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中間とりまとめ（案）に対する審議会委員の意見及び「土地改良長期計画（案）」についての意見・情報の反映方針（案）資料２－４
１ 中間とりまとめ（案）に対する審議会委員の意見とその反映方針（案）

事 項 委 員 の 意 見 反 映 方 針 （ 案 ）

計画の冒頭 ◆土地改良長期計画は食料・農業・農村基本法や ◆計画の冒頭に前文を挿入し、食料・農業・農村基本
土地改良法が根本にあり、法の基本理念や土地 法の理念及び土地改良法の理念を記述する。
改良事業の目的を記述すべき。

第１ 土地改良事業について ◆安全・安心な食料供給のための基盤の整備とい ◆「現下の課題」の項の中で、「食料自給率の低下」を
の基本的な方針 う位置づけが必要。 明記し、「安全な食料の国内自給や安定供給に関する

国民・消費者の関心の高まり」について記述する。

第２ 事業の実施の目標及
び事業量
「自給率向上に向けた食料供 ◆「食料供給力」は輸入や備蓄、流通など消費者 ◆現下の課題を踏まえ、自給率向上に向けた食料供給
給力強化」の視点 に食料が届くまでの過程も含む考え方だが、土 力強化の視点に立って、政策目標を設定する。

地改良は農業生産基盤の整備をすることから
「食料生産力」または「食料自給力」の方がふ
さわしいのではないか。

「田園環境の再生・創造」 ◆政策目標の視点１つとなっている「地域の再生」 ◆田園環境の再生・創造の視点に立って、共生・循環
の視点 はむしろ「田園生活空間の再生」ではないか。 を活かした個性豊かで活力ある農村づくりを進める

観点を踏まえた記述とする。

「農村協働力の形成」の視 ◆「女性」の参加を、「男女共同参画にも配慮し ◆農村協働力の形成の視点からの政策目標に、住民意
点 つつ」とし、様々な段階で女性の役割を尊重し 見の反映、男女の共同参画を図りつつ計画を推進す

てほしい。 る旨を記述する。

第３ 計画の実施に当たって
踏まえるべき事項
(2)国と地方公共団体、土地 ◆地方分権の推進を図るべき。 ◆計画の実施に当たって踏まえるべき事項の「国と地
改良区等の役割分担と連 方公共団体、土地改良区等の役割分担と連携強化」
携強化 において、地方分権改革推進法の理念にのっとる旨

を記述する。

(4)地球環境問題への対応 ◆地球温暖化対策の具体的施策を考える場合、常 ◆地球環境問題への対応に、バイオマス利活用の推進
に最新の技術を導入するとともに、さらに新た を明記するとともに、新技術の活用を図りつつ、そ
な技術革新を促すような仕組みが必要。 の成果を早期に具体化することとする旨を記述する。
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２ パブリックコメント意見項目とその対応方針（案）

事 項 意見項目 対応方針（案）

第１ 土地改良事業につ （国民理解の促進・将来ビジョンの
いての基本的な方針 提示）

･食と農、農業農村の正しい理解を促 ・本計画の目標を設定するに当たっては、国民・消費者の視点からわかり
進することが必要。 やすいよう、将来のあるべき姿を示しながら、5年間の計画期間に対し、三
・長期のイメージの中で今回の計画を示 つの視点、六つの政策課題や具体的成果目標を設定して取り組むことと
すべき している。（資料2-2）
・５年・10年後の将来を示してほしい
・現下の課題に対する「土地改良」の果
たす役割の説明

第２ 事業の実施の目標 （目標達成のための課題）
及び事業量 ・国による支援の充実、地元負担の軽 ・本計画における目標の実現に向け、必要に応じ、事業制度の見直しや拡

減 充等を講じていくこととしている。
・事業の実施に当たっては、他の農業施策や農村振興施策との連携を十
分図りながら、目標の達成にむけ努力するとともに、地域の多様なニーズ
に応じた整備を進めていくこととしている。

（政策目標・数値指標の立て方） ・国民・消費者の視点からわかりやすいよう、5年間の計画期間に対し、三
・現場を知り声を聞く、消費者を巻き込 つの視点、六つの政策課題や具体的成果目標を設定して取り組むことと
んだ目標とする している。（資料2-2）
・食料自給率を何％向上等、国民や農 ・本計画は土地改良事業の計画的かつ総合的な実施のための国全体の実
家等に直接的に響く見せ方が必要 施方針を示すものであり、地域別の方針は定めていないが、これまで地方
・地域性を考慮した方針が必要 懇談会や審議会による現地調査を実施し、地域の意見を可能な限り反映

してきているところ。

「自給率向上に向けた食料 （自給率向上の要望）
供給力強化」の視点 ・この視点はわかりやすい

・効率良く基盤整備を推進し、自給率向 ・主旨を踏まえた計画内容としている。
上と食の安全・安心の確保する必要
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事 項 意見項目 対応方針（案）

① 効率的かつ安定的な （規模拡大と担い手育成の必要性）

経営体の育成と質の高い ・大区画の基盤整備は絶対必要 ・農業の体質強化を推進するため、本計画では、「効率的かつ安定的な経

農地利用集積 ・農地集積を強力に推進する必要 営体の育成と質の高い農地利用集積」を政策目標として掲げ、特に面的

・規模拡大が、結果として、小規模農家 集積率の向上を新たな目標として設定したところ。

等へ悪影響を及ぼすことを懸念 ・事業の実施に当たっては、他の農業施策や農村振興施策との連携を十

分図りながら、目標の達成にむけ努力するとともに、地域の多様なニーズ

に応じた整備を進めていくこととしている。

（数値指標の立て方）

・経営規模拡大や耕地利用率を（基盤 ・食料供給力の強化を図るためには、経営規模の拡大や耕地利用率の向

整備の）目標とするのは妥当か 上、効率的安定的経営体の育成は不可欠。基盤整備はこれらを進めるた

・農業生産法人等設立についての目標 めの大きな契機であることから、事業実施の目標として数値目標化してい

は必要か るもの。

② 農業用用排水施設の （ストックマネジメントの必要性）

ストックマネジメントによる ・この政策目標は評価できる

安定的な用水供給機能等 ･水源からほ場に至る水供給の確保が ・主旨を踏まえ、安定的な用水供給機能等の確保にあたっては、水源から

の確保 大切 ほ場に至るまでを配慮した記述としたい。

･ストックマネジメントは、幅広く農業用用

排水施設全体に必要

③ 農用地の確保と有効 （水田の汎用化等）

利用による食料供給力の ･水田の汎用化対策、裏作推進を重視 ・主旨を踏まえ、他用途米等多様な作物の導入に適した基盤整備を進める

強化 すべき ことにも配慮した記述としたい。

･米を米粉、飼料、燃料など用途拡大

を図ることを推進する必要
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事 項 意見項目 対応方針（案）

（その他）

・耕作放棄地対策、優良農地の転用、 ・本計画においては、耕作放棄地の発生防止を図り優良農地を確保するこ

中山間地域の保全、都市農業の振興 とに視点をおいて新たな目標を設定している。また、鳥獣害被害の軽減も

が重要 目標に含めたところ。

・事業の実施に当たっては、他の農業施策や農村振興施策との連携を十

分図りながら、目標の達成にむけ努力するとともに、地域の多様なニーズ

に応じた整備を進めていくこととしている。

「田園環境の再生・創造」の

視点

① 田園環境の再生・創造 （農村環境の保全の視点）

と共生・循環を活かした個 ･農村環境の再生・創造は、農村に住む ・田園環境の再生・創造は、国民・消費者にとっても重要な課題であること

性豊かで活力ある農村づ 人々全体の課題 から、本計画においては、生物多様性に配慮した生態系のネットワークの

くり ・生物多様性戦略の施策への反映が重 保全や、良好な景観の保全・創出を、新たに目標に設定したところ。

要 ・水管理を通じた自然環境の保全・再生の推進にも配慮することとしてい

・生物多様性の保全・水環境の形成が る。

重要

（環境・景観の形成にかかる負担） ・土地改良事業における環境等への配慮の取組については、農家負担が

・環境・景観整備の負担を農家にまで 軽減されるよう、国による支援や地方財政措置等を行ってきているところで

求めるべきか ある。

② 減災の観点も重視した （ため池整備の必要性）

農業災害の防止による安 ・老朽化ため池の早期改修が必要 ・今後、ため池等の整備を推進するとともに、その防災情報の的確な伝達シ

全・安心な地域社会の形成 ・ため池の多目的利用、多面的機能の ステムの構築やその共有化を推進することとしている。

への貢献 促進が重要
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事 項 意見項目 対応方針（案）

「農村協働力の形成」の視 (農地･水･環境保全向上対策の必要

点 性)

① 農村協働力を活かし、 ・本施策は農地・農村を次世代に引き ・主旨を踏まえた計画としている。

集落等の地域共同活動を 継ぐために重要

通じた農地、農業用水等の ・誰でも参加しやすい体制づくりを要望 ・本計画の実現に向け、必要に応じ、事業制度の見直しや拡充等を講じて

適切な保全管理 ・管理負担が集中する耕作者や、非農 いくこととしている。

家への支援が重要 ・事業の実施に当たっては、他の農業施策や農村振興施策との連携を十

分図りながら、目標の達成にむけ努力するとともに、地域の多様なニーズ

に応じた整備を進めていくこととしている。

第３ 計画の実施に当たっ （施策の連携）

て踏まえるべき事項 ・用水路への宅地排水の流入問題等、 ・施策連携の強化を図ることとしており、主旨を踏まえた計画としている。

(1)施策連携の強化 省庁間連携による総合的整備が必要

・海岸保全事業、農林漁業事業、生産・

流通・消費等の施策との連携が必要

（ソフト事業との連携）

・収益向上に向け、ソフト面にも重点を

置いた政策の推進

(2)国と地方公共団体、土 （食料の安定供給における国の責務）

地改良区等の役割分担 ・食料の安定提供は国の責務であり、安 ・食料の安定供給や国土保全等の多面的機能は国の責務としている。

と連携強化 易な地方分権では、責任ある基盤整

備や食料の安定供給は困難

・受益面積が減少しても国営事業で更 ・国と地方自治体、土地改良区等との連携強化を図りながら、地域のニー

新整備ができるよう要望 ズに応じた整備を進めることとしている。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

（土地改良区等の活性化）

・組合員の減少等を踏まえ、土地改良 ・土地改良区等の活性化を図りつつ、体制整備等に留意しながら、事業を

区の活性化が重要 進めることとしている。

（地方の主体性）

・地域特性に合わせた土地改良が最も ・地域の立地条件や整備水準等に応じた効果的な整備を推進することとし

効率的・有効であり、地域に任せること ており、主旨を踏まえた計画としている。

が一番良い ・なお、農地、農業水利施設は地方圏に、消費者は都市圏に偏在するた

め、地方公共団体の自発性のみに整備を任せると国全体として望ましい

食料の安定供給や多面的機能の確保のための整備がなされないおそれ

があることから、土地改良事業に国が関与していくことが必要である。

(3)地域の特性に応じた整 ・地域特性に応じた整備の実施を要望 ・地域の立地条件や整備水準等に応じた効果的な整備を推進することとし

備 ており、主旨を踏まえた計画としている。

(4)地球環境問題への対応 ･地球環境課題への適切な対応、バイ

オマスの利活用、クリーンエネルギ ・これらは、事業実施に当たり踏まえる事項として記載しており、主旨を踏ま

ーの導入推進、特に水力発電の推進 えた計画としている。

（基準の見直し）

・温暖化の影響から計画基準雨量等の

見直しが必要 ・現在、地球温暖化の影響や対応策等についての検討を行っているところ

である。必要に応じ、適切に対処していくこととしている。

(5)情報化の推進、技術の ・ハード・ソフトの連携、農地情報の共有 ・基礎的な情報基盤の整備を促進し、農地の利用促進やストックマネジメン

開発 化の推進 トに活用することとしており、主旨を踏まえた計画としている。

(6)入札契約の透明性、競 ・計画（案）は時勢に適切に対応

争性の拡大




