
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 14 年度第５回企画小委員会議事録 

 

日 時：平成 14 年 12 月 11 日（水） 10：00～12：00 

場 所：農林水産省 ４F第２特別会議室 

 

○林田事業計画課長  本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましてはご出席いただきま

して、ありがとうございます。 

只今から、農業農村整備部会平成 14 年度第５回企画小委員会を始めさせていただきます。 

 それでは、開会に当たりまして、太田農村振興局長からご挨拶申し上げます。 

○太田農村振興局長  おはようございます。第５回企画小委員会の開催に当たりまして、ご

挨拶申し上げます。 

 年末のお忙しいところにかかわらず、委員の先生方におかれましてはご出席を賜り、ありが

とうございます。 

 15 年度の予算要求も大詰めを迎えています。農業農村整備事業につきましては、これまで、

「農地資源」と「水資源」、これを主な対象として事業を進めてきておりますけれども、今後

はその対象を「有機性資源」「環境資源」にも広げて、農村地域が有しますこれら４つの資源

全体を対象に、総合的に事業の展開を図ってまいりたいと考えております。いわば農地、水と

いう二輪車から四輪駆動にして進めていきたいという気持ちでおります。 

 この中で「環境資源」につきましては、昨年度、本委員会でとりまとめいただきました「環

境との調和の基本的考え方」に沿いまして、既に環境との調和に配慮した事業を実施していま

すが、これに関連して、今月の４日に、議員立法で自然再生推進法というものが成立いたしま

した。いわばハードに対してソフトという車の両輪をなすものでして、今後はこの法律の趣旨

も踏まえながら、より一層、環境に配慮した事業を推進し、また、ＮＰＯや土地改良区への支

援により、里地、里山等の保全、再生に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 特に土地改良区につきましては、全国の 40 万キロに及びます水路等のネットワークを維持管

理していまして、農村の健全な水循環を形成する重要な役割を担っていただいております。お

手元のパンフレットにありますように、10 月末の全国土地改良大会におきまして、みずからの

愛称を「水土里ネット」と決定し、農家、地域住民等のネットワークや資源循環のネットワー

クの構築といったところに向けて役割を拡大していこうという動きがありますので、これをま

ずお知らせ致したいと思います。 

 本日は、前回に続きまして、土地改良長期計画及び世界の水資源とわが国の農業用水につい

てのご審議をお願い致したいと思います。 

 このうち土地改良長期計画につきましては、11 月１日に開催されました経済財政諮問会議に

おきまして、大島農林水産大臣の方から説明をしております。後程資料の説明がありますけれ

ども、そのポイントは、食料・農業・農村基本法、森林・林業基本法、そして水産基本法、こ

れら３つの基本法の理念に共通する考え方として、「いのち、循環、共生」の視点から施策を

位置づけていくという説明もされております。当然、農林水産公共事業についても、その大き

な枠の中で必要なアウトカムを見出していくというふうに考えておりまして、本日の中間とり

まとめ案につきましては、これまでいただいたご意見をもとに、この３つの視点から施策を再

整理しておりますので、よろしくご審議をお願いしたいと思います。 

 また、関連しまして国土交通省では、ご案内のとおり、所管する９本の長期計画を一本化す

ることとしておりますが、公共事業は社会資本整備として相互に関連する部分もありますので、



さらなる連携強化を図るために、私どもの土地改良長期計画に関しましても、国土交通省の計

画との相互連携のあり方について検討している状況にあります。 

 なお、もう一つ、「共に生きる都市と農村」というパンフレットがありますけれども、これ

で３版目になるわけですが、大島大臣から示されました「いのち、循環、共生」の３つの視点

のうちの「共生」にスポットを当てながら、都市と農村の関係をともに調整していくという立

場から、農業農村整備との関連を整理しております。ぜひご参考にしていただければと思いま

す。 

 本日は、限られた時間ですけれども、各委員の先生方におかれましては、忌憚のないご意見

を賜りますようにお願い申し上げまして、開催のご挨拶にさせていただきます。よろしくお願

い致します。 

○林田事業計画課長  本日は、鷲谷いづみ委員、中道宏委員、横山彰委員におかれましては、

所用によりご欠席とのご連絡をいただいております。また、多賀谷委員、小幡委員におかれま

しては、若干遅れるというご連絡をいただいております。 

 それでは、以降の議事につきましては三野委員長にお願いしたいと思います。 

○三野小委員長  それでは、会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。 

 まず、「土地改良長期計画の策定について」、事務局から説明をお願い致します。 

○岩村計画調整室長  それでは、私の方から、「土地改良長期計画の策定について」という

ことでご説明をさせていただきます。 

 資料、幾つかございますけれども、まず資料－３－１でございますが、前回の委員会でいた

だきました主なご意見をまとめております。前回は、新たな土地改良長期計画の策定に向けた

これまでの議論をまとめました論点の骨子というものについてご議論いただいたのですけれど

も、この際に、例えば消費者、国民の視点から見て、より身近で分かりやすい成果目標という

のを掲げることが重要であるということで、農業用水がつくっている大きな水循環の視点、そ

れから、その上で育まれている農村の自然環境の保全、修復、そういったような視点が重要で

あるといったようなご意見もいただきました。 

 また、農業の振興についても、農業農村整備事業がその他の農業施策と相まって達成しよう

とするものであっても、例えば担い手の確保とか食料自給率の向上といったようなことなどで

すけれども、そういったものも目指す成果として掲げる方がわかりやすいといったようなご意

見もいただきました。 

 ご意見の一つ一つについては、ここでは時間の関係上ご説明致しませんけれども、今申し上

げたようなご意見をいただいた次第です。 

 さらに、農業農村整備事業を含みます社会資本整備のあり方については、先程局長からもあ

りましたが、経済財政諮問会議でも議論がありまして、８月の諮問会議の際に、国土交通省の

方から、所管の９本の長期計画を一本化するという方向が示されたところでございます。お手

元に、参考資料で恐縮ですけれども、Ａ３の参考資料－１、「農林水産省の公共事業の位置付

けと目指す成果」というカラー版の資料が入っておるかと思いますが、お開きいいただけます

でしょうか。 

 この資料は、11 月の時点で大島大臣から経済財政諮問会議に説明致しました資料そのもので

ございます。農林水産公共事業といいますか、社会資本整備について説明したものですけれど

も、これにつきましては、社会資本整備として整備するだけではなくて、例えば担い手育成、

それから経営安定対策、営農技術の開発・普及といったような様々な対策と一体的に取り組ん

でいくことによって成果を上げていくというものでございますので、国土交通省の社会資本整

備と性格を若干異にするものでございますけれども、この機会に、農林水産公共事業として、

消費者、国民にどのようなサービスが提供できるのか、どういったサービスを提供すべきであ

るのかといったような視点から、省全体で様々な議論を致しました。 

 その結果として、右の上の方にございますけれども、「目指す成果」ということで、「いの

ち」「循環」「共生」という視点を掲げております。従来、いろいろな説明をさせていただく



際に、食料・農業・農村基本法ということで、右上の少し左側に寄ったところにあります「食

料の安定供給」「多面的機能の発揮」ということを申し上げておりましたけれども、この辺り

を国民生活の視点から見てもう少し分かりやすく考えてみてはどうかということで、こういっ

たことを掲げております。 

 まず「いのち」の部分ですけれども、ここの部分は基本的に食の安定供給ということで、右

のところに少し書いております。 

 次の「循環」ということですが、農業を営んでいく中で、大きい水の循環ということをつく

っております。さらにその上には森がありまして、森林から農地、それから海に至る大きい水

の循環、それによって水資源の有効利用も図られているわけですし、農村地域の自然環境であ

るとか農村地域の生活に深くかかわる部分、そういった環境をつくっているという部分がござ

います。さらに、農業につきましては、物質循環を基本に置いているものでございますので、

そこも最も重要な部分ではないかと考えた次第でございます。 

 下に「共生」とありますけれども、農業の本質と致しまして、自然循環を利用しているわけ

ですから、自然の力をかりて、それと共に生きるといったようなこと。それから現在に置きか

えてみれば、都市と農村、先程局長の方からパンフレットのご紹介がありましたが、それぞれ

の役割分担をしながら、共に生きるということが非常に重要になってくる、持続的な社会をつ

くっていく上で重要な視点ではないかということで、この３つを掲げている次第でございます。 

 下の方に国土交通省の考え方といいますか、長期計画をまとめていくということがあります

けれども、今申し上げたように、別々の計画としてということではありますけれども、社会資

本整備という部分では関連する部分もあるものですから、従来から部分的には連携してまいり

ましたけれども、この機会にさらに施策間の連携を強めていこうといったようなことで、様々

な部分で連携をしていこうということで、そのあり方について検討を現在進めているところで

ございます。 

 それから、経済財政諮問会議、11 月の時点ですが、そこで説明する際に、左上の部分にオレ

ンジ色でくくって「－『事業費目標』から『成果目標』へ－」と書いてございますけれども、

本委員会でのこれまでのご議論を踏まえまして、こういったような視点でありますとか、それ

から施策手法につきましても、「『整備率向上』から『既存ストック』の有効活用へ」、それ

から施策の連携とか、そういったようなことについてもご説明をしたといいますか、打ち出し

たところでございます。 

 さらに、たくさん参考資料があって恐縮ですが、Ａ４の参考資料－２というのがございます。

こちらは経済財政諮問会議に国土交通省から説明された資料でございます。ご紹介だけにとど

めさせていただきます。 

 続きまして、本日、「（中間とりまとめ）（案）」ということでまとめさせていただいてお

ります資料－３－２についてご説明申し上げます。資料－３－２をご用意いただけますでしょ

うか。「新たな土地改良長期計画の策定のあり方について（中間とりまとめ）（案）」という

ものでございます。 

 この資料は、前回ご議論いただきました論点整理の骨子を基本としつつ、前回までにいただ

きましたご意見を踏まえて修正し、作成したものでございます。前回から大きく修正した点を

中心にご説明を申し上げます。それから、今回は中間とりまとめの参考資料として参考資料－

３というものがあります。これも併せてご覧いただけるとありがたいと思います。同様のタイ

トルがついております。「新たな土地改良長期計画の策定のあり方について（中間とりまとめ

説明参考資料）」、カラー版のものでございます。本日のご審議を踏まえた上で、タイミング

を見てパブリックコメントをかけたいということもありまして、中間とりまとめ案のポイント

につきまして、写真や図表等を加えて説明したものを作っております。必要に応じて、こちら

の参考資料についてもご紹介しながら説明したいと思います。 

 まず本体の文章編の方ですけれども、１ページから、ポイントについてのみご説明したいと

思います。まず１ページ目ですけれども、「はじめに」という前書きを付けております。新た

な土地改良長期計画の策定に至った経緯について触れております。以降、１ページの下の方か

ら、これは従来から盛り込まれていた部分ですけれども、「食料・農業・農村に係る施策の基

本方向」ということで、やはりベースになりますのは基本法の考え方でございますので、それ



をまず挙げております。 

 次の２ページ目にまいりまして、これは今回の土地改良長期計画の前提となるものですけれ

ども、「食料・農業・農村基本計画」についてもポイントの部分を挙げております。食料自給

率の話でありますとか、農地面積も数値を入れさせていただいております。それから「『食』

と『農』の再生プラン」でございます。 

 ２番のところから、「新たな土地改良長期計画のあり方についての基本的考え方」というこ

とでまとめております。ここの部分で、「消費者・国民の視点に立った新たな施策の展開」の

ために、新たな視点が必要ではないかということを書いております。最初の「・」の中にあり

ますが、「これまで、消費者・国民の視点に立った施策説明が十分ではなく、もっぱら農業・

農村のための整備としてとらえられてきた面があった」ということを書いておりまして、今後

の施策の進め方として、新しい視点が必要ではないかということを書いております。 

 ３ページにまいります。３ページの一番上の部分ですけれども、基本に流れますのは食料・

農業・農村基本法の考え方ですけれども、その理念を、「消費者・国民に対するサービスの提

供の視点からとらえ直す」ということを議論した結果として、「いのち」「循環」「共生」と

いう視点が非常に重要であるということで、このような視点で施策を考えていく必要があるの

ではないかということを挙げております。「いのち」の視点、「循環」の視点、「共生」の視

点、先程経済財政諮問会議の資料の中でもご説明しましたけれども、そういったものをそれぞ

れ説明しております。 

 その３ページの下の方になりますけれども、「主要な施策の考え方」ということですが、先

程ご説明しました参考資料－３の２ページをご覧ください。カラー版のものですけれども、「新

たな土地改良長期計画のあり方についての基本的考え方」とあります左側に基本法の理念とい

うのがありまして、食料と多面的機能というものがあって、それを実現するために農業の持続

的発展、農村の振興というのがありますが、こういったことを進めていくための施策展開の視

点として、「いのち」「循環」「共生」という考え方、視点を入れております。 

 これは重複してくる部分もあるわけですが、お互いに相互関係がありますので、こういった

考え方、視点で施策を捉えまして、右の方に、これもまた緩やかにかぶっておりますけれども、

３つの施策の枠組みといいますか、こういったような考え方で進めていこうということでござ

います。 

 中に、これまでご審議をいただいてきております７つの施策についてそれぞれ織り込んでお

りますけれども、それを大きくくくったものとして、安全で安心な「食」を支える「農」の基

盤づくり、それから「農業用水や有機性資源の循環の促進」、それから「人と自然が共存する

美しい国民のふるさとづくり」、「共生」という観点ですけれども、こういったもので施策を

進めていこうという考え方でございます。 

 また文章の方に戻っていただきまして４ページをご覧ください。こちらの方も若干ビジュア

ル的に上の方に説明しておりますけれども、そういった感じで少し重複するような形の位置付

けになっております。 

 それから３番の「主要な施策の基本的な考え方」ということです。中の７つの構成について

は従来から盛り込まれてきたものですけれども、修正した部分につきまして、ポイントを説明

させていただきたいと思います。 

 まず（１）「意欲ある農業経営体の育成支援」という部分ですが、先程のビジュアル版の参

考資料でいきますと、３ページに当たります。そちらも併せてお開きになりながらご覧いただ

ければと思います。文章の方の最初のパラグラフの部分ですが、従来の整備率向上を主目的と

した整備から、農地利用集積、経営体の育成等の成果を重視した整備に転換するといったよう

なことを明確に打ち出していこうということでございます。説明資料の方はそういったことで

事例を挙げておりますが、こういった大規模経営をつくっていこう。それによって、労働時間

の短縮でありますとか、生産コストの縮小を図っていこうといったような方向を出しておりま

す。 

 文章編の５ページ目、（２）ですが、「総合的な食料供給基盤の強化」という部分でござい

ます。説明資料の４ページでございます。こちらの部分は基本的には前回まで盛り込まれてい

たものと大きく変わっておりません。若干変わった点がありますのは水田利用の関係ですけれ



ども、各地域の水田利用の選択を踏まえて所用の汎用化整備を行うということと、それによっ

て転作作物の導入・定着ですけれども、その他、３行目にありますが、「水利用事業等の地域

条件を踏まえて、水田の畑地化を実施する」ということも加えております。 

 （３）「安定的な用水供給機能等の確保」というところでございますが、説明資料は６ペー

ジ、７ページに当たります。変わっておりますのが２つ目の「・」の部分ですけれども、土地

改良区の役割の部分を少し書き込んでおります。「農村地域における都市化・混住化の視点に

伴い、都市的排水の受け入れや地域用水機能の発揮など、より複雑かつ高度な管理が求められ

てきている」ということがあります。それから、こういった土地改良区が、農業用水施設や農

業用水の持つ多面的機能の発揮についても適切な役割を担いつつ、農業水利施設の管理組織と

して役割を万全に果たしていけるよう、その強化を図る。それからさらに地域と連携した管理

体制の整備を図るということで、先程ご紹介のありました水土里ネットの動きなどもこの辺り

に関わってこようかと思います。 

 （４）「農業災害の防止と安全・安心な地域社会の形成への貢献」という部分ですが、説明

資料の８ページになります。農業の災害を防ぐということですけれども、併せて地域防災的な

機能も果たしているわけですので、こういった点についてもアピールしていきたいと思ってお

ります。記述自体は基本的に変わってございません。 

 ６ページの方にまいります。（５）「循環型社会の構築に向けた取り組み」ということで、

説明資料の参考資料の方は９ページに当たりますが、有機性資源についても重要な資源と捉え

まして、資源循環に向けた地域活動の支援でありますとか、モデル的な施設整備等を総合的に

実施していこうということで考えております。施策の内容として、バイオマス・ニッポン総合

戦略というのができましたけれども、これを踏まえまして、バイオマス利活用フロンティア事

業ということで、モデル的にこういった取り組みを進めていこうと。それによって、右の方に

ありますが、環境負荷の軽減でありますとか、農業面では有機農産物の供給でありますとか、

こういったようなサイクルをつくるのに寄与していこうといったことでございます。 

 文章編の方にいきまして、６ページの（６）「自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環

境の創造」という部分ですけれども、説明資料の 10 ページでございます。田園環境整備マスタ

ープランのことが書いてあります。これに基づきまして事業計画があるわけですけれども、生

態系を保全する水路を着実に整備していく。それによって自然と親しめたり自然観察ができた

りといったような田園自然環境を創造していこうということが１つですが、今年から着実に着

手してきている部分ですけれども、前回までご指摘のありました、これからの魅力ある農村づ

くりということからいけば、生きもののにぎわいを向上させていくという視点が非常に重要だ

と。そういうニーズも高いといったことがありまして、後程またご説明致しますけれども、別

紙の方に目指す成果等を整理しておりますが、こちらの方にも生きもののにぎわいの向上とい

ったようなことを挙げさせていただいております。それをどういった指標でサポートするのか

というのはまだなかなか蓄積が少ない部分もありまして、評価手法等については１対１で対応

するようなところになかなかいかないのですけれども、例えばこういったマスタープランに基

づく環境配慮型の水路を整備していくようなことでありますとか、農村環境を利用した、例え

ば田んぼの学校活動のようなものを全国で実施していくでありますとか、間接的指標になりま

すけれども、そういったもので、この部分もできるだけ説明をしていきたいと考えております。

さらに、評価手法については引き続き研究することが必要であると記述させていただいており

ます。 

 （７）は「個性ある美しいむらづくり」でありますが、説明資料の 11 ページになります。文

章編の方は７ぺージをご覧ください。７ページの一番上の部分ですけれども、農業水利施設の

整備に当たってのことと致しまして、水循環のことを書いております。もちろん農業生産のた

めの水ではあるのですけれども、先程申し上げたように、水循環ということで、自然環境や水

辺環境の形成、地下水の涵養等が図られることに留意するとともに、親水、景観、防火、消雪

といった農業用水の地域用水機能の発揮や循環利用の促進を図るといったことで、農業用水の

持つ多面的な部分を重視していくということをここに入れております。 

 ７つの施策の、前回以降大きく変わった部分については今申し上げたようなところでござい

ます。 



 ４番のところは「施策の実施に当たっての留意事項」を書いてございます。まず最初の部分

は「施策の連携強化」ということで、こちらの方は説明資料の 12 ページになります。まず、農

林水産省の中の話としまして、ハードとソフトの連携ということが１つありますが、「いのち」

「循環」「共生」といったことを農林水全体として取り組んでいくことが重要ではないか。「『食』

と『農』の再生プラン」というものがあるのですけれども、こういったものを活用して総合的

な取り組みが一層強化されることが重要であるということを挙げております。 

 それから下の方ですけれども、（他府省施策等との連携強化）ということで、特に国交省が

今回、先程の説明のように、長期計画をつくり直す新たな計画をつくるタイミングになってお

りますので、こちらとの連携は重視していきたいと考えておりまして、そういったことを盛り

込んでおります。 

 続きまして８ページ目にまいります。上の方に「国と地方との適切な役割分担と連携」とあ

りますが、先般、地方分権改革推進会議の方の意見が出ておりますので、長期計画においても、

こういったことを踏まえまして適切に対処していきたいということで、そういった趣旨を入れ

ております。 

 その下の「より効率的な施策の実施」というのは、事業工期の話でありますとか、コスト縮

減のことでございますけれども、従来から盛り込んでいた部分でございます。 

 最後の５は「計画策定に当たっての留意事項」ということで、これは当初からご議論いただ

きました部分ですが、「成果目標の重視」、それから計画期間の短縮化の検討、それから国民

の意見を反映したということで、今回、パブリックコメントもとらせていただこうと思ってお

りますが、そういった計画策定と透明性の確保ということでまとめさせていただいております。 

 それから、その資料の別紙として、これは前回ご議論いただいたものをかなり大幅に直した

ものでございますけれども、Ａ３の「新たな土地改良長期計画における施策の構成と主な成果

目標・成果指標等のイメージ」というものがついてございます。 

 今申し上げましたようなことですけれども、左側に「いのち」「循環」「共生」という視点

が書いてございます。これに対置いたしますのが右の方で、「消費者・国民の視点から見た成

果目標」、少しオレンジ色っぽいところでございますが、＜安全・安心な「食」の提供＞とあ

りますが、「いのち」の部分とお考えいただければと思います。黄色い部分が「循環」を支え

るもの、グリーンのところが「共生」といったようなところ。お互いに機能としては、役割と

してはダブってくる部分があるのですが、こういったことを提供していこう。 

 そういったことをやるために、その左側ですけれども、「農業上の成果目標」として、こう

いった担い手を確保というか、支援し、農地を確保し、望ましい農業構造をつくっていく。そ

れを支える用水の供給機能を確保するといったようなことがあります。今回の土地改良長期計

画ではこういったことを高い目標として掲げながら、所要の施策を実施していく。その施策ご

とに幾つか、施策としての成果指標というものを入れていくことになると思いますけれども、

こういったようなことで実施していければということでございます。 

 上の方、農業関係の部分については余り変わってございませんけれども、下の方の「共生」

に係るような部分につきましては、例えば、先程ご紹介しましたけれども、「共生」の中の下

から２つ目の枠ですが、「『田んぼの学校』活動等の実施」といった観点も入れてございます。 

 それから右の方に＜多面的機能の提供＞と書いてありますが、「美しく心やすらぐふるさと

の提供」とかあります。「地域社会の持続可能性の向上」ということで、農村だけの問題では

なくて、地域社会を持続させていくことがこの国全体として重要なことではないかといったよ

うな視点を加えさせていただいております。 

 大変長くなって恐縮ですけれども、こういった形で今回まとめさせていただいております。

また、具体的な施策としての成果指標の具体的な数値目標等につきましては、制度の見直しの

結果等の関係もありますので、今回の中間とりまとめのご審議を踏まえまして事務局で検討し

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 最後になりますけれども、今回の中間とりまとめの内容につきましては、今後、パブリック

コメント等によって幅広くご意見を求めたいと思っております。最終的なご審議にまた活用し

たいと考えております。その際、実施のタイミングですけれども、先程ご説明致しましたけれ

ども、国土交通省の新たな計画との関係が非常に重要であるといったようなこともあり、状況



を見ながら、次回の審議に向けて実施したいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○三野小委員長  ありがとうございました。 

 この件につきましては、本日欠席の中道委員からご意見をいただいております。まず、事務

局よりそれをご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○林田事業計画課長  お手元に番号のない資料をお配りしておりまして、「12 月 11 日企画小

委員会意見 中道宏」と書いたペーパーがございます。読ませていただきます。 

 

 新たな土地改良長期計画の策定のあり方について 

 「目指す成果」（資料－３－２別紙）の「いのち」「循環」「共生」は、「水と生命の世紀」

における農業農村整備事業の位置付けを的確に表現している。 

 また、他の公共事業の長期計画と統合せず、独立して策定しているのには意義があり、堅持

すべきである。農業農村整備事業は農政の他の施策と緊密な連携のもとに推進されるべきであ

り、このことは国交省の公共事業とは基本的に異なる。農業集落排水事業と下水道事業はその

工法から同一視されがちであるが、前者は農村地域の水質を保全する観点から制度化されたも

のであり、廃棄物処理施設である後者とは性格を異にする。 

 こういったようなご意見をいただいております。以上です。 

○三野小委員長  以上のようなご意見をいただいておりますが、それでは、委員の皆様から

も、本件につきましてご自由にご発言いただきたいと思います。よろしくお願いします。高畑

委員。 

○高畑専門委員  前回申し上げた問題について、かなりご配慮をいただいておりまして、こ

の点、御礼を申し上げたいと思います。 

 ついては、ちょっと細かいことで恐縮でございますが、本文の方の５ページの（３）の「安

定的な用水供給機能等の確保」の項目の一番最後の方に、「土地改良区が……管理組織として

役割を万全に果たしていけるよう、統合整備を推進する等によって組織運営基盤の強化を図る

とともに、地域と連携した管理体制の整備を図る」、この項目が入ったということは非常に私

は歓迎をするわけでございます。 

 つきましては、前回も申し上げたのですが、どちらかといいますと、こういう文章を読むと

同時に、このイメージ表をみると、非常に体系付けられておりますし、分かりやすく整理され

ているわけでございまして、我々の立場から致しますと、まずこのイメージ表を先に見るとい

うのが一番分かりやすいのではないかと。こういう観点に立って、真ん中辺にあります「安定

的な用水供給機能等の確保」の次の次の「施策の成果指標」で、「土地改良区の統合整備等に

よる体質強化」とだけ書かれておりますが、この点について若干申し上げた経緯がございます。

せっかく本文の中に、最後に今申し上げたような地域との連携云々という、非常に私どもにと

っては切実な問題が表現されておりますので、このイメージ表の中にもこの文言をぜひ掲示で

きないかと、していただきたいという観点に立って意見として申し上げさせていただきたいと

思います。理由等については省略を致します。 

○三野小委員長  以上のようなご意見をいただきました。一応それはまた検討していきたい

と思います。 

○松谷専門委員  この点は、前回であるとか、あるいは以前ご説明いただいたときなどにも

お話し申し上げて、今回、別紙のイメージ表のところに「地域社会の持続可能性の向上」とい

うことで文言を入れていただいておりまして、本当にご配慮に感謝したいと思うのですが、た

だ、資料－３－２の６ページの（７）に「個性ある美しいむらづくり」というふうに書かれて

おるのですが、どうなのでしょうか。現在の農村というのは個性あるむらづくりという段階に



あるのかどうかですね。つまり、それよりももっと前に、農村そのものが消滅してしまう危険

が非常に高いのではないかと思うのですね。ですから、個性あるむらづくりの前に、いかにし

て農村社会というものを持続させていくか、持続可能性を向上させていくかということをもう

少し強く出されてはどうかなと思うのですね。 

 というのは、ちょっと話が長くなって恐縮ですが、実は先日、愛媛県の八幡浜市というとこ

ろへまいりまして、あそこは、ご承知のように、ミカンの全国一の産地ですが、あそこに非常

に管路の長い畑かんの施設がつくられたのですけれども、その結果、もちろん水がそういうこ

とで自由に供給されるということで、品質の向上であるとか、そういうことにもちろん役立っ

ていくわけですが、同時に、農薬の散布をスプリンクラーを通じてやっているわけですね。そ

の結果、従来は相当農薬の被害がありまして、年とった方は顔がケロイドになっているとか、

そういったような状況もあったわけですが、そういったことは一切なくなって、かつ、農作業

自体が非常に楽になって、特に女性の農作業が非常に楽になりましてね。 

 話を聞きますと、このかんがい施設ができたおかげで、若い男性がまず定住するようになっ

て、かつ女性も、他地域からも、この地域は農作業が非常に安全で楽であるというようなこと

で、お嫁さんがその地域にやってくる。他地域に比べると非常に嫁取りが楽だということです

ね。そういったこともあって、畑かんの施設が、具体的にいうと川上地区というところですけ

れども、この地区の持続可能性に大いに貢献しているのですね。 

 それは本当に肌身で感じたわけですけれども、土地改良事業というのは、もちろん品質の向

上であるとか、あるのですが、土地改良事業がそういう意味で農村社会そのものを、もしあそ

こに畑かんの施設がなかったら、多分あそこは消滅してしまったと思うのですね。非常に雨が

少なくて、耕して天まで至るというような非常に急峻な地形ということですから、ミカンです

からある程度しようがないのかもしれませんが、大変な農作業でしてね。あれがなかったら、

多分、あの農村は消滅していた可能性があるわけですね。 

 ところが、そういうことは私も行くまでよく分かりませんでしたし、都会の人はほとんどそ

ういうことに対する認識はないのだと思うのですね。ですから、この美しいむらづくりという

のは、確かに都市の人から見て、いのちのふるさとのような、そういうことで、都市の人にと

ってもいいのですよということを訴えるところは大変結構ですけれども、その前に、こういう

土地改良事業がなかったら、そうした村そのものが消滅してしまうのだというような危機感を

もう少し国民にアピールしてはどうかなと。ですから、個性あるむらづくりも、もちろんこれ

は必要なことで結構ですが、その前に、ここは、農村を今後とも持続させていく上で、この土

地改良事業が重要なのだということをもう少し強調されてはどうかなと感じた次第でございま

す。 

○三野小委員長  細田委員、お願い致します。 

○細田専門委員  松谷先生、本当にありがとうございます。私も現場を何回か見た者の一人

なのですけれども、今おっしゃっていたとおりですが、ただ問題は、あの急傾斜の園地条件と

いうのは土地改良事業でないと、農家の自助努力では改善できないほどの条件だと思っている

のですね。園内道も自力ではつくれないような、非常に急峻な傾斜地なわけですけれども、そ

ういう意味で、今のむらづくりなり、あるいは後継者育成なりということを考えましたときに、

これはやや我田引水的なことになるわけですが、４ページの「経営体の育成支援」の表現の中

に、もし可能ならば、水田と土地利用型の畑地については確かにこの記載のとおりだと思いま

すが、樹園地については、地目別に言えば一番整備がおくれている部分だと思いますし、その

ことによる波及効果といいますか、むらづくりなり、あるいは後継者育成なりの効果というの

は非常に大きいものがあるかと思いますので、畑地かんがいだけではなくて、樹園地の簡易な

園地整備も含めて記載していただければ大変ありがたいです。これはお願いしておきます。 

 もう一点、少し次元が違うのでございますけれども、ここの本文で言いますと、６ページの

（５）以降、循環型社会、あるいは田園自然環境、個性ある美しいむらづくりに関する部分で

す。非常にきれいにおまとめになっているとは思うわけですけれども、やや事務的なご質問な

り要望になるわけですけれども、実際に土地改良長期計画を立てる際には、事業種目ごとに事



業量を記載する仕組みになっているのではないかと思うわけですが、この部分は現時点ではま

だこれに記載されているような網羅的な、これを達成するための個別事業というのは、今のと

ころそう多くはないのではないかと思うわけです。ソフト事業もこの事業量、事業種目に入れ

るのかどうかよく分かりませんけれども、それだけでは指標の達成というのは不十分ではない

かと思います。 

 １つはその時期の問題もありますが、要望としては、今後５年なり 10 年なりの期間の中でで

きるだけ早く、ここに表明されているような指標が達成できるような具体的な事業種目、これ

をぜひ実現していただきたい。もし現時点でお考えがあれば、差し支えない範囲でお知らせい

ただければありがたいと思います。 

○三野小委員長  特に後半の方、事務局から何かございますでしょうか。ご説明は、具体的

にいろいろまたご意見を伺った中で修文はあれですが、今のところ特に……。 

○岩村計画調整室長  直接のお答えにならないかもしれませんけれども、今の細田委員から

のご指摘の点でございますが、（５）以降の部分につきましては、全てではないですが、例え

ば（６）の部分の田園自然環境の創造といいますのは、ここの部分については土地改良法の改

正によりまして、自然との調和に配慮するということが事業実施原則になってますので、言っ

てみれば、全ての事業に関わってくる、全て配慮しなければならないという原則にまず立って

いるということがあります。 

 それをさらにサポートするための様々なソフトの対応というのがありますが、そこの部分は、

本質的に言えば、いわゆる土地改良法による土地改良事業ではありませんけれども、土地改良

事業と一体としてその成果の発揮に資するものということで、従来から土地改良長期計画の中

に含めてやっております。確かに、そこの施策の部分についてはまだまだ不十分なところはあ

ろうかと思いますけれども、来年度の平成 15 年度予算、今まさに大詰めに来ておりますけれど

も、そこの中でもそれなりにと言いますか、かなりの、例えば「循環型社会の構築に向けて」

といったところについては制度的に強化することにしておりますし、そういったことを考えて

おりますし、引き続きそこは進めていきたいとは思います。 

 それから、閣議決定文に書ける部分というのは、ご存じのとおり、わずか２ページぐらいの

ものですのでかなり限られてくると思いますが、以前ご説明したと思いますけれども、同時に、

農林水産省としても説明資料というものもつくろうと思っておりまして、こういった、より国

民視点といったところの、閣議決定文の中に必ずしも全て盛り込めない部分については、農水

省の説明資料というものの中に十分反映させまして、そこを同時に出すことによって全体とし

てのご理解を広げていきたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

○三野小委員長  それでは、生源寺委員、お願い致します。 

○生源寺委員  全体としては非常にいいものになっているのではないかと思っております。

ただ、私、前回欠席いたしましたので、あるいはもう既に議論を経てこういう表現になってい

るということであればお許しいただきたいのですけれども、二三、気の付いた点を申し上げま

す。表現上の問題です。 

 まず３ページでありますけれども、「いのち」の視点、「循環」の視点、「共生」の視点と

いう形でくくっておられるわけですけれども、ここの部分だけ語尾が、「視点に立つこととし

たい」とか「応えていくこととしたい」、あるいは「築くこととしたい」となっています。具

体的な施策をみますと、それぞれこういうことをやるということを書いておられるわけですか

ら、「視点に立つ」とか、「期待に応えていく」とか、「築き上げる」とか、すっきりした表

現にしてしまった方がいいのではないかなということでございます。 

 それから、もっと細かな話で恐縮ですけれども、「いのち」の視点で、「『いのち』を守っ

ている」とありますけれども、むしろこれから将来に向けた決意という意味では、「『いのち』

を守る視点」というぐらいの方がいいのではないかと思います。 

 それから、これは純粋に質問でございますが、４ページの、先程の細田委員のご質問と言い



ますか、ご意見の中のお話で、何となくそういうことかなという気がしないでもないですけれ

ども、３の（１）の冒頭の「土地利用型の畑地」、この言葉はちょっと私にはのみ込めないの

ですけれども。土地利用型でない畑地というのがあるのかどうか。このままですと、私と同じ

ような疑問を持つ方がおられるのではないかなという気がしますが、ちょっとご説明いただけ

ればと思います。 

 それから、これは今室長からのご回答の中でも言及された部分でありますけれども、６ペー

ジの（６）の第２パラグラフですが、「農業農村整備事業では、これまで、生産性の向上など

の本来的な機能を発揮させることに主眼を置きつつ整備がなされてきたが、自然と共生する田

園環境の創造に貢献する事業内容へ転換する」とあります。それで、この後段の「自然と共生

する田園環境の創造に貢献する事業内容へ転換する」というのは、転換するというところに着

目しますと、これは非常に強い表現であると読むことができます。ただ、創造に貢献するとい

うことであれば、これは大なり小なり貢献すると言ってしまえば、実はそんなにサブスタンス

のない表現であるという読み方もできるような気も致します。 

 それで、これは第１条２項の改正に対応するようなことがあるとすれば、その他のところで、

例えば「生産性の高い優良農地の確保を図る」ということも言っているわけですので、ここは、

私の感覚としては、「田園環境の創造への貢献をこれまで以上に重視する事業内容に転換する」

というぐらいに表現した方が、むしろ言いたいことははっきり表現できるのではないかなとい

う気が致します。 

 それとの関係で、この前半の部分の「本来的な機能」の「本来的な」というのは、私は落と

してもいいのではないかなと思います。農業の生産性の向上などの機能、あるいは生産性の向

上などの農業上の機能といってもいいのかもしれませんけれども、「本来的な」といいますと、

これはまたこれで後段の「創造に貢献する事業内容へ転換する」という表現との関係で、論理

的に少しストンと落ちない部分が出てくるような気が致しますので、ちょっとお考えいただけ

ればありがたいと思います。 

○三野小委員長  それでは、ご意見として伺ったのと、そのご質問の内容の「土地利用型の

畑地」について、もしご説明がございましたらお願い致します。 

○岩村計画調整室長  すみません。ご指摘のところ、きれいに整理されてないという感じが

致しまして、樹園地の部分と畑地の部分と、それからいわゆる北海道型の大規模な土地利用型

というものと、それから例えば高原作物のようなものであるとか、その辺りの整理が必ずしも

きれいにできておりませんので、ここは少し検討させていただきたいと思います。大変恐縮で

すが、よろしくお願い致します。 

○林田事業計画課長  それともう一つ、環境の創造に貢献する事業内容に転換のところでご

ざいますけれども、ご指摘を受けて検討致しますが、ここは、土地改良法の改正で環境配慮を

打ち出し、今年の４月から施行されていること、また、全ての市町村において「田園環境整備

プランマスタープラン」をつくっていただいて環境配慮していくといったような私どもの強い

意思を出すという意味で、既にいろいろなところで使っています。もちろん、審議会報告の中

で使うことについては引き続き検討致したいと思いますけれども、気持ちとしてはそういうと

ころでございます。 

○三野小委員長  ご意見として承っておいてください。それでは、村田委員。 

○村田専門委員  「いのち」「循環」「共生」という３つのくくりで新しい土地改良長期計

画を説明しようということは大変いいと思います。これは事務局によれば、一般国民への説明

というか、分かりやすいことを考えたというお話ですけれども、土地改良事業に関わっている

自治体の職員だとか土地改良区に関わる農業者の意識改革にもつながるという意味で、非常に

意味があると思うのですね。そういう意味で高く評価したいと思います。 

 この委員会で一番最初にこの横長のようなものを見せていただいた記憶があるのですけれど



も、そのときと比べると、もう雲泥の差というか、新しい長期計画というのはこういうものだ

というメッセージがはっきりしたということで、随分良くなったなという感じがいたします。 

 １つ、ないものねだりですけれども、私、感じたことを言わせていただきたい。依然として、

土地改良計画、土地改良事業というのは水田を中心にしているというか、想定しているという

ところがあります。それは過去の歴史をみればやむを得ない面があるわけでしょうが、畑につ

いても、転作だとかいう側面だけから触れられていなくて、畜産については全然触れられてな

いわけですね。 

 これは農林省内の縄張り意識というか、縄張りということに関係するのかもしれないけれど

も、農業ということから言えば、農林省内の局とは関係なく存在するわけです。今すぐという

わけではないです。今後、例えば森林への放牧、森林を放牧地にするとかいうようなことは、

これはＢＳＥの問題で表面化しましたけれども、日本の畜産の自給飼料率が低いということが

問題なわけで、それは求められているわけですけれども、それをここに書けというわけでない

ですが、やはりそういったことが必要であろうと思います。ですから、それは従来の土地改良

事業と違うのかもしれないけれども、やはり何か入ったらいいのかなあと。せっかく森林と水

産と土地改良の３つを横断的にとらえるというのであるならば、そういった調整が必要なのか

なと思います。 

○太田農村振興局長  今の村田委員のご指摘、やはりまだ農業で考えているというか、農村

振興局の殻を破れないという、グサリと来た感じがしたのですけれども、書き直します。要す

るに、各局にも投げてはいるのですけれども、やはり関心の度合いが、そういう意味でいうと、

農村振興局のことだからという意識もあると思います。だから、こういうことにしたらどうだ

ろうかという提案をむしろこちらが投げかけて、それはどういう形でまとまるかはありますけ

れども、思いは全く同じです。次の機会と言わずに、できることは今やりたいと思いますので、

また調整をいい方向に図れればと思います。 

○三野小委員長  そのほか……。柏委員。 

○柏専門委員  ５ページに、「総合的な食料供給基盤の強化」ということがありますが、特

に中山間のことで数行入れていただいているわけでありまして、その中で、直接支払い制度等

のソフト対策との連携に重点を置くようなことも書かれておりまして、これは非常にありがた

い表記ではないかと思っております。個人割り当てにすれば、年間ほとんど十何万円にしかな

らない直接支払いですけれども、これを集落単位内、もう少し広い単位で戦略的に使えば、こ

れは非常に大きなメリットが出てくる可能性もあるわけで、その辺での連携ということも非常

にいいことではないかと思います。 

 その下のパラグラフに汎用化の問題が出ておりますけれども、これも、全国一律、何でも汎

用化ということではなくて、例えば中山間みたいなところでは、その意義が若干乏しい場合に

は、例外的であるということも踏まえての記述だと思いますので、その辺も非常に評価できる

ところではないかと思いますが、例えば中山間の水田なんかで見ますと、汎用化しない場合、

まだ耕作の維持が必ずしも今後持続できない場合、その場合の利用、管理の将来構想みたいな、

方向みたいなものをどうやって理解してもらえばいいかというのがなかなか伝わってこない。 

 例えば、大ざっぱに言ってしまえば、そういった地域ではある程度稲作の計画的な後退みた

いなことを含めながら考えていく、あるいは従来とは別のメソッドでの利用管理のあり方を模

索していくというような、いろいろなことが考えられていかなければならないわけですけれど

も、そういう意味で、例えば一番上の「・」の第２パラグラフの一番下のところで、「耕作放

棄の発生防止と農地の有効利用を図る」というところなんかを「農地の計画的利用・管理のあ

り方の検討」であるとか、そういったようなイメージみたいなものも取り込んでもらうといい

ような気が致します。 

 それからあとは、広い、「いのち」「循環」「共生」ということですけれども、やはり国民

一般のイメージとすれば、公共事業に関しては、例えば農地、道路整備にまさる費用対効果が

得られるような投資機会というのはまだ多くあるのではないかというイメージ、広く一般的に



はあると思います。インフレに偏っていた社会資本整備のあり方をどう是正するかということ

もやはりかなり多くの関心が集まっているわけでありまして、それを受けて、例えば循環なり

共生なりという形を大きく打ち出しておられることは非常にタイムリーであるとは思うのです

が、前回もちょっと指摘事項で出たと思うのですけれども、その辺の成果指標なり成果目標の

辺りがやはり少し手薄かなという、もっと大胆に打ち出すことができればよりいいのではない

かという気が致しております。 

 例えば、先程も土地改良区の整理・統合ということが成果指標の「循環」のところのあれで

出ておりましたけれども、もう少し、社会資本ということでいえばインフラとイメージしてい

た昔の高度経済成長時代あたりの、ソーシャルキャピタルの日本語への訳し方がちょっとおか

しかったようなところもあって、新しい社会システムを生み出すとか、社会開発とか、そうい

ったところも相当入っているわけですから、例えば土地改良区のみで維持困難になったものを、

それに代わる新しい地域社会システムといいますか、住民を巻き込んだようなシステムをつく

るため、例えばＮＰＯであるとか、グラウンドワークとか、いろいろな手法が今出ていると思

いますが、そういったことも含めながら成果手法みたいなものを豊かに盛り込んでいけばとい

う気も少し致しております。 

 それからあと、循環型社会というところももう少しいろいろな形で膨らんでいくのではない

かという気がします。バイオマスなんていうこともかなり出てきておりまして、これは１～２

年の間に日本でも認められてきて、これを積極的に載せるという形で非常にいいのですけれど

も、例えば林業分野との連携、例えば木質バイオとか畜産バイオの、そういったことももう少

し積極的に組み込むような形で、例えばエネルギークロップであるとかショートローテーショ

ン・フォーレストであるとか、そういったものと転作との絡みを考えるとか、かなりいろいろ

可能性というのは出てくると思うのですけれども、その辺のことも含めながらもう少し膨らま

せていくような必要性があるのかないのか、ご検討いただければと。これは意見でございます。 

○三野小委員長  ありがとうございました。予定している時間が少し来ておりますが、もし

ご意見があれば。海野委員。 

○海野専門委員  今の柏委員の話との関連ですけれども、水田の汎用化の話、私は文章編で

はまあこんなところでいいのではないかと思うのですが、イメージになると、また汎用化がプ

レーアップされてきているような気が致します。特に成果指標のところで水田の汎用化率とい

うのが出てくるのは、これはある意味では、生産調整が強制割り当てで、回り持ちかなんかで

やっていたころの亡霊みたいな感じがするので、もう今や水田の汎用化率は成果指標にはなら

ないのではないかと思います。 

○三野小委員長  一応ご意見ということで、前回もそのようなご意見をいただいていたと思

いますが、十分また検討していただきたいと思います。その他１つ２つ、ご意見がございまし

たら。小幡委員。 

○小幡専門委員  大体、「いのち」「循環」「共生」という視点も適当だと思います。少し

別紙のイメージのところについて。確かに「循環」と「共生」のところで両方とも環境の話が

出てくるので、したがって、「循環型社会の構築に向けた取り組み」というのが、「人と自然

が共生する美しい国民のふるさとづくり」、だから両方に入ってくるのですよね。図式として

ね。それは確かにそういうことだろうなと思うのですが、あるいは「共生」のところだけが、

つまり、「循環型社会の構築に向けた取り組み」というのが上かなと。「人と自然が共生する

美しい国民ふるさとづくり」にそれが入っているのですね。だから、これがダブって入ってい

るイメージなのかなと思いまして。 

 それで、循環型社会って、私、大変大事だと思うのですが、少し気になったが「消費者・国

民の視点から見た成果目標」のところで、「有機性資源の循環利用」というところは「農業上

の成果目標」というところと「消費者・国民の視点から見た成果目標」というところ、両方に

入っているのですね。上の農業用水の話は、「消費者・国民の視点から見た成果目標」のとこ



ろでは、循環型の用水の視点というのが入っているのですね。「農業上の成果目標」には直接

は入らないのですかね、そこの部分というのは。用水の確保ができればよいと。で、生産の維

持・増進ができればよいというのが農業上の成果。だから「農業上の成果目標」の意味なので

すが、ただ、循環型資源についてはそこでも入っておりますので、用水のことに関しても、「農

業上の成果目標」の中に循環型のところが少し入ればよろしいのかなと少しは思いました。こ

れはイメージ図ですから、なかなか書き切れないということであれば、別に私の感想のような

ものですから結構ですが。 

○三野小委員長  それではまた、その辺につきましても検討していきたいと思うのですが、

少し時間もございまして……じゃ多賀谷先生、短く、よろしくお願いいたします。 

○多賀谷専門委員  今日は余り体調がよくないので短く言います。いつもはもっとしゃべる

のですけれども。 

 先程生源寺委員がおっしゃった「いのち」の視点というところの、「いのちを守っていく」

というのを「守る」というふうにするのは、私は賛成です。というのは、今現在は我々のいの

ちを守っている農産物の半分以上は輸入によって来ている。だから、現在としては、半分ぐら

いしか守っていないと思うのです。しかし、将来的に市場経済が崩壊するといいますか、ある

いは食料が入ってこなくなった場合にも守らなければいけないという、そういうところはもう

少し強調した方がいいのではないかという気が致します。 

○三野小委員長  ありがとうございました。 

 大体各委員のご意見、この方向でとりまとめることにつきまして、特にご異論はないように

伺いました。それで、いろいろスケジュールもございますので、この中間とりまとめ案、「新

たな土地改良長期計画の策定のあり方について」に関しまして、本日いろいろご意見をいただ

きましたので、それを踏まえた上で修正していただきたいと思いますが、その修正につきまし

ては私にご一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○三野小委員長  ありがとうございました。 

それでは、必要に応じまして、ご指摘のありました委員と個別にご相談しながら修正をさせて

いただき、各委員に最終的には送付致しますので、それをもって中間とりまとめ案とさせてい

ただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは続いて、「世界の水資源と我が国の農業用水について」、事務局から説明いただき

たいと思います。 

○林田事業計画課長  それでは、「世界の水資源とわが国の農業用水について」ご説明致し

ます。資料－４、横のＡ４の資料でございます。 

 前回の委員会で、世界の水資源の現状と課題というものを中心にご説明致しました。今回は

農業用水を地域別に見て分析致しました。前回申しましたけれども、年度末までにとりまとめ、

英文に致しまして、３月に日本で開かれる世界水フォーラムの国際会議の中で配付するといっ

たことで、我が国の立場を主張していきたいと考えているところです。それでは今回の部分に

ついてご説明致します。 

 目次を飛ばしまして、大部な資料でございますので、急いで説明させていただきたいと思い

ます。１ページでございますけれども、「農業用水の地域性」ということであります。農業は、

自然条件の中で植物の栽培・耕作を行うものでありますことから、自然環境と密接不可分であ

ると。従って、農業用水も降雨等の自然環境や栽培する農作物の要水量等により多様で、工業

用水とか生活用水と比較して、様々な地域性を有しているのが特徴であろうということであり

ます。下には地域の特性を例示した写真と地域図を付けております。 

 ２ページ目には、（参考）としておりますけれども、一つの国内においても多様性があると

いったような例、アメリカ等でもあると思いますが、ここでは中国の例を挙げております。一



つの国の中でみても、気温、降雨等の自然状況により、農業及び農業用水は地域性を帯びてい

ると。降水量、農業区分、かんがい区分について、ここで地図に示しているわけですけれども、

多様であるということであります。 

 左側の下の図でご覧いただけますように、中国の中でも、いわゆる水稲をメインにしている

地域は揚子江の下流部の部分だけでありまして、あとは水がないことから、特に北の方は畑作

地帯となっておりまして、400 ミリ以下の非常に水が少ない地域であるということがございます。 

 ３ページ目には、「自然環境と農作物」ということで、農業用水の地域性を規定する自然環

境として、まず第一に降雨だということを書いております。降水量の大小は、地域における水

循環量の大小に影響を与えまして、栽培作物量の選定ですとか農業用水の利用を左右致します。

このオレンジ色の地域は 400 ミリメートル以下しか降らないということであります。 

 ４ページは「水収支」という観点です。降水量が多い地域であっても、蒸発散量も多いとい

う地域、例えばオーストラリア東北部等においては、農作物の選定ですとか農業用水の使い方

が制限されることになる。逆に、降水量が比較的少ない地域であっても、蒸発散量も少ない地

域では、例えばヨーロッパですが、農作物の栽培に適するという特性があります。 

 「水収支」が大幅にマイナスとなる地域においては、地図の赤い部分ですけれども、何らか

の手段で水が供給されることが一般的に必要となるということです。逆にヨーロッパは、降水

量は少ないのですが、蒸発散量も少ないことでこの緑色になって、農作物の栽培に適している

と考えられるということであります。 

 ５ページ目には農作物の地域性という観点で整理しておりますけれども、今申しましたよう

な自然条件下において最適な農作物がそれぞれの地域で栽培されていると分析しております。

例えば三大穀物である稲、小麦、トウモロコシに限ってみましても、その栽培地には地域性が

ございます。 

 左側の図にありますように、黒が稲、斜線がトウモロコシ、その中間にある灰色の部分が小

麦ですけれども、地域によって非常に差があるということであります。右側の方では、稲は生

産するのに要する水量が最も多い一方で、浸水への耐性も強いという特徴が反映されてこのよ

うな形になっているのではないかということ。それから右下の表では、米というものは消費量

は大きいのですが、輸出量、国際的に流通している量としては６％となってますが、非常に少

ないという特徴があるということを示しております。 

 ６ページでは、米について絞ってみておりますが、円グラフの黄緑の部分が米の生産量であ

りますけれども、世界の米の生産量の９割以上はアジア地域の国々で生産されているというこ

とであります。 

 左の図の世界の米生産量の９割を占める米生産上位 10 カ国は、右のグラフに分析、プロット

しておりますけれども、赤い枠で示されているのがこの上位 10 カ国ですが、すべて年降水量が

1,500 ミリメートル以上の地域だということ。また、年降水量 1,500 ミリ以上の地域におきまし

ては稲の作付割合が 75％ということで、上の方の細い線で囲っておりますけれども、非常に米

に特化している地域であるという特色が出ております。単作に近いといったことが言えるかと

思います。 

 ７ページには、（参考）と致しまして、稲の栽培と水文条件についての見解の一例を挙げて

おります。これは海田先生の執筆された部分ですけれども、ここにありますように、世界の構

造を述べまして、真ん中あたりですが、「水とドロが集中するところには、稲のように浸水に

強い作物しか育てられない。こういうところでは、種々の水制御の工夫がみられるとともに、

与えられた水文環境に適応した稲作栽培技術の発達がみられる」と考察されています。また、

ヨーロッパのような平原と呼ぶにふさわしいところでは、その場に降った雨をいかに有効に使

うかということが問題であって、稲作地帯のような、谷に流れる水をどう制御するかという観

点はなく、そもそも農業の発想が違っているとも述べられています。少し紹介させていただき

ました。 

 ８ページは「小麦」でございますけれども、世界の小麦の生産量の４分の３は上位 10 カ国で

生産されております。これも非常に集中しておりますが、円グラフにありますように、それら

の国々は各大陸に分散している。しかしながら、小麦の主な生産国のほぼ全てが年降水量が比

較的少ない、 1,000 ミリ以下の地域であるということが分かります。右の方の図にございます



ように、小麦の場合は稲と異なり作付割合が分散しており、複合的な栽培体系となっていると

考えられるということと、年降水量で見ましてもほとんどが左側のところに集中しているとい

うことで、雨が少ないところで小麦がつくられているということでございます。 

 ９ページは「かんがいの目的」ということで整理致しました。今申しましたように、自然条

件ですとか選定された農作物から、求められるかんがいというものが決まってくるということ

であります。かんがいの目的は、原則として、作物が生育するために必要な水、すなわち、蒸

発散量と降水量の差を農業用水として補うことにあります。従いまして、降水量の多寡によっ

てかんがいの目的も異なるということであります。つまり、多雨地域では降雨の時間的、空間

的な不均一分布を補完するのが目的であるのに対しまして、雨の少ない地域では、降雨の量的

不足の補完や用水全量の供給が目的となることが多いということを示しております。 

 10 ページに、「降水量とかんがい率」の関係を見ておりますが、今申しましたように、かん

がいは多様だということが言えると思います。降水量の極めて少ない地域、この表で言います

とずっと左側に寄った地域ですけれども、こちらで農作物を安定的に栽培しようとしますと、

かんがいは必須であります。このために、中東地域や中央アジアによってはかんがい率が非常

に高くなるということで、エジプトは 100％に張りついておりますけれども、こういったような

地域になります。 

 一方、降水量の多い地域では補完的な意味合いもあるということから、かんがい率が非常に

高いところは逆に見られません。右の方の降水の多い地域では、アジア地域、またはアフリカ

地域がありますが、かんがい率は低くなっているということがございます。 

 次に、今見ました地域ごとの乾燥地域とそれ以外の地域の特色を分析しておりますけれども、

伝統的なという観点で見ますと、乾燥地域においては、古くから地下水の集水ですとか貯留、

洪水の導水、圃場での降水の集水といったふうに、農業用水を確保するためのかんがいを行っ

てきております。 

 以下に幾つかの伝統的なかんがいの例を示しております。左側がカナートといわれる、地下

水の豊富な地域から水のないところへずっと地下トンネルを掘って利用しているといったよう

な例。右側はワジということで、常時は表流水が流れてない川、涸れ川ですが、ワジのところ

に井戸を掘りまして、井戸を使って水を利用するといったような伝統的なかんがい方法。 

 12 ページでは、洪水時にあふれた水を溜め込んでかんがいするパキスタンの事例。右側にご

ざいますのは、いわゆるウォーターハーベスティングといわれている、圃場のすぐ横に水を溜

めるような集水域を設けまして、自分の地域で降った水をそのまま使ってかんがいする方法に

ついて紹介をしております。 

 次に 13 ページは、それら伝統的なものと対照的ですが、乾燥地域における大規模導水システ

ムの例を示しております。より一層の生産性の向上ですとか品質の高い作物栽培を目的と致し

まして、水のあるところから延々と大規模導水システムを構築してかんがいを行っているとい

う例であります。しかしながら、地域全体の水資源のさらなる逼迫ですとか、前回ご説明致し

ましたけれども、アラル海周辺の例など、塩類集積の問題が生じている例もあるということで

あります。 

 下の例はイスラエルの国営水道ですが、北部の方にガリレー湖というのがこの地図にござい

ますけれども、ここから 200 メートル揚水致しまして、国を縦に南の方へ 200 キロ導水致しま

して、３億トン以上の水をネゲブ砂漠まで運んでおります。水資源の時間的、空間的偏在を克

服するということで、この水源地の確保が、ゴラン高原を占拠し続けることになった第３次中

東戦争の原因との説もあるということであります。しかしながら、イスラエルではもう既に水

の量が限界まで開発されているということも報告されております。 

 14 ページは、カリフォルニアの同じような事例でありますけれども、北部の水を中南部のセ

ントラル平野に運ぶということで、カリフォルニア・アクアダクトという全長 710 キロのもの

であります。カリフォルニア州は日本よりも大きな州でありますので、日本地図と対比しても、

日本の東北辺りから九州辺りまで延々と河川の流れに逆行するカリフォルニア水路が真ん中の

地図の下の方に入ってます。河川の流れの向きに逆行して延々と水を運んで、ロサンゼルス以

南の地域に持っていってかんがいしているということであります。しかし、右側にありますよ

うに、既に徐々に塩類が集積致しまして、1993 年時点では、既に 90 万ヘクタールのかんがい農



地が塩類の影響を受けているということも報告されております。 

 15 ページはオーストラリアの水田地帯でありまして、乾燥地域において貯水池からの送水に

よるかんがいシステムが構築されましたけれども、地下水が上昇した結果、塩害が発生したと

いうことで、現在では、地下水を汲み上げまして、地下の塩分が地表に上がるのを防ぐために

蒸発池という池を設けまして、ここに塩分の影響を受けた地下水をどんどん溜め込んで塩田に

なっているという例もあります。 

 16 ページは地下水のポンプ揚水の事例であります。近年のポンプの普及によりまして、比較

的簡易に揚水することが可能となったことから地下水の利用が増えたということでありますけ

れども、帯水層への地下水涵養量を超えて揚水してしまっているために、地下水位が低下して

いる例があるということでございます。 

 同じような例は 17 ページにもあります。アメリカの例でありますが、オガララ帯水層、これ

も前回若干ご説明致しましたが、一大穀倉地帯が形成されて、下にありますようなセンターピ

ボット式による巨大なかんがいが行われておるわけですけれども、オガララ帯水層は次第に地

下水位が下がりまして、経済的に揚水してかんがいすることがペイしなくなり、かんがい面積

が逆に低下しつつあるといったような事例が発生しておるということであります。 

 18 ページは、今申し上げましたような課題、乾燥地でのかんがい農業の課題といったものの

手掛かりと致しまして、最新的には、中近東、地中海、南アメリカの諸国では、水資源の不足

を補うために下水の再利用を行っているということで、イスラエルの事例で言いますと、ここ

にございますように、河川からの取水が 15 億トンで、必要量が 18 億トンですが、３億トンは

下水の再利用というところまで来ているということであります。 

 それから 19 ページは圃場レベルにおけるかんがいによる節水という観点で、水資源の利用効

率を向上させるという意味で、ドリップかんがい、根元に点滴で落として、植物の周り以外は

濡らさないという非常に効率的なかんがいも使われておりますし、今後こういうものが進んで

いくだろうと思われております。 

 20 ページは、一方、対照的に、湿潤地域におけるかんがいという観点で整理しておりますが、

水田稲作の長所と致しまして、生育のための要水量が多く、かつ、水に浸っても被害が少ない

という稲の特性を活かしまして、アジア・モンスーン地域においては、稲はもっぱら水田にお

いて栽培されているということであります。 

 その利点と致しまして、左側の点線の中に囲っておりますけれども、かんがい用水によって

肥料成分が供給される。塩類等の有害成分が洗脱される。雑草の繁茂が抑制される。酸素がな

い還元状態でありますので、土壌への肥料成分の蓄積が行われ、さらに地下水への窒素成分の

流出が防がれるといった効果があるということであります。 

 21 ページには、「水田農業と水循環」という観点で、水循環量が多い地域における水田農業

は地下水涵養等の多面的な機能を発揮しているということを再度整理しております。循環的に

繰り返し繰り返し利用されるという特性があることから、下流において再び水田へ取り入れら

れたり、工業用水や生活用水として使用されているということを示しております。さらに、豪

雨の際の洪水防止にも役立っているということであります。 

 22 ページには、そのような事例と致しまして、日本の熊本における事例、白川の中流域、阿

蘇の西麓台地の水田で、地下水を涵養していることによって、熊本市民 90 万人分の都市用水と

して利用されているということが熊本開発研究センターの研究によって報告されているという

例。右側は、石川県の手取川の扇状地でありますが、上流側のかんがい、中干しといった営農

の水位の変化に応じて下流域の地下水位も敏感に反応して変わっているということと、水田面

積が減少することに連動して地下水位も下がることが顕著にあらわれているという例でありま

す。 

 23 ページは、前回、利根川水系の例があるというお話がございましたので、利根川水系の調

査の例を挙げております。流域向けの取水量 52 億トンのうちの、８割が農業用水ですが、６割

の 33 億トンが還元しているということであります。この青く塗っている部分、52 億トンの内の

33 億トンが、取水量の 63％と書いてますが、還元しているということ。この還元量は河口流出

量の約６割を占めているということで、取水したからといってそこで消費しているわけではな

いということがこのデータからも明らかだということであります。右側にも同じような分析の



例を示しております。 

 24 ページは、同じように、今度は水田農業の多面的機能の中の生物多様性について書いてお

りますけれども、水田が持つ生物への貢献といったことをイメージ図でお示ししております。 

 25 ページは、もう一つの観点としての管理、「共同体による管理」ということで、水田かん

がいのもつ特色と致しまして、農民の共同体による水管理システムが形づくられている例が多

いということで、インドネシアのバリ島におけるスバックという伝統的な水管理の例、タイ北

部におけるムアンファイという、同じように、やはり規約に基づいて水を公平に分けている例、

スリランカにおいてはシリスと呼ばれる慣習法的な法に基づいて、水をカンナという組織で管

理している例があるということで、この辺も畑地とは違うということが鮮明に出ていると考え

ているところでございます。 

 26 ページでは、文化・習慣も密接に関連しているということを世界の例を示してご紹介して

いるところでございます。 

 他方、27 ページでは、「水田農業の現状と問題点」についても整理をしております。人口の

伸び率が依然として高いアジアにおいては、水田農業の生産性向上に対する期待が高いという

ことでありまして、このために、アジア諸国では国際的な協力によって大規模なかんがいシス

テムの構築がなされました。これらのシステムによって、かんがい面積の増大ですとか、飛躍

的な米の増産もできましたが、その後のシステムの維持管理、補修、更新といった面、あるい

は財政的、人的な観点からの課題があって、維持管理が課題になっているという例も挙がって

います。右側の写真には、スリランカでつくられた施設からどんどん漏水してしまっていると

いった例が示されておるところでございます。 

 同じように、28 ページではバングラデシュの大規模かんがいシステムをご紹介しております。

数千ヘクタールから数万ヘクタール規模のプロジェクトがバングラデシュの全国16地区で完成

はしたということでございますけれども、水開発評議会による基幹施設の管理が良好にされて

いない、農民による末端施設の管理が不備だといったこと等々から、実際のかんがい面積とい

うのは当時言われたような計画面積を大きく下回っており、さらに減少し続けているという問

題もあるということでございます。 

 29 ページには「問題解決への手がかり」と致しまして、このような水田地域においては参加

型水管理ということで、伝統的にある農民共同体の水管理をきちっと維持していく一方で、そ

れらのものがなかった地域については、そういった農民参加の水管理システムを構築していく

ことが必要になろうと、分析して指摘したいと考えているところでございます。 

 30 ページからは、最後に我が国という視点に立って整理しております。我が国は、世界でも

有数の多雨地帯であるアジア・モンスーン地域に属し、年間の平均降水量も 1,700mm というこ

とで、世界平均の約２倍であります。しかしながら、地形が急峻、河川の流路延長が短い、台

風期への降雨の集中があるといったことで、有効利用が課題となってきたということでござい

ます。右側の下の方に河川の勾配を示していますが、我が国の河川は非常に急峻であるという

ことであります。 

 31 ページですが、「このため」ということで、このような条件にある我が国においては、降

水を有効に水田農業に使用するために、河川から用水路への取水、すなわち、縦ではなくて横

の方へ水を運ぶといったこと、それから水をためる工夫（ため池）、水を土中にしみ込ませる

工夫等によって、降水の国土への滞在時間の延長を図ってきたというのが我が国の歴史ではな

いかと思います。このため、水田等の農地の開発とあわせて、取水堰、用排水路、ため池等を

造成する努力が続けられてきたということであります。 

 32 ページに、その結果と致しまして、我が国の主要な農業用用水路の延長は、主要なものだ

けでも約４万キロに達しまして、用水路が３万、排水路が１万と言われておりますが、中小の

ものも含めますと 10 倍の 40 万キロになり、地球 10 周分だということでございます。この下の

地図にございますように、赤い線で用水路、青い線で排水路等を示しておりますけれども、毛

細血管のように、日本中に古くからの農業用用排水路が張りめぐらされているということでご

ざいます。 

 33 ページには「管理の状況」を示してますけれども、我が国の今申しましたようなかんがい

施設は国や自治体によって管理されている例もありますが、大半は農業用水の使用者である土



地改良区等による管理で担われているということを主張したいということです。 

 34 ページには、そんな中で、渇水時の水配分調整という観点では、農家の互譲の精神に基づ

きまして、多くの場合、生活用水や工業用水より高い節水率を受け入れているということで、

左側の下の一番上の図ですが、平成 13 年の例でみましても、渇水時における制限の状況で、農

業用水が一番高い。豊川で 43％、木曽で 65％とか、他の用水に比べて際立って高い節水を行っ

ているといったことを紹介しております。 

 次に 35 ページでは、我が国の「農業用水に関する課題」としてどんなものがあるかというこ

とであります。生物多様性の観点から大きな役割を果たしているのでありますが、身近な魚で

あったメダカが絶滅危惧種になる等、環境との調和の重要性が一層高まっているということで、

右側に新・生物多様性国家戦略、また自然再生推進法も今月４日に成立した状況にあるという

ことでございます。 

 また、もう一つの課題と致しまして、36 ページは「維持管理と地域の連携」ということで、

かんがい用水の管理に要する費用は土地改良区が７割まで負担しているわけです。しかしなが

ら、都市化・混住化の進展に伴って、廃棄物の処理ですとか安全施設の管理等の費用がますま

す高くなってきているということ。さらに、水田農業を取り巻く状況は変化しておりまして、

一層高度、かつ、きめ細かい管理が必要となっきたにも関わらず、土地改良区は小規模なもの

が多く、地域の健全な水循環の基礎となるかんがい施設の管理の粗放化が危惧されるところだ

ということでございます。 

 このような中で、37 ページですが、先程も委員からご指摘ありましたけれども、「地域の連

携等に向けた新たな取り組み」ということで、管理の際に、地域住民の参画等、地域社会や国

民の理解と協力を得ることが一層重要だということで、そのような観点からの取り組みも進め

られております。 

 例と致しまして、21 世紀土地改良区創造運動ということで、地域との交流のもとに、たくさ

んの方の参加によって土地改良施設を支えていこうという運動が13年度から始まっております

けれども、この運動の一環と致しまして愛称が公募され、水土里ネットという愛称をもって、

土地改良区としても、地域の方々に親しみやすい名前で呼んでいただこうといったように取り

組みをさらに広めているということでございます。 

 38 ページには、３番目の課題と致しまして、「かんがい施設の老朽化」というのが出ており

ます。平成７年時点、少し古うございますが、22 兆円のストックがあるということで、水循環

等に貢献しているのでありますけれども、今後、耐用年数の経過によって更新時期を迎える施

設がたくさん増えます。このグラフにありますように、更新が必要な施設が次々と控えている

状況になっておりまして、現施設を適切に、少しでも長持ちさせるように管理し、次世代にき

っちり継承していくということで、効率的な保全と更新が必要だという状況になっております。 

 39 ページには、最後に「農業の有する多面的機能に対する認識」ということで、多面的機能

のことについて、さらにもう一回整理しているところでございます。 

 以上、今回の資料をご説明致しましたけれども、次回はこれを踏まえて、最後の農業用水の

展開方向の取りまとめについてご報告を予定致しております。 

 以上でございます。 

○三野小委員長  ありがとうございました。 

 この件につきましても、中道委員よりご意見をいただいておりますので、事務局の方から簡

単にご紹介いただけませんでしょうか。 

○林田事業計画課長  先程の資料の中の２つ目のところを読ませていただきます。 

 世界の水議論には、公式（政府間）の議論と非公式（国際機関・ＮＧＯ）の議論があり、最

近の国際会議はこの両者を巧みに使い分けている。 

 前者は政府間協議で無難な文言にまとめられるが、後者の文書やレポートには、ともすると

世界のかんがいの多様性が過小評価され、欧米社会でなじみの深い乾燥・半乾燥地域のかんが

いが有する一側面でのみ割り切った議論とし、世論形成に少なからぬ影響力を与えている。 

 こうした国際会議では、かんがいの効率、節水、水の価格付け、資源再配分、参加型管理、



環境との相互関係等の議論が、モンスーン・アジアにおける実態とかみ合っていない。 

このため、我が国がホストする第３回世界水フォーラムの機会には、①世界のかんがいが地域

多様性に満ちていること、②かんがいが有する正負の外部経済性、特に世界の水利用の半分近

くを占めるモンスーン・アジア水田かんがいの多くが有するネット（差し引き）での大きな正

の外部経済性（多面的な役割）を重視したきめ細かい議論を展開し、今後の国際水議論の土俵

を広げる努力を最大限に行うべきである。 

 

と意見をいただいておりまして、あとは、そのためのペーパーとして論文をつけておられます

が、今言ったようなことがこの要約になっております。以上です。 

○三野小委員長  ありがとうございました。 

それでは、少し時間も押してまいりましたが、委員の皆様からも、本件につきましてご自由に

ご発言いただければと思います。よろしくお願い致します。 

 委員長から１つ、確かに水フォーラムで世界へ向けて発信することも大事なのですが、これ

を機会に、国内に向けてもまたしっかり発信をやっていただきたいと思います。 

 海野委員。 

○海野専門委員  質問ですけれども、この 19 ページに、ドリップかんがいは塩類集積の回避

ということで載ってます。私が見たのはもう 25 年ぐらい前なので、あの当時の技術だから違う

かもしれないですけれども、アメリカのテキサスで、むしろ地下水の利用を節約する目的でド

リップかんがいをやって、ドリップかんがいの結果、地表に塩類がだんだんたまってきている

ということに出食わしたことがあるのですが、一般的には、ドリップかんがいというのは塩類

集積にはプラスのいい効果をもつのでしょうか。 

○林田事業計画課長  地域性があると思いますけれども、地下に塩分が相当あるところで、

表面かんがい、ファローかんがい等によって水が地下浸透し、地下水の毛管現象により地表に

塩類集積が進むということを防ぐというためにドリップを使っているという観点から言えば、

塩類集積の防止になると思います。 

 ただ、委員ご指摘のとおり、この絵でご覧いただきますと分かりますように、ちょっと色の

濃くなっている部分が常に湿潤状態になっているわけでありますが、この場合、塩分はこの境

界面に集積致します。すなわち、植木鉢のような状況になるのですが、その外周部に常に塩分

は集積致します。ここは水管理が非常に重要になるのですが、例えばここに突然の降雨がある

と仮定致します。その際、強い強度の雨が降りますと、その植木鉢の表面に溜まっている塩分

が内側に向けて、雨の強度と共に流入してまいります。その場合、この植物の根部域に塩分、

高い濃度の水が回りまして枯死するという危険がありますので、普通雨の降らないところに強

度の雨が降った場合には、ドリップかんがいの能力を最大に上げまして、外から入ってくる水

と内から出ていく水が拮抗するように管理するといったような技術も開発されておりまして、

ドリップかんがいによる塩分障害の問題については、イスラエル等を中心にして相当研究が進

んでいると聞いております。 

○三野小委員長  よろしいでしょうか。――それでは、他に何かございますでしょうか。 

 このドリップかんがいにつきましては、現在、中国の黄河の流域でも、随分一生懸命、塩類

対策としても導入しているようですが、要は、今もお話しのように、かんがい効率をいかに上

げるかということと、副次的な塩類集積を防止するという２つの点があるのではないかと思い

ます。 

 その他、何かご注意いただくこと、あるいはご意見ございますでしょうか。――それでは、

ご意見がございませんようですので、次回に向けてまた準備をいただきたいと思います。 

 それでは、続いて次の課題にまいりたいと思います。「政策評価法に基づく事前評価につい

て」、事務局からご説明をお願い致します。 



○林田事業計画課長  これは簡単にご説明、ご報告させていただきたいと思いますが、資料

－５をご覧いただけますでしょうか。縦のＡ４でございます。 

 「政策評価法に基づいた事前評価手法について」というペーパーでございますが、政策評価

法が 14 年４月に施行されました。法に基づきまして、農林水産大臣は農林水産省政策評価基本

計画を決定致しました。施設の維持管理に係る事業及び災害復旧事業等を除くすべての農林水

産公共事業を対象と致しまして、事前評価、新規採択地区についての新規採択時の評価を行う

こととなりました。 

 一方で、2.「チェックリストによる事前評価の経緯」でございますが、農業農村整備事業及

び農地保全に係る海岸事業につきましては、新規地区採択過程の透明性と客観性を確保するこ

とを目的と致しまして、平成 12 年度から、「農業農村整備事業等における新規地区採択時の評

価手法の明確化について」という部長通知を出しまして、この中で定める「チェックリスト」

に基づいて評価を既に行っております。その結果もインターネットで公表しております。 

 こんな中、この政策評価法が定まったわけでありますけれども、法の施行及び基本計画の決

定を受けまして、従来から行ってきた「チェックリスト」に基づく評価に関しまして、その評

価項目の再編ですとか評価結果の公表手続の整理等を行うことと致したいということでござい

ます。４点ございます。 

 １点目は、「通知の位置づけ」でありますが、既に行っていたチェックリストと、法及び基

本計画との関係を通知に位置づけまして、法に基づく事前評価の着実な実施を確保するという

ことであります。 

 それから「評価項目の再編」でありますが、従来、チェックリストの評価項目は、土地改良

法の事業施行の基本的要件に沿いまして、事業の必要性、技術的な可能性、投資効率、農家の

負担可能性、環境との調和への配慮等の観点ということで編成しておりましたけれども、この

基本計画におきましてはもうワードが決まっておりまして、必要性、有効性、効率性、公平性、

優先性という５点で評価することが明示されておりますので、それらの項目に分類し、一部再

編致しまして一層の明確化を図りたいということでございます。 

 それから３点目が「評価書の公表」であります。法に基づきますと、評価書としてとりまと

めて公表するとなっておりますので、これまでは「評価の結果」と呼んで発表しておりましだ

が、これを評価書という形でとりまとめて公表させていただきたい。 

 ４点目が「学識経験者等の知見の活用の明示」ということであります。事業評価手法につき

ましては、従来から、この農業農村整備部会企画小委員会での調査・審議を踏まえまして充実

を図ってまいりましたけれども、法の趣旨を踏まえまして、このような学識経験者の皆様方の

知見の活用について、通知の中に明示致しました。従いまして、引き続きよろしくお願い致し

たいというところでございます。 

 資料は、以下に様式等の例を添付しておりますけれども、今いったようなことでございます

ので省略させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○三野小委員長  ありがとうございました。 

議事の中では「その他」ということで挙がっておりますが、政策評価法、本年４月から施行さ

れるに至りまして、評価法に基づいた事前評価の手法についてという格好でここでご議論いた

だければと思っております。それでは、只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。 

 いかがでしょうか。これまでの既にあるチェックリスト評価法に合わせて再編したというの

が基本的な内容でございますが。急にこの議題が出てまいりましたので、この事業の評価につ

きましては、ご説明いただいた内容に沿って着実に推進いただくとともに、今後も適時に本委

員会に説明していただきながら、評価の方法を充実させていただきたいと考えております。そ

ういうことで、事務局にそのような形でお進めいただきたいということをお願いしまして次に

進めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。――それでは、また事務局の方、

よろしく対応いただきたいと思います。 

 その他、事務局から何かありましたら、お願いしたいと思います。 



○林田事業計画課長  次回の委員会でございますけれども、先生方のご日程を伺った上で、

１月下旬から２月にかけて開催させていただきたいと思っておりますので、後日、日程調整さ

せていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○三野小委員長  ありがとうございました。 

 ご協力いただいて、少し時間を残して、本日予定しておりました議事を終わりましたが、も

し何か全体的にございますでしょうか。 

○小幡専門委員  今の政策評価ですが、学識経験者は別に頼んでやるということですか。こ

こでやるということでしょうか。ちょっと分からなかったのですが。 

○林田事業計画課長  この委員会で評価手法についてご説明させていただくことをもって、

学識経験者の先生方のご意見をいただいているという位置付けにしたいと思っております。従

いまして、この企画小委員会で調査・審議いただくということでございます。よろしくお願い

致します。 

○小幡専門委員  そうすると、ここで一応このチェックリストみたいなものを見るというシ

ステムになりますか。 

○林田事業計画課長  細かい様式とかそういうことではございませんで、そのような評価の

手法についてご意見を賜ればと考えております。 

○三野小委員長  よろしいでしょうか。 

○小幡専門委員  はい。 

○多賀谷専門委員  これはこの次ぐらいにもう一回やるのですね。 

○三野小委員長  今のところ、いかがでしょうかね。これに沿ってやっていただくというこ

とですね。特に次回の議題に…… 

○林田事業計画課長  チェックリストですか。 

○三野小委員長  はい。 

○林田事業計画課長  チェックリストについてはこれでやらせていただきたいと思っており

ますが、ただ、評価の手法の関係は、今後とも、新しい課題をご説明し検討いただくことを予

定しております。 

○多賀谷専門委員  要するに毎年やっていくわけですか？ 

○林田事業計画課長  はい。チェックリストにつきましては、これまでも毎年やってきてお

りまして、その結果をインターネットにも公表しているのですが、引き続きやっていくことに

なります。 

○多賀谷専門委員  チェックリストに基づいて、具体的に新規地区採択について一応評価を

して、新規地区、採択するしないについてこの委員会で審議しているのですか。 

○林田事業計画課長  いいえ、違います。そういうことはこの委員会では予定しておりませ

ん。 



○多賀谷専門委員  ほかの省庁でこういうのをやるときに、点数みたいのをつけたのを出し

てくるのですよ。だから、我々、この委員会の役割が何なのかなと今ちょっと分からなかった

のですが。 

○林田事業計画課長  この委員会では、今申しましたようなチェックリストによりまして審

査をさせていただきます、それから公表させていただきますというような評価手法についてご

了承いただくということを考えております。 

○三野小委員長  個別の審査はまたもう一つ別の仕組みの中でチェックリストに基づいた審

査をされるわけですね。その関係だと思うのですが。 

○多賀谷専門委員  政策評価委員会というのが別にあるだろうという前提で。 

○林田事業計画課長  はい、別途でございます。 

○三野小委員長  方法についてを、この委員会で検討するということになろうかと思います。

よろしいでしょうか。 

 それでは、本日予定しておりました議事を終了いたしたいと思います。議事進行を事務局の

方にお返しいたします。 

○林田事業計画課長  本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございま

した。これをもちまして、第５回企画小委員会を閉会させていただきたいと思います。 

 

――了―― 

 


