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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15年度第１回企画小委員会議事録

日 時：平成15年６月５日（木） 13：30～15：30

場 所：農林水産省４階 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。

只今から、農業農村整備部会平成15年度第１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 農村振興局長の太田でございます。農業農村整備部会平成15年度

第１回企画小委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

委員の先生方におかれましては、大変ご多忙にもかかわらず、本日はご出席を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、昨年度、本小委員会でとりまとめをいただきました「世界の水資源とわが国の農

業用水」につきましては、報告を基にパンフレットを作成し、３月に開催されました第３

回世界水フォーラムの場で広く配布をさせていただきました。フォーラムに参加した世界

各国の方々に、多面的機能の重要性などの理解を促すことが出来たのではないかと思って

おります。

さらに、このフォーラムに併せて開催されました「水と食と農」大臣会議において採択

されましたパートナーシップなど３つのチャレンジに基づく勧告文を受けまして、現在、

国際的なコンソーシアムを設立し、この国際的なネットワークを通じながら、我が国が主

導的な役割を果たす取り組みを進めております。先生方にも個別に種々ご指導いただけれ

ばありがたいと思っております。

さて、本日の１番目の議題であります新たな土地改良長期計画の策定に関しまして、企

画小委員会の「中間とりまとめ」に対し、本年２月から３月にかけてパブリックコメント

の募集を実施いたしました。本日は、その結果の概要と、それを踏まえました「最終とり

まとめ（案）」について説明する予定にしております。

本日の議論に基づきまして、秋にも土地改良長期計画の閣議決定をいただくことを目標

に作業を進めておりますが、決してこの閣議決定文がその全てであるということではなく、
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むしろ、これに限定されることなく、これを契機に、土地改良事業のこれまで、あるいは

今後の展望、その方法等について、農業者、農村住民はもとより、広く消費者・国民にも

しっかりと情報伝達、広報をしていくことが重要だと考えており、その場合に、次のよう

な点が課題になるものと考えております。

まずは、特に長期計画と申し上げましても、事業の実施により国民・消費者にもたらさ

れる成果、これをアウトカムと言っておりますが、それを本当に分かりやすい形で情報発

信するためにはどのようにしていけばよいのかということがございます。また、それのみ

ではなく、これまでの事業の取り組みの状況、さらには地域ごとの特性を考慮した目指す

べき農業・農村の将来像、これは５年なり10年という単位ではなくて、もう少し大きなも

のも含めてでございますが、そういった観点、さらには、関係府省と連携を進めることが

大事だということ、そして、それらの具体的な取り組みをどのようにしていけばよいか等

々がございます。そのような中心に土地改良長期計画があり、これを取り巻いてパッケー

ジとしての様々なメッセージが発信され、しかも、そのメッセージは、受け取る方々を特

定はしませんけれども、ある種のグループを意識しながら、分かりやすい形で発信してい

く必要があると考えておりますので、この点につきまして、先生方のご示唆をいただけれ

ばありがたいと考えております。

本日のもう一つのテーマであります農業農村整備事業の事業評価でございますが、さら

なる事業の効率性・透明性の向上を図るために、前回の小委員会から、農林水産省の事業

採択に関する評価構造を明示する総合的な事業評価の手法、それから評価時点の特性を踏

まえました再評価・事後評価におきます費用対効果分析の方法につきまして、引き続きご

審議をお願いしているところでございます。本日は、本年８月を目途に予定しております

事例地区や代表地区での試行に向けまして、評価手法や分析の方法などについてご審議を

いただければと考えております。

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お願い申し上げまし

て、開催に当たってのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○林田事業計画課長 本日は、黒川委員、宮城委員、小幡委員、多賀谷委員におかれま

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。

それでは、以降の議事の進行につきましては、三野委員長にお願いいたします。

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



- 3 -

○河津計画調整室長 計画調整室長を拝命しております河津と申します。よろしくお願

いします。

それでは、資料－３－１からご説明させていただきます。昨年12月、当企画小委員会で

とりまとめいただきました「中間とりまとめ」を受け、３月に農業農村整備部会を開いて

おりまして、そのときの委員の主な意見について書かせていただいております。主なもの

だけご紹介させていただきます。

「総論」で、中間とりまとめでは、都会の人たちの生活をサポートするというニュアン

スが強過ぎるのではないか、バランスが大切であるという意見をいただいております。

「主要な施策の考え方」では、「いのち」「循環」「共生」の視点のイメージ図につい

て、「いのち」と「共生」についてもつながりが見えるような工夫をしてはどうかという

ような意見をいただいております。

「アウトカム指標」につきましては、水利ストックの有効活用の部分に関しまして、水

路施設約４万㎞の機能の確保ということがあるわけですが、実際には末端水路を含めた40

万㎞全部が機能しないといけないのではないか。説明を補ってはどうかというような意見

がございました。

次に、２ページ目でございますが、こちらは、その翌日に開催されました農村振興分科

会の方の意見でございます。これも主だったものを紹介させていただきます。

「総論」の方で、土地改良長期計画のあり方の中で、農地資源の量的目標だけでなく、

都市近郊の農地の集団性を含めたトータルとしてどう保全するのかというような視点を盛

り込めないかというようなご意見。さらには、田園環境整備マスタープラン関係で、流域

全体の、どういう機能を持たせるかということも盛り込めないかというご意見が出ており

ます。さらには、１つ飛びまして、土地改良施設を改修する際は、機能回復だけではなく、

今日の社会的要請に対応するためにはどんな機能を付加すべきか検討し、そのような事業

制度を創設すれば幅広い対応が出来るのではないかというようなご意見をいただいており

ます。

さらに「主要な施策の基本的な考え方」につきましては、耕作放棄地全体について、発

生の防止というキーワードが入らないのかというようなご意見をいただいております。

次に資料－３－２に進みます。こちらは、２月から３月にかけまして「中間とりまと

め」に対する意見・情報の募集、いわゆるパブリックコメントを開催しまして、そのとき

の結果でございます。資料は３－２と、その後ろにございます別紙－１及び別紙－２をみ
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ていただければと思っております。

資料－３－２に基づきましてご説明させていただきますが、全体で187名の方から意見・

情報をいただいております。その意見提出者の構成等につきましては、別紙－１にありま

すが、性別構成では男性の方が70％程度、年齢別では50代の方が多く、40代、60代という

ような順になっております。職業別では公務員の方が約半分を占めております。

資料３－２に戻っていただきまして、具体的な意見・情報の数、内容等でございますが、

意見の数につきましては延べ596件ございまして、このうち、部分的な字句や表現の修正に

関する意見等を除きまして、440件ございます。その概要について説明させていただきます。

資料－３－２で説明しますが、併せて別紙－２もみていただければと思っております。

まず「全般について」でございますが、農政全体の中で農業農村整備事業の位置付けを

明確にすべきではないか。さらには、農業農村のインフラ整備という本来の役割を見失う

ことなく、消費者・国民の厳しい視点に応えられるような長期計画とすべきであるという

ご意見。最後の方にございますが、理解しにくい外来語、カタカナ語の使用は極力避るべ

きではないかというご意見も数多くありました。

「施策の基本方向について」の部分でございますが、食料自給率の目標に対する農業農

村整備の具体的な関わり方を示すべきではないか。ＷＴＯの農業交渉、さらには「米政策

改革大綱」等の方向性についても踏まえるべきではないかというご意見が出ております。

次に「土地改良長期計画のあり方についての基本的考え方について」の部分につきまし

ては、本企画小委員会で議論いただきました「いのち」「循環」「共生」というワードに

ついて、総括的に網羅していて分かりやすいという賛同の意見が数多く寄せられおります。

２ページにございますが、消費者のみに軸足を置くのではなくて、生産者と消費者のバラ

ンスのとれた施策とすることが必要であるというようなご意見もございます。

次に、７つの柱立てしておりました「主要な施策の考え方について」の部分でございま

すが、「意欲ある農業経営体の育成支援」に対しましては、農地利用集積なり経営体の育

成等につきまして、ソフト施策との連携強化について記述するべきではないか。さらには、

水田整備率等の整備目標、整備量を示すことも必要ではないかといったご意見が寄せられ

ております。

「総合的な食料供給基盤の強化」の部分でございますが、農地の確保、水利施設の管理

に関する、国、都道府県、市町村及び関係団体等の役割の明確化、さらには適地適作とい

う観点から、畑地化の実施等に意見がございます。また、中山間地域につきましては、我
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が国の農業生産において中山間地域が果たしている位置付けを記述すべきではないかとい

うご意見もございます。

「安定的な用水供給機能等の確保」につきましては、土地改良区の機能の充実により実

際に土地改良施設等の維持管理が出来るような具体的な方法について検討すべきだとか、

都市住民や周辺の非農家を含めた地域住民の参加が必要であり、そのような仕組みを検討

すべきだというご意見が寄せられております。

「農業災害の防止と安全・安心な地域社会の形成への貢献」では、農地だけでなく地域

全体を守る施設である、農地防災施設の役割を説明すべきではないかというご意見が出て

おります。

「循環型社会の構築に向けた取組」では、物質の循環全体の中における「水の循環」の

果たす役割についても記述すべきではないか等のご意見も出ております。

「自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環境の創造」では、生産性の向上や農業農

村のインフラ整備という本来の役割を見失うことなく、消費者・国民の厳しい視点に応え

られるような長期計画とすべきであるというご意見が出ております。

「個性ある美しいむらづくり」では、「人づくり」について意見がありました。

さらには「施策の実施に当たっての留意事項」については、施策の連携の必要性につい

てのご意見が多くあったほか、地域の特性を考慮すべき、また時間管理については、事業

の早期完了を目指すべきというご意見も出ております。

「計画策定に当たっての留意事項」につきましては、成果目標や成果指標について、消

費者・国民の視点からみた成果指標を設定する必要があり、納得出来る達成可能なレベル

とすべきであるとか、そういうものについてＰＲのために、実績・進捗状況、あるいは効

果の発現状況などを国民に対し公表してはどうかというご意見がございます。

その他、要望等も、ここに書いてあるようなものが出ております。

続きまして、只今ご説明いたしましたように、農業農村整備部会、農村振興分科会及び

パブリックコメントのご意見などを踏まえまして、資料－３－３になりますが、「計画の

策定のあり方について」の（最終とりまとめ）（案）をご説明させていただきます。

まず「最終とりまとめ」（案）の全体についてでございますが、「中間とりまとめ」に

おけるパブリックコメントで、先程申しましたように、「いのち」「循環」「共生」が非

常に分かりやすいというご意見が多かったということもありますし、また、構成につきま

しても、分かりやすいというご意見がございましたので、「中間とりまとめ」と同じ構成
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でまとめておりまして、パブリックコメント等のご意見を踏まえて何点か修正しておりま

す。主な変更部分につきましてはアンダーラインを付しておりますので、それに沿ってご

説明させていただきます。

まず１ページでございますが、「はじめに」の前書きの部分でございます。この部分は、

策定に至った経緯に触れていますが、修正を加えましたのはアンダーラインを引いており

ます部分で、昨年12月にまとめられました「米政策改革大綱」の策定について記述を追加

しております。パブリックコメントの中でも多くの方から、ぜひ触れるべきではないかと

いうご意見をいただいております。既に「中間とりまとめ」の段階でも、言葉こそ使って

ございませんでしたが、水田の畑地化についても記述していたようなところでございます。

１ページの下の方から２ページにかけての「食料・農業・農村に係る施策の基本方向」

でございます。この部分につきましては、基本法なり基本計画、さらには再生プランとい

うことで項目立てておりまして、言葉は若干整合をとったところもございますが、中身は

基本的に変わってございません。

２ページの中段からの「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」の

部分でございますが、パブリックコメントでも、「いのち」「循環」「共生」について、

分かりやすいという意見があったというお話をさせていただきましたが、Ａ３横の「別

紙」をみていただきたいのですが、この左端に、例えば「いのち」でありますと、

「『食』と『安心』の基盤となるめぐみ豊かな大地と海・水と緑の確保など」ということ

で、この表現が、パブリックコメントでも相当分かりやすいというご意見がございました。

先程の３－３に戻っていただきますが、（「いのち」の視点）のところでは、今申し上げ

ました「『食』と『安心』の基盤となる～」というような部分、同様に（「循環」の視

点）のところで、「森林・農地・海に至る健全な水や物質の循環を促進～」という部分を

追加させております。

さらに、３ページの下の方に「主要な施策の考え方」がございますが、特に「いのち」

と「共生」もつながりがあることを表現出来ないかというようなご意見が出ておりして、

これを踏まえまして、４ページの上段にありますように、３つの視点を円形でつなぎまし

て、それぞれつながりを表現させていただいて、その周りに７つの施策が３つの視点とか

かわりがあるというような形で図示して修正しております。

次に４ページの中程でございます。「主要な施策の基本的な考え方」の中の「(1) 意欲

ある農業経営体の育成支援」でございますが、これにつきましては、農地利用の集積のと
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ころでソフト施策との連携強化の必要性について記述を追加しております。

５ページに移っていただきまして、「(2) 総合的な食料供給基盤の強化」についてでご

ざいます。パブコメでも、中山間地域が、我が国の農業の中で果たしている位置付けを記

述してはどうかというご意見がございまして、このように我が国の耕地面積、農家数、農

業粗生産額の約４割を占めているという部分を追加しております。

「(3) 安定的な用水供給機能等の確保」につきましては、２行目の「水路約4.5万㎞」と

なってございますが、「中間とりまとめ」では「４万㎞」としておりました。その後、最

新データを調査し、今年３月に公表しておりまして、その数値に変えせていただいており

ます。

その下の「施設の次世代への継承」でございますが、これにつきましては、農業水利施

設の更新整備とか適切な管理が、農業生産の基礎的条件の確保のみならず地下水のかん養

とか景観の形成といったような機能も継承しているということもぜひ伝えるべきだという

ご意見を踏まえまして記述させていただいております。

なお、一番下の「ライフサイクルコスト」につきましては、先程申しましたように、分

かりにくい言葉が多いという指摘もありましたので、この言葉につきましては注釈をつけ

させていただいております。

６ページの２行目でございますが、「都市化・混住化の進展に伴い、生活排水等」とい

うことでございます。「中間とりまとめ」では「都市的排水」という表現をしておりまし

たが、分かりにくいという意見も踏まえまして、より具体的に記述しております。

「(4) 農業災害の防止と安全～」の部分でございますが、これにつきましては、中間と

りまとめ」では「事業の効果」と表現しておりましたが、より具体的に記述させていただ

いております。

(5)(6)については、「中間とりまとめ」と変わってございません。

７ページの「(7) 個性ある美しいむらづくり」でございますが、これにつきましては、

先程ご紹介いたしました、都会の人達の生活をサポートするというニュアンスが強過ぎる

のではないか。農村で暮らしている生活者にかかわる整備も入れるべきではないかという

農業農村整備部会やパブリックコメント等のご意見を踏まえまして、「農村地域と都市地

域のいずれの住民にとっても魅力があり引き続き農業生産が営まれ活き活きと～」という

部分を追加させていただきますと共に、「生産基盤の整備と～総合的に実施する。」とい

う部分もつけ加えさせていただいています。住民参加と表現した部分でございますが、こ
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れにつきましても、より分かりやすく「地域住民、土地改良区等の多様な主体」、さらに

は基礎づくりという部分につきましても、重要なテーマということで触れさせていただい

ています。

７ページの一番下の「施策の実施に当たっての留意事項」につきましては、(1)(2)の部

分では従来どおりで変更ございません。(3)の「なお、この計画に従って各施策を実施する

に当たっては、計画の進捗状況を公表することも必要である。」というこ部分につきまし

ては、パブリックコメントでもこのようなご意見がございまして、ぜひそういう対応をす

べきではないかということで加えております。

なお、本文の修正に伴いまして、先程ご説明させていただきましたＡ３判の別紙なり、

説明参考資料の記述等につきましても一部整合性をとらさせていただきましたが、内容は

基本的に「中間とりまとめ」と変わってございませんので、説明は省略させていただきま

す。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○三野小委員長 ありがとうございます。

それでは、只今の内容につきまして、ご自由にご発言願いたいと思います。

既にとりまとめました中間報告、さらに部会、分科会の意見、パブリックコメントをつ

け加えまして、最終報告案という形で整理いただいております。

○鷲谷臨時委員 「いのち」「循環」「共生」という言葉や、自然環境に関するところ

の扱いなのですけれども、農業生産と自然環境を保全したりすることを、矛盾があるもの

としてまず考えていて、こういう表現が出てきているような感じがするのです。確かに近

代的な農業で、化学物質に強く依存した工業的な農業ですと、そういう農業と自然環境と

いうのは矛盾するところがありますから、何らかの調和を図るような仕組みが必要だとい

うことになるのかも知れないのですけれども、農業も非常に幅広いあり方というのがある

と思いますし、この頃の方向性として、もしかしたら注目されているものは、化学材など

に頼った農業、非常に単純な生態系が出来てしまうと、一種の害虫が増えるということが

あるので、それを叩くために農薬を使って、だんだんに抵抗性が進化してきますから、ま

た違う農薬をつくってということで、多様な農薬を使いながら害虫と闘うという農業をし

てきたと思うのですが、農業生態系自体をより多様性のある複雑なものにすることによっ

て、一種の害虫だけが蔓延してしまうことのないようなやり方、総合的な害虫の管理とか、

そういうような考え方も出てきていますので、もしかすると、持続可能で健全な農業生態
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系を確保しようとしたら、それそのものが他の一般の人達も望むような豊かな自然生態系

なのかも知れない。そういう方向性というのもある。最初から矛盾してしまうので、どう

にか調和させようというのではなく、もう少し広い立場というか、そういうもので書かれ

てあると、これからの時代にマッチするような気がするのですけれども。

○三野小委員長 ありがとうございます。よろしければ、具体的に何か箇所等をお示し

下さい。

○鷲谷臨時委員 例えば資料－３－３の３ページに（「共生」の視点）というのがあり

ますけれども、この辺りに「農業生産と自然環境とが調和した地域づくりに取り組むこと

によって」というような、言葉は後でもっと適切なものにしていただければと思うのです

が、「持続可能で健全な農業生態系を確保するとともに、消費者・国民にとっても」云々

というような感じで、農業にとってもこういうことが大切なのでは、（「いのち」の視

点）とそこをどう整理するかという問題は残ると思うのですけれども、自然環境をお飾り

のように扱わずに、農業にとっても本質的に重要なものだという認識が入った方が、より

21世紀的かなという感じがいたします。

○三野小委員長 ありがとうございます。何か事務局の方、特にコメントございますか。

また話を少し進めさせていただいた後で、ご意見として伺うという形にしたいと思います。

その他、ご意見ございますでしょうか、ご自由にご発言いただければと思います。ほぼ中

間報告に沿ってまとめていただいておりますが、さらにアンダーラインの部分をつけ加え

修正いただいたという形で最終案を提示いただいております。

○生源寺委員 全く本質的ではなく、言葉でちょっとひっかかったところがございます。

資料－３－３の３ページの「森林・農地・海に至る健全な水や物質の循環」とあるのです

が、多分意味合いとしては、森林・農地から海に至る、あるいは森林から農地を経て海に

至るというようなことではないかと思います。読んでいて、やや奇異な感じがします。

○三野小委員長 これは表現の仕方でございますので、少し検討したいと思います。

○松谷専門委員 資料－３－３の５ページの「(3) 安定的な用水供給機能等の確保」と

いうところですが、これが、本来的な機能からすれば、まさに土地改良における中心的な

部分だと思うのですが、この書き方が、これから更新時期を迎えるものが多くなってくる

ので、適切な管理が必要であるとか、長寿命化やライフサイクルコストの低減、こういう

ようになっているのですが、現状は、それじゃ十分になされているのかどうか、私は具体

的な数字その他が分かりませんので、現状、例えば更新とか改良とか、そういったものが
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必要なものが十分になされてないとすれば、つまり今、用水路の用水機能というものがど

の程度の危機レベルにあるのか、今は大丈夫、これから危ないというのか、現在危ないの

だから、言ってみれば、こういった長期計画の社会的な必要性を訴えていく上で、現在こ

ういう状態にあるのであるというのと、現在は大丈夫、これからというのでは、大分受け

とめ方が違ってくると思うのです。現状はどんな感じなのかというのが一言入ると、この

必要性がより強まってくるのかなという感じがいたしまして、少し具体的な状況は、私よ

く分かりませんですが、入れた方がいいのではないかという感じがいたします。

○村田専門委員 前にも申し上げた記憶があるのですけれども、別紙の表で言うと、消

費者・国民の視点からみた成果、例えば食料自給率の向上というのがあるのですけれども、

食料自給率は向上したらいいと思いますけれども、そのことと、土地改良長期計画の施策

とが必ずしもつながってない印象というのは依然としてあると思うのです。農業上の成果

目標というところでは、依然としてというか、従来どおりの農地の有効利用だとか、効率

的な生産だとかいうことなのですけれども、それを前提としているのは、畑地かんがいと

いうこともありますけれども、やはり依然として水田中心的なんです。従来、水田の整備、

あるいは効率的生産ということが国民的課題だったことは事実ですけれども、これからの

施策というのは、自給率向上のためには、水田の整備よりかもっと違うこと、例えばえさ

の自給率向上だとか林間放牧だとかいうようなことが求められているわけです。そういう

ことにつながるような土地改良計画というのがなくて、これをみると、土地改良長期計画、

次の計画というのも依然として従来のなされたような土木工事の延長線上にしかみえない

という感じがするのです。

あと、「いのち」「循環」「共生」というまとめ方は大変いいと思い高く評価するので

すけれども、「共生」や「循環」というところで、例えば生き物のにぎわい度ということ

が国民の視点から必要だとされていることが、農業上の成果目標としてどうあるかという

と、これも書かれてない感じがあって、その辺のところのつながりが弱い。やっと頭の中

で「循環」とか「共生」という意識の大切さがわかってきたけれども、それが現場の土木

工事というか、土地改良事業にどうやるのかというところがみえていないというところが

あるような感じがします。

○三野小委員長 ご意見として承りたいと思います。

○柏専門委員 ２点程申し上げます。余り本質的でないことを言ってて申し訳ないので

すが、５ページのところに中山間のことがあって、その後に、３つ目の「・」のところに
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水田の汎用化、畑地化の話があるわけですけれども、汎用化を早急に進めなければならな

い地域と、必ずしもそういう方向ではない形でやるべき地域と、ある程度地域を峻別しな

がら、区分けしながら考えていく必要があるのではないかという意見が前々から出ていた

と思うのですけれども、この文章、何かその辺の意見の反映が非常にすっきりしないとい

うようなイメージを受けております。それが１点目。

２点目は、もっと関係ないことなのですけれども、６ページで「循環型社会の構築に向

けた取組」ということで、いわゆるバイオマスのことが出ているわけですけれども、その

言葉自体、去年からバイオマス・ニッポンが始まってますし、遅まきながら日本もヨーロ

ッパなどに大分遅れて始まって、しかし急速に始めようとしている中で、もう少しそうい

う言葉を使う中で、ポシブルな位置付けにしていったらいいのではないかという気がいた

します。単に資源循環的な発想だけでなくて、ヨーロッパのケースをみておりましても、

こういったバイオマスを通して、例えば農山村などの地域振興であるとか新たな雇用創出

であるとか、それをまた農業振興の方に結びつけていくというような、多様な形でバイオ

マスは地域振興に結びつけているところもあることを踏まえて、せっかく去年から始まっ

た新しい試みなので、もう少し入れてもらえばいいのではないかなという気が、これは感

想でございます。

○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。――

それでは、只今いろいろご意見をいただいたのですが、基本的にはこれを基に最終とり

まとめとして、これに基づいて具体的な長期計画をとりまとめていただくということで、

ご意見いただいた委員と確認しつつ、最終的なとりまとめに反映させていきたいと思って

おります。

とりまとめにつきましては、私の方に一任いただけないでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、私の方でとりまとめを行い、各委員に送付させていただいた上で最終的とり

まとめに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。

長期計画につきましては、一応最終的とりまとめをそのような形で処理させていただき

ますが、今後の策定スケジュールと「新たな土地改良長期計画策定に向けた留意点」につ

いて、事務局から説明をお願いいたします。

○河津計画調整室長 資料－３－４をお開きください。今後の「土地改良長期計画の策

定のスケジュール」でございますが、中程にありますように15年の６月以降、本日いただ



- 12 -

いたご意見を踏まえた最終とりまとめを基に、計画素案の作成を早急に進めていきたいと

思っております。その過程で、さらに企画小委員会の委員の方々にはご意見を伺うことが

あるかも知れませんが、その際にはよろしくお願いいたします。計画素案が出来ますれば、

７月から８月頃になると思いますが、都道府県・関係団体等への説明、９月頃には計画原

案を作成していきたいと考えております。作成した計画原案につきましては、農業農村整

備部会なり企画小委員会にもご報告したいと思っております。その後、所要の手続を経ま

して、審議会（農村振興分科会）へ諮問・答申という形を経て閣議決定へ進んでいく予定

にしております。最終的には９月、10月、秋頃になると思います。

次に資料－３－５をお開きください。これは、只今のスケジュールにより早急に策定を

進めていくわけですが、その過程なり、策定後に、特に留意すべきことについてどのよう

なことがあるのかについて、限られた時間ではございますが、この機会にご意見をお伺い

出来ればと思っております。資料にありますように、国民に分かりやすい成果指標とする

ための留意点なり強調すべきメッセージとしてどのようなことが考えられるか。さらには、

盛り込まれたメッセージを、消費者・生産者、いずれにも分かりやすい情報として発信す

る方法としてどのようなことが考えられるか等について、ご意見が伺えればと思っており

ます。よろしくお願いいたします。

○三野小委員長 只今の内容につきまして、何かご自由にご発言いただければと思いま

す。

○村田専門委員 先程の話の延長なのですけれども、パブリックコメントでも、農業農

村整備の本来の役割を失うことなくという意見が出てますね。それはもっともで、私も、

本来の役割を失ってはいけないとは思うのですけれども、長期計画をぱっとみたときに、

「いのち」だとか「環境」だとかいう言葉が結構たくさんちりばめてあるものですから、

実際に土地改良事業を担当している人にとっては、少し違うのじゃないかと思っているの

だろうと思うのです。それで、そういう心配な意見が出てくるのかもしれません。だけれ

ども、長期計画の策定スケジュールの中で、都道府県だとか関係団体に説明するときに、

やはりそういう意見があると思うのですけれども、僕は、一番大事なのは意識改革みたい

なものだと思うのです。ですから鋭角的にというか、角度をつけたような説明を、上から

改革がいいかどうかは別として、農村振興局の方から、「こういうふうにしないと、もう

土地改良事業というのは国民の理解を得られないんだ」、「納税者の理解を得られないん

だ」ということを、別に教え諭すことはないのですが、つまり大きく変わるんだというよ
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うなことを言わないと、本来の役割という話にまた戻ってしまうのではないかということ

を少し心配するのです。ですから、これを策定するに当たって、そういう意識改革運動み

たいなものを兼ねて説明されたらどうかなという感じがするんです。

○三野小委員長 大変貴重な意見、ありがとうございます。その他何かございましたら。

○生源寺委員 今の点にも多少関係するかも知れませんけれども、例えば別紙をお示し

いただいているわけですね。A3版のものです。１枚にまとめられているということで、こ

れで全体像をつかめるということだと思うのですけれども、ただ、これに載っている情報

というのは大変多岐に渡っているわけです。これだけではないのですけれども、一般にこ

ういう説明の資料に盛られている情報量というのは増える一方だと思うのです。これは、

もちろん必要だからということもあるのかも知れませんけれども、そうしますと、どうか

すると、重要なことが事実上マスクされてしまうような面もあるのだろうと思うのです。

ですから、変わったところを強調する。変わらないところ、これは余り触れる必要はない

だろうと思うのです。それからやめたこと、これも一種の変わったことだろうと思います

けれども、そういうところがはっきり分かるような形でお示しいただいた方がいいのだろ

うと思うのです。当然のことながらきちんとした文書は文書としてつくるので、少し工夫

をしていただければいいだろうと思います。

○高畑専門委員 只今ご発言の内容と重複する面があります。私ども土地改良事業に直

接携わっている者としても、やはり農業農村整備事業を巡る環境というのは非常に大きく

変わってきていますし、我々も意識の改革はしていかなければいけないという漠然とした

観念的な意識を持っていますが、ただそれが、明確になかなか整理出来ていないというの

が現状でもあると思います。そうした中で、前段に「米政策大綱」の云々という表現が入

ったということは非常に良かったのではないかと考えますが、特に秋田県の場合は、ご承

知のように米のシェアが非常に大きいものですから、特に米政策大綱ということで大きく

変わったことに対する将来への不安というのもぬぐい切れないものがございます。そうし

た中で、米政策大綱によって、土地改良の今後の考え方なり方向付けというものがどのよ

うに変わっていくのだろうかという非常に大きな不安を持った関心もありますので、それ

が長期計画の中で、どのような形であれ、ある程度明示していただき、先程の村田委員の

話もございましたように、非常に情勢というのは厳しいのだという中で、こういう方向を

目指すべきだというようなことが、何らかの形で表現していただければ非常にいいのでは

ないかと思います。
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事実、長期計画そのものは、そうしたもろもろの情勢の変化というものをにらみながら

の相当中身的に変わってきている部分があるわけでございまして、その中に十分織り込ま

れていると言えばそうなるかも知れませんけれども、さらにそうしたものが明確に示して

いただけないものかどうかということを強く感じましたので、今発言いたしました。

○横山専門委員 成果指標の一番最後の別紙の右側のところで、「消費者・国民の視点

から見た成果目標」というのは、ある意味で評価基準でもあるわけですね。マクロ、一国

全体で、例えば食料自給率の向上とか、多面的機能の提供とかということを言っているの

ですけれども、こういうもののミクロ的な基礎、例えば地域ごとに、都道府県ベースでい

くのか、農政局ベースでいくのか、分かりませんけれども、政策主体として国が全部平均

的な姿として平坦な施策を実施するのではなくて、それぞれの置かれた環境の中で、ミク

ロの裏付けがあって、例えば食料自給率の一国全体としてこういうようなターゲティング

が出ているのではないか。ミクロの基礎付けがどうなっているのかということが、やはり

もう少しあるといいのではないか。

もう一つは、こういう言い方がいいのかどうか分からないのですけれども、標準化とい

うのが今かなりいろいろなところで問題になってまして、ＩＳＯなり、そうしたある１つ

の基準に従って長期改良計画を実施していく。そうすると、その実施の仕方について、環

境保全的であるとか、一定の基準なり標準のもとで、こういう政策が実施されているとい

うことがみえるような尺度なり標準化のプロセシーズみたいなものがどうなっているのか

というようなことも、私は関心があります。その辺のところ、ミクロ的な基礎と、何らか

の標準化というのでしょうか、そういうようなもの、成果指標を実現するためにはある手

順に従って実施すれば、こういうような成果が得られるというような道筋も示していただ

くと、関係者の皆さんにとって分かりいいのかなと思いました。個人的な意見でございま

す。

○三野小委員長 ありがとうございました。実は委員長の勝手なのですが、計画策定後

の対応等もありますが、実は公共事業の再評価委員会というのが各都道府県で動いてます。

あれはまさに社会的な変化だとか、土地改良の大きな変化に即していろいろ事業評価して

いくので、何とか再評価ないし事前、事後評価も行われつつありますし、その場に反映い

ただけるような仕組みを少し事務局の方でもお考えいただくと、大変発信しやすい形にな

るのではないかと思います。

○太田農村振興局長 中座させていただきますので、今までのお話を伺って、さらなる
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ご指導をお願いしたいという思いで少しお話させていただきます。

本体の議論のところから、例えば横山先生、あるいは村田先生の方から、地域性の視点、

例えば農地の整備を従来どおりと言っているけれども、整備されたところで、次に何かや

ることはないわけですから、そういうところでは、やることはまた違うというようなとこ

ろが、余り平板になり過ぎているという感じを、もう一度ご指摘いただいて私も持ちまし

た。

松谷委員の方からありました現在本当に十分なのかどうかという現状認識がなければ、

次へのステップということも、ある意味では地域性の問題と合わせて同じ議論とも考えら

れますし、あるいは時間的な尺度で物事をみるということだと思います。

鷲谷委員の方からは、21世紀らしさ、環境保全型農業ともかかわるような、そういうご

指摘をいただいて、さらにメッセージの出し方として、やめたこと、あるいは新しいこと

を中心にまとめてはということでございました。冒頭、私があえて、かなり時間を割いて

ご挨拶いたしましたのも、このレポートをまとめることが我々の目標ではなく、本当はそ

の中身をどう理解いただくかということが一番中心の課題ですし、それは、恐らくメッセ

ージを出す相手方に対して、それぞれオーダーメイドのものにしていかなければならない

のだろうと思います。農家・農村の人には、ある意味では戒めも含めて、国民の視点とい

うことをむしろ強調すべきでしょうし、逆に国民の皆さんには、農家の大変さと言ったら

語弊がありますが、例えば状況の厳しさ、だけどこういう努力をしているというようなこ

とを伝えていくというようなことが非常に重要だろうというご示唆をいただいたと思って

おります。

そういった意味で、これから閣議決定文だけではなくて、そういうものを一団のまとま

りとして、あるいはいろいろなオーダーメイドのものをパーツとして持ちながら進めてい

きたいと思っておりますので、折々にまた、個別にでも先生方にいろいろご指導いただく

ことになろうかと思いますが、引き続きのご指導をお願いいたします。中座で申しわけあ

りませんが、よろしくお願いしたいと思います。

○三野小委員長 ありがとうございました。

それでは、これまで出されましたご意見を踏まえまして、事務局にて策定作業を進めて

いただきたいと思います。

続きまして、「農業農村整備事業の事業評価」について、事務局から説明をお願いいた

します。
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○林田事業計画課長 それでは、ご説明させていただきます。本日、事業評価に関しま

しては、最初に「事前評価」、２番目に「再評価」、３番目に「事後評価」という３つの

切り口で、それぞれの評価の改善についてご説明をさせていただきます。時間の関係もあ

りまして、急ぎ足でご説明させていただくことになろうかと思いますが、ご容赦の程、よ

ろしくお願いいたします。

まず事前評価につきまして、資料－４－１－１と４－１－２、２つの資料でご説明をさ

せていただきます。資料－４－１－１は前回の企画小委員会でご審議いただきました総合

的な評価手法について、全般的に説明すべきことをとりまとめております。２分冊目の資

料－４－１－２は、それを国営かんがい排水事業に適用し、試行することを前提といたし

まして、その考え方について整理した資料でございます。

まず資料－４－１－１を簡単にご説明いたしますけれども、１ページにございますよう

に、検討の背景といたしましては、政策評価に関する基本方針ですとか、地方分権推進会

議の指摘等を踏まえまして、農業農村整備事業の効率的、客観的な実施を図るためには、

費用対効果分析の一層の高度化を図ることが必要であるということです。

３番目の○ですが、評価項目の重み等を公表することで、事業採択における国の評価構

造が明示化され、採択の担当者の頭の中の構造が透明になることが総合評価手法には期待

されているということでございます。

これまでの検討経緯と今後の予定については２ページに整理いたしました。前回、平成

14年２月19日、本小委員会で総合的な評価手法の考え方について、ご審議いただきました

が、本日は、それをより具体的にしましたものについてご審議いただきます。そして、６

月から８月にかけまして私どもの方で試行をいたします。９月以降、また、こちらの小委

員会にその結果についてご報告し、ご意見を賜り、レベルアップを図ってまいりたいと考

えておる次第でございます。

３ページには、前回の繰り返しになりますけれども、「総合的な評価手法の枠組み」に

ついて、流れを整理いたしております。項目を体系化し、指標を設定し、評価点を設定い

たしまして、それを一対比較アンケートによりまして重みを設定し、評価項目ごとに評価

点と重みを掛けたものを合計し、総合評価値を求めていくというアプローチを考えている

ということでございます。

４ページには、「評価項目の体系化」について再度整理しておりますけれども、前回ご

議論いただきましたとおり、農業農村整備事業については、必須事項と優先配慮事項に分
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けて、必須事項をクリアしたものについて評点化を図ることとします。また、大項目につ

いては、事業の効率性という項目、事業で達成する目標、事業の実施環境という３つの大

項目で検討することを予定しております。

５ページでございますけれども、そのうちの事業で達成する目標については、中項目と

いたしまして、基本法の４つの理念を利用し、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、

農業の持続的発展、農村の振興という４つの中項目で検討したいと考えており、前回、こ

の部分についてはご了解いただいているところでございます。本日は、小項目以下につい

てご説明させていただきます。

この資料－４－１－１については以降は細かい説明となるので、資料－４－１－２の国

営かんがい排水事業を事例とした総合評価手法の試行についてご説明させていただきたい

と思います。

資料－４－１－２の１ページでございますけれども、試行の目的について再度整理いた

しております。政策評価に関する基本方針、もしくは農林水産省政策評価基本計画にもご

ざいますように、まだ手法が確立されていない分野でもございますので、政策評価につい

ては試行錯誤を恐れずに評価を積極的に行っていくということを私どもの基本理念として

まいりたいと考えております。一番下にございますように、今回は第１回目の試行でござ

いますので、国営かんがい排水事業の地区より事例をとりまして総合評価手法を実験的に

適用し、以降、順次課題の整理ですとか試行を積み重ねてまいりたいと考えているところ

でございます。

３ページにかんがい排水事業の具体的な小項目をお示しいたしました。この図表の左側

ですが、大項目、中項目までにつきましては、前回の２月の小委員会でご審議いただいた

とおりでございます。小項目といたしましては、国営かんがい排水事業については、食料

の安定供給の確保という観点について言うと、国内生産力の向上とし、多面的機能の発揮

ということに関しましては、複数ございますけれども、洪水防止、土砂崩壊流出防止、地

盤沈下軽減、または地下水のかん養、生物多様性・生態系の創造、農村景観形成・歴史的

農業水利施設保全活用、地域用水、最後に保健休養機能の向上といったような小項目で評

価してはどうだろうかということです。農業の持続的発展という中項目に対しましては、

望ましい農業構造の確立、農業生産性向上、労働生産性向上、自然循環機能の向上という

４つの切り口の小項目でどうだろうかということです。農村の振興でございますが、なか

なか小項目としてオーバーラップを避けるのは非常に難しいのですが、農業振興による地
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域経済活性化という小項目と地域雇用創出という小項目を考えております。

大項目の事業の実施環境については、中項目を飛ばしまして、自然環境への配慮、事業

実施体制という２つの小項目で考えています。

いずれにしても、私どもといたしましては、これらを実際適用するに当たりまして、そ

れぞれの小項目がどのような範囲を評価しようとしているのか、複数の分野に渡りまして

オーバーラップしている概念がないのかということにつきまして、実際評価を行う担当者

が混乱を来さないような明確な区分けを今後試みることが必要であろうと認識をいたして

おります。

４ページ以降は、具体の小項目について、評価指標設定の考え方などについて示してお

ります。これは、本日、それぞれの指標等についてご了解を得られれば、多くの国営事業

の地区について当てはめ、データ分布等の分析を行った上で点数の配分等については再整

理しなければならないと思っておりますが、本日お示ししているのは、過去３年間の新規

採択地区を事例に検討してみたということでございます。

事業の効率性という観点で申しますと、費用便益比が1.20以上で５点、1.00から1.05で

は１点といった観点ではないかと考えております。

５ページは、「食料の安定供給の確保」という中項目に対しまして、「国内生産力の向

上」という小項目でございますけれども、これにつきましては、潜在的な供給熱量増加率

というもので置きかえてはどうかと考えており、これを総合耐用年数のマトリックスで考

えてはどうかという提案でございます。潜在的ということで、水田については全て米を、

畑については全て小麦を植えたとして、どれだけの熱量供給できるかということで評価し

てはどうかと考え、６ページにございますように、耐用年数と合わせまして、１点から５

点までのマトリックスで評価してはどうかと考えているところでございます。

７ページには、「多面的機能の発揮」という中項目に対しまして、「洪水防止」の評価

項目がございまして、水田面積の割合によって洪水防止機能を評価してみようという考え

でございます。この中には、例えば生産調整面積をどう扱うのかといったような課題があ

ることは十分に認識しておりまして、改善を試みたいと思っております。

８ページは、「土砂崩壊流出防止」に関しまして、傾斜度の高い農地の割合がどうかと

いうことを評価指標としております。

「地盤沈下軽減・地下水のかん養」に関しましては、事業によって用水量が増えること

により、地下水のかん養量が増えるということを簡単に評価いたしまして、地区に供給さ
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れる水の増量分を評価指標としてはどうかと考えているところでございます。

９ページには「生物多様性・生態系創造」ということで、、生物多様性についてはいろ

いろ検討いたしておりますけれども、生息に配慮した整備があるかないかといったような

切り口での評価を今のところ考えているところでございます。

これは、農村景観形成・歴史的農業水利施設保全活用についても同様でございます。

10ページの「地域用水」でございますけれども、これにつきましては、営農・消流雪・

防火といった３つの代表的な地域用水効果を捉えまして、それらが３つとも計上されてい

るかどうか、もしくは全くないのかといったようなことで点数化を試みております。

11ページの「保健休養機能の向上」につきましては、親水空間としての水辺を持った公

園と同様の親水機能を有する施設を整備されているかどうかているかどうかということを

指標にしてはどうかと考えております。

12ページの「農業の持続的発展」という大きな項目の中で、望ましい農業構造の確立に

つきましては、これもなかなか難しいのですが、関連事業として農地集積等の施策を実施

するかどうかといったようなことを評価の切り口としてはどうかと考えております。国営

かん排でございますので、その事業自体ではこういう集積等は取り組んでおりませんが、

関連事業にそういうものがあるのかないのかといったことを捉えてはどうかと考えており

ます。

12ページの下段以降の「農業生産性向上」につきましては、土地生産性という名称にす

べきというご指摘もいただいておりまして、現在考えているところでございますけれども、

生産向上効果額を受益面積で割りまして、評価点をつけてはどうかと思っております。

「労働生産性向上」でございますが、労働時間当たりの農業所得増加率という概念を導

入いたしまして、それのパーセンテージの割合での効果、向上といったようなもので評価

してはどうかとご提案させていただきたいと思います。

14ページは「自然循環機能の向上」ということで、これは基本法の理念を基にしており

ます関係で、水の循環ですとか栄養分の循環ですとか窒素の循環ですとかいろいろなもの

があるのですが、ここは事業の評価という切り口で考えておりますので、水の循環のよう

にどこでも同じように出るというものではなくて、有意な差が出る評価指標としてどうい

うものがあるかということを考えますと、現時点では肥培かんがいがあるのかないのかと

いったようなことで考えております。ただし、他に適切な指標があれば、もっと取り込ん

でいきたいと考えているところです。
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15ページは「農村の振興」という観点で、地域経済活性化という切り口については、面

積当たりの増加粗収益額ということで数字を入れております。

15ページの一番下には「地域雇用創出」ということで、事業の実施によって地域の雇用

が創出される効果を評価しております。これは、16ページにございますように、事業費が

大きい程、点数が高いということになっておりまして、事業の規模によるインパクトを評

価する観点からは、一定の意味もあろうかと思いますけれども、事業が大きければ大きい

程、地域雇用創出効果が大きくなるということについては矛盾があるというご指摘もいた

だいておりまして、これにつきましては、例えば事業費当たりの地域雇用創出効果で比較

すべきではないかとも現在考えておりまして、今後、向上を図りたいと考えております。

17ページは「自然環境への配慮」ということですが、これにつきましては、環境への配

慮があるのかないのかということよりも、積極的な取り組みが行われている場合に５点、

自然環境への重大な影響が生じない場合に３点としております。その場合に、マイナスの

効果があるのかないのかということも議論いたしましたけれども、今回の評価手法では、

必須事項として土地改良法で要求している自然環境への配慮ということがクリアしている

地区についての評価でございますので、自然環境への配慮がなされていないという地区は

ないという前提で、この２点に絞っているところでございます。

地元の合意形成については、18ページにございますように、幾つかの項目を挙げまして、

幾つの項目に該当するかということで整理をいたしております。

最後に、21ページでございますけれども、「重みの設定」につきましては、本日ご審議

いただいた後に、一対比較アンケートにより設定したいと思っております。現在は、本省

の担当者を対象といたしまして、一対比較アンケートをやってみたいと考えております。

その上で、16年度新規採択地区を対象に試行をしたいと考えているところでございます。

急ぎ足でございましたが、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。続きましてお願いいたします。

○宮元水利整備課長 続きまして「国営土地改良事業等の再評価における費用対効果分

析手法」について、ご説明申し上げます。

今年２月の企画小委員会におきまして、再評価における簡便な費用対効果分析の手法を

検討してまいりたいとご報告申し上げました件でございます。再評価における費用対効果

分析は、継続中の事業の効率性を判断する１つの指標でございまして、現在国営事業等に

おきましては、５年ごとに一度再評価を実施しているところでございます。国営土地改良
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事業における事前評価と同様の精度での費用対効果分析には、営農に必要な労働時間、あ

るいは農家の経営に関する事項等の把握には多大な時間と、コストにしまして平均2,000万

程度の費用がかかっております。そういったことで、再評価の目的に応じた適切な評価手

法にしたいということで、事前評価における費用対効果の算定手法を基本といたしまして、

その算定の基礎となる項目の求め方を簡便化していきたいということでございます。

(3)の算定式の中に「投資効率Ｂ／Ｃ」、「総事業費分の妥当投資額」がございますが、

このＣとＢの出し方を簡便化したいということでございます。

次のページ、(4)がございますけれども、「費用対効果分析における事業効果の算定項目

等」でございます。これは、妥当投資額、ベネフィットの算定項目でございますけれども、

農業生産向上効果を初めとしましたこれらの効果について検討するということでございま

す。

次のページ、お願いいたします。具体的な簡便化でございますけれども、１つは総事業

費の算定、コストの算定でございます。従来、計画変更におきましては、変更計画案が出

来まして、それに基づく総事業費を算出しておりますけれども、再評価におきましては、

現時点での総事業費、具体的には改定後総事業費というものを毎年予算書に計上しており

ます。それを参考にしまして、既投資分については支出済費用換算係数を考慮して総事業

費を立てる。そういった簡便法をとってまいりたい。関連事業総事業費についても同様の

手法で、現時点での総事業費を算出したいということでございます。

下の方の「２．現行事業計画で計上している効果の算定」ベネフィットの部分でござい

ますけれども、具体的には簡便化を行う年効果額算定の基礎となる項目を限定しまして、

それ以外の項目については、直近の数値に変更して支出済費用換算係数を乗じるなどの手

法で簡便化を図っていきたいということでございます。

具体的には、右の「(1) の農業生産向上効果」でございますけれども、現況作付面積、

あるいは計画作付面積にございましては、基本的には計画変更では、基本的に統計のデー

タ、一つ一つの作付の面積等を算出しまして詳細に検討しておりますけれども、再評価に

おきましては、受益面積、稲作転換等における変動分を当初計画の作物別面積割合等をベ

ースにいたしまして、按分して算定する。あるいは計画作付面積にいたしましても、同様

の、当初計画の按分方式をとってまいりたいということでございます。

計画単収、本地率については直近の数値、あるいは本地率については変更しないという

ような形で実施してまいりたいということでございます。
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次のページをご覧ください。「(2) 農業経営向上効果」につきましては、営農経費節減

効果、あるいは下の②の維持管理費節減効果につきましては、基本的には物価スライド、

時点修正のみの変更にしていってはどうかと考えております。

右側の「生産基盤保全効果」でございます。更新効果につきましては、現時点での総事

業費をベースに廃用施設の最経済的事業費を算定する。具体的には、事業費で効果を置き

かえるといった手法でとってまいりたいということでございます。

下の３．がございますけれども、現行事業計画で計上していない農業外効果は再評価の

際に積極的に取り込んでいきたいということでございます。

次のページをお願いいたします。再評価時点における費用対効果試算フローがございま

すけれども、それらを整理いたしますと、費用対効果分析の基礎となる要因の変化、そう

いったものを把握分析を行うといったことで、営農実態、あるいは計画といったものの変

化を判断いたしまして、変化の小さい地区、あるいは変化の大きい地区といった一定の指

標に基づきましてグループ分けをし、変化の小さい地区には、先程申しましたような簡便

法で算出する。変化の大きい地区につきましては、現時点の営農状況を踏まえて、営農計

画について検討するといった手法をとってまいりたい。それに加えまして、当初計上して

いなかった効果等について、現時点で計量化可能なものについては算定し、追加していき

たいといったことでございます。

右側の下の地区がございますけれども、再評価における費用対効果分析の試行地区とい

たしまして、国営かんがい排水事業で、畑で１地区、水田で１地区、国営総合農地防災事

業におきまして、水田で１地区、そこに記載されております３地区で試行実施してまいり

たいと考えております。以上でございます。

○吉田地域計画官 それでは、続きまして事後評価でございますけれども、資料は４－

３の資料でご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

事後評価につきましては、事業完了後５年ということで、今まで地区のフォローアップ

だとか、事業のあり方だとか、あるいは事業評価手法の改善だとか、また費用対効果分析

の基礎となる要因の変化というようなことでやってきたわけでございますけれども、さら

に事業の効率性の一層の向上を図るということで、事業完了後の特性、すなわち成果を踏

まえて費用対効果分析を行うという考え方をした場合、事後評価の意味や、あるいは事前

評価との理論的な一貫性を確保するという観点で整理したということで説明させていただ

きます。
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１ページでございますけれども、「事後評価における費用対効果分析手法の基本的考え

方」ということで、事後評価自体が評価手法の改善を１つの目的としておりますので、基

本的に事前評価の算定方法を用いて算定します。そして年効果額の算定でございますけれ

ども、これも恣意的にならないように客観性を確保しつつ、効率的な算定が出来るように、

実績を踏まえて標準値等の活用をしながら算定をします。次の○のところですけれども、

新たな効果の発現が確認された場合には、定量的に計測が可能な効果については算定する

ということで、これを加えて評価します。ただ、この場合、プラス面、マイナス面もあり

ますから、その辺りは客観的にということで、右の欄にも書いてありますように、事後で

確認されたプラス面の効果、あるいはマイナス面の効果があれば、減少効果ということで

整理するという考え方でございます。

(1)(2)と左に書いてありますけれども、解説した部分でございますので、時間の関係も

ありますので省略させていただきます。

２ページは、現在の効果の算定の体系でございますので、これも省略いたします。

３ページは、事後評価における費用対効果算定の具体的な進め方でございます。事後評

価の算定に当たっては、客観性を確保しながら効率的な算定が可能になるように、関連事

業の進捗状況を踏まえながら、事前評価の諸元、あるいは内容を検証した上で算定をする。

次の○でございますけれども、事業によって付随的に発生する効果につきましては、出来

るだけ標準化が可能なものについては標準値を設定する、あるいは直接法や代替法によっ

て算定を試みるとか、あるいはどうしても貨幣化しづらい効果の算定に当たっては、ＣＶ

Ｍだとか、それぞれこれに類するような手法を活用しながら算定していきたいというよう

な考え方でございます。

この場合、左の欄の２つ目に書いていますけれども、事後評価において評価時点の単年

度で発現している効果だけでみますと、評価時点以降の効果発現が十分反映されない危険

性があるというようなことで、この辺については、事前評価の諸元等十分整合性を図りな

がら考えてみないと、正確な評価にならないというところに留意点があります。

どうしても当初に予定しているものに大幅な変更があるようであれば、事例のところに

書いてありますように、事前評価の計画諸元と、その根拠となる数値の変動がみられる場

合には、その諸元を見直した上で算定するという考え方でございます。

３ページの右側の下の欄の（イメージ）で、括弧の中に書いてありますように、社会情

勢だとか、あるいは消費者の嗜好の変化等々ありますけれども、これらを十分踏まえた上
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で評価していきたいと考えております。

４ページでございますけれども、標準値を活用する事例とか、ＣＶＭの活用の事例とい

うようなことで、対象となる標準値の中身としては、安全性向上効果だとか地籍確定効果

だとかについては、これらにある程度含めることが可能ではないかというように現時点で

は考えております。

ＣＶＭにつきましては、災害防止効果、あるいは景観保全効果、保健休養機能向上効果

等についても、この手法で出来るのではないかということで現在考えております。

５ページでございます。事後評価において新たに効果が発現された場合でございますけ

れども、これも統計資料等により分析したり、あるいは農業者なり地域住民へのアンケー

ト調査等を通じまして、新たな効果の発現が確認された場合には、他の公共事業の事例で

使われているような方法を参考にしながら、定量的に計測が可能な効果については算定し

て、これを加えた評価をしていきたいということで考えております。

それらの例ということで、５ページの左側の方に作物ブランド化効果や、幹線水路等の

用地の高度利活用効果、あるいはそれらについての算定式の考え方を述べてありますけれ

ども、3)のところに書いていますように、その他効果ということで、地域社会を維持させ

る効果だとか、都市と農村の交流を促進する等々の効果もありますけれども、そのほかに

減少効果ということでマイナス面もあれば、それも正確に把握しながら算定していきたい

と考えております。

５ページの右の欄は、他の公共事業で考えられているような算定の方法についての例を

記載してございます。

６ページでございます。本年度、試行的に行うということで、先程の再評価のところで

もございましたけれども、事後評価といたしましては、下の方に書いていますけれども、

国営かんがい排水事業の地区と国営農用地再編開発事業の地区ということで、２地区で試

行をやっていきたいと考えております。

説明は以上でございます。

○三野小委員長 ありがとうございました。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。

○鷲谷臨時委員 総合的評価手法の中の多面的機能の生物多様性・生態系に係るところ

の用語なのですけれども、例えば資料－４－１－２の９ページにも使われていますが、

「生物多様性・生態系創造」という言葉に関して、生物多様性や生態系を創造出来るのは



- 25 -

キリスト教の神様ぐらいで、すごく違和感がある用語になっていると思います。評価点の

設定をみてみますと、その中には「生息に配慮した整備がある」というような表現ですの

で、ここも、例えば「への配慮」とするといいのではないでしょうか。、他のところと何

か整合がとれないということであれば、「生態系の保全・再生」とか、普通に通じる用語

にした方がいいと思います。

○三野小委員長 ありがとうございます。その辺はよく検討いただきたいと思います。

○村田専門委員 ご説明にもあったのですが、地域雇用創出効果で、「事業の実施」と

いうのは違和感があって、工事をやれば当然雇用は創出されるのは当たり前なのですけれ

ども、事業をやった結果、その後、雇用創出というのは難しいのかも知れないけれども、

少なくとも担い手が育成されるというか、雇用がなくならないというか、維持出来るとか

いう。工事そのものが雇用創出するというのは、工事そのものが事業目的化してしまうわ

けなので、それはいかにも違和感があるというか、定義が低かろうが大きかろうが、これ

は評価の対象とするというのはおかしいのではないかという感じがするというのが１つ。

もう１つ。一番最後に「事業実施体制（地元の合意状況等）」というのがありますけれ

ども、これは、むしろ必須条件なんじゃないですか。６項目について該当の有無があるか

ないかで１点から５点があるけれども、市町村との調整が図られている。図られてないも

のをやってしまうと言うのはまずいのであって、これは、１点とか何とかと言うのではな

くて、ゼロか全てかというような、それとも違うことなのかしら、地元の合意というのが、

必須条件みたいな感じがいたします。

もう１つ、これは技術的によく分からないのですけれども、いろいろな環境だとか何か

の方は５点と３点と２つで、２点差しかないのですね。他のところは１から５点で、５点

差があって、その辺のところの配分というか、比重というのはどうするのか、ここがよく

分からない。対案があるわけではないのですが、その辺は考慮する必要があるのかなとい

う感じがいたします。

○林田事業計画課長 先程の地域雇用創出効果についての村田委員のご指摘は、評価の

対象とすること自体おかしいのではないかということですけれども、ここにつきましては、

もう少し考えさせていただきたいと思います。また、本来、同じ事業費当たりで地域雇用

創出効果が高いか低いかということを比較すべきなのだろうと思うのですが、問題点とい

たしましては、地区採択前の事業計画書しかない段階で、担当者が、地域雇用創出効果を

正確に想定出来るかどうかというところにネックがございます。そこはもう少し突き詰め
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ていくと、村田委員ご指摘のとおり、対象と出来ないということになるのかも知れません

が、少し検討させていただきたいと思います。

実施体制のところにつきましては、一部そういう項目も入っているかも知れません。全

てではないかと思うのですが、一部必須のようなところについては整理いたしたいと思い

ます。

○細田専門委員 今見たばかりで、余り深い整理をした考え方ではないのですが、資料

－４－１－２の国営かん排を対象にした試行案でありますけれども、かん排事業の効果は、

単に水を供給したり排水したりするだけではなくて、関連事業と一体となってカウントさ

れるべきものだろうと思うのです。それは、長期にわたる末端の整備事業だったり、ある

いは地道で息の長い農地の集積化といった他のソフト対策も含めて発揮され、測定される

べきだと思うのであります。それが過去３年間の新規採択地区でとか、事後評価の事業完

了後５年というようなスパンでは、なかなか発揮されにくいものではないかと思うのです。

実際に国営クラスの大きな事業の効果が本当の意味で発揮されるには、関連事業が整備さ

れ、ソフトの土地利用集積なり、担い手育成等の対策が進み、相当の年数が経ってじわっ

と出てくるようなイメージが私にはあるのです。年次的なスパンをどう考えているのかと

いうのが１つです。

もう１つは、生物多様性なり生態系の創造とか景観形成等の評価、保健休養機能の向上

の評価についてですが、むしろ環境配慮や多様性の確保の対策は当然あってしかるべきで、

ない方がおかしいのだと思うので、これは事後評価のスパンとも絡めて考えますと、完了

後５年ということよりは、もっと何十年後の土地改良事業地区を、経済効果はもちろんで

すけれども、周辺の副次的、波及的な環境面、文化面も含んだ効果を一度測定されて、実

際にの動植物や景観がどうなっているか、地域住民の保護施設になっているかとか、その

辺の副次的、波及的効果を見極めた上で、指標測定を検討されたらどうかと思います。

○三野小委員長 只今の、よろしくご検討をお願いしたいと思います。

○高畑専門委員 ちょっと消化不良のまま申し上げますが、第１点は、費用便益比、あ

るいは評価点と地域間格差との関連でございます。例えば、労働生産性あるいは重みの問

題は地域間によってかなりの違いがあると思います。特に既に水準が高い地域につきまし

ては、どうしても便益比が小さくなるのではないか。全国一律の便益比と評価点という表

に当てはめていきますと、どうしても評価点が低くなるのではないかと思いますので、当

然考えられるこうした地域特性なり地域間の格差を是正するという方法について考えてお
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られるかどうかということをお伺いしたいわけでございます。

第２点は、受益農家の事業費の負担に関する問題でございます。今さら申し上げるまで

もないですが、土地改良事業は、その事業費の何％かについて受益農家の負担がございま

す。この農家の負担の割合につきましては、国ご当局の補助金などのご配慮によって、か

なり小さい数字にはなっていますが、農家にとっては長期に渡る負担が続くわけでござい

ます。この負担金の額の妥当性については、費用対効果の中で計算されまして、妥当なも

のとしてクリアされたものから採択になるわけでございますが、問題は、その計算が、そ

の事業の中で完結はしていても、農家においてはそういっていない場合もあるということ

でございます。と言いますのは、その農家が負担しております既往の事業、既に完成、実

施された別の土地改良事業に対する負担金がどのくらい残っているかというのが問題とし

て残るわけで、１戸の農家に、あるいは１枚の田んぼに、あの事業、この事業の賦課金が

累加されてきまして、場合によっては１農家の償還能力を超えてしまうというようなこと

も考えられるわけです。特に農家の負担軽減という問題につきましても、かねてより国ご

当局においていろいろの施策を講じていただいているわけでございますが、特にここ７、

８年、米の販売価格が極端に下落いたしておりまして、当時60kg約２万円で計算されてお

りました便益というのが、今では１万5,000円を割っているというのが現状でございます。

それだけ農家所得が減っているということから、農家の事業に対する償還金の負担感が増

大しているというのが現実でございます。

従いまして、その地区で既往の事業の負担金がどのくらい残っているのか、あるいはま

た、その地区の農家平均所得はどのくらいあって、今回採択希望している事業の償還と合

わせても、当然償還能力があるかどうかといったような点も評点化出来ないかどうかとい

うことを考えたわけでございます。

いつかも申し上げましたが、昨今、土地改良区の運営で、役職員が大変頭を痛めている

点が賦課金の未納問題でございます。折角、国の格別のご指導、ご援助をいただいて、事

業そのものが計画的に出来たけれども、賦課金が思うように集まらない。米価低迷の中で

農家の償還に滞りが出てきているという現状から、こういう事情も汲み取っていただける

評価方法もないかと思いまして、意見として申し上げたところでございます。

○三野小委員長 只今一部ご質問もございましたが……。

○林田事業計画課長 先程の細田先生のご指摘に対しましては、３年の地区と私が申し

ましたのは、今日ご提示する資料の中で、評点の分布が適正なのかどうかということを一
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応検証するためにとりあえず３ヵ年分の地区でやってみましたということです。何点を配

分するのが適当なのかにつきましては、今日以降、過去のもっと多くの地区について実際

のデータの分析状況をみて検討していくことにしているということをまず申し上げたいと

思います。

高畑委員からのご指摘ですが、Ｂ／Ｃにつきましては、これまでも土地改良法の規定に

基づきまして適正に運営してきているところでございますけれども、今後ともより適正に

評価出来るように努めてまいりたいと思います。ただし、農家の申請の段階で、たくさん

の事業地区がかぶっていて、償還率等が適正かどうかについてもっと評価すべきではない

かということにつきましては、これも土地改良法の規定に基づきまして、受益者から申請

があった事業計画につきまして、所得償還率が無理のないものかどうか、今後とも一層適

正にチェックしてまいりたいと考えているところでございます。これを評点化いたしまし

て、農家の負担が高いものについては採択の優先順位が劣位にあるべきであるという結論

を下すのはいかがなものかと、今のところは考えておりますが、引き続きご相談させてい

ただければと思います。

○生源寺委員 先程村田委員がおっしゃった点から少しいろいろ考えを巡らせているの

ですけれども、実は私も少し早とちりいたしまして、地域の雇用の増加というのは、当然

事業そのものの投資による雇用の創出ではないと思っておりまして、むしろその地域の農

業なりが拡大することを想定しているのかなと思っていたのですけれども、事業そのもの

についてもお考えいただくようになっているということですね。そのことについては、入

れるべきでないというご発言があったのですけれども、そこは別として、土地改良の事業

そのものに雇用の創出効果があるわけですけれども、その前に問題は、むしろ同じ雇用を

生み出すのに、他にもいろいろな代替的な投資というのがあるわけでして、その比較の問

題になるのだろうと思うのです。あるいは農業農村整備事業であればどういうパターンの、

例えばある非常に限られた年限に比較的まとまった雇用が生まれるとか、もう少し長期的

に雇用を生み出すような同じお金の使い方があるのではないかという、問題は多分そうい

う形になっていくのだろうと思います。ですから、雇用の問題というのは、なかなかデリ

ケートな問題と言いますか、農業農村整備事業の枠にとどまらない問題が絡んでいると思

いますので、余り軽々にこうだという格好でスタートすることは、少し慎重に考えた方が

いいような気がいたします。

実は、今私の申し上げた議論を少し敷衍しますと、こういうことがあるのではないかと
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いうことで、ちょっとお考えいただきたい点がございます。それは、総合的な評価手法の

方は、農業農村整備事業の総合的な評価手法だということで、とりあえず国営かん排で試

行されるということです。恐らく私のイメージで言いますと、国営かん排であれば、大体

地形なり規模によって、何となく仕事のイメージがわくわけです。従いまして、こういう

項目だ、こういう項目だということがある程度想定出来るようになって、しかも、高けれ

ば高い程いいという話になるかと思うのです。さて、これが、県営、あるいは団体営、あ

るいは農村整備、こういうジャンルのものに適用するような段階になったときに、これは

事業の仕組み方としていろいろなバリエーションが考えられるということになるわけです。

その場合、評点が高ければいいということが言えるかどうか。つまりある効果を発揮する

のに、この事業でやることがベストなのか、いや、別のやり方があるだろう。これは事業

では取り上げずに、別のやり方でアプローチした方が望ましい。そうすると事業そのもの

については、この効果はない、１点だ。こういうことになるのかも知れません。地域の農

業農村基盤の整備のあり方から言えば、地域としてはそういう判断の方が望ましい。こう

いうことが起こり得るのではないかと思うのです。つまり同じ効果を供給するのに、この

事業を大前提として考えるのだと、いや、そうではない形の提供の仕方なりがあって、ど

ちらを選ぶかということになりますと、少し頭をひねってみるべき部分があるのかな、こ

ういう話です。

○柏専門委員 中項目の中に４つあって、最後は農村の振興ということで、雇用創出の

問題でいろいろな問題が今指摘されたわけですけれども、もう一つ前の小項目として、い

わゆる地域経済活性化ということが掲げられていますけれども、ここに書かれていますよ

うに、農業生産の向上によって地域経済の活性化に大きくかかわりがあると考えられると

いう表が掲げられているわけですけれども、普通そのように書かれると、我々としては、

地域農産加工であるとか、内発的なｱﾋﾞﾘﾃｨにつながってくるとか、地域の産業連関に繰り

入れてくるとか、そういうようなイメージで捉えてきて、地域経済の活性化というような

イメージをしてしまうのですけれども、もちろんそういうことを評価指標に出すことが極

めて困難であることはよく分かるのです。ただ実際、この評価指標をみますと、要するに

受益面積当たりの農業粗収益の増加分という形に矮小化されていると言うか、かなり、言

っている考え方の内容と、評価指標のイメージのずれというのが少し気になっているとこ

ろです。

○横山専門委員 委員各位はかなり辛いご評価なのですけれども、私自身はこういうよ
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うな総合的な評価指標を試行することについては、むしろ積極的に評価をしたい。生源寺

委員から言われたことは、ある１つの施策、政策を評価する、例えば国営かんがい排水事

業について、様々な政策効果が期待される。そうしたときに、国営かんがい排水事業とい

う施策の評価のときに、それぞれのマトリックスを書いていただくと分かると思うのです

けれども、成果指標がある。そうしたときに、国営かんがい排水事業の相互間のＡという

排水事業とＢという排水事業、どっちがよりイフェクティブなんだというような評価が、

この手法でまず出来るのだろうと思います。ところが、生源寺委員が言われているのは、

１つの成果指標のところでみたときに、ＡＢＣという同類の国営かんがい排水事業以外の

他の施策との比較になるわけですね。この手法で何を目的としているかということをもう

一回確認しておくと、今のようなご議論に対しても、ある程度ディフェンド出来るのでは

ないかと思います。

尺度の選び方については、各委員が言われたようにかなり慎重に、もう一回検討する必

要はあるのだろうと思うのです。とりわけ合意の話で、それは当然じゃないかというよう

なお話が村田委員の方からあったわけですけれども、これも、17ページ、18ページをみま

すと、合意状況だけじゃないのです。他の事業とのパッケージ、関連する他事業との調整

を図られているかどうかとか、事業の実施体制を図っておくというと、地元の合意状況だ

けの尺度ではない、そういうような複合の評価尺度になっているのだろうと。だから、そ

の辺の説明の仕方も若干あるのかなと思います。

もう１つ気になってますのは、自然環境への配慮という17ページの上の事業の実施環境

についてのものと、生態系の話の種の多様性みたいなもの、生物多様性の９ページで言っ

ているものとの重複しているのかどうか、この辺りも少しご検討されればいいんじゃない

ですか。私の基本的な考え方は、この手法がどういう条件が満たされれば利用可能な１つ

の手法としての尺度になるのかということの条件を少しディフェンドしておいた方がいい

のではないかということです。あとは、尺度についてのディフェンスをもう少し慎重に、

先生方のご意見を反映したような形で修正なさって、私としては、個人的にやっていただ

きたいと思っています。

○三野小委員長 只今横山委員の方からお話があったのですが、私も１つ。多面的機能

というのは非常に大きな評価の項目として大事な項目になっているのですが、特に洪水防

止に代表されますように、サプライサイドに偏ってしまって、エンドユースの方からみた

評価にはなってないのですね。と言いますのは、例えば水田がこれこれだけの防止能力を
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持ってますよ。けれども、そこに防止があったとしても、それに対して防止される都市が、

例えば下流がなくて水田からいきなり海に流れ込んでおれば、別に評価しても意味がない

形、むしろ水田の面積率が低いところの方が都市的な資産が集積しているから効果は大き

くなる、そういうようなことが、洪水防止とか多面的機能の中に、エンドユース側の評価

が入らないかなと思います。これは、先程の高畑委員の地域性だとか、あるいは生源寺委

員の洪水防止だったら必ずしも土地改良だけではなくて、河川との関係もありますから、

その辺、何かちょっと一工夫いただけるとすごく分かりやすくなるかなという気がいたし

ました。

○生源寺委員 私も、１つは使い方だろうと思うのです。この結果をどう使うかという

ことによって、どういう仕組みにするかということになっていくのだろうと思うのです。

恐らく国営のかん排であれば、ある程度イメージ出来ると申し上げたのは、大体そんなに

大きな違いはないだろうということなんですけれども、あるいは国営のかん排の場合にも

大きな違いがあるかも知れません。先程申し上げたことの繰り返しになるのですけれども、

特に小規模な地域でいろんなことを考慮しながら設計していくような事業になってまいり

ますと、ここの部分は、例えばやる、やらないと。生物多様性でも何でも結構なんですけ

れども、その観点からみて、ここは手をつけない。結構これから労力的に大変でも、そこ

は我慢する、その方がいいという判断をするというのが１つあるとします。そうではなく、

ここも事業の中に含めましょう。しかし、最大限多様性に配慮しましょう。そうしますと、

前者は、そもそも事業の外になってしまうわけです。後者は、事業の中に入って５点がつ

く。これは非常に単純な例なのですけれども、こういう代替案の中から考えていただくと

いう、そのための事後的な評価なり総合的な評価、こういう意味合いがあるとすれば、そ

の辺りを初めから排除してしまうということは、これはこれで意味はあると思いますけれ

ども、その点については重要な留保があるということをやはり考えておくべきだろうと。

こういう事業があるのだという前提ででスタートしてしまえば、効果的な比較の手法にな

ると思います。しかし、こういう組み合わせもあれば、ああいう組み合わせもある、さあ

どれがいいかという話になりますと、この評価手法はミスリーディングである可能性があ

ると思いますね。

○三野小委員長 ありがとうございました。残り時間も少ないのですが、もうお一人か

お二方か、ご意見がございましたらお受けしたいと思います。

○海野専門委員 ちょっとまとまりのない話で、かき回すだけで、解決を何も言わない
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かも知れないのですが、19ページの表でみて、あちこち気になるところを申し上げます。

一番上の例の国内生産力の向上のところです。水田は米でやるのはいいのかもしれない

けれども、畑を小麦でやるというのは、いかにも違和感がある。甘藷とか何とか、一番カ

ロリーのたくさんとれるやつで計算するんじゃないのかなと。水田の場合でも、湿田で米

しかつくれなかったところに甘藷が植えられるようになれば、生産力は向上するとみるの

じゃないのかな、そんな感じがしたのが１点。

次は、国営かん排に、例の循環機能の話を入れたのがおかしいのかも知れないけれども、

どうもここへ肥培かんがいが出てくるというのは、何かちょっと奇異な感じがいたします。

その次の地域経済の活性化ですけれども、畑地かんがいなどのときに非常に大きく出て

くる話で、そこで、例えば今まで芋しかつくってなかったところ、野菜をつくることにな

る。そうすると、農家の野菜の粗収益だけではなくて、そこに集荷場が出来る、関連の工

場が出来る、そういうことまで、これまた、事前評価のときには、誰かが鉛筆なめると、

えらい高いものになる。国営かん排ですから、事業が終わって、さらに10年か20年して本

当の答えが出るという面はあるのですけれども、やはり地域経済の活性化といったら本来、

そういうものを含めて計算するものではないのかなという気がしております。恐らく地域

雇用創出の中で、むしろ事業の効果として、事業後の影響こそが地域経済活性化に入るべ

きで、工事による雇用の話は、ある意味では公共事業共通の問題として、よそがどうやる

かとも関係して考えればいいのかなという感じがいたしております。

最後の合意のところ、いろいろご意見があったのですが、私、ちょっと奇抜過ぎるかも

知れないのですけれども、特に国営かん排の後の末端の事業について、例えば、本来農業

以外の効果が多くあるときに、その分を市町村が被っていたら３点、その分まで農家が全

部被っていたら１点、非農家まで合意して、非農家がしかるべき分を負担する合意が出来

たら５点とか、そのようなことがあり得ないのかなという感じがいたしております。

○三野小委員長 なかなか小委員会の時間内では意見が出尽くせないようです。最後に、

中道委員、お願いします。

○中道専門委員 難しい定義に挑戦しようとすると、なかなか難しいことがかなり出て

くるのではないかと思います。土地改良事業の辛さは、政策決定者の評価と、地域の評価

と、個々の経営者の評価が、みんな１つの事業に入っているわけです。だから、そういう

ものの整理は、１つのことで総花的に整理した後、そういう方々の反応、判断がどこに行

くかをよくつかまえて整理されることが重要だろうと思います。特に今の３の上に、国営
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事業については、事業実施者としての事業運営管理がありますから、これを加えると４つ

ぐらいの軸があるだろうと思います。また、政策推進者は、これを国民にどういうふうに

評価してもらうかということもあるでしょうから、同じ評価といってもたくさんものが重

なっている。そういうものを１つの座標軸で整理していくというのは非常に難しいことか

も知れませんけれども、ぜひ挑戦してやってもらえればと思っております。その上で、そ

れをどう使うかということは、さらにご議論いただいたらどうか。

もう１つは、こういう作業というのは、相当の労力を伴いますし、お金もかかるだろう

と思います。ぜひ試行される際には、そういうものの実績というのをよくつかんでいただ

いた上で、これを実際に実行する場合の手順が必要になってくると思いますから、その辺

も併せてご調査願えればと思っています。

○三野小委員長 非常に時間が限られておりまして、なかなか議論をし尽くせないよう

に思います。そのために、審議し尽くせなかった意見等については、後日文書で事務局へ

提出いただくことにしたいと思います。資料をじっくり読んでいただいて、お気付きの点

を事務局の方へ文書でご提出いただくということにいたしまして、ここで一旦論議を置き

たいと思いますが、いかがでしょうか。具体的な方法につきましては、事務局の方、どう

でしょうか。

○林田事業計画課長 そのようにさせていただきたいと思います。試行に向けまして、

手法の改善点ですとか、ご意見等ございましたら、メールでも、ファクスでも結構でござ

いますので、出来ましたら６月末を目途にご意見等をいただきまして、それらを反映させ

ていただき、試行の準備を進めさせていただきたいと思います。

○三野小委員長 以上のような手順でさらにご意見をお寄せいただければと思います。

とりあえずこの議論は、本日ここで置きたいと思います。よろしいでしょうか。――

それでは、その他に入りたいと思いますが、事務局の方から何かありましたらお願いい

たします。

○井上防災課長 「社会資本整備重点計画」の策定状況等につきまして、簡単にご報告

をさせていただきます。資料は５でございます。

まず背景説明でございますが、農村振興局におきましては、本日ご議論をいただきまし

た農業農村整備事業と共に、それとは別の体系にございます海岸事業を所管をしておりま

す。この海岸事業は、海岸法に基づきまして、高潮などによる被害から国土を守るために

堤防などの整備を行う事業でございまして、農林水産省農村振興局、水産庁、国土交通省
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河川局、港湾局の、いわゆる海岸事業４省庁が共同で所管をしているものでございます。

農村振興局におきましては、干拓地などの農地を背後に抱える海岸における事業を担当し

ております。

具体的なイメージでございますが、資料－５の表紙の次にカラー刷りで写真を載せてお

ります。これらの事業は、都道府県知事などの海岸管理者が行うものでございまして、高

潮・津波・波浪対策のための堤防をつくる、あるいは侵食対策を行うわけです。海岸環境

整備事業として、利用の面の改良という事業を行っております。また、直轄事業と書いて

ございますが、海岸管理者に代わりまして担当の大臣が自ら堤防の造成を行う事業もやっ

ております。

この海岸事業につきましては、計画的に事業を推進するため、海岸４省庁で１本の、５

年を１期とする海岸事業長期計画をこれまで設定してきたところでございます。これは、

次のページにございますが、現在のものは平成８年12月13日にまず閣議決定をされ、その

後平成10年１月30日に閣議決定された計画でございます。

計画の内容でございますが、１枚めくっていただきますと、実施目標が下の方へ書いて

ございまして、大きく３つございます。「(1) 国民の生命・財産を守り、国土保全に資す

る質の高い安全な海岸の創造」「(2) 自然との共生を図り、豊かでうるおいのある海岸の

創造」「(3) 利用しやすく親しみのもてる、美しく快適な海岸の創造」でございます。

事業量といたしまして、平成８年度以降、１兆3,400億円の事業を実施するということが

これまでに決まっていたところでございます。このような海岸事業につきましては、農業

農村整備事業と密接な関連性がございますし、また現在、新しい長期計画の策定が進めら

れておりますので、この長期計画の策定の状況を報告をさせていただいているわけでござ

います。

新しい長期計画の根拠となる法律でございますが、１枚めくっていただきまして、「社

会資本整備重点計画法」でございます。この法律は、今通常国会におきまして、３月28日

に既に成立し、３月31日に公布され、４月１日から施行されております。この法律は、社

会資本整備事業につきまして、より低コストで質の高い事業を求める時代の要請にこたえ

まして、枠囲みに書いてございますとおり、重点的、効果的かつ効率的に社会資本整備事

業を推進するために、社会資本整備重点計画の策定などの措置を講ずるというものでござ

います。国土交通省所管の事業を中心に、海岸事業を含めまして、従来個別に作成されて

おりました９本の事業分野別長期計画を一本化するものでございます。９本の計画は、そ
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のペーパーの左側に書いてございますとおり、道路の計画などから海岸に至る９本の計画

がこれまであったものでございます。その計画を１本の社会資本整備重点計画にまとめま

して、平成15年度以降の５ヵ年間を計画する期間として設けようとするものでございます。

この計画の内容でございますが、枠囲みの○３つございます。その一番下に「計画事

項」というところがございます。①で書いてございますように、重点目標とその達成のた

めに実施すべき事業の概要など織り込むこととなっております。その際、総事業費は内容

としない。これまでの計画については総事業費は、先程申し上げましたように書いてござ

いましたけれども、総事業費は内容とせず、事業間連携などによる効果も含めまして、事

業によって達成される効果であるアウトカム目標に重点を置くこととしております。

この計画の策定実施のスケジュールでございます。去る５月６日に国土交通大臣から社

会資本整備審議会、交通政策審議会に対しまして、社会資本整備重点計画の策定について、

同審議会に意見を求めるとの諮問が既になされております。今後は、同審議会に設置され

ております計画部会における議論などを踏まえながら、国土交通省、農林水産省等行政側

において計画素案を作成するとともに、同素案についての国民の意見や都道府県の意見を

聞くための手続を実施する予定でございます。その後、計画案を作成しまして、閣議決定

を求めることとしております。閣議決定の時期は、現在のところ、今年の秋の見込みでご

ざいます。

以上、海岸事業に関する長期計画の策定状況等につきまして、その概略を説明させてい

ただきました。

○三野小委員長 ありがとうございました。

ご報告をいただいたということで、以上をもちまして、本日予定しておりました議事を

終了いたしました。

それでは、議事進行を事務局の方へお返ししたいと思います。

○林田事業計画課長 ありがとうございました。只今お配りしておりますのは、昨年度、

技術小委員会の方でとりまとめました「ため池」、「農道」、「移入種」についての生物

配慮のための手引き書でございます。先程村田委員のご発言にもございましたように、生

き物のにぎわいある農村といったような言葉でパンフレットをつくっておりまして、末端

の技術者がこれをみながら少しずつ取り組んでいけるようにといったつもりでつくってお

りますので、どうぞご覧いただければと思います。

次回の日程でございますけれども、概ね９月頃を考えております。詳細な日程につきま
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しては、追って調整、ご連絡させていただきたいと思います。

それでは、これをもちまして、平成15年度第１回企画小委員会を閉会させていただきま

す。ありがとうございました。

――了――


