機会を確保し

たいということで、先般、新潟県で現地調査を行った際にもご説明いただいた新潟県農地

部の大島技監にご出席いただいていますので、ご紹介します。 

〇大島 新潟県技監   

大島です。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇角田 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。 

〇三野 小委員長   

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

 まず、「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。 

〇角田 事業計画課長   

 資料１をご覧下さい。 

 本日、前回の第５回小委員会で意見をいただいたことに対する回答をまず行って、その

上で、前回の委員会で三野委員長に今後の議論の方向性について整理いただいていますの

で、「土地改良事業の今後の展開方向」、「国が行う基礎的・広域的事業の重点化」、「国と

都道府県の一層の連携の強化」といった項目に沿って、資料１で説明します。 

また、都道府県、市町村、土地改良区、一般国民に対して意見を伺うということでアン

ケート調査を実施しましたが、その結果についても後ほど資料２で報告します。 

 資料１の２ページをご覧下さい。 

 前回、多賀谷委員、岩崎委員から土地改良事業が他の公共事業と異なるのは、土地改良
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区の存在が大きいといった指摘がありました。したがって、「土地改良事業における土地

改良区の役割」を今一度整理したいと思います。 

 土地改良区は、土地改良事業を実施するために一定地域の農家の３分の２以上の同意で

設立される団体で、一定地域内の方々の強制加入、賦課金の強制徴収といった権限が付与

されている非常に公共性の高い団体であることはこれまでも説明したとおりです。土地改

良事業の基本は、土地改良区が実施する「土地改良区営事業」となっており、事業の規模、

範囲、役割等に応じて、都道府県営事業、国営事業と規定されています。特に国営事業に

ついては、食料の安定供給という国家的視点で整備すべき規模の大きな事業で、地方が担

うことが困難なものを実施するという位置付けになっていることは先般も説明したとおり

です。この場合でも土地改良区は施設の管理事業を担うという役割を有しており、国営事

業においても土地改良区の存在は不可欠なものです。こういった土地改良区の重要な役割

を踏まえれば国と地方の役割分担の検討でも、土地改良区の意向を確認しておくことが必

要であるという指摘を先般いただいています。後ほど増田委員から、土地改良区の立場で

の意見表明がありますが、３ページに今回実施したアンケート調査結果のうち、土地改良

区の意向部分を整理しています。農地や農業水利施設の整備について、食料の安定供給や

財政的な視点から、国の責務として整備を推進すべきという意見がほとんどを占めている

ということ。また、地方の財政が非常に厳しい状況の中で、国の役割を拡大すべきではな

いかという意見も６割ぐらいありました。今後の国と地方の役割分担について、現在の基

本的な枠組みを維持すべきという意見が７割ある一方で、更新事業に重点化していくべき

だという意見も４割程度存在したということで、これが土地改良区の意向です。 

 ４ページは、国と地方の役割分担の基本的な考えを今一度整理しています。 

先般、岩崎委員、横山委員から地方でできない部分を国が担うという補完性の原則に沿

った整理が必要ではないかという指摘がありました。 

 土地改良事業の仕組みは、まず、土地改良区営の事業が基本としてあって、規模が大き

くなるにしたがって都道府県営事業、特に大規模なものについては国営事業という仕組み

があります。事業実施の仕組みとしては、基本的に補完性の原則に基づいた仕組みになっ

ているのではないかと思います。そのような仕組みの上に立って役割分担を今一度整理す

ると、地方公共団体は「産業の育成」や「地域振興」の観点から、地域に密着した事業の

実施を基本としています。国は、地方が担うことが困難な国民に対する「食料の安定供

給」の観点から、大規模で基幹的かつ広域的な事業を国の責務として実施するという整理
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になろうかと思います。これは、食料・農業・農村基本法にも明記されています。 

 この施策の効果を上げるためには、国と地方が連携して実施していくことが重要であり、

そのような関係を４ページに整理しました。 

 ５ページは、先般、多賀谷委員から中山間地域について、国の果たす役割が大きいので

はないかという指摘がありましたので、その辺りを整理したものです。 

当然のことながら、中山間地域は我が国の農地の４割を占めており、食料供給、あるい

は多面的機能の発揮という観点で極めて重要な位置付けを有していますが、条件が不利で

あることから中山間地域の振興については国が講ずべき施策ということで、基本法にも明

記されています。他方、事業の実施の観点からすると規模が小さい、あるいは、より地域

に密着するという観点から、国が直接実施するよりは地方公共団体が事業実施主体として

実施するケースが多いわけですけれども、国の役割という観点では、条件不利性等々にか

んがみ補助事業において補助率を嵩上げして国の責任を高く設定する。通常、国の補助率

は50％ですが、これを55％に設定するという形で対応しています。更に、国営農地再編整

備事業では、一般地域では中止していますが中山間地域に限定して担い手への農地の利用

集積等を図る基盤整備を実施しています。 

 ６ページからは、前回の三野小委員長の整理に基づく論点にしたがって、議論をとりま

とめていきたいと思います。６ページは、「土地改良事業の今後の展開方向」です。 

 食料自給率の向上は国の政策目標であり、農地・水を確保し、食料供給力を強化するた

めに国として土地改良事業を実施していく責務があるということは、基本法にも位置付け

られています。事業を実施していく上で留意しなければならない点として、基幹的な農業

水利施設の相当数が戦後集中的に整備され、特に水田地域でかなりのストックが形成され

てきていますが、そういった施設の老朽化が進んでくると、今後更新事業が非常に重要に

なってくるという状況があるということと、もう１つは、国・地方の財政が非常に厳しく

なる中、事業をより一層効率的に実施していくことが必要であるという状況です。 

具体的には、基本計画に即して事業の重点化や、より効率的な更新事業のあり方を追求

していくことが求められていると考えられます。 

 ７ページは、事業の重点化を考えていく場合に、特に国が行う基礎的・広域的事業の重

点化をどのように進めていくかということです。 

先般、宮城委員から水田と畑地の整備状況の相違を踏まえた事業の進め方を打ち出せな

いかという意見をいただいています。そういう意味で、まず水田地域は基幹的な施設は概
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成している状況です。具体的には、水田のかんがい整備率（用水と排水が分離された水田

の整備率）は約８割に達しており、事業の内容も施設の機能向上を含む更新事業にシフト

してきています。したがって、今後水田地域では更新事業をより重点化していく、その上

で事業を効率的に実施していく必要があるのではないかと考えています。 

 ８ページは、畑の（かんがい）施設整備率です。 

畑のかんがい施設整備率はまだ20％程度にとどまっており、今後とも整備の余地は大き

いのではないかと思っています。特に畑地かんがいは、消費者の多様なニーズに応えた付

加価値の高い農産物を生産するための基盤になるということもあり、現在、政府として掲

げている「攻めの農業」の推進に欠かせないものですので、今後ともその新設事業を計画

的に実施する必要があるのではないかと考えています。 

 ９ページは、更新事業への重点化を進めていく上で、事業のやり方、管理運営の仕組み

を変えていく、充実・強化していく必要があるのではないかという観点です。 

 具体的には、ストックマネジメント方式に転換していくということです。これまでの事

業のやり方は、システム一括更新というやり方が中心でしたが、今後は、システムの分散

更新とでもいうべきストックマネジメント方式へ転換していきたいということです。 

 具体的には、機能診断を行い施設の老朽化の度合いに応じ、予防保全と更新整備を組み

合わせてシステム全体のライフサイクルコストを低減していこうという考え方です。 

 10ページは、この考え方を具体的に説明し、その中の国の役割を位置付けたものです。 

まず、国営造成施設の維持管理については、施設の使用者である土地改良区に委託する

のが原則であることは、これまでも説明したとおりです。しかし、今後は土地改良区に管

理を委託するのとあわせて、国として施設の機能診断を行い予防保全計画の策定を行って

いきたい。これは国の責務として実施していく必要があるのではないかと考えています。 

国の作る予防保全計画に基づいて、施設の老朽化の度合いに応じて部分的な補修を行い、

必要であれば機能向上を含む更新整備を実施していくという対応を、国と県等の役割分担

の中で進めていくことが必要ではないかと思っています。こういった仕組みがストックマ

ネジメントと総称されるものですが、このための技術の確立や地方への指導を国の責任で

行っていく必要があるのではないかと考えています。 

 11ページは、ストックマネジメントの手順が書いてありますが、特にピンクの色塗りを

している部分、「機能診断、ライフサイクルコスト算定によるコスト軽減検討のための対

策工法」は発展途上の技術で、この技術的な観点での基準や考え方の手引きをまず策定し
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ていく必要があると思っています。そこは先導的な技術ということで、国がいろいろな技

術の確立を図るとともに、地方を指導していく必要があるのではないかと思っています。 

 具体的には、今、技術小委員会で「更新・管理の手引き」を議論いただいており、今年

度中に策定していきたいと考えています。 

 12ページは、こういった更新事業を国営事業として実施していく場合に、更新事業とい

えども事業の規模がかなり大きいということ、また、社会経済情勢の変化に対応した整備

水準の確保や施設の機能向上を伴うので、こうした大型の事業を効率的に実施していくた

めには、全国的な観点で人・技術・予算を必要な時期に必要な地域に重点的に投入してい

く。こうした国営事業の仕組みが効率的で最適なのではないかと考えています。 

 13ページは、今後、更新事業を重点化していくことに対応して、いろいろな事業の評価

の仕組みを見直していくことが必要ではないかと思っています。 

 まず、「費用対効果分析手法の見直し」ですが、更新事業の効果を適切に評価するため

に算定方式を総費用総便益比方式へ変換するということと、更新事業を実施する場合と実

施しない場合で、効果の差を積み上げて比較する手法へ転換するように検討中であり、昨

年来企画小委員会で議論いただいている内容です。 

 14ページは、事業の採択に当たって事業の必要性、効率性、公平性、環境への配慮とい

った多様な条件を総合的に評価していく多段階評価手法を今試行しています。 

この考え方も平成16年度の企画小委員会で議論いただいたもので、必須事項の全項目を

満たした上で、優先配慮事項について多段階評価をするといった仕組みですが、今後は、

更新事業の採択の優先性を判断していく上で、新しい評価指標としてライフサイクルコス

ト低減の観点を追加して、平成19年度から本格導入していってはどうかと思っています。 

 このように事前評価の仕組みを改革していくことにより、前回、生源寺委員からありま

した事業の優先性の総合的な評価や、鷲谷委員から指摘のあった地域の多様性や環境の視

点を考慮した事業採択といったことに対応していきたいと考えています。 

 15ページは、桑子委員から指摘のあった事業の長期化、コストの縮減対策についても今

後とも効率的な事業実施を行っていく上で改革を進めていきたいと思っています。 

具体的には、平成14年あるいは15年以降総合的なコスト縮減対策や、工期が長くならな

いように限度工期を導入する、直営施工を導入してコスト縮減を図る、事業のモニタリン

グを行うといった仕組みを導入しています。これを更に徹底していきたいと考えています。 

 最後に16ページは、更新事業の重点化に伴い、国と都道府県の一層の連携の強化が必要
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ではないかという観点です。 

今後、更新整備を行っていく上で国が責任をもつ基幹的な部分と都道府県が責任をもつ

末端部分は一連のシステムになっているので、システム全体として機能が維持・向上する

ように、国と都道府県はより一層連携していく必要があると考えています。 

具体的には、基幹と末端の部分で新しいニーズに対応した整備がなされるとすれば、事

業計画面での整合性の確保が必要であり、実施面では、施工時期がずれないように調整を

図っていくといった観点をこれまで以上に徹底していく必要があろうかと思っています。 

もう一つは、水田地域で国の役割を重点化していくとすれば、地域で必要とされる新し

い用水整備をどうするかという点について、国と都道府県の連絡調整をきちんと行う。そ

のための新たな場の設置も必要になってくるのではないかと考えています。 

 以上が資料１で、先般の小委員長の論点整理にしたがった説明です。 

 続いて、資料２－１をお開きください。 

前回もお話ししましたアンケート調査について、その集計結果を説明します。 

 ２ページは、「アンケート調査の概要」です。 

対象は都道府県は47都道府県で、市町村は、国営事業を実施している市町村のうち、一

定の数を確保しようということで300市町村にお願いし、100％の回答をいただいています。 

土地改良区は、国営造成施設を管理している土地改良区は476ありますが、そのうち256

土地改良区にお願いして、100％の回答をいただいています。国民一般については、1,500

人にアンケートをお願いし、52％の方から回答をいただいています。この国民一般は、三

菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングに依頼して、ここの登録モニターの方に回答をお願

いしたものです。 

 ３ページは、アンケート対象者の分析です。 

都道府県、市町村、土地改良区については、地域別では水田地域が多いことと、都市圏

・地方圏別では地方圏が多いという結果です。国民一般は、都市規模別にみると都市圏の

方が多くなっているということ。職業別にみると会社員、主婦といった一般の方が大半を

占めている。男女別、年代別ではバランスのとれた構成になっているという内容です。 

 ５ページは、まず、「食料自給率の現状についての認識」です。 

都道府県、市町村、土地改良区の回答としては、「国内の農業生産を拡大すべき」、「農

地や農業水利施設の保全に努力すべき」という意見が大部分を占める結果となりました。 

 ６ページの国民一般では、「食料自給率を高め、輸入への依存を抑えるべき」とする意
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見が、都市・地方に関係なく同じような率で高かったということと、「生産コストの高い

農産物は輸入すべき」という意見がかなりあるのではないかと思ったのですが、思ったよ

りは少なかったという状況です。 

 ７ページは、職業別の分析をしていますが同じような傾向です。 

公務員・教職員については、他と比べて「自給率を高め」という部分は少なくなってい

る傾向がありました。 

 ８ページは、国民一般の農地や農業用水に関する認識です。 

「農地や農業水利施設の整備を進めるべき」、「これ以上減らさないよう保全の努力をす

べき」という意見が都市規模に関係なく多かったという状況です。 

 ９ページは、農地や水に対する公共投資の必要性についての設問です。 

都道府県、市町村、土地改良区は、「農地や農業水利施設の保全と更新のための投資が

必要」という意見が大部分となりました。一方、国民一般では、効率的で生産性の高い農

業を実現するために必要という意見が一番多く、担い手の確保等の構造改革に限定といっ

た視点での意見もかなり多かったということで、ここは意見が若干分かれたところではな

いかと思っています。 

10ページは、地方公共団体と土地改良区に分けて質問した更新保全に対する取り組みに

ついての設問です。 

 まず、都道府県、市町村の回答では、基幹的で大規模な施設の更新は、「財政的負担を

考慮すると困難」という意見が非常に多かったということ。一方、更新保全に対する意識

としては、都道府県は「更新だから後回しにされることはない」という意見であるのに対

し、市町村は、その優先度が若干低くなるという回答で、意見が少し分かれているのでは

ないかと思われます。 

 11ページは、土地改良区の方の更新事業に対する意識です。 

農産物価格の低迷、高齢化といった困難な状況から、更新事業を実施するための合意形

成は難しさを増しているという意見が多かったところです。一方、更新事業を確実に実施

していくために資金を積み立てるという前向きな取組みをしているところは15％というこ

とで、少なかったというのが実態です。 

 12ページは、農地や農業水利施設の整備に関する国と都道府県の役割分担についての設

問です。特に国の役割として何が重要かという点については、「国が国家的な視点で整備

を推進していく必要がある」という意見がいずれも大部分を占めたという結果ですけれど
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も、特に都道府県、市町村、土地改良区では、大規模な水利施設の更新は、財政的な観点

もあり、国の責務だという意見が多かったという結果です。一方、国民一般については国

の役割について、モデル性・先導性といった部分を重視する、あるいは計画や指針の策定

といった部分に限定すべきという意見もかなりあったというのが実態です。 

 13ページは、都道府県の役割です。 

これは、「国と連携してきめ細やかに末端施設の整備を行うべき」とするものが大部分

となりました。一方、市町村と土地改良区については、「地方の財政状況の悪化から国の

役割を拡大すべき」という意見も６割ありました。 

 最後に、「今後の国と地方の役割分担」についての意見です。 

「国の責務で実施すべき」、「国と地方の役割分担の基本的な枠組みは維持すべき」とい

う意見が多かったということと、その際「既存施設の有効利用を図りつつ更新投資に重点

化」すべきという意見もかなり支持を集めているという結果になりました。 

 なお、資料２－２では、アンケートの詳細なデータを示していますので、参考にしてい

ただければと思います。また、この資料集の最後の28ページに、国民一般に対するアンケ

ートの際に自由記述をいただいており、全体で305件ありましたが、参考までにその中か

ら幾つか抜粋して示しました。 

 以上で私の説明を終わります。 

〇三野 小委員長   

ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の内容につきまして、ご自由にご発言をお願いいたします。 

どなたからでも結構ですので、よろしくお願いします。 

〇多賀谷 専門委員   

 基本的なところについては概ね同意といいますか、こういう方向で結構だろうと思いま

すけれども、国営事業と県営事業の仕切り値を3,000ヘクタールですか、面積で仕切って

いること自体の合理性を突っ込まれる可能性があるのではないかという気がいたします。 

特に新設の場合、予算規模や工事の規模は概ね面積によって決まってくるわけでしょう

けれども、補修・更新事業の場合には必ずしもそうではないということになるだろうと思

います。したがって、そこのところはもう少し整理した方が良いだろうという感じがしま

す。ストックマネジメントの話が出てまいりますけれども、当該水利施設を補修するのに

どの程度の経費がかかるか、それを補修しなかったらどのようなデメリットが生ずるかと
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いうことを事前に十分診断する業務がかなり重要だろうと思います。 

 そういうことを考えた場合に、これは他の公共事業でも同じなのですが、そういう事前

の診断は専門性がかなり高い業務なので、国営事業でやったものだけではなくて、県営事

業や土地改良区営でやったものも含めて、全部国がみた方が良いのではないかという気が

いたします。これは従来の事業と話が違うのでしょうけれども、恐らくそうした方が良い

だろう。その上で、更新事業の規模等を考えて、それを国営でやるか県営でやるかという

ことを何らかの基準を設けて評価して振り分けていく。それが本来の筋だろう。3,000ヘ

クタールが概ねの基準というのはわかりますけれども、評価基準をちゃんと作って、診断

業務は基本的に国が担うという感じでやっていくべきだろうという気がいたします。 

〇三野 小委員長   

ありがとうございます。国営、県営の規模について、もう少ししっかり基準を引くべき

と。特に更新事業については、診断をしっかりした上でその辺の基準とあわせて調整する

ことが必要というご意見かと思います。 

 その他、何かございますでしょうか。 

〇黒川 臨時委員  

 まず、全体としてはまとまっていて、私はそれなりに評価しますということをいった上

で、こういう発想が足りないのではないかと思うことについて言いたいと思います。 

 土地改良事業に関しては、初めから国と地方が役割分担することになっていて、そのプ

ロセスの中で、競争環境という配慮が全くない。この事業に関しては、国か地方か、つま

り行政がやると決まっている。行政がやると決まったら、そのときの評価はコストベネフ

ィットしかない。今の国営事業や都道府県営事業などの公共事業のやり方で多くの批判が

出てきているところは、国や都道府県で計画を立てて、積算基準を決めて、予定価格を決

めて、入札して、というプロセスですよね。しかし、今、建設行政として自由に設計して、

民間で自由に競争するコンペタイプのものがあったりする。しかも、今、民間のゼネコン

は、公共事業の事業量が減っていて、事業規模を大幅に縮小しなければいけない状態。彼

らは建設や管理する能力を十分にもっているけれども、縮小均衡という状態になっている

のですね。しかし、公務員のこの分野のところに関しては、国と地方で役割分担して、独

占的で競争がない環境という説明がされていることに関して、ちょっとだけひっかかった

ということです。それは１社でやっても構わないですけれども、いつでもこれぐらいの費

用で、これぐらいの事業をやっているのだと。だから、もし民間が自分たちでやりたいと
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思ったら言ってきても良いよというのをコンテスタブルというのですね。コンペティティ

ブに対して、１社しかやっていないけれども、いつでも後ろに競争相手がいる。つまり、

事業を効率的に運営しなければいけない環境を維持しようというのは多分国の仕事。その

ために市場化テスト法や指定管理者制度がいろいろなところに入っているのだけれども、

これまで私がかかわった感じでいうと、ダムや河川、土地改良に関しては、その種の競争

環境を背後にもつことに関する認識が全くないまま議論されていることに関して、ちょっ

とだけ心配なのです。今すぐにそういうことをやろうとしてもなかなか難しいと私は認識

していますけれども、アンケートによると、国民の意思は、我々が今ここで考えているこ

ととほぼ一致しているわけだから、近い将来、そういうことを意識した更新事業ができて

も良いのではないか。 

 土地改良区がＮＰＯで、受け皿として地域独占。社会福祉の問題でいうと、福祉施設に

関して、せっかく指定管理者制度ができたけれども、前の外郭団体がそのまま受けている。 

雇用の問題から９割方、前と同じ人がやっている。同じ人だけれども、他所から新しい

人が入ってくるかもしれないという意味ではコンテスタブルになっているために、総務省

は、前よりはサービス水準が上がったといって評価されているのですね。 

 土地改良区にプレッシャーをかけるべきかどうか、私はよくわからないのですが、こう

いう環境のときに、より良いサービス、配慮の行き届いたサービスを提供するためには、

何らかの形で競争相手が居てくれた方が良いということについては誰も批判しないと思う

のですね。長期的には、そのような環境をいろいろなところに持ち込んでくるという意識

がどこかにあっても良いのではないか。すぐやろうという話ではないのですね。特に水に

関する分野はとても難しいので、そう簡単にできないことはわかっています。 

 逆に、資源論からいうと今日の説明の中でいうと、例えば都道府県の農業土木の職員を

本当に必要なところに上手に配置しているというシステムは、どうしても国がやらなけれ

ばいけない重要なことだと誰もが認めると思うのですね。だから、本当に国がやるべき仕

事はどういうもので、どんなところに上手に関与していく必要があって、どういうところ

は地域に任せたり競争環境をつくったら良いかということに関して、もう一歩踏み込んだ

思考の深さみたいなことがあっても良いのではないか。内閣府などで私がかかわっている

ところと比べると、こういう議論はあって然るべきだと思うのです。その後ろ側では競争

環境を意識しているというのがいろいろな分野で議論されていて、そう簡単に進まないの

ですけれども、配慮されても良いのではないかと思いましたということです。どこかに書
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き込んで下さいという意味ではありませんということです。 

〇中條 農村振興局次長   

競争環境については、確かにそうだと思うのですけれども、土地改良事業が他の公共事

業と違いますのは、受益者が自ら負担する部分がございまして、ここでコスト意識は相当

働いていると思います。一番最初に事業を構成するときの総事業費の考え方や整備水準の

考え方について説明責任を相当求められますし、どのくらいの負担が適正かといったこと

は常に問われるわけですから、他の公共事業とは違う面があるということをご理解いただ

きたい。ただ、民間に渡した方がより効率性があるということであれば、地元の受益者を

含めて、是非そういうところに入っていくべきだと思っております。 

〇三野 小委員長   

 黒川委員のご指摘は、全体の枠組みは一応認められるが、更に競争環境を背景にした民

間の力の導入といったことも少しお考えいただいた方が良いのではないかということかと

思います。 

〇黒川 臨時委員  

今、次長が言われたことは全く認めていて、そういう問題があるけれども、こういうこ

とがあるのだと、もう一段構えで書いておいていただければ良いと思っているだけなので

すね。他にも考えつくことは幾つもあって、どうしても国がやらなければいけない部分は

幾つもあるのですね。そのこととか、ＮＰＯ団体に委ねなければいけない歴史的な流れと

か、社会福祉の場合でも全く同じ問題なのだけれども、社会福祉のように隣の改良区の人

たちがうちのもやってしまうというわけにはいかないのですね。でも、いつでも独占的に

ここに来るという状況に関して、何らかの形で外側からプレッシャーがかかることはあっ

ても良いかなというと関係者に叱られるかもしれないのですが、今、そういう環境をどう

やってつくっていくかということがテーマになっているのではないかと思います。そう簡

単にできないと思っていますから、しようという話ではなくて、そこに配慮しておきまし

ょうということです。 

〇多賀谷 専門委員   

 中條次長がおっしゃったこととほぼ同じことなのですけれども、黒川先生がそういう意

見を言うのはもっともだと。何となくわかるのですね。一定規模以上の公共事業、要する

に何ヘクタール以上で予算は幾らでということで、それを国でやって地方でやるという議

論が先行しているので、どうしてもそういう話になってしまうのですね。 
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ところが、土地改良事業は中條次長がおっしゃったように、そういう話ではありません

で、現実には県も土地改良区も含めて全体でやる。実際上、土地改良区は当該水利施設の

継続的利用者として費用負担をするという関係にあるわけですね。その意味で、道路や橋

を一度つくって、保守管理は別という話とは違う。受益者といいますか実際に利用する者

との関係で、この話をもう少し書き加えた方が良いような印象を私はもちます。 

ただ単なる公共事業ではなくて、ネットワークとして水利施設を利用している。それに

かかわる更新事業だということを正面から書いた方が良いだろうと思います。 

〇三野 小委員長   

前回の多賀谷先生のご意見を踏まえて、土地改良事業を少し前面に出して全体の整理を

いただいたのですが、黒川委員は、そういうことは認めつつも競争的環境ということもあ

る意味では考えた方が良いということだと思います。 

〇多賀谷 専門委員   

土地改良区が崩壊寸前になって、土地改良区のかわりに民間企業が入ってくるというこ

とになれば、黒川先生的な議論が妥当ということになるかもしれませんね。 

〇松谷 専門委員   

前回欠席したものですから、議論の流れとやや違うことを申し上げるかもしれませんし、

近年の土地改良事業に対する役割分担という意味からの議論の方向とちょっと違うことを

申し上げるかもしれませんが、そもそも土地改良事業は、土地改良区があって、それでや

って、自分でできないような大規模で広大なものは県がやって、更に大規模で広大なもの

は国がやるという組み立てになっている。法律がそうなっているものですからこの議論も

その方向で進めざるを得ないのかもしれませんけれども、この文章の中に入れるかどうか

は別として、そういう考え方が本当に妥当かどうか、ちょっと考えてみた方が良いのでは

ないかと私は思うのですね。というのは、世の中が土地改良法が最初にできて、その考え

方が成立したときと随分違っているのではないかと思うのですね。 

 どんな点が違っているかというと、まず１つは、土地改良法ができたときには、地方の

主たる産業は農業だったわけですね。ところが、今や農業はどんな地方にいってもごく小

さなものになってしまっていて、大部分は製造業だ、サービス業だということですね。補

助金などを産業政策という観点からとらえたときに、地方の主たる産業が農業であれば、

それはそもそも地域振興なのですね。しかし、農業が主たる産業でなくなってしまうと、

果たしてそれは地域振興なのかどうかという問題も１つ出てくるのですね。ですから、地
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方の主たる産業が農業だった時代とそうでなくなった時代においては、農業に果たす地方

自治体の役割は当然違って然るべきなのですね。ところが、いまだに農業をこれは地方の

問題というのがまず最初にあって、そこから出発している面がありはしないかというのが

１点でございます。 

 ２点目は、土地改良法ができたときには、米は現在もそうでしょうが、他の農作物につ

いても基本的には自給自足体制になっていたと思うのですね。ところが、今や輸入比率が

上がってきて農産物についても国際競争の時代になってきているわけですね。そうしたと

きに、土地改良について土地改良区、地方、国という位置付けで良いのかどうかですよね。 

要するに、地域を超えた国の問題になってきているということで、そこをどう考えるか

ですね。もう一つは、農業以外の製造業やサービス業がどんどん拡大していって、しかも

それが高付加価値化していって、産業としての利益率が極めて高くなって、結果として農

業の利益率が相対的に大きく低下しているわけですね。これを放っておきますと、資本の

論理からいけば、どんどん、どんどん流れていくわけでして、他の産業との利益率の格差

が、この法律をつくったときと今とでは格段に違うのではないかと思うのですね。 

 地方の主たる産業が農業であった時代、国際競争があまりなくて、自給自足体制になっ

ていた時代、農業の利益率とその他の産業の利益率が今ほど極端に開いていなかった時代

とこれだけ環境が変わっている中で、同じように土地改良区、地方、国という順番の責任

体制で良いのかどうか、本当に根本的に考えた方が良いのではないかなという感じがする

のですね。この資料は、現在、国会の議論もいろいろあったり、この間の食料・農業・農

村基本計画などからの流れもありますから、そういうものの結果として出てきているので、

このペーパーの中にそこまで書き込むかどうかは別問題として、環境が随分変わっている

のではないかなという感じが私はしておりまして、その辺からの検討が必要なのではない

かなと思いました。その検討はここなのか別なのかわかりませんが。 

〇桑子 専門委員  

 「国と地方との適切な役割分担」というときの「地方」が何を意味しているのかがちょ

っとわからなくなってきたといいますか、土地改良事業での国と都道府県の役割というこ

とでの地方なのか。しかし、アンケートを拝見しますと市町村が非常に重要な単位になっ

ていまして、更に土地改良区と。国として何をやるべきかという大きなビジョンを描くと、

また、現地視察もしましたけれども、現場の土地改良区は何を求めているのか、どういう

課題を抱えているのか、見方を変えるならば、どういう悩みがあるのかということをそれ
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ぞれきちんと整理して一体的に描いてみたときに地方と国の役割分担がみえてくるのでは

ないかなという気がします。例えばストックと更新ということに関しましても、保全管理

ということだとそれは地方に依存している。しかし、特に大型の施設だと国が責任をもっ

てやらなければいけないということになりますと、国と地方というときの意味合いが、ど

ういう負担の割合になるかによって随分違ってくると思うのですね。これが第１点です。 

 もう一つは、更新ということになりますと、前回も申し上げたと思うのですけれども、

保全管理と随分違う考え方でやらなければいけないのではないか。今日の資料ですと、ま

だ一体になってしまっているような気がするのですが、更新事業は建設事業とかなり近い。 

コストや時間をきちんと管理して事業を進めることになりますと、一つのプロジェクト

として行うことになると思うのですが、ストックマネジメントですとかなり日常的な、恒

常的な業務をどう効率的にやるかということになりますので、視点がかなり違うのではな

いかなという気がしております。 

 以上、２つの点です。 

〇林 専門委員  

 土地改良区の立場で一言発言させていただきます。 

 国と地方の役割分担の中で、事業規模の大きいものは国がやる。そうでないものは地方

がやるという具合いに一応なっているわけですけれども、そのいずれについても土地改良

区が前線で頑張っているわけでありまして、その辺の実情について、ちょっとお話をさせ

ていただきたいと思うのですね。 

 国は、国営事業及びその附帯事業、重点的にストックマネジメントを行う。国営事業の

ないところは、地方の責任においてストックマネジメントを実施するということで、こう

いう場合に、今後、地方の役割や裁量がどんどん増加する傾向にあるのかどうかよくわか

らないのですが、多分そうなるのだろうと思うのです。そのことは土地改良区の弱体化に

つながるのではないかという恐れを抱いているところもあります。なぜなら、地方財政は

大変厳しい。地方の裁量が増えれば増えるほど、農村は取り残されるのではないかという

危機感をもっているわけでして、このことはアンケートの資料２－１の13ページに書いて

あります。土地改良区は、むしろ国の役割をもっと強化すべきではないかというのが60％

を占めております。土地改良区は、国営・県営事業のみならず、全ての土地改良事業につ

いて重要な役割を果たしているわけでありまして、法手続に必要な同意の取得、計画説明、

ほ場整備などは、換地計画原案の策定、一次利用地の指定、あるいは権利者会議、償還事
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務、更に維持管理業務、その業務は非常に多岐にわたっておりまして、膨大なエネルギー

を使っているわけであります。ところが、最近、土地改良区の運営にどうしても必要な経

常賦課金が農業・農村の後継者不足や高齢化によって、なかなか集まりにくい状況が出て

きて、数千万円の滞納がある地区もございます。そういうことで土地改良区の財政基盤や

マンパワーが弱体化する傾向も一方では見受けられるということであります。 

 国と地方の役割分担が明確になるのはよろしいのですが、国営事業以外のストックマネ

ジメントも遅れることなく同時に進んでいかなければならない。国営事業についても管理

業務は全て土地改良区が担っているわけでありまして、そういう意味で、この報告書に異

議があるわけではありませんが、土地改良区の役割をもう少し評価していただきたい。 

 一方では、先ほど先生からもお話がありましたように、民間でもできるのだという議論

があると思うのですが、土地改良区は、その地域に長年住んで、そこの中で育った人たち

がほとんどでありまして、そういう人たちが地域を担っていく根幹でなければならないと

私は思っております。そういう意味で、土地改良区の位置付けをもう少し明確にしていた

だければ幸いかと思います。 

〇沖 専門委員  

前回、欠席いたしておりまして、ちょっと場違いなことを申し上げるかもしれませんけ

れども、今回拝見させていただきまして、全体としては非常に良い案をお示しではないか

と思いました。ただ、ちょっと気になりましたのは、先ほどもご意見が出ておりましたけ

れども、アンケートを拝見させていただいたとき、都道府県、市町村、土地改良区の反応

が微妙に違っているように思われました。地方公共団体という形でまとめてしまって良い

のかなという気がいたします。例を申し上げますと、都道府県の場合は、地域の実情を把

握しているのは自分たちだとお考えで、何か面白いことがあれば、お金のことはさておき、

やってみようかなというところも少しみえるのですね。ところが、市町村は財政力という

ところで完全に萎縮してしまっている。 

土地改良区は、その間を繋いでいるようにみえるのですね。この状態が、今もいろいろ

な問題を引き起こしているような感じに私はみえます。この辺のところが是正されていな

いのではないか。「連携」という言葉があてはまると思いますが、もう少し縦糸と横糸と

いう感じで見直しても良いのではないかと。 

これは文章化する必要はありませんが、国が縦糸になって横糸の地方公共団体、都道府

県、市町村、土地改良区がどのように連携するかというのをしっかりと見直す時期に来て
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いるのではないかなということを感じました。 

〇鷲谷 臨時委員 

 （３）の「事前評価手法の見直し」の②のところに関して、十分理解できなかったこと

もありまして教えていただきたいのですけれども、多段階評価ということで、必須事項、

優先配慮事項、更にライフサイクルコスト低減の観点からの指標による評価という説明が

されています。必須事項のところは、項目があって判定となっているのですけれども、例

えば、私が関心のあるところですと「環境との調和に配慮していること」とあって、マル

かバツかという判定になるのでしょうか。もしそうだとしますと、かなり主観的な、その

判定が妥当かどうかを第三者が検証するのが難しい判定の仕方になってしまうように思う

のですけれども、これらについては、チェックリストみたいなものがもう一つ用意されて

いて、ある程度クリアできればマルとか、幾つ以上クリアしていれば５点とか、そのよう

になっているのでしょうか。優先配慮事項はその次ということになって、こちらは「指

標」という言葉が出てくるので、恐らくある程度客観的なものになるのではないかと思う

のですけれども、優先配慮事項と必須事項の関連がややわかりにくい感じがしますので、

これについて教えていただければと思います。こういう評価で、環境に関しては、今のと

ころ配慮事項とか調和ということになっているのですけれども、目的の中の１つに入って

くるのでないかというイメージでとらえていますので、それは間違っているかどうか教え

ていただきたいのです。ＧＤＰにどう寄与するかとか、先ほども若干議論になった産業を

介した経済的なメリットを重視してしまうと税金をどのくらい投入するのだろうかという

ことが問題になるかもしれませんけれども、安全や環境といったことで国益に非常に寄与

するということだったら、税金をかなり導入して国がやらなければならないということに

なるのではないかと思います。例えば健全な水環境は、社会にとってとても重要なことに

なると思うのですけれども、そういう機能やサービスを確保するといったことが目的の中

に入っているとすれば、それは国がやるべきこととしてもっと位置付けられるような気も

するのです。単に配慮というのは、非常に消極的でやってしまったらマイナスのことが起

こるに決まっているので、気をつけるといった印象になっているのですが、環境に関して

は、こういう形でしか取り上げられないのかどうかということについてお聞きできればと

思います。 

 以上、具体的な多段階評価についてどのようにお考えかということと、単に配慮や調和

を超えて、もっと目的に近い形で環境を取り上げることはできないでしょうかという２点
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です。 

〇三野 小委員長   

これは企画小委員会で昨年も課題だったものですね。ちょっとご説明いただけますか。 

〇角田 事業計画課長   

資料１の14ページの多段階評価手法のところですが、まず、必須事項の「環境との調和

に配慮していること」というのは、事業計画の策定に際して「環境との調和への配慮」に

ついてがきちんと検討されているかどうかを判定するという部分です。事業計画を作る際

に、農政局単位で環境に関する協議会を設けていまして、いろいろな方々の意見も踏まえ

て、地区ごとに環境配慮の対策を講じて、それについて評価いただいた上で計画を作って

おりますので、そういう意味では恣意的ではなくて専門家の方々の客観的な目を経て計画

作りがなされているとご理解いただければ結構だと思います。優先配慮事項の「環境への

配慮」については、必須事項のチェックに加えてその配慮の程度についても評価を更に深

めていこうという意味で設けているもので、例えば生態系や景観といった項目ごとにどの

程度の配慮がされているか、定量的な評価の要素も入れようとするものです。 

  なお、「環境への配慮」ではなくて、環境そのものを目的とするということについては、

土地改良事業は、農業の生産性の向上を第一義的な目的として行われる事業ですが、生産

性の向上が全てで、環境を犠牲にしているということがあってはならないということから、

「環境への配慮」という位置付けをしているものですので、事業の性格からすると環境創

造そのものを目的とするのは若干難しいかなと思っています。 

〇多賀谷 専門委員   

 私も、ある意味で先ほど松谷委員がおっしゃったことと同じ思いを持っているのですけ

れども、農林水産省のほ場整備事業の性格は、農業者は基本的に経済的に自立していると。 

一定程度の水利施設等を国が整備すれば技術的に生産できる、資本主義下においても成

り立っていけるということを前提とした議論だと思うのですね。その意味において経済的

な発想だろう。しかし、それがいつまで保てるか。特に中山間地を含めた地方において、

それをどう保てるか。先ほど林委員がおっしゃったような話なのですけれども、今は、全

額ではなくても、一定程度土地改良区が賦課金という形で負担している。自分たちが納め

ている仕組みになっているわけです。当該土地改良事業は、全部自分たちの農業生産のた

めに行われている。それ故に賦課金を出すということになっているわけですけれども、現

実には、農民の数が減少しているし一部は地域環境のためにやっている面があるのですね。 
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非農民も含めて、地域全体の公益のために行われていることについて農民だけが負担す

るのは、農民にとっては割り切れない思いが出てくるだろうと思います。その意味で、地

方で行われる事業、県営事業、土地改良事業は、手を挙げれば補助事業として補助金を出

すことになるわけですが、放っておくと手を挙げなくなってくる可能性がある。そこまで

は負担できないという感じになるだろう。 

 私は先ほど診断して欲しいということを言ったのですが、国が診断して、そこは直さな

ければいけないという場合には、何らかの形で国の方から働きかけて補助事業を行うとい

うことにある段階でいかざるを得ないのではないかという気がいたします。 

今回の報告書にそこまで書けとは言いません。そんなことをしたら叩かれるのはわかっ

ていますから。何らかの形でそういう切り口を入れるような形でどこかに書いておいてい

ただければという気がいたします。 

〇増田 特別委員   

この後、自分の改良区の紹介をさせていただく増田でございますけれども、先ほどいろ

いろ議論があった中で指定管理者制度云々の話もございました。もしかしたら、農村地域

における団体としての農協さんと土地改良区を混同しているのかもしれない。農協さんは

別ですけれども、土地改良区の場合は林委員がおっしゃったとおり、スタートは水利組合

なのですよ。水利組合で始まったのですが、今は環境組合的な仕事もしているし、多方面

の仕事をしている。土地改良事業そのものは、先ほどお話がございましたとおり、受益者

の自己負担があるわけですよ。自己負担してまで事業をする。申請してほ場整備を実施す

る。それによってできた水路、頭首工といった施設の管理は自分たちでするのが当たり前

ではないかと私は思う。だからそれは、効率性が良いからとか悪いからという以前のもの

ではないかという気もいたします。 

 国の役割、地域の役割という話がございますけれども、今日、これから適正な維持管理

をして、一つの水路の水が地域の環境用水としても、また、地域の農家と非農家の混住化

の推進にも役立つのですよという意味合いの話をしようと思っているのですが、農業用水

は農家の米麦生産のためだけの水で、受益者だけが改良区を組んで、というのではないの

だということをご理解いただけたら良いなと思います。 

〇三野 小委員長   

それでは、もしご意見がなければ、今、増田委員からお話のあったご意見をいただく場

に移りたい思いますが、何かご意見がございますでしょうか。 
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 それでは増田委員、大島技監からのご報告を受けた後、討議する時間があると思います

ので、事務局から示されました点につきましての議論をここで一度終えまして、特別委員

よりの意見聴取に移りたいと思います。 

 前回の企画小委員会でも、土地改良区からの意見を聞いてはどうかというご意見があっ

たところでございますが、前回の佐藤委員に引き続きまして、今回は、待矢場両堰土地改

良区理事長の増田委員よりご意見をちょうだいしたいと思います。 

 また、新潟県農地部の大島技監におかれましては、増田委員に引き続きまして、ご意見

をちょうだいしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、増田委員からお願いいたします。 

〇増田 特別委員   

ただ今ご紹介いただきました群馬県の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。これから土地改良区の実態をご披露いたします。 

 待矢場両堰土地改良区は、関東平野の最西北、東京から100キロ圏内にあるのですけれ

ども、群馬県の穀倉地帯を担っているところです。足利氏、新田氏などの室町幕府の発祥

の地として、約430年の歴史をもっているところです。 

 ご案内のとおり群馬県は養蚕の県でして、畑地率が60％、水田率が30％、今はほとんど

なくなりましたけれども、桑畑が10％という土地利用体系であったところです。 

 ２ページをご覧になって下さい。待矢場両堰土地改良区の歴史的な水門です。これが合

口になりまして、待矢場両堰土地改良区になっているわけです。太田頭首工の航空写真で

すが、渡良瀬川から取水しているところです。 

 ３ページです。土地改良区は、そこに設置された、あるいは整備された施設の適正な維

持管理を最も重要な任務としているわけです。従いまして、施設の通常の維持管理は当然

土地改良区が全責任をもってやらなくてはいけないわけです。一番上の左からいきますと、

水路の機能を維持するために、点検・整備は常に行っています。また、混住化が進んでま

いりますと水路にごみが捨てられる。これは農家が出したごみか、非農家が出したごみか

という選別はできません。その辺は自治体といいますか、末端の行政との兼ね合いになる

わけでございますけれども、現実、こういうこともやっているわけでございます。 

また、近年は水路は水が流れている危険なところですので、子供たちが水難事故に遭っ

たりしないように努めているわけです。 

 ４ページになります。渡良瀬川沿岸農業水利土地改良事業は国営事業でございまして、
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太田頭首工は、昭和46年から昭和59年、13ヵ年かけてできた施設でございます。 

写真に写っておりますのは、先ほど航空写真に写っておりました頭首工の門扉、水門を

上げたり下げたりするものの中でございます。こういう基幹的な設備が耐用年数がきて壊

れた場合に土地改良区はどのような対応を行っているのか紹介します。右側の３枚の写真

の真ん中の手前の白いモーターが今回、新しく取り付けられた交換したモーターでござい

まして、こういうモーターがこの水門に４台ある。その寿命をなるたけ延ばして、緊急性

の高いものから修理していくということで今回２つ入れ替えました。古いモーターがその

向こう、奥にしまってある青いモーターです。このモーターは部品もないし、なかなか修

理もできない。しかし、まだ交換していない２つのモーターがありますから、これが故障

したときは、このモーターをもっていって使うというぐらい神経を使ってやらないと、国

営クラスの大きな施設の維持管理費は、地元の改良区だけではなかなか出せないというこ

とで、延命工作を図りながら、だましだまし使っているという施設もあるわけです。 

 太田頭首工の施設の整備記録を５ページに書いておきましたが、耐用年数８年のものが

もう３年越してしまっています。耐用年数20年のものも４年越してしまっています。 

でも、トラブルがない場合、それで対応せざるを得ない。こういう状況の中で、一斉に

修理しなくて済むような健全度が把握できていれば、計画的な維持管理ができるのではな

いかと思います。定期点検したとしても、自治体や改良区では、財政事情等の理由で修理

ができないということもございます。先ほど申し上げましたとおり、私のところの場合で

したら、8,400名の組合員が全部、大なり小なり自己負担するわけでございます。 

したがって、しっかりした点検・補修が必要になってくるのではないだろうか。これか

ら、国にそういうレクチャーをお願いできればと思う次第でございます。要するに、悪く

なったから直すというのでは修理費が非常にかかりますので、悪くなる前に計画的に修理

していったらどうだろうか、そういうものを含めた新たな管理システムを国に考えてもら

えないかということです。土地改良区は、農協とは体質が若干違う。農協の場合は、はっ

きりいえば経済行為を伴っておりますから、経済的なメリットのないものは敬遠する嫌い

がありますが、私どものように水を扱っているとそれができないわけです。受益者という

ことで賦課金を出しているけれども、排水は、どこが出しているかわからない。今、私の

ところへ毎日来ているのは、太田市は市街化区域がどんどん増えていますから、合併浄化

槽の水を私どもの水路に流して良いかという許可申請ばかりでございます。公共性があり

ますから、あれは我が方の水路だから、流してはいかんとは言えないわけです。 
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例えば、私どもの総代会で、あそこの団地はみんなうちの水路に流すではないかという

ことになったときに、それこそ先ほど先生がおっしゃった健全な水環境ということからす

れば、改良区としてやることはやりますが、それにかかる応分の負担を自治体にしてもら

うのか、あるいは改良区のサービスとしてやるのかということで難しいことになってくる

と思います。自治体は、合併浄化槽で終末処理をしなさい、近辺のものは合併浄化槽の方

が自己完結で良いのだと。それで流せば、道路側溝を伝わって農業用水路に流れてくると

いうのが実態でございます。組合員が騒ぎ出したとき、どのように説明したら良いのかな

という気がしているわけでございます。また、水路のネットフェンスを飛び越したところ

の草刈りも毎日の維持管理ということになってくるわけです。 

６ページを見ていただきますと、これは頭首工の下流にある沈砂池です。真ん中の写真

は除塵機が壊れてしまったので、私のところの職員が手作業でやっているのですけれども、

上の方しか届かない。こういう形でごみが詰まる。このごみは、農家が田植えをしたとき

に流したごみかどうかというのは判断できない。この上流に桐生市や太田市があります。 

そこの家庭雑排水を含めた形で流れてくる。だとしたら、こういうものを組合員の負担

だけでやるのはおかしいではないかという意見が出てくることもあるわけですが、一々ご

みのルーツを探るわけにいきませんから、対応しているわけでございます。一番下の写真

に黄色いのがございます。これはロボット形式なのです。これの耐用年数が来てしまって、

これを直そうと思ったら修理費がかかり過ぎますので、来年まで待とうということで、う

ちの職員でやったのですけれども、来年は何とかしてこういうのを修理しなくてはいかん

と思っております。 

 農業用水、農業用水とばかりいっておりますけれども、現在は、それが町の中を流れ、

町の中のごみを流し、地域用水という形になってきております。混住化した中で、これか

ら改良区が健全に存在していくためには、農業者以外の住民の方々との共同作業、あるい

は、最近、集落における共同作業は非常に困難化してきておりますので、そういうものの

あり方をもう一度、「水路は、ごみを流すものではないのだ」ということをご理解いただ

くためにいろいろなワークショップをやったり、清掃活動だけではなくて、水路の周りに

花を植えたり、花壇を作ったりということまでもやっているところでございます。 

 ８ページの下の４枚は、今年、農林水産省さんの方で対応していただきまして、おかげ

さまで私どもも「疏水百選」の中に選ばれまして表彰されたところでございます。 

 ９ページは、現在、子供たちに対して、食育、地産地消といった教育が進められている



- 22 - 

ところでございますけれども、カリキュラムを組んでいただきまして、管内の小学生たち

に遠足がてら来ていただきまして、自分の家の田んぼに入ってくる水は、遡っていくと私

どもの渡良瀬川の頭首工に戻るのですよということで、社会の勉強として毎年開催してい

るところであります。「ひまわり畑」や「お米作り」の絵につきましては、「水土里ネット

まちやば賞」ということで、子供たちにお願いして絵画コンクールを開催しているところ

でございます。何かの機会をとらえまして、改良区とは何をやっているところなのか、農

業用水はどれだけ大事なものなのか、地域用水としてますます大事になってきているとい

ったことを子供たちにも勉強していただくようにしているところであります。 

 お終いに改良区の課題といいますか、これから改良区はどうしたら良いのだろうかとい

うことで、先ほど先生方からいろいろご指摘がありました。農業用水から地域用水に変わ

ってきました。それの維持管理の先行きを見据えた将来展望といいますか、これに対応す

る、それから、関係機関と土地改良区との連携の必要性。これから改良区の業務は、ます

ます多様化しています。水そのものは広域で対応した方が良いに決まっているものですか

ら、その辺のこれから問題になってくるのは、非かんがい期の水の使い方だと思うのです。 

冬は、町の中を流れている農業用水路には一滴も流しません。となるとすぐ苦情が来ま

す。したがって、冬期水路維持用水という形で流す必要もあるかと思います。単純な農業

用水としての使用目的だけではなくて、環境用水、保全用水、いろいろなものとして使え

るような努力もしていかなくてはいかんと思っている次第でございます。 

〇三野 小委員長   

ありがとうございました。 

 続きまして、大島技監にお願いしたいと思います。 

〇大島 新潟県技監   

新潟県農地部技監の大島です。どうぞよろしくお願いします。 

 新潟県といいますと、魚沼米に代表されるコシヒカリを連想されると思います。魚沼コ

シヒカリは美味しさよりも高いので有名といわれることもありまして、農政の担当者とい

たしましては少々複雑な思いもあるわけでございます。 

 県内の農地面積は、水田で約16万ヘクタールありまして、これは全国第２位。畑は、少

ないのですが、２万ヘクタールほどあります。水田の整備率は54％で、全国平均より10％

程度低い状態であります。したがいまして、ただ今ほ場整備を最重点といたしまして、県

農地部予算全体610億円の約３分の１をこれに投入しまして努力しているところでござい
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ます。 

本県の農業生産は、米を経営ベースにして展開されておりまして、米の実作付面積は約

12万ヘクタールございまして、その産出額は1,800億円ほどになります。全国第１位です。 

県全体の農業産出額の約50％を占めるほどになっております。しかし、米の85％がコシ

ヒカリであり、一銘柄に偏重し過ぎるのも課題であると認識しているところでございます。 

 本日、私は、新潟県で展開された多くの土地改良・農業農村整備の中から、主に排水改

良の経過について報告いたしまして、大規模な農業水利事業は、水田から河川や海までの

水の流れが、つまりメカニックとしてシステムであり、また、その事業を推進するときも、

工事後に管理運用する体制もソフトとしてシステムであると。つまり、構想から計画、建

設、管理、運転に至るまで、国と県と地元市町村と土地改良区がそれぞれ分担した役割を

きちんと果たすことにより、スムーズにシステムとして機能している。更新改築において

もその基本形を変えてはならない。変えるとシステムとして上手く機能しなくなるという

考えでありまして、その辺から意見を述べさせていただきます。 

 まず、新潟県が米農業主産地として発展してきたのは、水利や気候、地形的な条件など

のうち、多いところで５メートルから６メートルにも達する雪を水源として、河川を上手

く活用していることがあります。一方で、河川があるために、洪水でせっかくの農産物を

壊滅させるような不利な条件もありまして、その被害を軽減するために排水改良をメイン

とした土地改良を大規模に展開するというたゆまぬ努力をした結果であると思います。 

 新潟市近郊は新潟平野のほぼ中央にありますが、この地域には、何々潟、何とか沼と呼

ばれる地名が多いわけです。そこから推察されますように、もともとは低平湿地で、海抜

マイナス１メートル程度のところであります。 

 本日、お手元にお届けしている資料のうち、「“新潟”であるために・十章」という冊

子がありますが、最初から４ページぐらいまでの写真には、胸までつかる農作業が写って

おります。これは決して漁業をやっている写真ではございません。土を舟に積んで運搬し

て、自分の田んぼへもっていくところの写真でございます。こんな状態が排水改良のビフ

ォアーというわけです。アフターはいうまでもありません。ただいまは６条刈りコンバイ

ンで、スニーカーで稲刈りができるという状態になりました。 

 概略ですが、新潟平野の農地約10万ヘクタールの半分は、土地改良事業により乾田化さ

れております。この広さは、実は東京23区の面積に匹敵するものです。展開された土地改

良事業は、干拓を含めまして膨大なエリアの排水改良が基本でした。基幹となる水路や施
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設は極めて大型で延長が長く大容量の機械排水を伴うため、国が主導する方式で進められ

ました。これまでに県内では、排水改良や用水事業、地すべり、農地開発など国営事業が

37地区、延べ受益面積で25万ヘクタールが投入されておりまして、このうち29地区、19万

ヘクタールが完了しております。また、この国営事業地区には附帯県営が17地区組み合わ

されておりまして、基幹となる大型施設や幹線水路は、国の食料確保と国土保全の役割か

ら直轄の国営事業として実施していただき、附帯部分となる中小の支線などは、地域産業

の視点から、県、市町村、土地改良区が補助や融資を受けた事業として役割を分担し、整

備を進めてまいりました。また、工事完了後には、基幹施設となった排水機場（18施設あ

ります）などの国営造成施設は県が管理主体となりまして、便益などを勘案された比率だ

と思われますが、直接的管理費を、国が40％、県が40％、地元が20％という具合いで分担

し合って、今現在も管理しているところであります。地元の20％は低額にみえますが、日

々の管理労役や巡回点検など管理費の分母に入らないものもありまして、これがこの外側

に加算されるわけです。 

 現在、県内の基幹から末端に至るまでの水利施設の総資産は、再建設費で１兆8,000億

円にも達するボリュームになっております。先ほど申し上げたような戦後間もないころの

大規模基幹水利施設の多くは近年、耐用年数が到来しておりまして、順次、更新改築に取

り組んでいる最中です。当然ながら更新改築に当たっては、調査、計画基準に基づき、ベ

ースとなる農地面積を算定しますが、市街地や非農地の膨張が大きく、宅地造成等によっ

て押しやられた排水がそれよりも低い農地に湛水しますし、農作物被害が大変深刻になっ

ているところも多数あります。また、新潟市周辺では、工業や燃料に使う水溶性天然ガス

の採取に起因した地盤沈下も大変広範囲に生じておりまして、最大沈下量で2,600ミリ、 

2.6メートル沈下したところもあります。当然ながら、水路やポンプの能力不足や不同沈

下、あるいは悪影響や機能障害などは、農業にとっては他動的要因になるわけでございま

す。今、国営事業で造成されました施設の更新改築に当たり、米が余って減反しているの

に何で国営でやるのだとか、食料管理の主体が国から農家サイドにシフトしたからとか、

地方の技術レベルが高まっているからとか、見方はいろいろあるでしょうけれども、これ

からの社会資本整備の方向は、満足度にシフトするという方向に行きます。更新改築も造

成当初より質の高いニーズに応えねばなりません。したがいまして、当初に国が主導した

事業の役割は消失していないと思います。例え受益面積が減少してきたとしても、姿勢と

しては、国営で取り組むべきではないかと考えております。 
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 新潟県は、このように排水改良などのための大規模施設が多数あり、このための建設費

償還や維持管理費が加算されまして、米の生産費に占める土地改良水利費の比率が高くな

っておりまして、北海道や宮城、秋田、山形、福島県よりおよそ２倍ほど高い状態であり

まして、農業経営上は大変不利な要素です。コシヒカリはそれなりに元手を多くかけてい

ると理解していただきたいと思っております。 

 今後は、位置付けが農業水利施設であっても、常時・非常時を問わず、生産、生活、国

の環境など、機能を多面的に発揮する施設については、まず、地域住民に広く認知してい

ただける手だてを工夫し、コンセプトが得られる適切な評価手法を定めて、ストックマネ

ジメントといいますか、アセットマネジメントといいますか、そういう考えを導入して、

国として、地域社会として公共財のより効率的な運用に向けて、相応しい役割分担に理解

が得られるよう啓発していきたいと考えているところでございます。 

 配付資料の説明をいたします。 

 県は、農林水産振興のこれからの方向性を示す「にいがた農林水産ビジョン」を平成18

年３月に策定いたしました。お手元にリーフを用意しましたが、表紙の写真は、新潟のブ

ランド農産物であります。 

 次に、もう一つの資料の方ですが、平成16年７月13日に日雨量450ミリ、500分の１確率

という新潟豪雨大災害がありました。その検証資料であります。非常時、つまり想定外の

事象に対して、農業水利施設はどのように貢献したかという視点からまとめたものでござ

います。上の方にページがふってありますが、まず最初に、15、16ページをお開きいただ

きたいと思います。新潟平野のところですが、新潟平野のほとんどが機械排水区域で、い

ずれも国営造成の排水機によるものでございます。 

 次に、11ページをお開きいただきたいと思います。これも国営造成の排水機の話題です。 

１級河川信濃川水系の五十嵐川が破堤して、住宅地や農地に濁流が押し寄せたわけです

が、このとき刈谷田川排水機場が大活躍しました。活躍の内容は、７ページ、８ページに

記載しておきました。日々の運転管理は、農家サイドや土地改良区が主体になっているわ

けですけれども、これは農業用であっても、非常時あるいは想定外の事件においては大変

な効果を発揮するわけでございます。これも普段適切な維持管理に努めているからこそ真

価を発揮したものだと考えております。 

 本日は、新潟県の実情をもとに意見を述べさせていただきました。現在の県土のベース

は、国と地方が役割分担しながら整備を進めてきた成果でありまして、国営事業の進め方
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の中身においては、工事諸費、例えば人件費や事務費などの節約や徹底した事業費管理と

いうことで、こうした縮減などの努力をしていただく点はあると思いますけれども、国営

事業を廃止されては困るということでございます。今まで役割分担してやってきたのに、

国の都合で役割を引き受けないことにしたということになると地方は大変困ります。地方

で活躍しているシステムがいろいろな面で立ち行かなくなるわけであります。 

どうぞよろしくご審議をお願いいたします。ありがとうございました。 

〇三野 小委員長   

ありがとうございました。 

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

何かご発言がございますでしょうか。 

〇桑子 専門委員  

 ただ今のご意見を伺って、土地改良区と申しましても地域によって随分役割が違うのだ

なという印象をもちました。地方ということで一括して括るのはなかなか難しいのではな

いかなと。国としては、土地改良区が地域でもっている役割の特性をより認識して、それ

に対応した施策をどのようにしていくかという多様性に対する対応が必要なのではないか

なという印象をもちました。 

 先日まいりましたら淡路島でも、ため池の管理に関しまして、都市近郊のため池管理と

違って、ブランド農作物を維持管理するために、農家だけでため池の品質管理をしていく

という方向が必要なのだということをおっしゃっていまして、それは混住というか、農業

者以外の人々も参加した形でのそういう施設の維持管理という方向とは違う方向が必要な

のだということをおっしゃっていた方もいたわけですね。ですから、地域特性に応じた施

策の展開を国としてどのようにやっていくかという視点がどうしても必要なのではないか

なと思いました。 

〇榧野 専門委員  

今のご説明を聞いて感激したというか感動したというか、水利事業は、日本の耕地整備

にいかに必要欠かせぬものであるかというのがよくわかりました。 

 ただ、この必要性を言葉でわかってもしようがないわけであって、こういう厳しい財政

事情であれば、国民の支持があって初めて予算がついて、それが下に流れて、行く行くは

土地改良区まで流れていくということだと思うのですね。そういった意味でいうと、現在

本当に国民にそういう理解が進んでいるかというと、残念ながら、ちょっと疑問に思うの
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ですね。例えば、今日配っていただいたアンケート結果、資料２－１の９ページを見てみ

ますと、「農地や農業水利施設に対する公共投資について、どう考えていますか、あては

まるものを選択してください。」ということで、３番目の回答欄でしょうか、「優良農地や

地域の環境とも結びついている農業水利施設は公共的な役割を果たしているのであり、そ

の保全と更新のための整備が必要である。」ということで、これは最も根本的な問いだと

思うのです。都道府県や土地改良区は皆、当然必要だと答えるでしょうけれども、では、

一般国民はどう答えているかというと、55％なのですね。55％は過半数を超えているから

良いといえばそうだろうかと。残りの45％は疑問に思っている。ここに如実に出ていると

いうことがあるわけですね。ですから、まあ、100％にしろとはいわないでしょうけれど

も、必要だということをもう少しわかってもらって、いろいろな施策をやらないと、結局

何をやっているのかよくわからないと。確かに食料の確保は必要なのでしょうけれども、

農業水利整備と食料確保はどうつながるかというのが国民にはみえていないのが残念なと

ころですね。それは我々マスコミの責任だといえば、我々もその一端を担っているのかも

しれませんけれども、その辺は、我々を含めて、農林水産省の皆さん、現場でやっている

方々もそういう面を意識してやっていただければ理解がもっと進むのかなと思うのですね。 

それを是非お願いしたいということです。 

〇宮城 臨時委員  

 今のお話に関連するのですが、私も新潟で見せていただいて、土地改良区の仕事の大切

さを大変感じたところです。しかし、そうはいっても、国民がそれを理解してくれている

かというと、理解できていないことを考えると、厳しい言い方をすれば、それだけコスト

をかけた農業生産をやっているのではないかという言い方だって出てくる可能性はあると

思うのですね。そのときに、それに答えていけることも考えていかないといけないのでは

ないかと思います。 

 今回のペーパーでいえば、黒川委員が最初におっしゃっていた、今すぐできるわけでは

ないけれども、ちゃんとコストや競争ということも考えているのだということがどこかで

伝わらなければならないのだろうと思うのですね。特に更新していくときには、何十年も

かけてつくってきたシステムの完成度が非常に高いのはわかるのですけれども、その次の

時代に向けて、もっと完成度が高いコストを下げられる維持管理がしやすくなる、農業生

産を上げられるようなことを常に考えていくのだという姿勢をはっきり出していかないと

一般国民には理解できるわけないかなと。新潟の状況を思い浮かべるとなおのこと、切実
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にそのように感じました。 

〇沖 専門委員  

 今、お話を伺っておりまして、岡山でも同じようなことがございまして、農業用水であ

ったものを、環境用水、地域用水として使うような形になってきたのですが、土地改良区

がそれを管理しないといけない。 

 要旨の８ページの上２枚の写真を見せていただいて思うのですが、混住化し、受益者で

ない地域の方々が接点として求めてこられるのは、この辺ではないかという気がします。 

だから、この辺の状況を起点として、もう少し皆さんに土地改良区の説明といいますか、

ご理解していただくようにすれば、地域の皆さんが、わかりやすく感じて下さるのではな

いでしょうか。 

 先ほど、非かんがい期の水の使い方というお話がございましたが、これは非常に重要な

ところではないかと思うのですね。冬場、非かんがい期には水を流さないのが建前ですけ

れども、これが地域用水、水辺環境ということになりますと流さざるを得ない。この場合

どのようにすれば良いかといった具体的なところを一つ一つ攻めていくことによって、皆

さんのご理解が得られるのではないかと私は感じました。 

〇岩崎 専門委員   

土地改良区を知らない国民が多いので、もう少しきっちりと位置付けた方が良いのでは

ないかなという気がしています。つまり、農家が自分たちでつくり上げる組織であって、

それがベースになっているというところがあまり理解されていないような気がするわけで

すね。それと同時に、農家の発意でつくり上げた組織であっても代がわりをしているかも

しれない。属人的な組織、人の要素でつくり上げている組織であっても、人が入れかわっ

てしまうと上手くいかなくなるので、属地的な組織であることを中心に、もうちょっと近

代化した方が良いのかなという気がしています。そのときに、改良区の統廃合というので

しょうか、大きなお金がかかる場合は、どれを更新してどうするかという集中と選択をし

ていく必要がある。国営みたいに大きいのは絶対に必要だと思うのですけれども、それ以

外のところは、そういう基準も必要なのかなという気がしています。 

 今、現場のお話をお聞きして、一言で改良事業といっても非常に違う。そうなると、現

場が必要としているものと共通で必要とされているものがあると思うのですね。技術の診

断といった新しい要素のものは国がやらなければいけないけれども、現場は何を必要とし

ているのかという声を国が吸い上げるシステムをどこかでもって、そういう情報を蓄積し
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ながら新しい対応を考えていくことが重要なのかなという気がしています。 

 １つお聞きしたいのですが、合併浄化槽の水を流す場合、流している方の下水道料金は

どうなっているのですか。都市下水道だと多分払っていると思うのですけれども、そうい

うのはどうなっているのか知りたいと思います。水路を使って流しているのであれば、そ

れは当然とっても良いと思うのですけれども、そういうのはどうなっているのでしょうか。 

〇増田 特別委員   

合併浄化槽そのものは自己完結型です。 

〇岩崎 専門委員   

でも、それで流しますでしょう。 

〇黒川 臨時委員  

これは負担しないですね。 

〇岩崎 専門委員   

上水で水を使えば、その分、下水として出るわけですね。 

〇増田 特別委員   

私は合併浄化槽の専門ではないですけれども、私のところに許可が上がってくるのは、

何人槽という人口槽ですよ。例えばここに家ができます。ここは５人家族の家です。そう

すると、５人槽の合併浄化槽をセッティングしましたと。それを側溝に流すのか、どこに

流すのか知りませんけれども、いずれ私どもの水路に入ってきます。だからうちは、入っ

てくる料金として幾らかいただきますというのはできないのですよ。 

〇岩崎 専門委員   

でも、それができるようにしないと大変なのではないですか。 

〇増田 特別委員   

それはそうなのですが、うちの場合、太田、館林、桐生とありますでしょう。自治体の

環境部とやらないと難しいですね。改良区はいろいろなことでお世話になっていますけれ

ども、あいつが理事長になったら、すぐそれを武器にかえてくると言われるからなかなか

難しい。 

〇岩崎 専門委員   

いや、お世話になる話と水を流す話は別なので、その辺は近代化して、それはちゃんと

とるということにしなければいけないのではないですか。 

〇増田 特別委員   
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ただ、農業用水路といえども公共性があるでしょう。農道もそうですよ。農道だから、

農業者以外は走らせませんというわけにいかないですよ。それと同じで、農業用水路、農

業排水路だから、農業以外のものは雨水たりとも流させませんと言えないのですね。それ

で入ってくる。うちに、５人槽をつくりましたから許可してくださいと来るのですよ。あ

るいは、アパートをつくって、そこに３人家族が４世帯住むから12人槽をつくります、で

かい合併浄化槽をやりますと。そのときに１人槽1,000円いただいています。これは手続

料として１人槽1,000円。これが年間いくらというのなら毎年毎年いくのですけれども、

現実にはそれはできないですからね。 

〇岩崎 専門委員   

混住化の問題がもしあるとすると、その辺も工夫していくのがポイントかなという気が

します。いくら市町村にお世話になっていても、それとこれは違う話で、また、農道と違

うと思うのですね。都市の公共下水道だと払っているわけで、そうではない。でも、出す

わけですから。 

〇増田 特別委員   

合併浄化槽は、年に２回とか水質検査をやりなさいとあるのですね。 

〇黒川 臨時委員  

年に１回ですね。だから、流れるものは悪い状態にはなっていないという前提ですから、

流れ込むときに水質をチェックしているわけではないということです。 

〇三野 小委員長   

それでは、ご意見はほぼ出尽くしたようでございますが、もう一つ資料がございますの

で、事務局よりお願いします。 

〇山下 整備部長   

これは、前回提出資料について、前回のご議論を踏まえて修正したものです。 

ただ、理論的なスクリーニングをかけておりませんので、経済学者の先生方から是非コ

メントをいただきたいなと思っています。 

 前回は、農地や農業用水の整備等に対する便益は、食料安全保障という公共財だという

観点からだけの分析をしていたのですが、まず最初に、農産物の販売についての派生需要

としての私的な需要があるだろうということを修正として加えました。 

 また、先ほど来ご議論がありますように、地方の公共財、例えば生活用水としての利用、

親水機能、洪水防止機能など、地方の公共財としての役割もあるだろう。基幹的な施設は、
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そういう機能はあまりないと思うのですが、末端の用水路についてはそのような機能があ

るだろうということで、多面的機能は地方公共財としての役割を果たしているだろうとい

うことで、多面的機能の役割を便益に加えて分析した結果でございます。 

 結論から申し上げますと、多面的機能のような地方公共財としての便益を入れる場合に

は、地方に便益がありますから、地方が負担する部分は当然大きくなってくる。今までや

ってきた基幹的なものについては国の補助率が高くて、そうではない末端の水路について

は国の補助率が低いのは、大体そういう理屈で説明できるのではないかなと思います。 

 また、松谷委員、他の委員からもご指摘がありますように、農業の収益性が下がってき

ている。特に米の値段はこの10年間、相当下がってきている。１ページは、派生需要の式

を書いているのですが、プライスが下がると派生需要も下がるということになるわけです

ね。したがって、私的需要による公共財の供給が十分図られなくなってきている。そうい

う観点から、農産物価格が下がると、逆に国や地方の負担の割合が高くなって然るべきだ

ろう。私は、そのようにしろといっているわけではないのですが、経済理論からすると、

そういう結論が導き出されるのではないかなと思っています。 

今後精査してもう一度、完全なものをプレゼンテーションしたいと思っております。 

〇三野 小委員長   

ありがとうございました。 

 これまで６回にわたりまして小委員会を開催し、現地調査、関係者からの意見聴取やア

ンケート調査を実施してまいりましたが、本日は４点の切り口で論点整理をいただきまし

た。まず第１点として土地改良事業における国と地方の役割分担の考え方、第２点として、

国が行う土地改良事業の重点化、第３点として、重点化に伴う事業の管理運営の充実・強

化、第４点として、国と都道府県の連携のあり方という論点につきまして、事務局案をも

とに、各委員よりご意見をいただきました。 

その結果、この論点の整理について、特別な異論はなかったように思います。この論点

について、ほぼ意見集約が図られたのではないかと思いますが、幾つかご意見がございま

した。その辺を十分検討いただいた上で、次回の小委員会では、本日、各委員からいろい

ろご意見、ご提案等いただいたものを踏まえた上で、とりまとめの素案を事務局より提示

いただくようにお願いしたいと思います。それについて議論を続けていきたいと思います

ので、事務局よろしく準備の方をお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして、本日予定しておりました議事を終了いたします。 
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 それでは、議事進行を事務局へお返しいたします。 

〇角田 事業計画課長   

今日はご議論、ありがとうございました。 

 次回の第７回委員会は、12月15日の金曜日に予定していますので、よろしくお願いしま

す。今、小委員長から整理いただいた方向に沿って、とりまとめ案を提出したいと思って

います。開催場所等詳細については、また事務局からご連絡します。 

 以上をもちまして、第６回企画小委員会を閉会します。 

 

                                                                  ──了── 

 


