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パブリックコメントの結果パブリックコメントの結果

農村振興局

平成２４年 ３月 ８日平成２４年 ３月 ８日



パブリックコメント（期間：平成23年11月20日～12月21日）の結果

○全体で43人・団体から延べ153件の意見等が提出。
○職業別では、公務員が全体の5割を占め、農業者、土地改良区・土地改良団体職員が4割弱。
○年代別では、50歳代が全体の約4割を占め、次いで40歳代が約2割。
○性別は、男性が約9割。

※◎は、特に意見が多かった事項

◎意欲ある多様な経営体への面的集積、意欲ある多様な経営体の育成・確保　【政策目標１】
◎農業水利施設の戦略的な保全管理　【政策目標２】
○戦略作物等の生産拡大のための水田の汎用化　【政策目標２】
○土地改良施設の耐震強化　【政策目標４】
○地域が主体となった地域資源の保全管理　【政策目標６】
◎土地改良区が果たすべき役割の拡大　【踏まえるべき事項】
◎土地改良負担金の軽減　【踏まえるべき事項】
○地球環境問題への対応　【踏まえるべき事項】

農業者、土地改良区・
土地改良団体職員

◎農地や農業水利施設等の迅速な復旧　【政策目標３】
◎防災・減災対策の推進　【政策目標４】
○再生可能エネルギーの導入促進　【政策目標７】
○施策の連携強化と総合化　【踏まえるべき事項】

公務員等

◎農業の体質強化　【政策目標１】
○リサイクル施設の整備　【政策目標７】
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パブリックコメントの主な意見項目と対応方針（案）

事 項 意見項目 対応方針（案）

第１ 農業・農村をめぐる ※ページ番号は計画（案）本文のページを示す。
課題と土地改良事
業の基本方針 (基本理念)

１．土地改良事業の基本方 １ 基本理念を｢食を支える水と土の再 １ 人（担い手）づくりに関しては、政策課題１(P10)及び施策１(P16)等にお
針 生・創造及び人づくり｣としてはどうか。 いて、｢地域の中心となる経営体の育成・確保を図る｣と記述しており、基本
(P3.3行目～13行目) 理念の｢食を支える水と土の再生・創造」には、人づくりについても包含され

ていることから変更しない。

２．食料・農業・農村をめぐ （食をめぐる危機）
る内外の情勢 ２ 人口が減少し農業水利施設の更新 ２ 人口が減少に転じることで農業水利施設の更新等に要する費用を賄え

(P3.15行目～P6.24行目) や維持管理費用が賄えなくなることが想 なくおそれがあることは断定できないので記述しない。
定される。

３ 世界人口について、既に70億人を ３ 23億人の増加が見込まれるのは2009～2050年にかけてのことであるの
突破し、2050年には90億人以上、そのう で時点を記述する(P4)。
ち発展途上国だけで23億人の増加とあ
るが数字が矛盾するのではないか。

４ BRICS諸国は途上国か。 ４ ｢新興国｣に修正する(P4)。

５ 輸入農産物等の増大は農業の国際 ５ 輸入農産物増大の背景は他にもあることから、｢食生活の多様化や農
化が進展したことが要因ではないので 業の国際化の進展等を背景に、輸入農産物や輸入食品が増大｣と修正す
はないか。 る(P5)。

（国土の危機）
６ 年平均235回生じている集中豪雨の ６、７
定義はなにか。 主旨を踏まえ、｢50mm／h以上の降雨で見ると、平成11年～22年で年
７ 集中豪雨の回数で、過去20年間で 平均226回生じており、昭和51年～61年の168回と比べ1.3倍と頻発｣と修正
1.5倍と頻発とあるが、わかりにくい。 し、注釈を追加する(P5)。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

８ 「放射性物質により土壌が汚染され ８ 主旨を踏まえ、「放射性物質により土壌が汚染されたことは国土の危機」
たこともまた国土の危機」との付随的な と記述する(P5)。
表現を改められたい。

９ 原発事故に係る風評被害に対する ９ 風評被害の対応については、本計画に馴染まないことから記述しない。
対応も含めるべきではないか。

３．土地改良事業の目的 10 ｢意欲ある多様な経営体｣と｢意欲あ 10 基本方針・行動計画の取組方針において、徹底した集落・地域の話し
(P6.26行目～P9.2行目) る経営体｣が使い分けられているが統一 合いを通じて、今後2年間で人と農地の問題を抱えるすべての市町村、集

すべきではないか。 落で｢人・農地プラン｣を策定する。中間とりまとめでの｢意欲ある多様な経営
体｣を本計画案では同プランに位置づけられた｢地域の中心となる経営体｣
とし、中心経営体への農地集積を加速化するための基盤整備に重点化し
て推進する(P16）。また、現在地域の中心となる経営体に位置づけられてい
ないが、経営規模の大小にかかわらず意欲的に取り組んでいる経営体で
将来地域の中心となる素養を有した経営体を｢意欲ある経営体｣と記述する
(P18)。

11 震災による津波で排水機場が被 11 主旨を踏まえ、｢東北地方太平洋沖地震で発生した津波により、沿
災。土地改良区は地域排水機能を回復 岸地域では農業用用排水施設が壊滅的な被害を受け地域の排水機能が
すべくゲート等を懸命に復旧したことを 失われた。この際、土地改良区は、農業面での利用の必要に先行して、
地域の共有・共用の社会的共通資本の 地域排水としての施設機能を回復させるべく、排水ゲート等の復旧に
例として記述すべきではないか。 懸命に取り組んだ。このことは、農業用用排水施設が正に地域の社会

的共通資本としての役割を果たしてきたと同時に、農業用用排水施設
の維持・管理が地域社会の形成と密接に関わってきたことを物語って
いる｣と記述する(P7)。

12 土地改良区の役割を明確にするべ 12 「踏まえるべき事項 ５ 土地改良区が果たすべき役割の拡大」に記述
きではないか。 済み(P37)。

13 農業水利施設等の管理において、 13 施設管理について、「地域全体による取組の必要性への理解を促進
地域住民等の参加を求めるには深い理 し、多様な活動をさらに推進することによって、社会的共通資本としての｢水
解が不可欠である。 と土｣を再生し、創造していくことが必要」と記述する(P8)。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

第２ 本計画における政策
課題

政策課題１：農を「強くする」 14 国際化や自由化に対する｢圧力｣と 14 米国のみを意識して記述したものでないため修正しない。
(P10.4行目～P11.13行目) の記述は米国に対する直接的な表現と

感じられる。｢流れ｣や｢要望｣が良いので
はないか。

15 土地改良事業の今日的意義につい 15 主旨を踏まえ、｢農業の低コスト化等を可能とする土地改良事業は、
て、産業的観点から製造業の設備投資 農業を産業として捉えた場合、成長産業として発展させるための、い
に匹敵し農業の競争力を左右するのは わば製造業における設備投資に匹敵するものであり、食料生産の体質
基盤整備の有り様であることを強調され 強化を図る上で重要な役割を果たすことが期待されている」と記述す
たい。 る。(P10)

16 営農組合等による規模拡大だけで 16 ｢基盤整備実施地区において、新規就農者も含めて、地域の中心とな
なく個人の経営能力を育成することが る経営体（個人・法人・集落営農）の育成・確保を図る｣と記述する(P10,18)。
地域を｢育む｣ことにつながるのではない
か。

17 農業水利施設のストックマネジメント 17 効果的かつ効率的な社会的共通資本の形成のため、社会資本整備重
から一歩踏み出し、再編、高度化、転用 点計画等他の公共事業計画との連携実施を図っていくこととしている。これ
等も選択肢として位置づけ、例えば他 には、政策の総合化を含めている(P37)。
種利水との共同事業化等政策の総合
化も求められるのではないか。

政策課題２：国土を「守る」 18 市町村の復興計画の策定支援に 18 「復興マスタープランに基づき、国の職員を県、市町村に派遣すること
(P11.16行目～P13.19行目) は、国、県、市町村の連携が必要では 等により、市町村の復興計画の策定やその実現に向けた取組支援を継続

ないか。 していくことが重要」と記述済み(P12)。

19 農地の除染について、消費者が安 19 「安全な農作物が生産できるよう、放射性物質に汚染された農地や草
心して農産物を購入できる視点を追記 地の除染を着実に推進することが課題」という内容を記述しており、この文
されたい。 意に含まれるため記述しない(P12)。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

20 農産物に対する放射性物質の検査 20 農産物に対する放射性物質の検査体制の整備は、本計画には馴染ま
体制整備が早急に必要ではないか。 ない。

21 「農業災害」の定義が不明である。 21 主旨を踏まえ、｢農地・農業用施設の災害｣に語句を修正する(P12)。

22 ｢健全な農業生産活動を通じて｣は、 22 主旨を踏まえ、｢健全な農業生産活動を通じて、水田で雨水を一時
｢水田で雨水を一時的に貯留｣にかかる 的に貯留し、時間をかけて下流に流出することで洪水を防止・軽減｣
のではないか。 と修正する(P13)。

政策課題３：地域を「育む」 23 水田の貯留効果を発揮するには徹 23 多面的機能の説明のため日本学術会議での評価額を記載したもので
(P14.1行目～P15.4行目） 底した管理が必要であり過大評価としな ある。

い表現が望ましい。

24 多面的機能を維持するには、林地、 24 意見の主旨は理解しており、効果的かつ効率的な社会的共通資本の
水源地、河川についても一体的整備が 形成のため、他の公共事業計画との連携実施を図っていくこととしている。
必要である。 (P37)

25 農地･水・環境保全向上対策と農地 25 農地・水保全管理支払に語句を統一する(P14など）。
･水保全管理支払が使い分けられてい
るが統一すべきではないか。

26 地域を｢育む｣のは、農地・水保全管 26 農地・水保全管理支払等の｢等｣には、中山間地域等直接支払制度を
理支払いだけでなく中山間地域等直接 含んでいる(P14)。
支払制度による役割もある。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

第３ 政策課題を達成する

ための目標と具体の

取組

【政策目標１】

農地の大区画化・汎用化等 （意欲ある多様な経営体への面的集積）

による農業の体質強化 27 経営規模目標については地域によ 27 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

(P16.14行目～P19.3行目) って状況が異なるので、地域を区分す 実施方針を示すものであることから、地域別の方針は定めていない。なお、

る必要がある。 地方懇談会等で地域の意見を出来るだけ反映してきているところ。

28 中山間地域で10～20haの経営規模 28 基本方針・行動計画では、全国トータルの農業構造として、平地で20～

は農村の実態を無視した非現実的なも 30ha、中山間地域で10～20haの経営体が耕地面積の大宗をカバーする構

のではないか。 造を目指すこととしたもの。

一般論としていえば、中山間地域で10～20haの経営体を実現すること

は、平地の20～30haに比べて難しいが、土地利用型農業については、中

山間地域においても機械の共同利用等により低コストが図られるよう、集落

営農の組織化・法人化等を推進していくことは重要。他方、経営の複合化・

多角化等を図る場合は、それほどの規模がなくとも安定的な経営が行える

と考えられ、今後、各集落・地域における徹底した話し合いの中で、地域が

目指す農業の展開方向を踏まえ、どの程度の規模を目指していく必要があ

るかをよく議論して頂きたいと考えているところ。

なお、10～20haが、個々の経営体が一律に目指す経営規模との誤解が

生じないよう、「地域の中心となる経営体への農地集積の加速化を図り、

持続可能な力強い農業の実現を目指す」と修正する(P17)。

29 大規模経営の一方で小規模農家は 29 ｢経営規模の大小に関わらず、意欲ある経営体による経営の複合化や

離農を余儀なくされる。小規模農家の 多角化等の取組を支援する｣と記述済み(P18)。

農政上の位置づけが不透明である。 経営規模に関わらず、気象・環境条件を活かし野菜等を取り入れた経営の

複合化や6次産業化に取り組んでいる経営体（者）に対し支援。また、戸別
所得補償制度により、経営規模に関わらず販売目的で交付対象作物を生

産する販売農家に対し支援。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

30 経営体の中で集落営農の位置づけ 30 ｢集落営農の設立と法人化を促進する｣と記述済み(P18)。

を記述すべきではないか。

31 ｢地域の協働力を活かした資源の保 31 主旨を踏まえ、｢資源の保全について地域の協働力を活かした取組を

全の取組｣だと地域の協働力が資源に 推進｣ と修正する(P17)。

かかってしまうので修正してはどうか。

32 地域協働力を活かした資源保全の 32 主旨を踏まえた内容となっている。

取組は農地・水保全管理支払が必要で

ある。

（水田の汎用化）

33 水田の大区画化と地下水位制御シ 33 主旨を踏まえた内容となっている。

ステムの導入は良いモデルとなる。

34 戦略作物の生産拡大のため、水田 34 主旨を踏まえた内容となっている。

の汎用化を強力に推進すべきではないか。

35 地下水位制御システムや直播栽培 35 水利権への影響が地下水位制御システムや直播栽培の普及を妨げる

は、水利権への影響が懸念されるた ものではないことから記述しない。

め、考慮しつつ推進する旨記述すべき

ではないか。

(畑地かんがい整備等の推進)

36 畑地かんがい整備の推進方策につ 36 ｢品質及び生産性の向上、高収益性の作物導入による農業所得の増

いて記述されたい。 大、経営継承の円滑化、輸出促進等を図るため、地域の特性に応じた畑

地のかんがい排水施設の整備を推進する｣と記述済み(P18)。

（意欲ある多様な経営体の育成・確保）

37 基盤整備をベースに６次産業化や 37 ｢関連施策との連携により、基盤整備実施地区における地域ぐるみでの

環境を議論すべきではないか。 ６次産業化の取組を推進する｣と記述済み（P18。環境に対する意見につい

ては後掲）。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

【政策目標２】 （農業水利施設の戦略的な保全管理）

農地・水等の生産資源の適 38 農業水利施設の保全管理に戦略的 38 主旨を踏まえた内容となっている。

切な保全管理と有効利用 な対応が必要。更新整備については計

による食料供給力の確保 画性をもって進めていただきたい。

(P19.6行目～P20.6行目)

39 中・小規模の農業水利施設の管理 39 土地改良区等が管理を行い費用負担することが原則であるが、特に公

に対して助成してほしい。 共性の高い基幹水利施設については、一定の助成が行われているところ。

40 水路の漏水や破損に対し、災害復 40 都道府県造成施設等の突発事故対応は、地域自主戦略交付金等によ

旧のような応急工事を行える制度はな り実施可能。また、農地周りの水路における簡易な補修等については、農

いか。 地・水保全管理支払により対応可能。さらに、平成24年度において、国営

造成施設において発生した突発事故対応を国が直接行う国営施設応急対

策事業を創設したところ。

（耕作放棄地の発生防止と解消）

41 ｢生産・経営関係のソフト施策｣の表 41 主旨を踏まえ、｢関連施策｣に修正する(P20)。

現はわかりにくい。

【政策目標３】

被災地域の災害に強い新 （農地・農業水利施設等の迅速な復旧）

たな食料供給基地としての 42 津波被災農地については、がれき・ 42 主旨を踏まえ、｢がれき・ヘドロ等｣に修正する(P20)。

再生・復興 ヘドロのほかに堆積土砂も含まれる。

(P20.22行目～P22.9行目)

43 除染時期について目標を定めるべ 43、44 除染については、環境省が中心となり政府一体で取り組んでおり、

きではないか。 本計画では農水省独自の取組として農地除染技術の実証について記述し

44 農業用施設の除染方法についても ている。

記述すべきではないか。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

（被災集落の復興整備）

45 被災集落の復興整備に際し、区画 45 主旨を踏まえ、｢区画整理等を活用し、震災地域の復興に必要な道

整理事業により公共用地の確保にも貢 路用地や集落移転用地等の公共用地の確保にも貢献する｣と記述する(P

献する旨記述すべきではないか。 22)。

【政策目標４】 （農地防災対策の総合的な推進）

ハード・ソフト一体となった 46 ｢老朽ため池の整備｣とあるが、事業 46 主旨を踏まえ、｢老朽化したため池の整備｣と修正する(P22)。

総合的な災害対策の推進 名ではないか。

による災害に強い農村社

会の形成 47 既存排水機場の浸水対策の強化に 47 主旨を踏まえ、｢東日本大震災での被害が甚大であったこと等から、被

(P22.11行目～P23.22行目) ついて記述すべきではないか。 災後の緊急的な電源確保や上屋内部の防水対策などの浸水対策を強化

する｣と記述する(P22)。

48 ため池の調整池としての機能が失 48 ｢老朽化が進行しているため池、決壊した場合、人命等に被害を及ぼす

われれば災害に直結することから改修 おそれのあるため池に対し、堤体の改修・補強等のハード対策を推進する｣

をお願いしたい。 と記述済み(P22)。

（土地改良施設の耐震強化）

49 土地改良施設の耐震強化を強力に 49 主旨を踏まえた内容となっている。

推進すべきではないか。

【政策目標５】

農地の整備、安定的な水 （農業水利施設の戦略的な保全管理） （前掲）

利システムの維持や農村 （耕作放棄地の発生防止と解消） （前掲）

環境の保全等による農業・ （農地防災対策の総合的な推進） （前掲）

農村の多面的機能の発揮 （美しい農村環境の保全・創出） （後掲）

(P24.1行目～P24.11行目)
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事 項 意見項目 対応方針（案）

【政策目標６】

地域の主体性・協働力を活 （地域資源の保全管理）

かした地域資源の適切な 50 小集落も参加できるような採択要件 50 平成24年度の農地・水保全管理支払交付金において、活動項目の整

保全管理・整備 や活動内容にしてほしい。 理・統合による事務手続きの簡素化や集落を支える体制強化を図ることとし

(P24.26行目～P25.16行目) ている。

51 農地・水保全管理支払を継続して 51 主旨を踏まえた内容となっている。

取り組んでいただきたい。

52 多様な主体の参加を求めるべきで 52 ｢これまで以上の多様な主体の参加により、地域資源の管理を総合的・

はないか。 広域的に担う新たな体制の整備を推進する｣と記述済み(P25)。

53 農業者以外の住民等の理解が不可 53 主旨を踏まえ、｢地域全体による取組の必要性への理解促進｣と記述す

欠である。 る(P8)。

【政策目標７】

小水力発電等の自立・分散 （再生可能エネルギーの導入促進）

型エネルギーシステムへの 54 農業用水を利用した小水力発電に 54 主旨を踏まえた内容となっている。

移行と美しい農村環境の再 ついて導入促進を図ることが重要では

生・創造 ないか。

(P25.19行目～P27.3行目)

55 法規制の緩和等に配慮すべきでは 55 かんがい用水に従属する小水力発電事業については、水利権の許可

ないか。 手続きに関し簡素化・迅速化が既に図られている。

（美しい農村環境の保全・創出）

56 農村地域の環境・景観保全には地 56 ｢農業用用排水施設等の整備の際、地域の合意形成と地域住民の参

域の人々の協力が必要ではないか。 画を得ながら、豊かな生態系とそのネットワークの保全・再生、良好な景観

の形成を推進する｣と記述済み(P26)。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

（農業集落排水や汚泥リサイクル施設の

整備）

57 農地に完熟堆肥の投入が不可欠。 57 主旨を踏まえ、土壌改良については追記する（P18)。食品残渣の堆肥

食品残渣を堆肥として農地還元するた 化・農地還元については、本計画に馴染まないことから記述しない。

めの施設整備を支援すべきではないか。

58 畜産バイオマス発電を再生可能エ 58 本計画に馴染まないことから記述しない。

ネルギーの例示に追加してほしい。

第５ 計画の実施に当たっ （予算の重点化・適切な執行）

て踏まえるべき事項 59 ｢目標の達成を図れるよう｣を｢目標 59 受動的な表現となることから修文しない。

(P36.1行目～P41.14行目) の達成が図られるよう｣と修文してはどう

か。

(国と地方公共団体、土地改良区等の

役割分担と連携強化）

60 農地地図情報の利活用により、基盤 60 主旨を踏まえ、｢農地の整備や利用の状況等に関する農地情報（地図

整備の効率的・効果的推進と経営体の 情報）を関係機関で活用し、各般の施策を効率的・効果的に推進する｣旨

育成・確保に努めるべきではないか。 記述する(P36)。

（土地改良区が果たすべき役割の拡

大）

61 土地改良区の設立は土地改良法に 61 主旨を踏まえ、｢土地改良区は、土地改良法に基づき、農地や農業

基づいていることを記述すべきではない 用用排水施設等の整備、国や都道府県が整備した農業用用排水施設等

か。 の管理等を目的として設立｣と記述する(P37)。

62 少人数の事業参加資格者による土 62 土地改良区は、土地改良事業の実施のために関係農家の参加や費用

地改良区の設立を認め、柔軟な事業実 負担に一定の強制を働かせることが認められた団体である。少人数の農家
施をうたうべきではないか。 であれば、このような団体でなく申し合わせで事業の実施が可能であり、現

行法に基づく運用とする。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

63 土地改良区の活動内容や果たして 63 「踏まえるべき事項 ５土地改良区が果たすべき役割の拡大」に記述

きた役割について記載されたい。 済み(P37)。

64 耕作放棄地の防止等に資するため 64 ｢営農面の管理｣の具体的な内容は把握しかねるが、耕作放棄地の発

土地改良区は営農面も管理すべきでは 生防止の観点から、農地の整備や利用の状況等に関する農地情報（地図

ないか。 情報）を関係機関で活用し、耕作放棄地の発生防止・解消対策等を効率

的・効果的に推進するよう啓発しているところ(前掲)。

65 組織基盤の強化、維持管理体制の 65 ｢土地改良区の本来の役割を果たしていくためにも、統合等による組織

再編整備等が重要である。 基盤の強化、維持管理体制の再編整備等が重要｣と記述済み(P37)。

66 土地改良区が農地利用集積円滑化 66 主旨を踏まえ、｢農地法等の改正により、農地利用集積円滑化事業

団体として法的に位置づけられたのは、 が創設され、土地改良区も同事業の実施主体となることが可能である

農地法だけでなく農業経営基盤強化促 ため｣と修正する(P38)。

進法の改正もあるので｢農地法等｣とし

てはどうか。

（土地改良負担金の軽減）

67 土地改良負担金の軽減策の検討が 67、68 ｢事業負担金の計画的な償還が困難な地域に対する未償還金の利

必要ではないか（国営事業の償還利息 子分の助成などの農家負担の軽減策とともに、被災地域での利子助成や

5％は納得しがたい、消費税の軽減措 支払いの繰延べにより営農再開までの間の負担金の軽減措置が必要であ

置等）。 る｣と記述済み(P38)。

68 償還が困難になることが農地の集積

が進まない要因の一つとなっている。

（災害復旧等に係るバックアップ体制の

構築）

69 基幹水利施設の点検や職員の安全 69 主旨を踏まえ、｢ダム等の基幹的農業用用排水施設や地すべり危険
確認のための緊急情報システムの強化 箇所の迅速な点検、被災状況を把握するための緊急情報システムを強

について記述すべきではないか。 化する｣と記述する(P38)。
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事 項 意見項目 対応方針（案）

70 災害査定における設計図書の簡素 70 ｢災害復旧の迅速化を図るGISや航空写真を活用した標準断面方式の

化を図るべきではないか。 導入等による設計図書の簡素化を推進する｣と記述済み(P39)。

71 原発事故対応について踏まえるべ 71 原発事故対応について本計画では農地の除染に限られることから、新

き事項に新たに項立てすべきではない たな項立ては行わない。

か。

（地球環境問題への対応）

72 作物の高温障害を回避するため、 72 ｢高温障害を回避するため、用水需給を考慮したかんがい手法やかん

かんがい手法等の検討を進めるとある がい期間の適正化について検討｣と記述済み(P39)。

が、水利権に多大なる影響を及ぼすの

ではないか。

73 ｢管理基準｣とは何の管理基準なの 73 主旨を踏まえ、｢土地改良施設管理基準｣と記述する(P39)。

かわからない。

74 小水力発電と同等に太陽光発電を 74 ｢農地としての再生利用が困難な耕作放棄地等を活用して太陽光発電

促進すべきではないか。 を促進する｣と記述済み(P39)。
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○個別意見等一覧 （１５３件）

事 項 内 容

第１ 農業・農村をめぐる課題
と土地改良事業の基本
方針 【基本理念】

１．土地改良事業の基本方針 ○食を支え、土地改良事業の効果を発揮させるのは「人」であることから、基本
理念を「食を支える水と土の再生・創造及び人づくり」にしてはどうか。（ 60
代男性・大学教員）

２．食料・農業・農村をめぐる 【内外の情勢】
内外の情勢 ○地力の減退や生産力の低下をもたらす「収奪的な資源の利用」とは、どんな利

用なのか。収奪とは強制的に取り上げるという意味と思うが、農業生産活動で
水や土などの地域資源を収奪的に利用することはないと思われる。（公務員）

○「健全な農村コミュニティの存在」を前提としているが、このような前提が現
在の農村で成立するのか。また、「農業の持続可能性が保たれている」と記述
できるか。後述の「農村の危機」と矛盾する。（公務員）

【食をめぐる危機】
○主要先進国中最低の食料自給率をいかに高めるかが今後の日本農業の基本的な

取組になる。（ 70 代男性・農業、土地改良区）
○食料自給の前回目標を達成できなかったことの要因を明確にすべき。（ 60 代男

性・大学教員）
○発展途上国を中心に人口が急増する一方で、我が国は人口減少社会に突入。近

い将来現存するインフラの更新や維持管理の費用さえも賄えなくなることが想
定される旨を記述すべき。（ 50 代男性・公務員）

○ 2050 年の人口見込みと現在の人口の差し引きは 20 億人で、発展途上国で 23 億
人の人口増の記述と矛盾する。ニアリーイコールとしても人口増加は、発展途
上国のみとなるが正しいか。（公務員）

○ BRICS 諸国が途上国というのは、語弊があるのではないか。（公務員）
○輸入農産物等の増大は農業の国際化が進展したことが要因ではないのではない

か。（公務員）
○輸入農産物等の増大が食の安全性を脅かすとしている因果関係は正しいか。輸

入農産物、輸入食品は悪いものばかりとの誤解をまねく表現になっている。（公
務員）
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事 項 内 容

【国土の危機】
○放射性物質による土壌汚染は、国土の危機である。（公務員）
○農業水利施設の除染を進めるべき。（公務員）
○原発事故に係る風評被害等に対する対応も含めてはどうか。（公務員）
○「集中豪雨」の定義を脚注で示して欲しい。（公務員）
○集中豪雨の年平均回数を直近 10 ヵ年で示しているが、過去 20 年間で 1.5 倍の表

現はわかりづらい。（公務員）

３．土地改良事業の目的 ○どこにも当てはまらない事項を土地改良区の役割とするケースが増えているの
で、土地改良区の役割を明確にされたい。（ 50 代男性・農業）

○農業水利施設等の管理は土地改良区が主体であり、住民等の参加は補助的なも
のとすべき。（ 70 代男性・農業、土地改良区）

○地域住民及び NPO 等の参加を求めるためにはより深い理解が不可欠であるが、
十分とは言えない。（公務員）

○震災で発生した津波により、排水機場が被災し地域の排水機能が失われた際、
土地改良区は、農業面での利用に先行して地域排水としての機能を回復すべく
排水ゲート等の復旧に懸命に取り組んだ。農業水利施設が地域の社会的共通資
本として必要不可欠な施設であることを記述されたい。（ 50 代男性・公務員）

○｢農業用水、農地、農業水利施設等の生産基盤を整備｣とあるが、語順に違和感
がある。（男性・公務員）

○｢農地整備事業｣という事業名が使われていることに対し違和感がある。（ 40 代
男性・公務員）

○農村振興は何か一言で説明できる言葉はないか。（ 50 代男性・公務員）

第２ 本計画における政策課題
政策課題１：農を「強くする」 ○営農組合等による経営拡大だけでなく個人の経営能力を育成していくことが地

域を「育む」ことにつながり、農村の活性化や農村の「強さ」にも結びついて
いくのではないか。（ 70 代男性・農業、土地改良区）

○土地改良事業の今日的意義、特に産業的観点から言及し、農業の競争力を左右
するのは耕地基盤整備（圃場の大区画化を含む）の有り様であり、製造業の設
備投資に匹敵し、「農業イノベーションの母」としての意義を持つものである
ことを強く打ち出していただきたい。（ 60 代男性・会社員）
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事 項 内 容

○今後の社会経済活動予測から、右肩上がりの計画とは性格を異にすることを念
頭に置くべき。農業水利施設のストックマネジメントからさらに一歩踏み出し、
再編・高度化・複合化・転用等も選択肢として位置付けるべき。（ 50 代男性・
公務員）

○農家の声は、「労働に見合う収入の確保」である。次世代への農地の継承を円
滑にするためには、農地の国有化や環境税の導入が考えられる。一方、農業労
働力の回帰が見込めない現状において、耕作放棄地の取扱いも抜本的に見直す
時期である。（公務員）

○国際化や自由化に対する「圧力」と記述すると米国に対する直接的な表現に感
じられる。「流れ」や「要望」といった表現の方が良いのではないか。（公務員）

○施策として、ストックマネジメントから一歩進んだリスク管理を考慮したアセ
ットマネジメントの視点を追加してはどうか。（ 40 代男性・公務員）

政策課題２：国土を「守る」 【被災地域における課題】
○市町村の復興計画の策定やその実現に向けた取り組み支援は、国、県及び市町

村の緊密な連携こそが必要である。（公務員）
○放射性物質に汚染された農地について、営農再開と共に消費者が安心して購入

できる視点を追記すべき。（公務員）
○完全な除染には期間を要することから、消費者に安全・安心を提供するため、

農産物の早急な検査体制の整備が必要。（公務員）

【全国的な課題】
○農業災害の定義が不明。（公務員）

【農業・農村の多面的機能の発揮】
○水田で「貯留効果（ダム機能）」を発揮するためには、畦畔の嵩上げ、落水口

の改造と降雨時の閉塞のように膨大な経費と徹底した管理が必要であり、安易
に過大評価しない表現が望ましい。（町村会）

○農地の多面的機能を維持していくためには、農地だけではなく、林地、水源地、
河川についても一体的に整備することが必要である。（町村会）

○「健全な農業生産活動」は、水田で雨水を一時的に貯留…にも係ると思われる
ので、「健全な農業生産活動」を国土保全の機能は…の後ろに記述する。耕作
放棄地となり農地が荒れると水田の貯留機能も損なわれるのではないか。（公
務員）
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事 項 内 容

○水田の多面的機能の金額価値への置き換えは、一般国民にわかりにくい。洪水
時にほ場を遊水地に活用するなどで国民（特に都市住民）が肌に触れて感じや
すいものにすべき。（ 60 代男性・大学教員）

政策課題３：地域を「育む」 ○土地改良区の受益以外の地域においては、自治や環境という観点から関係省庁
と連携した支援制度が必要ではないか。（ 50 代男性・農業）

○地域で土地改良施設の維持管理を行うという意識を高める働きかけを国は行う
べき。（ 50 代男性・農業）

○地域を「育む」のは、農地・水保全管理支払による地域共同活動の広がりだけ
でなく中山間地域等直接支払制度による役割もあるのではないか。

（ 60 代男性・会社員）
○再生可能エネルギーの導入が促進できるよう種々の制約や縦割行政の解消に努

めて欲しい。（公務員）
○「農地・水・環境保全向上対策等」を「農地・水保全管理支払等」に変更すべ

き。（公務員）
○復興支援は、農地、水利施設、耕作者の３者がそろってこそと考える。本中間

とりまとめで触れていない耕作者への支援はどのように考えているのか。（ 30
代男性・公務員）

○農村の魅力、農業に従事することの魅力について、土地改良に携わる人間がど
のように関与すべきかを示すべき。（ 60 代男性・大学教員）

○農村の意義が多面的機能や自然回復では弱い。土地改良に携わる人間が魅力的
な農村づくりを行うことを示すべき。（ 60 代男性・大学教員）

第３ 政策課題を達成するため
の目標と具体の取組 ○「意欲ある多様な経営体」と「意欲ある経営体」が使い分けられているが、農

【政策目標１】 政の政策対象は「意欲ある多様な経営体」であり、統一すべき。（町村会）
農地の大区画化・汎用化等に
よる農業の体質強化 【意欲ある多様な経営体への農地集積】

○補助金づけの農業から一人立ちするためにも、耕地基盤整備等の事業予算の充
実を図るべき。農を「強くする」ためには、農業者の創意工夫の発揮を促す規
制緩和も必要だが、予算も必要であり、それが有効に生きた投資として納税者
に還元されうることを政治家、国民に訴えるべき。（ 60 代男性・会社員）
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事 項 内 容

○「平地で 20 ～ 30ha の経営規模」とあるが、地域によって状況は異なるので、
地域を区分することが必要。北海道では、「我が国最大の食料供給基地」の地
位を前面に出して、効率的な維持管理を行える整備を促進することが必要。（ 50
代男性・農業）

○北海道は経営規模など元々のスケールや、社会特性・自然条件などが全国と違
うため、全国的な整理や目標設定と離して議論を進めて欲しい（ 40 代男性・公
務員）

○規模拡大に伴い困難になる草刈は、生産性がなく莫大な労力を費消している。
専用の乗用草刈り機械などの開発が必要ではないか。法面修正等の整備や水路
のパイプライン化等と併せて労力を削減することが必要。（ 50 代男性・農業）

○意欲ある経営体へ面的集積した農地をいかに有効活用するかが大きな課題。
また、農地を集積した個人経営者が認定農業者の資格を簡単に取得できるよう
にすることが大切。営農に対する意欲も一層高まるのではないか。（ 70 代男性
・農業、土地改良区）

○「中山間地域で 10 ～ 20ha の経営規模」とあるが、条件不利地域を多く抱える
農山村の実態を無視した非現実的なものであり、町村の現場では不安が拡がっ
ている。（町村会）

○大規模経営体の一方で小規模農家は離農を余儀なくされるのではないか。小規
模農家の農政上の位置付けが不透明。（町村会）

○農村は兼業化かつ都市化が進んで協働力が失われつつあり、離農につれ協働力
がなくなっていく。（男性・土地改良区）

○経営規模の拡大に伴い、零細農家においては離農する人が出てくる。農村の維
持については話し合いで解決できる問題では無いように思う。（男性・土地改
良区）

○経営体の中で集落営農の位置付けを記述すべき。また、地域の協働力を活かし
た資源保存の取組には農地・水保全管理支払が必要であり、営農との一体化を
図ることを推進すべき。（ 70 代男性・農業、土地改良区）

○「地域の協働力を活かした資源の保全の取組を推進する。」を「資源の保全に
ついて、地域の協働力を活かした取組を推進する。」と修文してはどうか。（公
務員）

○経営規模面積の目標も重要だが、その経営規模で目指す営農の姿を示して欲し
い。経営規模の拡大と多様な経営体の存在についてどうあるべきか明らかにし
て欲しい。（ 40 代男性・公務員）
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事 項 内 容

○大規模経営体への集積が進んだ後の地域のあり方、管理方法について具体的に
記載すべき。（ 20 代男性・公務員）

○農家に土地を提供してもらいやすくするような政策を明確にすべき。（ 60 代男
性・大学教員）

【水田の汎用化】
○集中豪雨対策と共に排水性の向上をより一層図る必要がある。コスト面から大

規模に展開できるか不安があるが、水田の大区画化と地下水位制御システムの
導入は良いモデルであるので、普及して欲しい。（男性・土地改良区）

○戦略作物等の生産拡大のための水田の汎用化を強力に推進すべき。（ 70 代男性
・農業、土地改良区）

○地下水位制御システムや直播栽培の新技術は、水利権への影響が大いに懸念さ
れることから、そのことを考慮しつつ推進する旨を追記すべき。（公務員）

○畑の地下かんがいについても記述されたい。（ 50 代男性・公務員）

【畑地かんがい整備等の推進】
○畑地かんがい整備の推進方策について、具体的に記載されたい。（ 50 代男性・

公務員）
○北海道では、平成 21、 22 年の多雨等による湿害で、暗渠排水等の基盤整備の有

効性が改めて確認された。泥炭土や火山灰など特殊土壌が広く分布しており、
排水対策が重要である。（ 60 代男性・土地改良団体）

【意欲ある多様な経営体の育成・確保】
○基盤整備をベースに 6 次産業化や環境の議論をして欲しい。 6 次産業化が先行

すると、生産性向上に対して意欲ある規模拡大農家を苦しめることにならない
か心配。（ 50 代男性・農業）

○意欲ある多様な経営体の育成による農業の競争力とは、どこに対する競争力か。
アメリカとの規模の差は歴然としており、戸別所得補償を加えても現在の米価
では採算は取れない。 50 ～ 100ha 位の規模が必要となると集落を横断した対応
も必要になる。目標を掲げるのであれば、地域における経営内容も考慮し、採
算ベースにのるモデル形態を示して欲しい。（男性・土地改良区）
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事 項 内 容

【政策目標２】 【農業水利施設の戦略的な保全管理】
農地・水等の生産資源の適切 ○農家負担を伴う土地改良施設の更新整備に苦慮している。地域の農業振興には
な保全管理と有効利用による 農業用水の確保が最重要課題であり、農業水利施設の保全管理に戦略的な対応
食料供給力の確保 が必要。（土地改良区）

○中・小規模の農業水利施設の維持管理は町村にとって大きな財政負担。基幹的
水利施設と同等の補助を行って欲しい。（ 50 代男性・公務員）

○農業水利施設の長寿命化のための調査や点検を毎年実施し、データ化するには
無理があり経費が増大していると思う。用排水路は、計画的な補修・更新がで
きない予測不能な漏水や破損があるので、災害復旧のように応急工事を行える
制度があれば、点検等にかかる費用も節減できるのではないか。（ 50 代男性・
農業）

○維持管理の徹底、減災、耕作放棄地の抑止のため、農地や農業用施設の管理に
対する補助ができないか。（ 40 代男性・土地改良区）

○大きな災害となる前に、施設に破壊、破損の兆しを発見した段階で、復旧にか
かる費用に対する補助や手助けをお願いしたい。（ 40 代男性・土地改良区）

○高度経済成長期に造成された施設の老朽化に伴う更新整備が数多く必要だが、
経済的な工法や、計画性をもって進めて頂きたい。（ 40 代男性・土地改良区）

○農村地域の高齢化を踏まえ、水利施設の維持管理について、省力化された手法
や高齢者でもできる手法について具体的に記述すべき。（町村会）

○担い手に集積されることにより、少人数で行える効率的な維持管理体制も求め
られる。（公務員）

○基幹水利施設は土地改良区が主体性を持って管理することを記述すべきではな
いか。（公務員）

○土地改良区には、施設の状況を適切に判断できるスタッフがおらず、補修・更
新計画が立てられない。適切な機能診断ができる専門家が必要なので、行政で
対応して欲しい。多少コストは必要かもしれないが、ライフサイクルコストの
低減が図れると思う。（男性・土地改良区）

【耕作放棄地の発生防止と解消】
○生産・経営関係のソフト施策とは何か。関連施策と表現を変更されたい。（ 60

代男性・会社員）
○耕作放棄地に係る土地改良区の賦課金が未収になっていることがある。耕作放

棄地を解消する方法の一つとして、転作制度を無くす事もあるのではないか。
（ 50 代男性・農業）
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事 項 内 容

【政策目標３】 【農地や農業水利施設等の迅速な復旧】
被災地域の災害に強い新たな ○除染技術の実証等は電力会社の補償事案であり、補償費として予算枠を確保す
食料供給基地としての再生・ べき。（ 50 代男性・農業）
復興 ○放射性物質は、農地よりも農業用水路や貯水池等の農業用施設で汚染濃度が高

まると考えられるので、農業用施設の除染方法についても記述すべき。（町村
会）

○農地の除染について、いつまでに対策工法を確立し、除染を完了させるのか、
目標を明確に定めるべきである。また、農業水利施設等の除染対策について
も明記すべき。（公務員）

○（ 3）被災集落の復興整備に、｢災害復旧と併せ行う区画整理事業により、震災
地域の復興に必要な道路用地や集落移転用地等の公共用地の確保にも貢献す
る｣と記述してほしい。（ 50 代男性・公務員）

○「ヘドロの除去」を「ヘドロ等の除去」もしくは「堆積土砂等の除去」とすべ
き。また、農地の復旧を３年、農業用施設の復旧を５年となっており、施設の
復旧までにタイムラグができるが、営農は可能か。（公務員）

【政策目標４】 【農地防災対策の総合的な推進】
ハード・ソフト一体となった ○排水機場の能力は 10 年確率であっても、稼働は 100 年確率以上の豪雨でも可能
総合的な災害対策の推進によ としなければならない。防災・減災対策の推進の施策の中に、既存排水機場の
る災害に強い農村社会の形成 浸水対策の強化を盛り込むよう要望する。（ 50 代男性・公務員）

○ため池は、用水確保と共に調整池としての機能も有しており、この機能が失わ
れれば地域の災害に直結することから、早急に予算確保を行い改修をお願いし
たい。（男性・土地改良区）

○「老朽ため池」を「老朽化したため池」に修正すべき。（公務員）

【ソフト対策を組み合わせた防災・減災対策の推進】
○大規模地震の発生確率をどのように評価して対象地域を定めるのか。地域を特

定することなく、自治体等が避難路・避難塔を設置できるように表現を改める
べき。（公務員）

【土地改良施設の耐震強化】
○土地改良施設の耐震強化を強力に推進すべき。（ 70 代男性・農業、土地改良区）
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事 項 内 容

【政策目標５】
農地の整備、安定的な水利シ 【農業水利施設の戦略的な保全管理】（前掲）
ステムの維持や農村環境の保 【耕作放棄地の発生防止と解消】（前掲）
全等による農業・農村の多面 【農地防災対策の総合的な推進】（前掲）
的機能の発揮 【美しい農村環境の保全・創出】（後掲）

【政策目標６】 【地域が主体となった地域資源の保全管理】
地域の主体性・協働力を活か ○地域が主体となった資源保全管理の取組をさらに発展させるために、多様な主
した地域資源の適切な保全管 体の参加を求めるべき。農地・水保全管理支払では、小集落、過疎化や高齢化
理・整備 の進んだ集落において取組が困難になっていることから、採択要件や活動内容

について、より多くの集落が参加できるような仕組みにしていくべき。（ 70 代
男性・農業、土地改良区）

○高齢化で管理不十分になった箇所に対するボランティア活動や後方支援などの
施策をお願いしたい。（ 40 代男性・土地改良区）

○農業者以外の住民等の理解が不可欠である。混住化が進む中、地域すべての住
民が参加できるのと参加するのとでは別であり、多くの住民の理解促進のため
の啓発が重要である。（公務員）

○農地・水保全管理支払は、地域資源の保全に効果を発揮しており、継続して取
り組んでいただきたい。農地面積に応じた交付金だが、別事業で取り組むほど
ではない大規模な補修の際に、弾力性のある予算執行をお願いしたい。地域の
協働力が弱まっており、新たな参加が必要なことは実感しているが、どのよう
な手法で理解を求めるかかなりハードルは高いと思う。 PR と共に教育面から
も対応すべきと感じている。（男性・土地改良区）

○地域資源の保全管理はそもそも土地改良区が担ってきたものであるが、土地改
良区の記述は無く、もう少し土地改良区の位置づけを明確にすべき。（男性・
公務員）

【政策目標７】 【再生可能エネルギーの導入促進】
小水力発電等の自立・分散型 ○小水力発電が注目されているが、維持費や冬場の凍結時などへの検討が必要。
エネルギーシステムへの移行 電力不足を鑑みると、経済産業省が農水省の協力を得て実施すべき事業であり、
と美しい農村環境の再生・創 予算も省庁間の調整が課題。（ 50 代男性・農業）
造 ○農業用水を利用した小水力発電について導入促進を図ることが重要。その際、

法規制の緩和等の配慮ができれば良い。再生可能エネルギー比率を高めること
に繋がる。（ 40 代男性・公務員）
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事 項 内 容

○電気事業者が安定して参画できるように環境整備（少量買い上げ、買取り単価
の安定等）の具体策について追記すべき。また、土地改良区における維持管理
費低減策の拡大見通しについても追記すべき。（公務員）

【美しい農村環境の保全・創出】
○農村地域の環境・景観の保全には、地域の人々の協力が必要。TPP による農業

への影響も懸念され地域を守ることが今後の課題であることから、地域の環境
保全と農家所得の確保に一層国の支援をお願いしたい。（土地改良区）

【農業集落排水施設や汚泥リサイクル施設の整備】
○農地の土壌に良質、適量の完熟堆肥の投入が不可欠と考えており、都市家庭か

ら排出される食品残渣を堆肥として農・林地に還元するための施設整備を支援
すべき。（ 60 代男性・会社員）

○家畜糞尿を活用した畜産バイオマスとして、既に畜産バイオマス発電も実用化
されていることから、再生可能エネルギーの例示に追加されたい。（町村会）

第５ 計画の実施に当たって踏 【１ 予算の重点化・適切な執行】
まえるべき事項 ○「各目標の達成を図れるよう」を「各目標の達成が図られるよう」に修正すべ

き。（公務員）

【２ 国と地方公共団体、土地改良区等の役割分担と連携強化】
○食料・農業・農村基本計画にも盛り込まれているが、地方公共団体や土地改良

区、農協等が情報を共有する農地等地図情報の利活用により、基盤整備の効率
的・効果的な推進と経営体の育成・確保に努めることを盛り込むべき。（ 50 代
男性・会社員）

○踏まえるべき事項に農地情報を盛り込むべき。（ 50 代男性・公務員）
○土地改良施設においては、国、都道府県、市町村、土地改良区等、それぞれの

役割が重なり合う、いわゆる重畳的な関係になっているという特質がある。こ
のことが、東日本大震災による被災直後から、国から土地改良区に至る関係組
織による迅速な情報交換、緊密な連携のもと、被災地域の早急な復旧、復興を
可能とした。（ 50 代男性・公務員）
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【３ 施策の連携強化と総合化】
○今後予想される厳しい社会経済状況を踏まえたものになっていない。他種利水

との共同事業化など政策の総合化も求められるべき。（ 50 代男性・公務員）
○施策の連係強化と総合化を実行に移すに当たっては、意識改革、関係者間の合

意形成から始まって、関連法の改正、組織体制の見直し等様々な高いハードル
が待ち構えているが、目前の現状から視線をそらすべきではない。（ 50 代男性
・公務員）

○定年離農者ではなく帰農者ではないか。定年帰農者の雇用機会の確保とあるが、
定年帰農者の中には元々農業をするベースがあって定年を機に就農するケース
も多く、雇用機会の確保は違和感がある。（男性・公務員）

【４ 地域特性に応じた整備の推進】
○中山間地域や都市近郊において、今後 5 年間でどのように整備し、どのような

農業経営を展開しようとしているのかイメージが見えてこない。（町村会）
○土地改良事業は基準が整備されすぎで、地域特性に合ったものができない。（ 60

代男性・大学教員）
○離島は、人が定住するだけで、国土を守っているということを記述されたい。
（ 50 代男性・公務員）
○農業者に着目した生産環境整備も必要ではないか。（ 50 代男性・公務員）

【５ 土地改良区が果たすべき役割の拡大】
○ 1 人会社等が法により認められているように、少人数の事業参加資格者による

土地改良区の設立を認め、柔軟な土地改良事業の実施を計画にうたうべき。（ 30
代男性・会社員）

○土地改良区の役割は、今後重要になってくると思われることから、土地改良区
の運営基盤強化策について検討されたい。（ 50 代男性・公務員）

○土地改良区の活動内容や果たしてきた役割をもっと具体的に記載すべき。（ 50
代男性・土地改良区）

○土地改良区は、農家が施設を合理的に管理するため任意に設立される組織であ
り、統合については、その運営に任せるべき。公共性の高い農業施設の維持管
理に係る土地改良区の取組に対して直接支援することが、日本の農村の恒久的
な保全に繋がると考える。（ 50 代男性・農業）
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○土地改良区は、土地改良事業で整備した農地、施設の保全・管理に加え、営農
面も管理するような組織にすべき。中山間地域では、組合員の高齢化による耕
作放棄地や獣害による荒地の拡大及び後継者不足もある程度食い止めることが
でき、環境・国土の保全に寄与すると考える。これには、国の土地改良区に対
する財政支援が必要。土地改良区が地域の活性化に繋がるような組織になるこ
とを期待したい。（ 60 代男性・土地改良区）

○土地改良区が本来の役割を適切に果たしていくためにも、組織基盤の強化、維
持管理体制の再編整備等は重要であるが、そのためにも国や県の支援が重要。
（ 70 代男性・農業、土地改良区）

○土地改良区の設立は土地改良法に基づいているため、記述すべき。（男性・公
務員）

○土地改良区が農地利用集積円滑化団体として法的に位置づけられたのは、農地
法だけでなく農業経営基盤強化促進法の改正もあるので｢農地法等｣としてはど
うか。（女性・公務員）

○「女性の参画」と記載されているが、特に「女性」と記述した意図はあるのか。
また、「意志決定過程」を「意思決定過程」に修正すべき。（公務員）

【６ 土地改良負担金の軽減】
○土地改良区管理の国営造成施設などの災害復旧事業について、土地改良負担金

の軽減の観点から検討が必要。（ 50 代男性・土地改良区）
○農家の経済情勢を考えると、国営事業の償還利息 5%は納得しがたい利率であ

る。利率を施行令に定めることの是非も含め、検討されたい。（ 50 代男性・土
地改良区）

○事業負担金の償還が耕作者負担であれば、農地の集団化により負担額が大きく
なり償還が困難になることで、集団化が進まない要因の一つとなっている。事
業負担金について消費税の軽減措置を実施する必要がある。（ 50 代男性・農業、
土地改良区）

○農村地域は高齢者が多く、財政的にも更新に充てる費用負担は厳しいものがあ
るので、補助残の負担を軽減、免除して頂きたい。（ 40 代男性・土地改良区）

○ほ場の大区画化、水路のパイプライン等のハード事業を推進するに当たって、
現在の農業情勢にあっては農家負担分に対する何らかの策を講じる必要があ
る。（公務員）
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○土地改良施設の改修費用をこれまで多くの農家で負担してきたが、今後、農地
集約が進めば、担い手だけで負担することになると思われる。一時的な借地の
分まで負担するのは無理がある。（男性・土地改良区）

○食料自給率の確保、拡大のために、収益の無い者から負担徴収することは、問
題があるのではないか。地域住民が高齢化し年金生活者が急増する中で、集落
の維持管理で手一杯になる。老朽化した土地改良施設の改修は、公的関与、管
理及び公的負担にする必要がある。（男性・土地改良区）

【７ 災害復旧等に係るバックアップ体制の構築】
○農水省の災害応急ポンプは旧式で現地ではとても不評であった。毎年のように

台風や洪水で何万 ha の農地が浸水しているため、減災の視点に立ち、湛水排除
に力を入れるべき。最新式軽量水中ポンプ型の災害応急ポンプ車輌の配備を、
明確に土地改良長期計画に盛り込んでいただきたい。（ 50 代男性・公務員）

○災害査定における設計図書を写真と現地立会により判定するなどの簡素化をお
願いしたい。また、管理者の負担を免除して頂きたい。（ 40 代男性・土地改良
区）

○原発事故に係る課題を除染のみに集約している。消費者や生産者の立場におい
て長期的な対応が続くことが想定されるため、計画の実施に当たって踏まえる
べき事項に原発事故に関する新たな項立てが必要である。(公務員)

○災害発生後のダム等基幹的水利施設の迅速な点検や職員の安全確認のための緊
急情報システムの強化について記述すべき。（ 50 代男性・公務員）

【８ 地球環境問題への対応】
○地域用水の水利権を持っていない地区において、小水力発電施設を設置するこ

とは、コスト、発電の安定性から限界がある。将来の地球環境問題という観点
からみると、小水力発電と同等に太陽光発電の促進に力を入れるべき。（ 50 代
男性・土地改良区）

○ため池（皿池）などの水面上の余剰空間を活用する方策を電力会社も関わり制
度化すべき。（ 50 代男性・土地改良区）

○再生可能エネルギーの有効利用により、売電や発生電力の利用により生活費用
を軽減して頂きたい。（ 40 代男性・土地改良区）

○農村地域において、最適な発電施設を選定、設置し、安定した電力を供給でき
るようにして頂きたい。（ 40 代男性・土地改良区）
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○作物の高温障害を回避するためのかんがい手法やかんがい期間の適正化の検討
は、水利権に多大なる影響を及ぼすがよいか。（公務員）

○「管理基準等」とは何の管理基準なのかわからない。（公務員）

【１１ 事業評価の厳格な実施と透明性・客観性の確保】
○費用対効果算定における離島への定住効果を明記されたい。（ 50 代男性・公務

員）

【１２ さらなる事業コストの縮減】
○事業コストを縮減するために地域住民の参画を推進するという発想が貧しい。

地域のことは住民が主体となって責任を持って取り組むべきであり、国や県は、
あくまで支援しかできない。（ 60 代男性・大学教員）

〔その他〕 【全般的事項】
○現計画で目標が達成できなかった事項の理由を総括すべき。（ 50 代男性・土地

改良区）
○用語を統一すべきではないか（農業水利施設と農業用施設、農地・水・環境保

全向上対策と農地・水保全管理支払、共同と協働）。（ 40 代男性・公務員）
○土地改良長期計画という名称は、打ち出している施策と合わないのではないか。

（ 50 代男性・公務員）

【事業量、整備目標等】
○本計画全体の予算規模、事業量、整備目標等の基本指標が示されていないこと

に加え、平成 22 年度の農業農村整備予算が前年度比 3 分の 1 に激減されたこと
による影響の分析・評価がなされていないため、計画全体の実行の可能性が伝
わってこない。（町村会）

○今後、本計画の予算規模、事業量、整備目標等の基本指標を示す場合は、全国
一本ではなく、少なくともブロック別に示すべき。（町村会）

○政策目標達成に必要な事業量と事業費を記載すべき。（ 50 代男性・土地改良区）

【予算要望】
○農業水利施設の老朽化が進行している中、 1 億 2 千万人の国民に供給する食料

を生産するためにも、土地改良事業費を平成 21 年度水準で確保されたい。（ 50
代男性・土地改良区）
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○沖縄県では、基盤整備が進んでいないので、市町村が基盤整備を担っている部
分が大きい。最近の予算は、公共から非公共となっているなど厳しい状況だが
配慮されたい。（ 50 代男性・公務員）

【農村政策】
○都市住民にも受益の範囲内で土地改良事業に対する応分の負担をさせる方針を

うたうことを検討すべき。（ 50 代男性・土地改良区）
○若い世代が農村に定住するように促進すべく、農業で安定した生活基盤を組み

立てることができないか。（ 40 代男性・土地改良区）
○環境の良い、地域のつながりのある農村地域で、自然とふれあいながら子供た

ちを育てることができれば、社会問題となっている児童虐待の防止あるいは抑
止になるのではないか。（ 40 代男性・土地改良区）

【TPP】
○ TPP に全く触れない内容で、国民、県民に説明できるか疑問。（ 40 代男性・公

務員）
○ TPP と土地改良長期計画の関係性について明らかにすべき。（ 30 代男性・公務

員）

【教育】
○各県出先事務所は、小中学校で土地改良事業について出前講座をするべき。優

秀な人材を確保できるよう長期的な視野で働きかけるべき。（ 60 代男性・大学
教員）
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