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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９回企画小委員会 議事録 

日時：平成19年3月2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、年度末の大変お忙しい中、委員の皆様方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。 

 今年度の企画小委員会は８回を予定していましたが、本日は、当初の予定にはなかった

９回目の委員会ということで、急遽追加で開催することになりました。 

 本年度の企画小委員会のテーマが「国と地方との適切な役割分担について」という重要

なテーマでもあり、また、委員の皆様方からもたくさんのご意見を頂戴しましたので、ご

無理を申し上げましてあらためて開催した次第です。 

 おかげをもちまして、本日、 終報告書(案)の形でご提示することになりましたので、

お礼申し上げます。 

 それでは、以降の議事進行については、三野小委員長にお願いいたします。 

○三野 小委員長   

それでは、会議次第にしたがいまして議事を進めたいと思います。 

 まず、「土地改良事業における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   

前回の委員会では、報告書(案)の形でご提示しましたが、本日は前回いただいた意見、

また、その後修正案について再度個別に委員の先生方をお回りしてご意見をいただいてい

ます。それらを全て集約する形で 終報告書(案)をご説明したいと思いますので、よろし

くお願いします。資料１で 終報告書(案)をお示ししていますが、参考として前回の案か

らどこが変更となったのかを赤字で表記したものをご用意しました。赤字で修正した方が、

どこが変わったかがわかりやすいと思いますので、説明はそちらで進めます。 

 目次をご覧下さい。 

構成は大きくは変わっていませんが、「Ⅲ．国営事業の役割」の「３．基幹的施設の効

率的な更新」については、「１．水利システムの形成と更新」と「２．大規模で優良な食
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料生産地域の形成と維持」に含むことができるので、目次の構成を変更しました。 

 １ページは、今回の検討の趣旨ですが、これは変わっていません。 

 ２ページは、「Ⅱ．農地・農業用水等の整備に関する国と地方の役割分担の考え方」と

いう総論の部分です。 初は、「１．国の責務」です。 

ここも書いてある内容は大きく変わっていません。国の役割としての食料の安定供給、

多面的機能の十分な発揮というものがありますが、多面的機能の内容について地下水涵養、

洪水防止といった例示を付け加えました。また、多面的機能の分析については、以前、日

本学術会議でも相当な議論をして取りまとめたものがあるので、その部分を解説として付

け加えています。 

 ３ページは、「不測時における国内農業生産による食料供給体制を整備していくことが

必要」ということです。 

農地・農業用水等の不測時における食料供給力の観点から、記述を追加しました。 

 「２．国の関与の必要性」は、記述の適正化を図っていくという観点から、「農業生産

活動が低下すると私的財としての農地等の活用が十分得られなくなると公共財としての食

料安定供給及び多面的機能の発揮の水準が低下するおそれがある」という記述に修正しま

した。 

 ４ページは、フリーライダーの議論を書いていましたが、わかりやすい記述に変更する

ということで、「食料安全保障といった国レベルの公共財としての便益は、国民全体に及

んでいます。対価を支払わなくても便益を受けられるという性格があるので、農地・農業

用水の整備を自治体に委ねると自治体は個々の判断でしか投資を行いません。そうすると、

国全体として必要な水準の農地や農業水利施設が確保できないおそれがあるので、そうい

うところに国が関与していく必要性がある」という整理をしました。 

 次は、「３．土地改良事業における地域の役割」です。 

土地改良区の役割や性格の表現の適正化を図るということで、赤字の部分の表現に修正

しました。 

 ５ページは、市町村の果たす役割です。 

混住化等が進んで便益が地域住民全体に及んでいることから、市町村が負担をしたり、

あるいは管理においても相当部分を担っていくという傾向で、市町村の果たす役割が大き

くなっていることを記述しています。それを受けて、土地改良法上でもそのことが明確化

されているという表現に変更しました。 
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 次は、「４．土地改良事業における国と地方の役割分担」です。 

これまでは、国営事業、都道府県営事業というように事業が主語になった書き方になっ

ていましたが、それを国と地方公共団体という主体を主語にする表現に変更しました。 

 ６ページは、地方公共団体は担い手の育成・確保など、地域農業の振興に資する役割を

有しており、そうした観点から末端の農業水利施設の整備あるいは農地の整備を都道府県

営事業あるいは市町村営事業として分担して実施してきた」という表現に変更しました。 

また、国は全国的な視点から食料供給の基盤の整備を担う役割を有しており、そうした

観点から広域的で大規模な投資が必要な基幹的施設の整備を国営事業として整備している

という国と地方の役割という記述に修正しました。 

 「（２）これまでの国と地方の役割分担に関する経緯」は、これまでの実績をまとめた

ものですので、特段変更はありません。 

 ７ページは、「（３）検討に当たっての留意点」です。 

４つの留意点を整理しましたが、これも内容をわかりやすく表現し直しました。 

 まず、「ａ．農業を巡る地域の現状」は、農産物確保の低迷などによって農家は事業に

対する投資意欲が薄れてきているということがあります。更に地方財政が悪化してきてお

り地方公共団体による投資も困難になってきているということで、農家と地方公共団体の

それぞれの事情があります。そうすると、食料供給力を守っていくという意味での国の役

割はより重要になっているのではないかという整理です。 

 ８ページは、「ｂ．効率的な資源配分」です。 

初の５行は、我が国の厳しい自然条件や地形条件があって、そうした中から国土を保

全し水を利用するという意味で水利システムが形成されてきたという事実を客観的に述べ

ています。その上で、そういった自然条件、地形条件に沿う形で大規模で基幹的な施設を

整備していく。そのためには、国が全体を俯瞰的に見ていくことが必要であるということ

が言えるのではないかと思います。 

 具体的には、多様な専門技術者を確保し全国レベルで必要な時期に必要な地域へ人員を

機動的に投入していく、あるいは予算の優先配分、集中投資を行っていく仕組みが必要な

のではないかという整理です。これを都道府県という行政単位で行うとすると、それぞれ

の県が多くの専門技術者を独自に抱えなければいけないという行政効率性の面で非常に困

難性があるという整理です。 

 ９ページは、「ｃ．地方公共団体・土地改良区の意向」です。 
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今回アンケートを行い、国の役割については重要であるというご意見をいただきました

が、特に土地改良区の役割についてこの部分で追加して記述しています。つまり、一般の

公共事業と違い、こういった農業水利施設の管理については、土地改良区、農家の自主的

な組織という立場からその相当部分の管理を担っています。 

言ってみれば、農業水利施設の直接の利用者である土地改良区が管理者としての役割を

果たしていくことが、国全体としてこのシステムを効率的に運営していく意味で望ましい

ということが言えます。投資の必要な農地・農業水利施設の整備や更新については、現在

の枠組み、つまり国や都道府県の役割を維持していくことが重要なのではないかという記

述にしました。 

 次は、「ｄ．国民の意向」です。 

これは特に変わっていませんが、アンケート結果を紹介する上での表現をわかりやすく

書き換えました。 

 10ページは、こうした４つの留意点を踏まえた上で、「（４）国と地方との適切な役割

分担の基本的な考え方」です。３点挙げていますが、１点目は、食料の安定供給と多面的

機能の維持は国の責務であり、食料・農業・農村基本法の枠組みをベースとしていく必要

があるという点です。２点目は、全面的にわかりやすく書き換えています。 

食料の安定供給、多面的機能を維持して力強い農業構造を実現していくために農地や農

業水利施設を保全整備していく国の役割はますます重要になっている。こうしたことから、

国営事業の基本的枠組み（事業の規模要件、負担割合）を基本として、新しい政策課題に

対応していく必要があるのではないかということを整理しました。 

 ３点目は、事業の重点化、効率化、あるいは相互連携の視点ですが、これは変わってい

ません。 

 以上が総論部分ですが、これを受けて以降は各論になります。 

まずは「Ⅲ．国営事業の役割」です。 

 １つは「１．水利システムの形成と更新」です。 

初はこれまでのストックの形成と、国営事業によって穀倉地帯が形成されてきたとい

う実績を事実として記述しました。その後の「まさに」のところですが、「水の道のイン

フラ」というべきこうした水利システムが長い歴史を通じて国、地方公共団体、地元の役

割分担のもとに定着してきたという実績があります。 

 赤字の部分は、「このため、基幹から末端に至る水利システムは、一体的なシステムと
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して機能しており、役割分担の基本形は維持すべきであって、これを変えるとシステムと

して適切に機能しなくなることが懸念される」という委員会でのご発言を引用しています。 

 このようなシステムのストックが相当形成されている中で、更新需要が高まっていると

いうことと、具体的に老朽化によるさまざまな事故が頻発し施設の更新が非常に急がれて

いるという客観的データも付け加えながら、現実感を持って記述しています。 

 12ページは、施設の更新にはやはり一時的に大きな投資が必要であること、現状に則し

て機能の向上や整備水準の確保も必要であるということで、やはり更新事業といえどもコ

スト、技術、人材の面から基幹的な施設の更新整備は地方公共団体に委ねていくことは困

難ではないかということです。むしろ、国の役割としては、「水の道のインフラ」を途切

れさせることなくシステム全体を見据えながら、次世代に継承していくという新しい役割

も担うので、そうした観点から平成19年度から導入される農地・水・環境保全向上対策で、

これまで支援をしていなかった末端についても、地方と連携して対策を講じていくという

ことを記述しています。 

 次は、「２．大規模で優良な食料生産地域の形成と維持」です。 

これも冒頭に７、８行を赤字で追加しています。これは、食料生産地域の形成のために

基幹部分を国、農地の部分を都道府県というように役割分担を行ってきており、その結果、

 170万haの優良農地が形成されてきているという事実を記載しています。 

 こうした 170万haにも上る大規模優良農業地域が今後国際化に対応して農業構造を確立

していくための前提条件になるので、その保全・更新が重要であるということを記述して

います。そのためには、ストックの効率的な保全・更新の観点からライフサイクルコスト

の低減に配慮しながら、ストックマネジメント方式に転換していく必要があるということ

と、このストックマネジメントそのものが新しい技術なので、国が先導的に実施していく

役割を有しているということを記述しています。 

 次は、「３．政策テーマに沿ったモデル的・先導的実施」です。 

自然環境保全といった新しいテーマを国がモデル的・先導的に実施していくということ

と、中山間地域における農地の再編整備を一定規模以上のところについて実施しています

が、こうした事業の実施を通じて都道府県や市町村が地域の実情に則して同様の事業を進

めていくための先導的役割を果たしているという記述を追加しました。 

 14ページは、「Ⅳ．都道府県営事業の役割」です。 

この部分も赤字で書き込んでいますが、特に水田農業の構造改革の観点から都道府県が
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行う農地整備を通じて、担い手の育成・確保や集落営農の組織化といった現在の政策に則

した事業がありますが、そうした面でも都道府県の担う役割は大きいということです。 

 また、中山間地域の農地の維持が国土保全や地域維持の観点からも基盤の整備が重要に

なってきていますが、中山間地域は条件が不利ですので規模要件も小さくコストもかかる

ことから、都道府県がそうした地域の整備を実施するのに国としても支援策を検討する必

要があるということを記述しています。この２つを特に都道府県の役割として重要な観点

であると記述した上で、４つの役割として１点目が水田農業の構造改革の実施、２点目が

畑地農業の振興による攻めの農政、３点目が中山間地域の振興、４点目が防災対策という

整理をしました。 

 15ページは、「Ⅴ．土地改良事業の今後の展開方向」です。 

今回の見直しで、「後退したような形にならないように」というご指摘を前回受けまし

たので、赤字で書き込んだ部分です。 

 初は、食料自給率向上の観点から国民的理解を得て土地改良事業を実施していく責務

があるということをベースに置いています。 

 水田地域では、かんがい整備率が８割まできているということ、更新需要が増えてきて

いるということの数字をあげての説明、更新需要が大部分になりつつあっても中山間地域

や島嶼部では引き続き新しい用水確保の必要性もあるということを記述しています。 

また、畑地については整備水準が２割にとどまっており今後の構造改革の観点から条件

整備が必要であるということ、それから、リスクマネジメントの話を前回いただいていま

すが、災害に強い防災条件の整備といった観点、環境との調和への配慮の観点などを記述

して土地改良事業として今後やらなければならないことは、これだけあるということをま

ず述べて、しかし現在の厳しい財政状況の中でこれらを直ちに全面的に実施することは難

しいので、今後の事業については、食料供給力の確保や構造改革の加速化といったところ

に重点化しながら一層効率的に実施していくことが必要ではないかという整理をしました。 

16ページは「Ⅵ．国の役割の重点化」です。 

 まずは、「１．国営事業の重点化」です。 

国営事業によって農業の構造改革の前提条件が確立されてきたということ、そして、今

まさに耐用年数を迎えて更新が必要な施設が増えてきている状況の中で、今後は国でなけ

れば担うことのできない基幹的な水利施設の機能の向上を含む更新事業に重点を置いてい

くべきであるということを打ち出しました。 
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 また、単に国営施設の更新事業の重点化だけではなく、それと連携して水田農業の構造

改革の観点から都道府県との緊密な連携、つまりは、基幹的な施設の整備と併せて農地の

整備を行うことにより構造改革の推進にも資していくという整理です。 

 畑地のかんがい施設の整備は２割ですので、“攻めの農業”というか強い農業を実現す

る上で、重要度の高い基盤を造成していくためにも畑地かんがいについては、国、地方公

共団体を通じて計画的に推進していくべきであるという整理をしました。 

 次は、「２．事業の管理運営の充実・強化」です。 

「（１）ライフサイクルコストを低減する手法の確立」や「（２）事業の適切な評価」と

いうことで、事業の適切な評価も行いながら効率的な運営に努めていくということで、こ

れは変更ありません。 

 後に、「３．国と都道府県等の一層の連携の強化」です。 

この部分も赤字で書き込んでいますが、 初の部分は国が基幹部分、都道府県が農地の

部分ということで役割分担で連携するということを再度記述した上で、このように農政改

革を進める前提として水源から末端農地に至るシステム全体として水の道が途切れること

なくその機能が維持・向上される必要があるということです。 

 このため、基幹部分を担う国と末端部分を担う都道府県、市町村や管理を担う土地改良

区が適切な役割と機能分担を行うことにより、連携をより一層強化していくことが必要で

あるということが１点です。もう１つは、今後とも中山間地域を中心として大規模な施設

整備がないところは都道府県が中心になって行いますが、国もモデル的・先導的な事業を

可能なところでは行いながら都道府県と緊密に連絡調整を図り、相互に事業を進めていく

必要があるということです。その際、土地改良区や市町村の意向が十分反映されるように

すべきであるという整理をしました。 

 後は、「Ⅶ．まとめ」です。 

今回の企画小委員会の報告をとりまとめたということと、この報告を受けて農林水産省

で報告の趣旨に従って、具体的措置について今年度末までに検討することを要望するとい

うことで、報告書としてまとめさせていただきたいということです。 

以上です。 

○三野 委員長   

ありがとうございました。 

 ただ今事務局より前回の議論、またその後の調整での先生方のご意見を踏まえまして、
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終報告書(案)のご説明をいただきましたが、これにつきまして、ご意見がございました

らお願いいたします。 

 いかがでしょうか。大変たくさん赤が入っておりまして、かなり精力的に調整を進めて

いただいた結果だと思いますが。 

○宮城 臨時委員   

前回の議論からストーリーを整理していただいて、それぞれに必要なことを書き込んで

いただいたので、言いたいことがよく盛り込まれているようになったと思います。 

 ただ、それぞれに書き込みをされているので重複が気になる部分も若干ありますが、大

事なことはそれぞれの場面で重複していても良いかなとは思います。 

 いろいろ手を入れていただいた上で更に申し上げると申し訳ないのですが、７ページの

下のところからですが、「ａ．農業を巡る地域の現状」のところでもアンケートで地方公

共団体と土地改良区の意向が述べられていて、９ページの「ｃ．地方公共団体・土地改良

区の意向」のところでも再度述べられているという重複があります。 

 こういったところは、もしかしたら先の方はタイトルとして「地方公共団体・土地改良

区の意向」というところがしっかりあるわけですから、そちらに持ち込んでも良いかなと

いう気がいたしました。そういう意味で、読んでいただける方に何度か同じことが繰り返

されてどっちの方で意味が重要なのかなと、わかりにくいような部分は、若干の簡素化を

考えても良いのかなと思いました。 

○三野 小委員長   

ありがとうございました。 

 それでは、その他にご指摘いただくことはございますでしょうか。 

 かなり書き込みをいただいたものですから、重複というご指摘をいただきましたが、そ

の他、特にご意見がございましたらお願いいたします。 

 いかがでしょうか。ご意見がないようでしたら、本日、事務局より提出いただきました

「土地改良事業における国と地方との適切な役割分担」の 終報告書(案)につきまして、

委員の皆さんのご承認をいただきたいと思います。 

 ただ、宮城委員から今ご指摘の点につきましては、委員長にお任せいただけませんでし

ょうか。事務局と検討いたしまして、 終報告とさせていただきたいと思います。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、本案につきましては、以上のような形で進めたいと思います。 
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 続きまして、議題（２）その他でございます。 

 前回の委員会では、現行の土地改良長期計画のこれまでの実施状況等についてご説明い

ただいたところです。 

 本日は、現在の農業・農村を取り巻く情勢と課題について説明をいただきたいと思いま

す。それでは、事務局よりお願いいたします。 

○田上 首席地域計画企画官  

 それでは、次期土地改良長期計画に当たっての農業・農村を取り巻く情勢と課題につい

て、お手元の資料２－１「次期土地改良長期計画の策定について」と、もう１つの参考資

料も活用しながら説明します。 

 ８つの観点から整理しています。 

 まずは、「１．我が国の農業の現状」です。 

参考資料の１ページをお開き下さい。我が国の食料自給率は年々低下しており、現在は

40％と先進国の中で 低水準にあります。 

 ２ページをお開き下さい。 

食料・農業・農村基本計画において、平成27年度を目途に食料自給率を45％に向上する

ことを目標としています。 

 ３ページをご覧いただくと、我が国の農地面積は年々減少しており、2006年時点で467

万haとなっています。農業者の高齢化等を原因として、耕作放棄地については約39万haと

拡大している状況です。このような中で、土地利用型農業を中心に経営規模の拡大の遅れ

など農業の構造改革は立ち遅れており、担い手の確保など農業構造改革による国内農業の

体質強化や優良農地の確保が課題です。特に担い手の確保については、４ページをお開き

いただくと食料・農業・農村基本計画において、効率的かつ安定的な農業経営の農地の集

積が平成27年には７割から８割となることを見込んでいます。 

 ５ページをご覧いただくと、人口の減少によって米等の国内食料の農産物需要は減少し

ますが、世界の人口は、2005年の65億人から2050年には91億人に増加し、アジア地域の所

得向上により世界の食料需要が増加することが予想されています。また、バイオエタノー

ル、バイオプラスチック等の非食用の農産物の需要も拡大するなど、世界の食料事情は大

きく変化していきます。 

 ６ページをご覧いただくと、アンケート調査によると国民の大半が国際情勢、環境問題、

異常気象などにより将来の食料供給に不安を感じています。 
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 ７ページをご覧いただくと、平成25年までに国内農産物の輸出を１兆円規模にまで倍増

させることを目標とするなど食料の安定的な国内供給のみならず、輸出の促進も課題とな

っています。将来の食料危機に対処するため輸出やバイオエタノール等を可能とする効率

性の高い農業の実現により、農地・農業技術等の農業資源を今後も維持していくことが必

要です。 

 次は、「２．農産物を取り巻く国際情勢」です。 

８ページをご覧いただくと、世界の穀物需給は近年消費量が生産量を上回っており、ま

た今後、人口増加や単収の伸びの鈍化、更には途上国の経済発展等に伴う食料事情の増大

等の可能性がある中、水資源の不足など食料の安定供給に多くの不安定要因があります。 

近年特に米国では、トウモロコシの燃料用エタノールの使用量が輸出量と同水準まで拡

大するなど食用以外の需要が増大する傾向にあります。我が国の農産物貿易は大幅な輸入

超過であり、輸出国の異常気象等の影響を受けやすい構造となっています。このため課題

としては、他国に比べ食料自給率が著しく低い中、国民に対する食料の安定供給、不測時

における食料安全保障の観点から食料供給力の維持確保が必要です。 

 資料２─１の２ページをご覧下さい。 

 また、参考資料の９ページにあるとおり、ＷＴＯ、ＥＰＡ、ＦＴＡ交渉も進み農産物輸

入は増加の傾向になるので、安い輸入農産物に対抗するための国内農産物の競争力の向上

が不可欠という状況です。 

 次は、「３．農地・農業用水等の農業資源の状況」です。 

 10ページをご覧いただくと、田の整備率は60％になっています。これら整備された優良

農地とダム・頭首工等の基幹的な施設から末端の農地に至る水路が一体となり、農業生産

を下支えしています。 

 11ページをご覧いただくと、更新時期を迎える施設が今後大きく増加してくるので、安

定的な用水供給の確保のため更新時期を迎える施設等の良好な維持管理が必要となってき

ます。このため、施設の機能診断に基づく適切な予防保全を行うことにより施設の長寿命

化、ライフサイクルコストの低減を図るための取り組みが重要になってきます。 

 また、農地・農業用水等の資源は、食料の安定供給や国土保全等の多面的機能の発揮を

支える「社会共通資本」ですが、過疎化・高齢化等の進行に伴う集落機能の低下により、

地域共同活動が脆弱化し、適切な保全管理が困難な状況になっています。 

 こうした中で、農地・農業用水等の資源が将来にわたり良好な状態で保全されることが
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必要です。 

 12ページをご覧いただくと、農家だけでなく多様な参加による「地域共同」の取り組み

を支援する「農地・水・環境保全向上対策」等に着手しているところであり、将来にわた

り農地・農業用水等が良好な状態で保全されるような施策に着手しています。 

 次は、「４．人口減少社会・高齢化社会の到来」です。 

 13ページをご覧いただくと、我が国の人口は、2005年をピークに2050年には約１億人に

減少します。2013年には４人に１人が高齢者となる見込みです。 

14ページをご覧いただくと、社会資本整備投資余力の減少について示していますが、こ

れは、社会保障ニーズの拡大に伴い減少は避けられず、これから一層の事業の効率化が必

要となってきます。 

 次は、「５．我が国の農村の現状」です。 

 15ページをご覧いただくと、農家人口は、2000年からの20年間に37％減少し、高齢化は

12％進行すると予想されています。農村部でも農家の人口減少、高齢化等は一層深刻な状

況です。 

 16ページをご覧いただくと、全世帯の６割が居住する農業集落は、2000年からの20年間

に14％減少し10戸以下の農業集落は、2020年には全体の半分を占めるなど過疎化が急速に

進行します。 

 17ページをご覧いただくと、都市部を中心に約670万人の団塊の世代が定年退職し、国

民の意識が「物質的な豊かさ」から「心の豊かさ」重視の方向へ転換する中、地方回帰の

動向が高まると予想されています。 

18ページのアンケート調査結果をご覧いただくと、都市住民については、農作業体験な

ど農村との交流に関心が高まっているので、このような要請に的確に応え農村の活性化を

図っていくことが課題ですが、19ページにあるように地域の自立的な取り組みに対して柔

軟に支援できるように施設の整備などのハード面と普及広報活動の両面からの支援策も講

じてきています。 

 次は、「６．環境や農業が有する多面的機能に対する国民の関心の高まり」です。 

 20ページをお開き下さい。 

ゆとり、安らぎなどの価値観が重視されるようになる中で、豊かな自然環境や美しい景

観に触れ合うことのできる農村への期待など、景観、生態系保全など農村環境への国民の

期待が高まっています。このため、田園自然環境の創造への取り組みをこれまでも進めて
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きましたが、21ページにあるように、例えば生物多様性国家戦略については、平成19年度

を目途に見直し中です。そのようなことから、新たな国家戦略を踏まえ農村の生態系保全

に関し、例えばエコロジカルネットワークの形成の促進など更にステップアップした取り

組みが必要であると考えています。また、その際には、都市住民、ＮＰＯ等多様な主体と

連携した取り組みを推進していく必要があります。また、農業の自然循環機能の維持増進

のため、例えば22ページをご覧いただくと農業農村の豊富なバイオマスの利活用などを更

に進めていくことも必要と考えています。 

 23ページをご覧いただくと、国土保全、自然環境の保全、良好な景観の形成など農業が

有する多面的機能に対する国民の理解と期待も相当深まっていることがわかると思います

が、それらの期待に応えるため農地・農業用水等の社会共通資本の適切な保全管理を通じ

た多面的機能の維持・増進が不可欠です。 

 次は、「７．安全・安心な社会の形成」です。 

 24ページをご覧いただくと、気候変動に関する政府間パネルの報告書によると人為起源

の温室効果ガスの増加に伴う急速な気候変動の進行による気温・海水面の上昇や異常気象

の多発などが懸念されています。 

 25ページをご覧いただくと、近年の集中豪雨、台風、地震等の自然災害の頻発や流域開

発、都市化の進展等による洪水流出形態の変化などで農村部での災害の危険性がますます

増加しています。このため、災害の未然防止はもちろんのこと災害時の減災対策の充実に

よる農業生産の維持等農村地域における安心・安全の確保が不可欠という状況です。 

 後は、「８．関連する施策等との連携」です。 

 26ページをご覧いただくと、現在「国土利用計画」と総合的かつ計画的な国土の利用・

整備・保全を推進するための「国土形成計画」が平成19年中頃の策定を目途に作業が進め

られています。また、国土交通省において次期社会資本重点整備計画が平成20年の夏頃の

策定を目途に作業を進めています。更にこの１月には、今後５か年の財政運営の方向を示

した「日本経済の進路と戦略」が出されており、その中には農林水産業の強化も謳われて

います。土地改良長期計画の検討に当たっては、効率的・効果的な事業の実施に資するた

めに、各種施策、計画と整合性のとれた計画策定が必要であると考えています。 

 以上で土地改良長期計画の策定に当たっての農業農村を取り巻く情勢と課題についての

説明を終わります。 

○三野 小委員長  
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 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、ご自由にご発言願います。 

○横山 専門委員  

 参考資料の３ページで、農地が減少する一方で耕作放棄地が増えているということにつ

いて、既に事務局の方でお考えだろうと思いますが、確認の意味でこういう点はどうなん

でしょうということでお尋ねしたいと思います。 

 農地が減少しているという現象をどのようにとらまえるのか。量は減っても農地が減少

した部分は生産性の低い中山間地域の農地なのか。生産性の高い優良農地がどの程度減少

しているのかという区分がきちんとできているのかどうか。 

 耕作放棄地の問題というのが、あるいは農地の減少が耕作放棄地だとした場合、食料自

給率へどのようにインパクトを与えているのか。耕作放棄地が１単位増えると食料自給率

にどれだけのインパクトがあるのかということについての関係性はどうなのかということ

です。それから、耕作放棄地の問題というのは、食料自給率の問題だけでなく農業を行う

ことによって多面的機能ないし環境保全機能を果たしてきたものが担い手がいなくなって、

そこが耕作放棄されることによって環境悪化が起こっている。その被害額はどのように考

えたら良いのかということで、食料自給率と耕作放棄の問題と環境の問題の関係性はどう

なのだろうか。そして、水田と畑との違いあるいは農業基盤整備ができているところとで

きていないところで、耕作放棄地が違うとした場合にその重みも違ってくると思うので、

そうした質の問題について私たちはどのように認識したら良いのかということをお尋ねし

たいと思います。更に高齢化が進んで耕作放棄地が増えたとしても、これはある意味で効

率性の観点からいうとプラスなのかもしれない。非常に平場で良い農地が残って耕作放棄

地の問題として環境悪化に対するそれなりの手当ができているとするならば、農地の高度

化ないし質の向上について、もっと農業基盤整備の資本投下をする意義があるのかどうか。 

 このような点について、今後の長期計画についてどのように考えたら良いのかというこ

とについて注意をしておきたいと思います。 

 それから、９ページのグローバル化の話ですが、いわゆるエネルギー効率あるいは低炭

素農業生産技術の観点が入っているのかどうか。価格競争だけでＷＴＯの話をしていると

は思えないので、今後、日本がある程度戦略的にデジュールスタンダードというのでしょ

うか、公的な意味で農業生産の標準化のようなものを目指して環境に良いような標準化さ

れた生産物、そういうものが既にあるのかもしれませんが、そういうものしか輸入しない
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とか、価格競争だけでなく、そこに他の意味合い、環境とか労働とかを含めたグリーン調

達的な部分もあるかもしれませんし標準化のようなものについて、どのように戦略として

日本が付加価値を高めていく上で比較優位性を持つようなお考えがあるのかどうか、そう

いう点についてこの国際交渉の時に何か日本の切り札としてあるのかどうかということも

考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○田上 首席地域計画企画官  

 耕作放棄地が食料自給率に与えるインパクトということで、実は２ページにあるとおり、

食料・農業・農村基本計画ですが、今の農地面積は474万haですが、平成27年度には450万

haになるという予想をしています。 

 この中に、当然耕作放棄地がどれだけ推測されるかという数字も入っています。 

例えば、耕地利用率を105％まで上げていけば、食料自給率は今の40％が45％に上がっ

ていくということで、推測ですがそのような数字の整理が今の基本計画の中でされていま

す。それから具体的な数字は今言えませんが、当然基盤整備をやっているところとやって

いないところでは、耕作放棄地の規模というものに全く差が出てきているという調査結果

も出ています。そういう意味で、耕作放棄が進むと農地が減少するというのは条件の悪い

ところ、例えば基盤整備が進んでいないところとか農地の受け手がいないというのは、や

はり農地の条件が悪いとか土地条件が悪いということですので、やはり中山間地域が減少

が激しいという状況ではないかと考えています。 

○山下 農村振興局次長 

 農政全般に関わることなので、私からお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、農地の減少ですが、今まで農地が減少したというのは２つの要因で減少していま

す。半分は農地のかい廃です。これは、条件の不利な中山間地域のところを中心としてか

い廃が起こっていて、それは耕作放棄から始まっています。 

 もう１つは、平場の優良な農地で発生しています。これはどういう現象かといいますと、

平場の優良な農地というのは、まさに、住宅とか工業用地とかの都市的な需要と競合する

ところです。ここは、ゾーニングということで農振法とかあるいは農地法の転用許可等を

行ってきてはいるのですが、かなりの農地が転用で失われてきています。 

 1961年（昭和36年）には609万haありました。その後100万ha造成しましたが、今は470

万haということで、240～250万haがなくなってしまったわけです。その半分はかい廃で、



 

- 15 -

半分は転用だということでございます。 

 それから、耕作放棄の発生の状況ですが、確かに今説明があったように中山間地域の条

件の悪いところで発生しているのが多いのは事実です。 

 ただ、 近の問題は、平場の優良な農地においても、価格が低迷しているというのが一

番大きな要因だと思いますが、農地の価格が下がってきているので零細な農家が農地を出

してきても、大規模な専業農家が地代の負担能力が下がっているので引き受けられないと

いう現象が生じて、このため耕作放棄が起こっているということが特徴的な現象だと思い

ます。耕作放棄は何が問題かといいますと、土地には外部性がありますので、あるところ

でポツンと耕作放棄が起こるとそこで木や草が繁茂します。そうすると隣の農地が日陰地

になります。そういうことで、隣の農地の生産性が落ちる。あるいはそこで害虫が発生す

るので、また生産性が落ちる。耕作放棄が耕作放棄を呼んでしまうという問題が生じてき

ます。したがって、耕作放棄が起こるということが農業生産の効率性を阻害するという大

きな問題があります。これは、土地の外部性に起因する問題でございます。 

 それから 後のグローバル化の問題ですが、標準化ということでどういう方法があるか

ということだと思います。 

 今のＷＴＯの農業交渉はどういう展開で動いているかといいますと、１つは、関税を引

き下げるという交渉です。もう１つは、貿易歪曲的な補助金を下げるという交渉です。そ

の中に輸出補助金というのがあるのですが、これについては、一番多く出しているＥＵが

撤廃するという方向で、これはもう決着済みです。あとは、貿易歪曲的な国内の補助金を

どう引き下げていくかを巡って交渉がなされているということです。 

 横山委員が今ご指摘の標準化については、現段階では交渉のテーブルに乗っておりませ

ん。唯一乗せようとしているのはＥＵであります。これは、どういうテーマで乗せようか

といっているかといいますと、地理的表示（ジオグラフィカル・インディケーション）と

いうものがあります。これは、ＴＲＩＰＳ協定というのがＷＴＯ協定の中にありまして、

ワインと蒸留酒については、強い地理的表示の保護が認められています。例えば、「ボル

ドー」という産地と関連したものについては、「ボルドー」という名前の表示が認められ

ないということです。つまり、日本が「ボルドー」と全く同じ製法でワインを作ったとし

ても、それには「ボルドー」という名前はつけられないということで、こういう地理的表

示がワインと蒸留酒で認められているのですが、これを全ての農産物に及ぼそうとしてい

るわけです。 
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 これは、品質とはダイレクトには関係ない、要するに生産工程のものについてそういう

保護をしようということをＥＵがやっていますが、これについては、アメリカとかオース

トラリアが反発しています。特に乳製品の分野でカマンベールというチーズは名前をつけ

られないということになるわけです。それと、根本的な問題が標準化の問題にはあります。 

それは何かというと、ＧＡＴＴの第３条に「内国民待遇の原則」というのがあります。 

これは、同一の産品については同じように扱わないといけないという原則です。 

 ところが、問題は産品に関連した製造方法の違いについては、例えばラベリングの違い

等は認められるのですが、産品の特徴と関係ない製造方法がちょっと違う、例えば環境に

優しい方法で製造した場合は、それをラベルに表示することを強制的に求めるということ

になると、産品非関連の表示ということになります。これは、一般に産品非関連のＰＰＭ

（プロセス・アンド・プロダクション・メソッド）という表現をします。そして、ＷＴＯ

でも今はまだ議論になっていませんが、将来的には大変な問題になってくると思います。 

例えば、遺伝子組み替え農産物を使った食品なのかどうかは外見からはわかりません。 

豆腐だとＤＮＡとかたん白質を調べればわかるのですが、醤油などはＤＮＡまで調べて

も区別がつきません。しかし、そういうものも全部表示させようというのがＥＵのラベリ

ングの規制です。しかし、モノ自体は同じなので、そのためには流通段階で分別、記録保

持等多大のコストがかかってしまいます。有機、非有機の生産方法で作られた農産物もモ

ノ自体は同じです。これを巡って将来大変な問題が起こるだろうということでございます。 

○三野 小委員長 

 長期計画に盛り込まれるのは次の段階ですが、情勢をどう考えるかということで、今ご

議論いただいております。 

○鷲谷 臨時委員   

資料にあげていただいたデータからも今後に大きな変化や変動というものが控えている

ことは予想できるわけですが、直接食料を生産する作物だけでなく家畜を育てる飼料作物

であるとか、エタノール発酵、水素発酵の材料にするエネルギー作物の需要などが急に高

まる可能性が考えられると思います。その際、「水田の有利性」すなわち生産が持続可能

であるということと、洪水等の減災から生物多様性まで多面的機能が豊かであるというこ

とを考えますと、稲をはじめとする水田で育てられる農作物を重視するとともに水田の量

を減らさない、もしくは今使われていない水田も復元が可能な形で維持するということは、

この分野ではとても重要な課題になってくるのではないかと思います。 
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○三野 小委員長   

ありがとうございました。 

 エネルギー作物のうち、ここで取り上げられているバイオエタノールは、農業の生産の

方に関わってくると思います。 

○鷲谷 臨時委員   

水田でできるものというのが重要だと思いますので、水田の量が減らないようにするこ

とが環境の上でもさまざまな生産上の問題に応える上でも重要ではないかということです。 

○三野 小委員長  

 ご意見という形で承っておきます。 

○鷲谷 臨時委員  

 エタノールに限らず、水素発酵の材料なども水田から生産するということも考えていく

必要があるようにも思いました。 

○三野 小委員長   

ありがとうございました。 

 その他ございますでしょうか。 

○生源寺 委員  

 横山委員のご発言とそれに関連する事務局のお二方のご発言と重なることが多いのです

が、農地の減少に関連して“自給力”、あるいは“潜在的な自給力“に対してどのぐらい

の影響があるかということもあると思います。 

 これは、たしか2002年に不測時の食料安全保障のマニュアルができていたと思います。 

それから、時折潜在的な供給力の推計などをされているわけですが、それとの関係で質

の面も含めた農地の動向がどういう影響を与えるかということも着眼点として必要かなと

思います。それをわかりやすい形で示すことも非常に重要ではないかと思っています。 

 それから、これは、山下次長のおっしゃった一種の外部性があるために耕作放棄が生じ

たところ以外にもいろいろなインパクトが生じるということの延長なんですが、中山間地

域等で個別的にかつ無秩序に耕作放棄が進んでいった場合、上手くいけば何とか保全・維

持できたものまでそれが非常に難しくなるというケースがあるわけです。 

 私どもは、ある意味で“計画的に”この“計画的”というのがある意味で大事なのです

が、後退させるという発想もとる必要があるのではないかと思います。そうすることによ

って、本来守れたはずのものを守れなくなったということを防ぐことができるのではない
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かと思います。これは、自然科学的なあるいは土壌学とかの知見と集落の中での暮らしな

り、生産の実態を加味して専門的で実践的なアドバイスが必要な要素ではないかと思いま

すので、ここも少しお考えいただいたら良いと思いました。 

 それから、もう１つ農村の変化、あるいは人口の減少、高齢化等があるわけですが、こ

れは、土地改良の前提条件という意味でいろいろな意味で制度的な問題があるのだろうと

思います。例えば、人口減少なり世代の交代にしたがって農地の中で不在村の所有者の農

地が次第に増えてきているように思います。一方で、企業の農業への参入ということも農

林水産省としても積極的に勧めたいという面もあるわけですね。そういう企業の参入のも

とで、貸借関係なり利用権の設定に入った農地について土地改良上これまでと同じような

形で扱えるのかどうかということがあるかと思います。ですから、いろいろな面で農村の

変化がこれまであまり表面化していなかったような問題を惹起し、そのことが土地改良を

推進する上で場合によっては、ネックないしはブレーキになるようなところもあると思い

ますので、その辺りも少しご検討いただけたら良いのではないかと思います。 

○三野 小委員長   

ご意見として承りました。 

○榧野 専門委員   

先ほどの鷲谷委員のご意見と関連しますが、資料にもよく出ていますが世界の食料のト

レンドは２つの要因によって変わりつつあるということです。 

 １つは、中国とかのアジア諸国の食べ方が変わってきて、穀物需要が増えたということ

です。もう１つは、バイオエタノールの生産用にトウモロコシなどが使われ出したという

ことです。そういうことで価格が上がっているということですが、そのことは日本の食料

供給からはリンクしないのかもしれませんが、逆に言うと穀物価格が上がるということは、

日本の農業のチャンスが広がるということもあるわけです。 

 この前、政府は日本のバイオエタノールの生産を600万klぐらいに増やすということを

言っていましたが、米も作る麦わらも木屑も使うという生産計画を出しています。 

 そういうトレンドが変わるという中で、それをどうやってこの土地改良長期計画につな

げていくかというための理論付けと、具体的にそういう食料確保の必要性が上手く結びつ

けば、この土地改良長期計画は意味があるものになるのかなという気がしますので、是非

その辺の整合性をつけていければ良いと思っています。 

○三野 小委員長  
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 ありがとうございました。 

 その他いかがでしょうか。 

○増田 特別委員 

 遊休農地の件ですが、私どもは約4,600haの受益があります。大規模開発は別として一

般的な転用が年間約20～25 haあります。 

 比率にしますとコンマ以下ですから0.8％ぐらい転用されていますが、その中身で遊休

農地になる確率の一番高いのは相続に伴う“不在村地主”です。 

 例えば、長男が農家をやっていて、次男、三男あるいは妹たちがしゃかりきになって、

兄弟同士で裁判をやっているということがあります。そうなりますと、この土地を復田化

しようとしても長男が残っているものですからできないわけです。そういう形で遊休農地

になっていくことが多いです。あるいは、先ほど次長さんがおっしゃいましたように、不

思議なものでそれを核として広がっていくんですね。自治体によっては「復田化対策」と

いいまして、昭和46年に水田再編対策が出て、水田総合利用対策のときに一旦転作をして

遊休農地になってしまったものが荒れてしまったものを復田化しようという政策がとられ

たことがあります。これと同じように、例えば農業委員会の組織の中で、自治体が遊休農

地を復田化しようという動きが出てきております。一番問題なのは、遊休農地、耕作放棄

地といいますか、これが増えてきたらいかに周りが優良な水田であってもそれが害虫の巣

になったりして広く迷惑をかけているということです。 

 都市化が進んで市街化でつぶれるという面積もさることながら、水田をそのままにして

おいた形で葦が生えて、草が生えてという遊休水田がありますが、今言ったように相続の

関係でそうなっているものが結構多いわけです。団塊の世代といいますか、 近、例えば

群馬県でありながら本人は大阪にいるとかという例が多く、結構全国に散らばっています。 

 これが、所有権だけ持っていてそれを離さない。では、誰か耕作してくれるかというと、

地元のこともあるので手を出さないという変なサイクルができてしまっています。 

こういう相続の問題はどうにかならないのかなと思います。 

 そのため、農業委員会とかを活用して相談していただいたりして、復田政策をとってい

ただければという考えを持っているんですが、所有権が邪魔をしてなかなかできないとい

うのも事実であります。 

○三野 小委員長   

ありがとうございました。 
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 その他ご指摘いただくことはございますでしょうか。 

 それでは、事務局からまとめてお答えすることがございましたらお願いいたします。 

○山下 農村振興局次長  

 特に鷲谷先生のご意見は資料２－１の１ページのところの「課題」の上から２番目の○

のところに、「将来の食料危機に対処するためには、輸出やバイオエタノール生産等を可

能とする効率性の高い農業の実現により、農地・農業技術等の農業資源を維持していくこ

とが必要」と書いております。これが意図するところは、水田は水田として維持するのが

一番適当だろう。しかし、人口が減少し１人当たりの米の消費量が減少するということで、

多分国内の食料需要だけから水田をとらえると、水田面積を相当縮小していかなければな

らないというのが誰でもできる見通しだと思います。 

 そうすると、先ほど生源寺先生がおっしゃったような「食料自給力」という観点からす

ると、食料危機のときに対応できるような農地や農業資源を維持していかなければならな

いので、水田を水田として維持していくことが重要になるのだと思います。 

 そのためには、ご指摘のあったように輸出とかバイオエタノールで海外の食料需要、あ

るいは非食料需要まで考えた生産をやっていく必要があるということになります。 

 そうすると、コストダウンができるようにしていかなければならないわけですが、幸い

なことに榧野委員からご指摘があったように国際価格が上がっております。これは、米の

世界でも相当タイ米の価格が上がっております。 

 実は、日本が「ＳＢＳ方式」ということで、中国やアメリカから買っている日本産米と

同じような品質の米の値段も数年前と比べると相当上がっております。ある程度努力すれ

ば中国産米やアメリカ産米と競争できるようなところまできているということで、我々と

してはもっとコストダウンを奨励する必要があるだろうと考えております。 

 そのためには、基盤整備等を含めた生産性の向上が必要だろうということだと思います。 

 それから、増田委員がご指摘になった相続の話は、実は、農林水産省が柳田国男以来挑

戦し、小倉武一も民法を改正しようと挑戦したのですが、果たせなかった見果てぬ夢なわ

けです。ただ、そうはいっても農地制度の検討スタディも今やっていますので、そういう

ところで検討していきたいと思っております。 

○三野 小委員長  

ありがとうございました。 

 これは、これからもこの委員会で議論が続く課題でございますので、本日は、とりあえ
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ずこの辺りで終わりにして次に進みたいと思います。 

 それでは、続きまして、「土地改良事業の費用対効果分析手法の改善」について、事務

局より報告をいただきたいと思います。 

○角田 事業計画課長  

 それでは、資料３－１をご覧下さい。 

 土地改良事業の費用対効果分析手法の改善については、平成16年度からこの小委員会で

ご議論をいただいてまいりました。今年度においても、８月28日開催の第２回企画小委員

会の場で取りまとめの基本指針及びマニュアルの素案をお示しして、基本的なご了解をい

ただいたところです。 

 その後、指針及びマニュアルを事務的に詰めまして、今回このような形で施行していき

たいということでご報告申し上げます。 

 まずは、「１．検討の経緯」です。 

今申し上げたようなことが書いていますが、特にこの基本指針とマニュアルの案を取り

まとめた段階で昨年12月の中旬頃からパブリックコメントも行い、いろいろ意見をいただ

きました。実際にこれを活用して費用対効果分析をされる農政局や県、市町村の方々から

技術的なご質問等を多々いただきましたが、そういった疑問にも答えていく形で修正し、

また質疑応答集も作りながら整理をしました。 

 次は、「２．評価方式及び分析手法の改善内容」です。 

 まずは、これまでの評価方式というのは工事期間に発現する効果が把握されていないと

いうこと、それから、ライフサイクルコストの低減について評価する形になっていません

でした。このため、今回一定の評価期間を定めてその期間における費用と効果を全て算定

できるような方式、つまり「総費用総便益比方式」に変換していくことにしたということ

で、算定方式の抜本的な改革というのが１点です。 

 ２点目は、評価項目を食料・農業・農村基本法に基づく４つの理念に則した体系に整理

統合しました。その上で、分析手法について以下３つの改善を施しました。 

 １つ目は、更新事業が主体となっていることに対応して事業を実施した場合としなかっ

た場合について比較検討してその効果を積み上げて算定する方式に改善しました。 

２つ目は、土地改良事業の有する外部経済効果を適切に評価するための算定手法の改革

ということで、「仮想市場法（ＣＶＭ）」、「トラベルコスト法（ＴＣＭ）」といった手法を

正式に導入することにしました。 
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 ３つ目は、これまで評価されてこなかった効果項目である「耕作放棄防止効果」や「農

業労働改善効果」という項目を新たに追加しました。資料３─２がこうした改善内容を反

映した基本指針(案)で、これを農林水産省の農村振興局長通知の形で３月中旬を目途に施

行したいと思っています。そして、平成19年度の事前評価から適用していくということで、

実際的には、平成20年度の新規採択地区からこの方式で運用を開始したいと思っています。 

 基本指針（案）の４ページをお開き下さい。 

効果体系の見直しということですが、今回、基本法の４つの理念に則して効果項目を全

部で18項目に整理統合しました。そして、参考項目として※印がついている「食料の安定

供給に関する効果」、「地域経済への波及効果」については、効果としては直接算定はしま

せんが、事業を実施することによる波及的な効果という意味でお示しすることができる形

にしました。 

 ５ページは、この18項目が全ての土地改良事業に見られるということではなく、土地改

良事業は、用排水の整備や区画整理、農道の整備等さまざまな事業及び工種があるので、

工種ごとにどの効果項目が主に適用できるのかという標準的な考え方の整理を示したとこ

ろです。もちろん、この標準パターンから外れるものについては、個々の事業ごとにその

ような効果があるとすれば、それは算定していただけるという柔軟性を持った形にしたい

と思っています。また、分析の基本的事項ということで算定の考え方を書いていますが、

基本は総費用総便益比方式ということで評価期間の総便益と総費用を全て算出してその比

が1.0を上回るというのが基本です。これが、「すべての効用はすべての費用を償う」とい

う土地改良法の規定に則した要件をクリアーするという項目です。 

 もう１つ、経済的な観点からは「受益者の負担能力の限度を超えないこと」という規定

がありますが、これについては、年の総農業所得と事業の年償還額を比較して、20％以下

であるという指標を新たに入れていきたいと思っています。これは、更新事業が主体であ

るということに対応した新しい指標です。他方、これまで行っていた年の増加農業所得額

を指標としたものについては、機能向上を行う事業がある場合は、これまでの指標も使え

るという形で整理しました。 

 ６ページは、評価対象期間は「工事期間＋40年」ということで、期間を設定したという

ことです。 

７ページは、総費用の算出の仕方の計算式を書いていますが、この評価期間全体におけ

る事業費を評価時点の現在価値化した形で集計して、それに加えて更新事業が主体になる
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ので、事業着工時点での従前の施設の残存価値も費用に加えます。そして、評価期間終了

時点での施設の残存価値をコストから減らします。つまり、ライフサイクルコストの低減

と長寿命化を図っていった場合には残存価値が高くなりますが、それをコストから引くこ

とで対応していきたいという整理です。 

 ８ページ以降は、18項目の個々の効果についての考え方を解説しました。 

 このような形で基本方針を定めることとあわせて、その具体的な解説書を「土地改良事

業の費用対効果分析マニュアル」という形で別途作成しています。 

資料３─３は、ダイジェスト版ということで薄いものになっていますが、本体は厚い解

説書になっています。実際に算定される方に使っていただき、これを改良しながら更に良

いものにしたいと思っています。 

 いずれ全国的に説明会等を行いながら、新しい手法が早く定着するように努力したいと

思っています。 

 以上、ご報告します。 

○三野 小委員長 

 ありがとうございました。 

 これは、来年度の事前評価からとしますと今まで行っている「再評価」と混乱は生じま

せんか。補助事業との関連でのことですが、その辺が心配です。どのような取り扱いにな

るのでしょうか。 

○角田 事業計画課長 

 補助事業については、まだ再評価においてB/Cの算定までは行っていませんので、その

意味では、計画変更において適用していくということです。 

○三野 小委員長 

 何かご指摘いただくことはございますでしょうか。 

 かなり抜本的な評価方法の変更になろうかと思いますが。 

 無いようでしたら予定していた時刻になりましたので、これで終了したいと思います。 

○中條 農村振興局長  

 本日は今年度 後の企画小委員会だと思います。 

この１年間、本当にありがとうございました。 

 今年のテーマは「国と地方との適切な役割分担」ということで、昨年７月からお願いい

たしました。その時のご論議をお伺いしていましても、「なかなかよくわからないテーマ
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だ」ということでございました。 

 ただ、ご案内のとおり昨年、行政改革推進法が成立いたしまして、そういうことも受け

まして、このような流れになったということでございます。多岐にわたり、また真に当た

ったご論議をいただきまして、誠にありがとうございました。 

水田と畑に分ける対策をしっかりしていただき、そして、国営と県営のそれぞれが持っ

ている役割分担をきちんと処理をさせていただきました。とりわけ長い歴史の中で、国営

事業と県営事業の役割はそれぞれ定着しているのを、今の時期に抜本的に変えることの是

非ということについて、委員の方々から私どもは再認識をさせていただいているような思

いでおります。 

 このあと、私どもはこの報告を重く受けまして、今後どう扱うかということについて内

部で十分審議いたしまして、私どもの施策に反映していきたいと思います。 

 本当にどうもありがとうございました。 

○三野 小委員長  

 それでは、議事進行を事務局にお返ししますので、よろしくお願いいたします。 

○角田 事業計画課長 

 熱心なご議論をいただき、大変ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成18年度第９回の企画小委員会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

――了―― 


