
食料・農業・農村政策審議会 農村振興分科会 

第８回農業農村整備部会 議事録  

日時：平成19年3月27日（火）10：00～12：00 

場所：飯野ビル８階 農林水産省第４～６会議室 

 

○角田 事業計画課長   

 本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましてはご出席いただきまして、誠にありがと

うございます。 

 ただ今から、食料・農業・農村政策審議会第８回農業農村整備部会を開催します。 

 開会に当たりまして、中條農村振興局長よりご挨拶申し上げます。 

〇中條 農村振興局長   

ただ今、紹介いただきました農村振興局長の中條でございます。 

 委員の皆様方におかれましては、年度末の何かとお忙しいところ、本日はご出席を賜り

まして、誠にありがとうございます。 

 日頃この部会の下にあります小委員会でご論議を賜り、またご指導を賜ることも多いわ

けでございますけれども、本日はその小委員会に対します諮問ですとか、報告等を中心に

ご審議を賜ればと思っております。 

 それぞれの小委員会で日頃申し上げているところでございますけれども、私どもの農林

水産省では、平成19年度から大きな農政の転換を図ることとしております。１つは、農業

の担い手に着目いたしまして、そこに施策を集中することによりまして農業の構造改革を

図ろうというものでございまして、これとあわせて農業を支えていきます農地・農業用水

といった地域の資源を保全しようという施策、この２つを車の両輪として19年度から本格

的に実施しようとしているところでございまして、いよいよこの４月から、その具体的な

施策の実施に移るところでございます。 

 実はこれに加えまして、最近、高齢化が進んでおります農山漁村。さらに、これが近い

将来、人口の減少につながるということ等も踏まえまして農村の活性化を図るということ

で、特に、農山漁村を訪れる人、定住する方、あるいは都市と農山漁村の両方に居住され

る方、こういった方々を増やすことによりまして、農山漁村の活性化、賑わいを取り戻そ

うという意味での法案を本国会で提出しようとしておりまして、まさに、本日の本会議に

おきまして上程を予定しています。そういうわけで私は途中で中座させていただきますけ
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れども、こういった法案もいよいよ本格的に論議されることになりまして、いわば、平成

19年度は私どもにとりましても非常に重要な節目に差しかかるということでございます。 

 本日の農業農村整備部会におきましては、農林水産大臣より食料・農業・農村政策審議

会長に対しまして諮問がございました設計基準の頭首工、それから施設管理基準の排水機

場の改定につきまして、ご報告を申し上げます。 

 一方で、簡素で効率的な政府を実現するために、平成18年６月に行政改革推進法が施行

されまして、この中で国営土地改良事業特別会計の見直し、それから、これに附則する形

で国営事業と都道府県営事業について、国と地方公共団体との適切な役割分担について、

平成18年度末までに検討することとされたところでございます。このことを踏まえまして、

企画小委員会で昨年からおよそ１年かけまして全９回にわたりまして、国と地方との適切

な役割分担につきましてご論議をいただき、先般の最終の小委員会でとりまとめをいただ

いたところでございますが、本日は、そのとりまとめを踏まえました農林水産省としての

具体的措置についても担当から発表させていただきたいと思っております。 

 また、技術小委員会におきましても、農業生産の基礎となります基幹的な農業水利スト

ックを効率的に更新・保全管理を推進するための仕組みであります基幹水利施設ストック

マネジメントの手法につきまして手引きを作成することとしておりまして、こういった点

につきましてもご論議をいただきまして、一定の成果を上げることができましたので報告

をさせていただきたいと思っております。 

 以上、非常に多岐にわたる内容となりますけれども、限られた時間内でございますが、

委員の皆様におかれましては、幅広い視点から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、私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○角田 事業計画課長   

本日、生源寺眞一委員、小澤紀美子委員、下村恭民委員、鷲谷いづみ委員におかれまし

ては、所用によりご欠席との連絡をいただいています。 

 それでは、以降の議事進行については、三野部会長にお願いします。 

○三野 部会長   

それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めたいと思います。 

 議事次第の第１番目は、土地改良事業計画設計基準及び土地改良施設管理基準の改定に

ついてです。 

 本件につきましては、本日付で農林水産大臣より食料・農業・農村政策審議会長に諮問
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をいただいたところでございますので、まず事務局より説明をお願いしたいと思います。 

 まずは、土地改良事業計画設計基準・設計「頭首工」の改定についてお願いします。 

○矢野 施工企画調整室長   

お手元の資料１、土地改良事業計画設計基準・設計「頭首工」の改定について、資料に

基づいてご説明します。 

１ページは、「Ⅰ．背景及び改定の必要性」です。 

 経緯に書いているように土地改良事業計画設計基準・設計「頭首工」については、昭和

27年10月に制定されました。その後の状況の変化あるいは関係する構造令の施行等に伴い、

昭和42年10月と昭和53年10月に全面改定されています。さらに、その後の状況変化や新技

術の導入等を踏まえ、平成７年７月に同じく全面改定を行っています。その際には、基準

書と技術書に区分して基準の再編を行いました。 

 今回の改定の必要性は、前回の改定から11年が経過しており、環境との調和への配慮の

必要性が重要になっていますし、兵庫県南部地震以降、耐震設計の基準、考え方等も整備

されてきたので、これらを踏まえて今回改定をしたいと思っています。 

 ２ぺージは、「Ⅱ．設計基準「頭首工」の主要な検討項目（案）」です。 

 １点目は、主要な改定項目で頭首工の設計における環境との調和への配慮があります。 

基準書において、環境との調和及び景観に配慮する旨を明記したいと考えています。 

また、技術書に景観法等に基づき景観と調和するよう検討する旨の記載及び平成14年10

月に作成された「頭首工の魚道」設計指針をもとに、多くの生物が遡上降下できるような

魚道の設計の考え方を盛り込みたいと考えています。 

 ２点目は、土地改良施設耐震設計の手引きが平成16年３月に作成されました。 

これを踏まえて頭首工の設計における耐震設計の考え方を盛り込みたいと考えています。 

内容は、参考事例として枠の中で解説しているのでご説明します。 

 耐震設計の手引きでは、重要度区分と耐震性能の関係について表に記載するような考え

方を示しています。重要度区分は、重要度ＡＡ種からＢ種まで３種類、地震動は、従来の

レベル１地震動に加えてレベル２地震動もあわせて規定しています。 

 用語の定義の表をご覧下さい。重要度区分については、施設ごとに２つの視点から判断

することになっています。１つ目は、被災による二次災害の視点です。土地改良施設が被

災を受けて崩壊することによる第三者への被害、特にその施設が崩壊したことによって人

命、財産、ライフライン等に与える影響を考慮するものです。 
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 ２つ目は、施設の被災によりその施設が本来果たすべき機能が損なわれるので、それに

より代替施設があるのかどうか、基幹施設としての施設自らの重要度がどうだったのか、

さらに、復旧の難易度の３つの観点から考慮しなければならないと思います。 

地震動に関しては、レベル１地震動については従前から検討していました。これは多く

の土木構造物に対して従来から設定していましたが、供用期間内に１～２度発生する確率

を有する地震動ということで震度５強程度です。 

レベル２地震動は、大規模なプレート境界型の地震や内陸直下型地震による断層近傍型

の地震動であり土地改良施設に与える影響は極めて大きいと考えられる地震動です。 

具体の震度でいうと震度６程度以上で、各エリアによって震度幾つというのは規定がさ

れています。こうした地震動をもとにどのような検討をするかですが、例えば、重要度Ａ

Ａ種の構造物であればレベル１地震動に対しては健全性を損なわないという観点からの検

討になります。これは、レベル１地震動があっても変形を残さないような影響しか生じさ

せないという考え方です。それから、同じく重要度ＡＡ種の構造物についてもレベル２地

震動に関しては、限定された損傷にとどめるという表記をとっています。 

これは、施設の機能回復を速やかに行うために致命的な損傷の状態より余裕をもった状

態にあること、すなわち致命的な状態まで至らない状況です。このために残留変位が許容

値以内にあるので場合により補修は必要なのですが、機能の回復は可能です。 

重要度Ａ種のレベル２地震動については、致命的な損傷を防止するという表現をとりま

した。これは、主要の構造部材が破壊する手前の状態にあること、すなわちぎりぎりの状

態まで許容して設計するということです。 

 ３ぺージは、関連技術書類の改定に係る見直しです。 

例えば道路橋示方書、河川管理施設等構造令、河川砂防技術基準等がそれぞれ改定され

ているので、これらの内容に基づいて整合性を図ります。 

道路橋示方書は、平成14年に改正されていますが、これについてもレベル１、レベル２

の地震動に対して耐震性能を確保するという記載になっているので、これとの整合性を図

るということです。河川管理施設等構造令、河川砂防技術基準についても同じく改定の趣

旨に沿って見直しをしたいと思っています。 

 ４ページは、「設計「頭首工」の改定スケジュール（案）」です。 

 本日の食料・農業・農村政策審議会農業農村整備部会でご説明した後、平成19年度の技

術小委員会で３回の調査・審議を予定しています。この中で先ほど申し上げた３点の検討
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結果を踏まえたご説明をしたいと考えています。その後、平成19年度の１月～３月には答

申をいただきたいと考えていますが、それに先立ち11月頃を目処にパブリックコメントに

かけていきたいと思っています。 

 なお、本設計基準「頭首工」の検討については、今年度既に設計基準「頭首工」改定検

討委員会を設置し、２回委員会におけるご指導を賜っています。平成19年度も３回程度の

開催を予定しており、本日ご参加の田中先生にも委員に入っていただいているので、引き

続きご指導をいただきながら、改定（案）をとりまとめたいと考えています。 

 設計基準「頭首工」の改定については、以上です。 

○三野 部会長   

ありがとうございました。それでは続けて、「土地改良施設管理基準－排水機場編－の

改定について」事務局より説明をお願いします。 

○米田 施設管理室長  

 資料２の１ぺージをご覧下さい。今回の改定の背景及び必要性を書いています。 

 まず、土地改良施設管理基準です。 

これは、国営土地改良事業によって造成された施設の管理全般について、遵守すべき一

般的な事項を定めたもので、排水機場編については、平成８年に制定され現在に至ってい

ます。(1)～(3)とありますが、社会的情勢の変化、あるいは管理に関する技術的進展等が

みられることから、これを反映させる必要があります。 

 １点目は、近年、大雨や短時間強雨の増加傾向が多くみられる。あるいは、農村部の都

市化等の進展で流出形態が変化するといった状況に対応するため適切な排水管理が求めら

れています。 

 参考２―１の２ページをお開き下さい。 

「近年の大雨、短時間強雨の増加傾向」を４つのグラフで示しています。上の２つは短

時間強雨の傾向、下の２つが大雨の傾向です。上から２つ目のグラフは、１時間降水量が

80ミリ以上の発生回数について示しています。これで見ると直近10年は、その前の10年に

比べて約1.42倍になっています。また、大雨の傾向についても同じように比較すると日降

水量400ミリ以上の発生回数で2.25倍になっており、これらはいずれも気象庁の異常気象

レポートから引用しました。 

 ３ページは、「農村の都市化、混住化の進展等による流出形態の変化」です。 

農地がある場合は雨水が地下に浸透する、水田に貯留される、あるいは草木があるので
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河道に達するまでの時間が長くなります。一番下の濃い方のグラフをご覧いただくと、ゆ

っくり水が流出しピークも低いということになりますが、これがアスファルトなどに覆わ

れると逆になるので、流出の時間が早くなってピークも立ってきます。 

 ４ぺージは、「近年の大雨と短時間強雨による洪水の事例」です。 

平成16年に起こった豪雨の事例についてグラフを書いていますが、赤いグラフが当該排

水機場が事業計画で計画している時間雨量を示しています。それについて、実際に降った

雨が青いグラフです。ご覧のように流出が早くなり、ピーク時の雨が非常に大きくなって

います。こういった中でどのような対応をしたかを一番下に整理していますが、一つは消

防等の協力を得て排水機場に水が浸入しないような土嚢を積みました。これにより排水運

転を継続し約100時間連続運転を行って地域の湛水被害面積が減少した事例もあります。 

 資料２の１ぺージの(2)は、農業水利ストックは増大しており老朽化も進展しています

が、一方で厳しい財政状況にあることから限られた予算で効率的に施設の機能を維持する

ことが重要になってきていることを書いています。 

 (3)は、土地改良法の改正で環境との調和への配慮が位置づけられたことから、改定の

際にこの規定を織り込むことにしています。 

 ２ぺージは、現在までの検討の経緯です。 

来年度の技術小委員会で検討しますが、機械設備の点検整備など専門的な検討が必要な

ことから、先行して平成17年度より改定検討委員会を立ち上げ、排水機場管理の現地実態

調査を含めて計７回の委員会を開催して準備を進めています。 

 ３ぺージは、「Ⅱ 施設管理基準－排水機場編－の主要改定項目（案）」です。 

１点目は、「洪水時の運転管理や管理体制」です。 

気象情報に基づいて出水状況の予測や過去の経験を踏まえた平常時運転から洪水時運転

への適切な移行と書いていますが、平常時、洪水警戒時、洪水時、場合によっては計画内

水位を超える状況などが連続して発生するので、例えば洪水警戒時に出水予測等に基づい

て適切な洪水時運転へ移行する。あるいは、計画内水位以上の場合の浸水対策など、状況

に応じた運転と体制整理について体系的な記述となるよう充実させたいと思います。 

 ２点目は、「施設の保全管理」です。 

排水機場は、農地のみならず周辺宅地等の排水も受け取っているので、必要なときに確

実に排水運転ができることが求められます。従来、故障等の未然防止ということもあり、

使用時間を根拠とした保全方式を基本としています。しかしながら、各機場のおかれてい
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る環境は一律ではなく、また、施設の長寿命化や保全コストの低減を要請されているので、

従来のやり方にあわせて設備の機能診断を行い、その結果に応じて保全管理する方式につ

いての記述を充実するものです。 

 ３点目は、「環境との調和への配慮」です。 

排水機場の管理においても基本事項に規定して、例えば騒音振動対策や計画設計時に配

慮した事項についてのモニタリング、あるいは補修時の景観配慮等について位置付けます。 

 ４点目は、改定時にあわせてシリーズものとして行っているものです。 

 最後に４ページは、「施設管理基準－排水機場編－の検討スケジュール」です。 

これについては、先ほどの頭首工と同じようなスケジュールで進みます。技術小委員会

で２回の審議を行い、来年度末に答申をいただくということで考えています。 

 以上です。 

○三野 部会長   

ありがとうございました。それでは、ただ今事務局から説明いただいた内容につきまし

て、ご自由にご意見、ご質問をお願いいたします。 

○松田 臨時委員   

頭首工の耐震設計の議論なのですけれども、重要度ＡＡ、Ａ、Ｂとかいろいろあります

が、頭首工は分析してみると取水堰と樋門と沈砂池というのが主なメニューだと思うので

すが、堰と樋門と沈砂池とで重要度の位置付けが違うのか、そこはどうお考えなのですか。 

○矢野 施工企画調整室長  

 関係する技術基準等では、施設ごとに評価をしている場合もあるようです。今回、頭首

工の施設ごとの重要度区分については、先ほどご説明したように２つの観点から評価の考

え方をとりまとめようとしています。設計基準自体はまだ改定されていませんが、個々の

協議の中で耐震設計について決められたもの、また、既存の技術基準が改定されているの

で、それに基づいて耐震設計をしているもの等があります。こうした実績等も反映しなが

ら施設全体、もしくは個々の施設ごとの重要度区分の設定の仕方について具体的に検討し

たいと思っています。 

○松田 臨時委員   

メニューごとに重要度の位置付けというのは違って構わないと思うのです。 

だから、その辺いろいろお考えいただいたら良いのではないかと思うのだけれども。 

○三野 部会長 
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 検討の際のご指摘ということで受けとめたいと思います。 

 その他何かございますでしょうか。 

○小林 臨時委員 

 各種施設がいろいろある中で、環境保全に対する配慮というのを着実に進めていただい

ている点に関して敬意を表したいと思います。手引き、それから計画設計の基準というこ

とで、いろいろ盛りだくさんで大変だろうと思います。それでも着実にどんどん進んでき

ているので大変喜んでいるところですが、この手引きとか基準を作って、その後、もちろ

ん国の出先機関である地方農政局あたりの技術者には十分周知をされていると思うのです

けれども、どこまでこの基準とか手引きが浸透しているのかという辺についてお伺いした

いと思います。いろいろな現場を見ていますと、必ずしもこういう基準、手引きが理解さ

れているのかどうかという点について、ちょっと疑問を思うこともありますので、例えば

都道府県のレベル、土地改良区のレベル、さらに土地改良区の構成員である農家の方々に

どういう形でこの審議会で検討されてきた基準、手引きが浸透しているのか、そうした努

力をどのようにされているのかという点についてお伺いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○三野 部会長 

 これについてはいかがでしょうか。 

○矢野 施工企画調整室長  

 基準については、基本的事項として全ての設計等において遵守すべき事項として定めて

います。また、基準をより適切に運用するために地域の特性を踏まえて設計施工等を行う

上で参考になること等については、技術書の形でまとめて周知を図っています。 

また、それ以外に技術的に参考になるような実施例等も踏まえてとりまとめたものです。 

今、手引き等についてお話がありましたが、こうしたものについても作った段階で各農

政局には十分説明し、内容について趣旨、理解を徹底するように努めています。さらに、

都道府県や土地改良区についても説明会等を通して内容の理解に努めています。 

○小林 臨時委員   

では、その手引書とかそういうのは土地改良区、場合によっては農家の方々にも届いて

いる状況なのですね。 

○齊藤 設計課長  

農家の方々に一冊一冊届いてはいませんが、我々の補助事業等を行っている土地改良区
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や市町村等には、いろいろな基準、手引き、指針等に準じて行っていただくように指導し

ています。 

○小林 臨時委員   

説明会があれば必ず土地改良区の事務所に最低１冊は届いていると理解して良いのでし

ょうか。 

○齊藤 設計課長 

 無料で配付している部分と購入いただいている部分があるので、全部揃っているかどう

かは、ここではわかりませんが、届くようなシステムにはなっています。 

○小林 臨時委員  

 ありがとうございました。 

○米田 施設管理室長  

 これは機能保全の手引きですが、来年度早々に各農政局単位で国の者がメインになる説

明会を本省に集めてやりますし、その後、各局に行って、都道府県の方、それから土地改

良区の方を対象にした説明会を全国キャラバン的にやっていきたいと考えています。 

 また、土地改良区の方々を対象にした研修があるので、そのときにもこういった手引き

の普及ということで進めることとしています。そういった具体的な計画をもとに進めてい

ます。 

○小林 臨時委員  

 ありがとうございました。 

○三野 部会長  

 その他何かございますでしょうか。 

ございませんようでしたら、この形で諮問をお受けして検討を続けていただくというこ

とで、ご了解いただけますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 続きまして議題の２番目、各小委員会等の審議状況につきまして、事務局より報告をお

願いいたします。 

○角田 事業計画課長  

 それでは、私から「企画小委員会における審議状況について」ご報告します。 

 資料３をお開きください。 
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１ぺージは、今年度の企画小委員会での審議状況です。 

冒頭、局長のご挨拶にもあったとおり一番大きな課題は、「土地改良事業における国と

地方との適切な役割分担について」ということで、議論を尽くすこともあり９回にわたり

開催しました。また、「費用対効果分析手法の改善」についても平成16年度から検討して

きている経緯がありますが、今年度で最終とりまとめという形になりました。 

さらに、「次期の土地改良長期計画の策定」については来年度から本格的に審議が始ま

りますが、今年度は現行の長期計画のレビューを行おうということで、後半の委員会から

議論を開始しました。 

 ３ぺージは、「国と地方との適切な役割分担について」の概要です。 

 経緯については、平成18年６月に行政改革推進法が施行され、国の特別会計の整理・統

合を行うことが方向として位置付けられました。国営土地改良事業特別会計についても一

般会計に統合することが決まりましたが、それとあわせて国営土地改良事業と都道府県営

土地改良事業について、国と地方との適切な役割分担について施策の推進状況を踏まえ、

今年度末までに検討することが法律に位置付けられました。このような大きな課題ですの

で、食料・農業・農村政策審議会の企画小委員会で十分議論をしていただこうということ

で９回にわたり議論を重ねてきました。委員のご意見に加えて、地方公共団体、土地改良

区、さらには国民全般のいろいろな意見をお伺いしようということで、現地調査、意見陳

述、あるいはアンケートも行い総合的な意見もいただきながら審議をお願いして、去る３

月２日に報告書をまとめていただきました。 

 参考３―１は、19ぺージに及ぶ企画小委員会の報告書です。 

この議論を通じて一貫してあったのは、土地改良施設は、国、都道府県、土地改良区と

いった行政機関、あるいは農家団体の役割分担のもと施設が建設され、管理され、また更

新されてきた長い歴史や経緯があり、そうしたことで水利システムが形成されてきました。 

基幹施設から末端に至るシステムは一体的になっており、国や都道府県、土地改良区が

担っている役割分担を大きく変更すると地元に混乱を来すという意見が非常に多かったと

ころです。一方で、最近の状況を踏まえ、事業の目的の明確化や重点化も必要であるとい

うご意見がありました。 

今回の検討は、食料・農業・農村基本法における施策の推進状況を踏まえることになっ

ているので、まずは、施策の推進状況を検討する必要があります。基本法に位置付けられ

ているのは、食料自給率の向上です。現在40％ですが、これを45％にするという大きな国
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としての政策目標があります。実際は、国際化の進展状況や農村の高齢化、過疎化等によ

り農業政策はなかなか難しい状況にある中で、自給率の向上を図っていくためには、農地

や農業用水といった食料供給力を強化していくことが重要課題であると基本法にも位置付

けられています。したがって、食料供給力を強化するための手段としての土地改良事業は、

今後とも国民的理解を得ながら確実に実施していく必要があるというところをまずベース

とすべきだということで合意されました。 

事業の実施状況について、特に水田地域では、これまでの投資によって相当なストック

が形成されてきている状況の中で、今後はこうしたストックの更新を適切に行っていくこ

とが重要になってきているということ。それから、国、地方を通じて財政状況が非常に厳

しくなっているので、より一層事業の効率的な実施に努めていくことが必要であるという

ことが指摘されました。今後の方向は、水田地域では、現在担い手のいない水田集落が半

分という状況の中で、構造改革を推進していくことが農政においても一番大きな課題です。 

効率的で生産性の高い農業経営を実現していく上で、まず、そのベースになる水の供給、

基幹的水利施設の機能の向上と更新が不可欠であるということが言えると思います。これ

を担っているのは、まさに国の役割であり、国営かんがい排水事業については今後、機能

の向上を含む更新事業により施策を集中化していくべきであるというご意見をいただきま

した。一方、都道府県営事業は、より地域に密着した末端の施設整備や農地整備を担う役

割がありますが、特に水田の基盤整備を通じた担い手の育成確保といった水田農業の改革

を進める上で、都道府県の役割は、さらに重要になってきているという指摘がなされまし

た。したがって、国は更新事業に重点化をしていき、都道府県は農地整備を通じた担い手

の育成などの構造改革に重点化していく方向で進むべきではないかというご指摘をいただ

きました。 

 ４ぺージは、畑地帯についてです。 

畑地帯はかんがいの整備率が20％程度で整備も十分ではありません。こうした状況の中

で高品質で多様な農作物を生産するという意味では、畑の生産は非常に重要になってきて

います。地域のニーズに即し、また、コスト縮減を図りながら農業生産を行っていくため

には、畑の整備を計画的に実施していくべきであるという指摘が国と都道府県に共通して

なされました。その上で、事業の推進手法について更新事業が今後大きくなる中で、また、

財政状況が厳しい中で、いかに効率的に更新事業を行っていくかが重要になってくるので、

事業の実施方法についても、いわゆるストックマネジメント手法を確立していくこと、事
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業評価についても更新事業が主体となっている状況にあわせた評価手法の改善についても

あわせて行っていくべきであり、それを国がリードしながら技術面、あるいは政策面を誘

導しながら国、都道府県が一体となって進んでいくべきではないかという報告をいただき

ました。 

 この小委員会報告が３月２日にありましたが、これを受けて農林水産省として具体的に

どのような措置をとっていくかについて、本日発表させていただきます。 

 お配りしている資料の最後に、「土地改良事業における国と地方との適切な役割分担の

具体的措置について」というペーパーがありますけれども、これが農林水産省としての具

体的措置の内容です。 

 Ⅰの経緯については、今申し上げたとおりです。 

 Ⅱの具体的措置の１は、「土地改良事業の今後の方向」です。 

おおむね企画小委員会報告の内容を受けた形で今後の事業を進めていくことで、事業の

展開方向をまとめました。 

 ポイントは２の「今後の展開方向を踏まえた役割分担の明確化」です。 

  (1)は事業実施の重点化です。 

水田地域において国が行う事業については、更新事業に重点化していくという方向を受

けてこのようにしました。国が行う基礎的・広域的事業について機能の向上を含む更新事

業に施策を集中することとします。そして、水源開発を伴う新設の事業については、採択

を中止という方向性を出していきます。ただ、現在調査実施中の地区、それから島嶼部は

除くということで、平成20年度新規採択地区から適用したいと考えています。都道府県に

おいては、国が行う基幹的水利施設の整備と連携して効率的な農業経営の育成・確保の前

提となる農地の整備等を推進していくという構造改革により重点を置いた形で都道府県営

事業を行っていただくことを考えています。 

 畑については、先ほど申し上げたとおり整備が遅れている状況なので、国、地方を通じ

て新規の整備を計画的に実施していくことといたします。 

 (2)は「事業の管理運営の充実・強化」です。 

事業運営の一層の充実・強化を図るということで２つありますが、１つはライフサイク

ルコストの低減です。 

既存施設の長寿命化を図りながら効率的な更新整備を行う。そのための技術の確立を図

っていくこととしております。平成19年度から５年間で国営造成施設について機能診断を
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行うことを具体策として打ち出していきます。また、事業の適切な評価ということで費用

対効果分析手法の改善や事業の採択に当たっての事業の妥当性・効率性を総合的に評価す

る手法の確立を図っていく。いずれも平成20年度の新規採択地区から適用したいと思って

います。 

 ３は、「国と地方の一層の連携の強化」です。 

基幹から末端まで一体として水利システムを維持する必要があるので、国だけが基幹施

設を整備しても末端の整備ができなければ不十分ですので、地域での整備に遺漏が生じる

ことのないように一層の連絡調整を密にするための場を新たに設置したいと思っています。 

 以上が国と地方の役割分担についての審議状況の報告と、それを受けた国としての具体

的な措置の内容です。 

 次は、企画小委員会の２つ目の議題であった「費用対効果分析手法の改善」です。 

 資料３の５ページをお開き下さい。 

「国と地方の役割分担」でも申し上げましたが、費用対効果分析手法の改善は、今後の

改革の要素の１つです。具体的には更新整備が主体となっていることに対応して評価シス

テムの改善を行っていく必要があるということと、政策評価が求められているので、土地

改良事業が発揮する政策効果を適切に把握していくための評価手法の見直しです。平成16

年度から２ヵ年ご審議いただき、今年度でとりまとめということになりました。内容につ

いて、１つは、これまでは、いわゆる投資効率方式ということで費用対効果を分析してい

ましたが、それを一定の評価期間における全ての費用と効果を適切に評価できる総費用総

便益比方式に変えるということです。 

 ７ぺージをお開き下さい。 

これまでの「投資効率方式」と新しい「総費用総便益比方式」の違いを図で示していま

す。これまでの方式は、新規事業に対応する評価手法で工事期間中は効果は発現しないと

いう、事業完了時点を基準としての事業費とその後の効果をその比で算定する方式でした

が、今後は更新事業が主体なので当然工事実施期間中も効果は継続して発現されており、

それをみていこうということと、評価期間を工事期間及び工事が完了して40年施設が持続

するということで評価期間を定め、その間に発生する建設費及び更新費用も費用として見

込む。そして、便益をその間のもの全て見込んで現在価値化し費用対効果の算定を行う仕

組みに変えようということです。 

 ２つ目は、効果の体系を全体的に見直して整理しました。 
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 ８ぺージをご覧下さい。 

これまでの効果項目の体系は左のようになっており、いろいろな効果を多岐にみており

ましたが、これを基本法の４つの理念に基づいて整理しようということです。 

食料の安定供給、農業の持続的発展、農村の振興、多面的機能の発揮の４つの効果体系

に分類して重複するものは統合し、土地改良事業の効果として適切ではないものについて

は除外をする。逆にもっと適切にみるべきものについては、ＣＶＭやトラベルコストとい

った新しい評価手法も使って適切な評価をしていこうという体系の見直しと効果算定手法

の改善を行いました。また、更新効果というのが旧来みられていましたけれども、これは

更新事業にかかる事業費イコール効果という非常に簡便な手法でみていましたが、更新事

業が主体となる中で、今後は更新事業を行った場合と行わなかった場合でどれだけ違いが

出てくるのかという、「ありせば・なかりせば」の状況をそれぞれ比較して効果の積み上

げ比較を行い、その差で効果を算定する形に変更しています。 

したがって、これまでの更新効果という項目は除外となっていますが、更新による効果

は、他の全ての効果に内部化される形で見直しました。こうした見直しについては、参考

３―２に「土地改良事業の費用対効果分析に関する基本指針（案）」の形で新しい効果の

考え方をまとめているので、これを農村振興局長通知の形で今年度内に施行したいと思っ

ています。また、具体的な算定手法について詳しく解説した算定マニュアルも別途作成し

ているので、それも企画部長通知の形で施行したいと思っています。こうした事前評価の

手法は、原則として平成20年度の新規採択地区から適用します。 

土地改良事業の長い歴史の中でも費用対効果分析の手法をこれだけ変更したのは久しぶ

りのことですので、評価手法の理解と普及にもさらに努めていきたいと考えています。 

 私からは以上です。 

○田上 首席地域計画企画官  

 続いて、次期土地改良長期計画の策定についてご説明します。 

資料３の11ぺージをご覧下さい。 

 土地改良長期計画は、土地改良法の規定に基づき土地改良事業の計画的な実施のため、

食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いた上で計画案を作成し、閣議決定を行うもので

す。計画期間は５年を１期として土地改良事業の実施目標と事業量を定めます。 

 12ぺージは、土地改良長期計画の変遷です。 

図のように時々の農業情勢等を踏まえ、土地改良長期計画を策定してきましたが、１次
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計画から前４次計画までは事業量重視でしたが、現長期計画から国民の視点に立った達成

される成果重視へと内容を転換しています。さらに時代の変化に即応できるよう計画期間

を10年から５年へと短縮して計画を策定しています。 

現長期計画の計画期間は平成15年度から19年度までの５ヵ年なので、平成20年度を始期

とする新たな土地改良長期計画の検討が必要になっています。 

 13ぺージは、現行長期計画の概要です。 

国民・消費者の視点から、「いのち」「循環」「共生」の３つの視点から７つの政策目標

を設定しています。例えば黄色の枠の「いのち」の視点からは、意欲と能力のある経営体

の育成、総合的な食料供給基盤の強化を政策目標として設定し、効率的かつ重点的に事業

を実施していきます。 

 14ぺージは、各政策目標の一覧です。 

例えば、表の一番上の政策目標である意欲と能力のある経営体の育成の欄を見ていただ

くと、事業の実施の目標を農地利用集積による経営規模の拡大と畑地かんがいによる経営

強化を設定し、目指す主な成果を農地の利用集積率を事業実施前に比べ20ポイント以上向

上することに置いています。また、事業量として13万ヘクタールの農地整備、畑地３万ヘ

クタールにおける農業用用排水施設の整備を行います。 

このように各政策目標それぞれについて具体的な数値目標を定めることにより、達成状

況を評価できることになっています。 

 15ぺージは、現行土地改良長期計画の実施状況です。 

平成17年までの３ヵ年の実績ですが、特に目指す主な成果ということで黄色の網かけ部

分をご覧いただくと、計画は平成19年度までなので19年度末の目標達成に向けておおむね

各項目とも順調に推移しています。 

 16ぺージは、土地改良長期計画をめぐる情勢です。 

現計画策定後、平成17年に基本となる食料・農業・農村基本計画が改定され、例えば担

い手の育成、農業生産性の向上など国内農業の競争力の強化と農村の活性化などが急務の

課題になっています。また、これまで整備されてきた既存ストックの有効活用、農地・水

などの地域資源の適切な保全管理のための新たな施策も着々と進みつつあります。さらに

厳しい財政状況の中、社会資本整備に当たっては一層の重点化、効率化が求められており、

次期計画の策定に当たっては、現計画の実施状況の検証とあわせて各農業施策の方向性、

関連するさまざまな施策、他省庁の施策等の動きもみながら農業生産の一層の向上、既存
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ストックの有効活用、農地・農業用水等が有する多面的機能の維持・増進など土地改良事

業実施上の課題を踏まえ検討します。 

 最後に17ぺージは、今後のスケジュールです。 

計画が平成19年度までなので、19年度末の諮問を目途として今後次期計画の基本的視点

の整理、政策目標の検討を順次行い、今年の秋頃を目途に計画の骨子をとりまとめること

として作業を進めています。 

 以上です。 

○米田 施設管理室長 

 続いて、「技術小委員会での審議状況について」ご報告します。 

 資料４の１ぺージをお開き下さい。 

１点目は、「検討の趣旨」です。 

昭和24年に土地改良法が制定されて以降、昭和40年代を中心に農業水利施設の整備、近

代的な施設整備を進めており、相当なストックに上っています。これらの施設が順次老朽

化が進行して施設の更新等に係る経費が増加してきている状況です。 

 一方で、国と地方の厳しい財政状況があり、食料・農業・農村基本計画の中でも農業水

利施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減することを通じて効率的な更新整

備や保全管理を充実するとされています。これらの具体的な施策としてストックマネジメ

ントを導入することが必要になってきています。しかしながら、そのために必要な施設の

機能診断等々の技術上の統一的なものが整備されていないこともあり、手引きとしてとり

まとめるべく検討したものです。 

 ２点目は、「技術小委員会における検討の経緯」です。 

平成18年度に計３回の委員会を開催するとともに専門的な検討が必要ということで、委

員会の下に検討部会を設けてとりまとめました。技術小委員会、検討部会の委員名簿につ

いては、３ぺージ～４ぺージに添付しています。 

 ３点目は、「農業水利施設の機能保全の手引き等の要点」です。 

 目的は、資料に書いているとおり実務に必要となる基本的な事項をとりまとめてストッ

クマネジメントの取り組みを推進することです。 

 内容は、参考４―１「農業水利施設の機能保全に関する基本的考え方」及び参考４―２

「農業水利施設の機能保全の手引き」が技術小委員会でとりまとめたものです。 

「基本的考え方」では、ストックマネジメントを導入する背景や理念、考え方及び今後
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の課題などをまとめました。「機能保全の手引き」が基本的考え方を踏まえた技術書的な

位置付けで、ストックマネジメントの枠組みや機能診断、ライフサイクルコストに着目し

た整備計画策定手法など現場で実践する上での技術的考え方を整理しました。 

 参考４―１「基本的考え方」を簡単に説明します。 

 １ぺージは、「検討の背景及び目的」ですが、先ほどの説明と重複するので省略します。

２ぺージは、「農業水利施設の機能保全に関する基本的考え方」です。 

(1)は、農業水利施設の果たしている役割と機能保全の重要性について、農業生産ある

いは多面的機能などの観点から述べています。 

(2)は、施設機能の効率的な保全のために施設の性能評価や劣化の見通しに基づく対応

を進めることが重要になっていることを述べています。 

 (3)は、農業水利システムはさまざまな施設で構成され、また同一施設でも箇所により

劣化状況が異なるので、劣化状況を細かに把握し劣化の度合いに応じて適時に対策を実施

する必要があるということを述べています。 

(4)は、劣化状況に応じて適用可能な手法について比較検討を行い、対策を選択実施す

ること。また、新技術を活用した予防保全対策による長寿命化について積極的に活用する

ことが必要ということを述べています。 

(5)は、機能保全の取り組みでも環境との調和に配慮し、また更新にあわせて環境修復

などについて可能性を検討することを述べています。 

(6)は、施設管理者の適切な日常管理の奨励と造成主体の連携強化を述べています。 

 ４ぺージは、「導入すべき新たな取組の考え方」です。 

 機能保全のためには、施設性能を管理するものが必要であり、そのために導入すべきス

トックマネジメントの基本事項について述べています。 

(1)は、機能診断、施設性能の劣化予測といった基本となる技術的対応について述べ、

③の機能保全対策でこうした技術的対応に基づく対策の費用を経済的に比較検討すること

で効率的な機能保全を図ることが有効であることを記述しています。 

(2)は、費用の比較検討としてライフサイクルコストに着目しました。 

(3)は、ストックマネジメントは、新しい技術であるため先導的に国が一定の考え方を

示し、現場の実践では技術的な創意工夫を生かしながら取り組むことを記述しています。 

 (4)は、施設機能診断等の一元的なデータベースの構築の必要性を記述しています。 

 最後に４点目は、「今後の課題と対応の方向」です。 
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現場での実践に基づいてフィードバックする中で、継続的な技術向上に取り組むことが

必要である。あるいは新技術の導入と評価手法の確立、農業水利ストックの資産管理の高

度化など将来的なストックマネジメントの方向性、技術者の育成強化、技術の普及等につ

いて今後の検討課題として挙げています。 

 参考４―２は、これらを踏まえた技術的なものなので、説明は省略します。 

 以上です。 

○角田 事業計画課長 

それでは、国際関係についてご報告します。 

資料５をご覧下さい。 

国際かんがい排水委員会（IＣIＤ）と国際水田・水環境ネットワーク（IＮＷＥＰＦ）の

２件です。まず、私からＩＣＩＤについてご報告します。 

１ぺージをお開き下さい。 

 今年度は、第57回国際執行理事会及び第３回アジア地域会議がマレーシアのクアラルン

プールで９月９日～16日にかけて行われました。世界46ヵ国から360名の参加があり、我

が国からはＩＣＩＤ日本国内委員会委員長の中村教授をはじめ、事務局全体で26名の学識

経験者の方々に参加していただきました。オープニングセレモニーで委員の太田信介氏か

ら「かんがい農業を原動力とした地域発展」と題して基調講演を行うなど、日本のプレゼ

ンスについても努めました。 

 執行理事会の内容は、ＩＣＩＤ会長のピーターリー氏から総括的なコメントがあり、特

に世界銀行からの提案もあってＩＣＩＤ全体の評価を行っていこう、いろいろ改革をして

いこうということが今回の大きなテーマでした。 

 ＩＣＩＤの研究活動の中にテーマ別の作業部会やタスクフォースが設けられていますが、

こうした作業部会、タスクフォースの活動についてレビューがなされ一定の改善案が示さ

れました。 

 ２ぺージは、ＩＣＩＤの財政状況についても改善に向けての勧告がなされました。 

会費等についても今後、若干値上げということも議論されました。今年度はサクラメン

トで執行理事会がありますが、そこでさらに議論を深めていくという内容の議論がありま

した。世界水フォーラムがメキシコで昨年３月に開かれていますが、この水フォーラムに

ＩＣＩＤとしても参加をしました。特に日本としては、8,000ドルを拠出してかんがい用

水の多面的な役割と多様性についてセミナー等を開きましたが、その結果についても出版
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をし、水フォーラムにおいて配付する活動を行いました。これについては、モンスーンア

ジア地域特有の水田農業に対する評価につながったと考えています。 

 今後のスケジュールは、2007年には第４回のアジア地域会議がテヘランで行われること

と、秋にはサクラメントで第58回の国際執行理事会が行われるスケジュールになっていま

す。会長のピーターリー氏からアジア地域におけるかんがいの多面的な役割について、挨

拶の中でかなり触れていただいており、この間、日本の水田農業を中心とする特性につい

て、セミナーを開いたり発表したりといった努力を重ねてきましたが、そうしたことが

ＩＣＩＤ会長の挨拶の中にも引用されるようになったことは、これまでの努力が実りつつ

あるものと考えており、引き続き努力を続けていきたいと思っています。 

 ＩＣＩＤについては以上です。 

○鈴木 農業用水対策室長  

 続いて国際水田・水環境ネットワーク（ＩＮＷＥＰＦ）の活動などについて報告します。

資料５の７ぺージをお開き下さい。 

国際的な水に関する議論の場では、農業用水について乾燥・半乾燥地の農業が中心に議

論されがちです。欧米などの乾燥地のかんがいでは、用水が反復利用されずに過重な地下

水のくみ上げ等の環境へのマイナス面が強調され、極端な例でいうと、農業用水をもう少

し規制したらどうかという議論もされがちです。一方で、日本などのアジアモンスーン地

域では、水田かんがいにおいて多面的機能をもっており、用水も反復利用され環境へのプ

ラスの側面も大きい状況です。 

 このように世界の農業並びに農業用水の利用が多様であることを踏まえ、アジア水田農

業の特質をアピールすることが重要であると認識しており、2003年３月に京都で行われた

第３回世界水フォーラムの開催にあわせて、「水と食と農」大臣会合を農林水産省が開催

し、水田かんがいの特質、重要性をアピールしました。この大臣会合の提起を踏まえて

2004年に日本のイニシアチブでアジアの水田と水利用に関する情報交換の場としてＩＮＷ

ＥＰＦを創設しています。 

 現在、ＩＮＷＥＰＦには、アジアの国々を中心に17ヵ国、また、国際機関10機関が参加

しています。ＩＮＷＥＰＦの事務局は参加国各国の持ち回りにしており、各国は、国内委

員会を設置する取り決めにしています。 

私ども農村振興局水利整備課が日本の国内委員会の事務局を担っています。2004年11月

に第１回運営会議を日本で開催以降、2005年韓国、2006年マレーシア、今年はタイで運営

 

- 19 -



会議が予定されています。 

 ８ページは、昨年のＩＮＷＥＰＦの主な活動状況です。 

 2006年３月にメキシコで第４回世界水フォーラムが行われています。 

主な活動内容の１点目は、ＩＮＷＥＰＦとしてこの場に参加し、水田及び水田用水に関

するセッションを開催しています。このセッションについては、ＩＣＩＤのアジア地域作

業部会と共催の形で水田における持続的な水利用と多面的機能、より良いガバナンスをテ

ーマに、発表・パネルディスカッション等を行っています。我が方からは、当時次長の中

條農村振興局長が参加して日本代表としてＩＮＷＥＰＦの取り組み状況等について報告し

ています。セッションの成果としては、ＩＮＷＥＰＦからのメッセージをとりまとめ、水

フォーラム事務局に提出しています。メッセージの概要は、農業用水のもつ多面的機能が

十分に発揮されるようにすること、地域に蓄積された経験と知識を踏まえた参加型の水管

理を目指すこと、適切な水管理に向けて行政も積極的な役割を果たすことといった趣旨を

盛り込んだ３点です。また、フォーラムにあわせて水ＥＸＰＯが開催され、この場に展示

ブースを設置し、水田・農業用水の多面的機能、我が国の水利施設等を紹介しています。 

この場に皇太子殿下をはじめ多数の方の来場を集めています。 

 ２点目は、昨年９月にクアラルンプールでＩＮＷＥＰＦの第３回運営会議及びワークシ

ョップに参加しています。ワークショップでは、日本大学の中村良太教授が基調講演をさ

れ、また、運営会議の場においてはワークショップの議論をもとに３つのワーキンググル

ープの設立が承認されました。次期事務局はタイに決定しており、運営会議も７月にタイ

のバンコクで開催予定となっています。 

 ３点目は、ヴァーチャルミーティングを2006年８月～９月にかけてインターネットを利

用して開催しています。 

 最後は、水フォーラムに関する情報です。 

今年の12月に大分県別府市で第１回アジア太平洋水サミットの開催が予定されています。 

このサミットはアジア太平洋地域の水問題についてハイレベルで幅広い視点から議論を

行うことを目的としており、今のところは各国首脳級が参加する方向で進められています。 

日本政府も開催に協力することとしており、農村振興局としてもＩＮＷＥＰＦの活動を

１つの柱として、今後サミットの関連行事などへの参加の検討を進めています。 

 以上です。 

○三野 部会長  
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 ありがとうございました。それでは、ただ今事務局から説明いただきました内容につき

まして、ご自由にご意見、ご質問をお願いしたいと思います。 

○岩崎 臨時委員 

 資料４でご説明いただいた水利施設のストックマネジメント、大変難しいテーマを短期

間でまとめられて、素晴らしいものを手引きとしてまとめたということを高く評価したい

と思います。参考４―１でお話がございましたが、先ほども小林委員からどのように浸透

していくのだというようなお話がございましたけれども、４の今後の課題と対応の方向に

書かれていることは極めて重要で、今、この問題というのは研究もやっと軌道に乗ってき

たという状況でございますので、学会での発表も非常に増えてきている状況でございます。 

そういう新しい技術を適切に取り入れてフィードバッグしていくシステムを是非この際

しっかりつくっていただいて実施していただければという要望でございます。 

 それから、最後に技術者の育成の問題が書いてありますけれども、これも非常に重要で、

我々の仲間も2007年からだんだん減っていくといいますか、退職の時期を迎えますので、

この辺も十分ご配慮して実施していただければとお願いをしておきたいと思います。 

○小林 臨時委員 

 資料３に関係してお話を伺いたいと思いますが、国と地方の役割分担は非常に困難な問

題で、審議会の委員の先生方もご苦労されたのではないかと思います。そこでちょっと質

問があるのですけれども、参考３―１の３ぺージに大事な指摘があって、２の国の関与の

必要性の中で、簡単にいってしまうと親水、景観、生物多様性の保全とか農地にはいろい

ろなたくさんの役割があって、そういう意味で農地というのは混合財的な性格をもってい

るということで、私的な財産という面もあると思うのです。今回は、国と地方の役割とい

うか分担をご検討いただいたわけですけれども、受益者である農家の方たちの負担という

面についてのご検討は今後されるのかどうかという辺についてお伺いしたいと思います。 

 土地改良事業を行うと当然その受益者たる農家に負担があるので、その辺の割合を私は

詳しいことを知らないので、どのくらいの割合になるのかということをお尋ねしたい。 

それから、いろいろな環境への配慮ということの中で保全区域というか残すべきところ

が出てきたときに、そういうことに対して今の方法だと多分、皆地域の方々が譲り合って、

その保全地域を確保するという減歩の形になると思うのですけれども、そういうことに関

して行政の方で何か支援措置みたいなものがあるのかないのか。もしないとして、保全地

域を確保するために、そういうことに関して農家の負担を幾らかでも軽減するような方法
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は考えられるのかという辺をお尋ねしたいと思うのです。 

 先ほどの私の意見と関連するわけですけれども、いろいろな基準とか手引きという形の

中で、環境保全なり景観保全のことについて配慮を求める。負担をどこまで農家が耐えた

ら良いのかという辺の議論がないと、せっかく作ったものがみんなが反対で上手くいかな

いという点もあるので、今、国や地方自治体がかなりの部分で負担しているので、もうそ

れで良いと考えることもあるかもしれませんけれども、その辺少しお考えをお聞かせいた

だけたらありがたいと思います。 

○角田 事業計画課長  

 負担につきましては、国営事業、都道府県営事業という事業の種類やかんがい排水ある

いは農地整備といった事業の内容に応じてそれぞれ土地改良法に定められています。基本

的に国営事業は規模の大きい基幹的施設を担うことから、国の負担は大きく設定されてお

り、３分の２を国が負担することになっています。それに対して都道府県営事業は、より

地域に密着した部分という側面はありますが、やはり農地・農業水利施設のもっている公

益性に着目して国も当然負担をすることから、都道府県営事業の場合は２分の１を国が負

担することになっています。また、補助残については、標準的な都道府県や市町村の負担

についてのガイドラインが示されており、国営かんがい排水事業の場合は、都道府県が17

％、市町村が６％、農家の負担は10％というのが標準的になっています。ただ、これは地

域によって施設の重要性や広域性を地方公共団体がそれぞれ判断して農家負担をさらに地

方公共団体がもつという事例も非常に多くなっているのが実態です。 

 都道府県営事業の場合も同様に、例えば農地整備であれば都道府県は27.5％、市町村が

10％、農家負担は12.5％が標準的になっています。ただ、このケースも担い手に農地を集

積するとか構造改革の方向に即して農家負担について無利子資金を融資するという制度が

あり、実際の農家負担はそれよりもさらに低減されているのが実態です。 

 環境への配慮については、ご案内のとおり土地改良法で環境についての配慮を行うこと

が義務づけられています。一定の整備をする際に特に保全すべき地域については、田園環

境整備マスタープランで市町村が環境保全の方針を立てているので、それに則して環境創

造区域の指定がされているところについては、特に重点的な配慮を行うことになっていま

す。その事業で調査を行うことによって、具体的な配慮の方針を検討することとしており

ます。まだ取り組みが不十分な面もあるので、技術小委員会でとりまとめていただいた環

境配慮の技術指針あるいは景観についての手引き等に基づいた配慮が地域でなされるよう
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に国としても努めています。また、負担については、基本的には今申し上げた国と都道府

県、市町村、農家の負担割合が定められているので、環境配慮を行うことによってかかり

増し経費が生じる場合でも基本的には、その負担割合に応じて役割分担をして負担を行っ

ていくのが基本的な考え方です。ただ、配慮を行う場合、例えば事業の対象地域から除外

して回避をすべきであるという地域も当然出てきますけれども、そうした場合は、事業に

よる効率的な農業の実現と回避することによる生態系等の保全をどのようにバランスする

かが大きな課題になりますが、これは基本的に地域での話し合い、合意形成がベースにな

るものと思っています。 

 例えば保全すべき区域、回避すべき区域を決めた場合にそれを地区全体で合意して特定

の人が不利益にならないようにする合意形成がなされることがやはり基本になるのだろう

と思います。その辺は試行錯誤をしながら実績を積み重ねていくことによって、望ましい

方向になっていくべきなのかと考えています。 

○小林 臨時委員 

 どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

○三野 部会長 

 小林委員からのご質問は、国と地方の役割の国の役割から今ご説明があったのですが、

先ほど事業の投資効果のところで、国民経済的な評価と農家経済からの所得償還率の話が

改正の趣旨にあったと思うのですが、先ほどの説明では省略されたので所得償還率の考え

方を少し触れていただくと理解が深まるのではないかと思います。 

簡単にご説明いただければと思います。 

○角田 事業計画課長 

 所得償還率の農家所得については、参考３―２の５ぺージをご覧下さい。 

事業の費用対効果分析の判断として、総費用総便益比が1.0を上回るというのが費用対

効果の観点から求められるという話と、それから受益者が負担することが可能であるとい

う判断を行うもう１つの指標があります。これが総所得償還率という形で今後考えていこ

うということですので、更新事業及び関連事業を実施することによる農家の年償還額と農

家の年総所得額の比率が0.2以下であることを指標としています。 

 これまでは、６ぺージにあるとおり増加所得償還率の手法を使っていて、事業を実施す

ることによってどれだけ所得が増加するかを分母に置き、それが0.4以下であるという指

標をとっていましたが、これは事業を行うことによって新たに所得が増加するという観点。 
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しかし、今後は更新事業なので今の施設の機能を維持することによる観点から所得償還

率をみるように内容を変更しました。 

○小林 臨時委員 

 農家の経済状況も配慮しているということですか。 

○三野 部会長 

 そういうことです。土地改良事業の大きな特徴の１つが、今の小林委員のご発言にあり

ました受益者負担という原則にあるので、その辺のことも土地改良事業制度の中では評価

しなければならないと思いまして、質問させていただきました。 

○松田 臨時委員 

 土地改良長期計画という用語でご説明があったのですが、長期計画というのだけれども、

５年を１期で定めるというのは、あまりに短い。長期計画というからには、やはり長期的

な人口の減少の問題にどう対応するかとか、それに伴って都市や農村での土地利用のあり

方が根本的に変わってくるのだろうとか。それから、食料自給率の問題がちょっと触れて

あったけれども、45％にするのが平成27年。だから時代の変化に即応した計画となるよう

計画期間を10年から５年に短縮というのはむしろ改悪みたいなもので、もう少し時間をか

けて丁寧に考えるべきです。この長期計画は長期計画という名前がついているが、実は短

期計画であるというなら、10年、20年オーダーで別に考えておく必要があるのではないか

という感想をもちました。 

○三野 部会長 

 ありがとうございました。 

感想とおっしゃいましたが、ご意見ということでお伺いしておきたいと思います。 

○田中 臨時委員  

 技術小委員会にかかわっている者として、国と地方の適切な役割分担について意見を述

べさせていただきたいと思います。 

 参考３―１の８ぺージには、効率的な資源配分といったことが書かれておりますが、こ

れは検討に当たっての留意点のｂに相当するのかもしれませんが、例えば最近ですと排水

機場の問題にもありましたが、グローバルウオーミングで雨の降り方が変わってきたりと

か、バイオマスが非常に大事な施策になってきている。さらに、ストックマネジメントの

問題。これは効率的にコストを縮減していくという視点でも非常に大事なわけです。新し

く技術を開発していかなければいけない課題が非常に増えてきています。これはやはり国
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の責任で先導的にやっていかなければなかなか難しいのではないかと思います。 

 例えばヨーロッパをみていても、これはＥＵでユーロ基準という形で、それぞれ各国ば

らばらにやっていたものをまとめる動きもございます。それから技術者教育、あるいは技

術者の育成ということもストックマネジメントが非常に大事になってきている。ヨーロッ

パではボロニアプロセスということで高等教育も統一化していこうということで非常に活

発化しているわけです。それと技術基準等も10年経ったら変えていくというのは、常にア

ップデートしておかなければいけない。私、中央アジアのある大学の教授も兼ねていて、

ＣＩＳ諸国からいろいろ悩みを聞いたことがありますが、やはり技術基準等が常にアップ

デートされていかないと技術者が非常に古いものにしがみついて保守化してしまってどう

しようもないというような話も聞くわけです。 

したがいまして、技術的な視点からみてもやはり国が責任を負うべきものを明確にして、

ちゃんとやっていただきたいということでございます。 

○三野 部会長   

 その他ございますでしょうか。もし無いようでしたら、次の議題のその他に進ませてい

ただきたいと思います。 

 最後の議題３番目ですが、その他について事務局より「平成19年度農業農村整備事業予

算概算決定の概要」の報告をお願いいたします。 

○齊藤 設計課長  

 設計課長の齊藤でございます。 

私から平成19年度予算についてご説明します。資料６をご覧下さい。 

 １ぺージは、平成19年度農業農村整備事業の予算額6,747億円を計上しています。 

ピーク時は１兆2,000億円ぐらいあったので、当時からすると５～６割まで予算は規模

を縮小しています。予算の状況は大変厳しいですが、その中でもめり張りをつけながら必

要な施策を実施していくことで、より重点化を図っています。 

 ５ぺージは、農村振興局として重点化して予算を措置している部分を整理しています。 

 重点１は、「水利ストックの有効活用」です。 

先ほどもご説明しましたけれども、ストックマネジメントを推進していくということで、

これからは機能診断、予防保全対策を実施して既存の施設を有効活用していくための予算

計上をしています。特に国営事業については、今後５年間で全ての施設の機能診断を行っ

ていく方針です。 
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 重点２は、「農業の構造改革の加速化に資する基盤整備」です。 

国際競争力をつけていくために農業生産法人等育成緊急整備事業ということで、基盤整

備を契機として農業生産法人を育成するものです。また、段階的基盤整備等実証調査事業

ということで、いろいろな施策の中で農地の利用集積を進めていますけれども、地域によ

ってそれぞれ状況が違うので地域の実情にあわせて担い手が必要とする基盤整備の内容を

選択して実施する方式を、モデル地区で実証することとしています。 

 重点３は、「安全な食生活を支える基盤整備」です。 

この中で新しい切り口として、農業用水関連特定森林整備対策として50億円の予算を計

上しています。農業用水の確保については、水源林の整備の推進が必要ということで、

ＣＯ２対策の観点から農村振興局でも農業用水確保の観点から森林整備について林野庁と

連携することで予算を計上しています。 

 重点５は、「農地・水・環境保全向上対策の本格的実施」です。 

平成19年度から本格的実施ということで、合計で300億円余りの予算を計上しています。 

 重点６は、「農山漁村地域の活性化の推進」です。 

これは農山漁村活性化のための法案を本日提案していますが、法案との関連の中で各地

域、市町村が中心となりますが、活性化のための計画を作っていただいて、そのためのい

ろいろな事業整備を一括してできるような交付金制度を設けるということで340億円計上

しています。 

 重点７は、「農村地域における防災・減災の取組」です。 

一昨日も能登半島沖でマグニチュード6.9の地震がありましたが、災害が発生すると土

地改良施設は山間部にも多数あることから、施設の管理や手当ては非常に難しい部分があ

るので、防災情報のネットワークの構築事業と各都道府県でいろいろ技術者のボランティ

ア制度が進んでいることから、それを全国的にネットワーク化するための予算を計上して

います。 

８ぺージ～９ぺージは、中山間、あるいは都市と農村の共生・対流に係る予算を計上し

ています。 

 時間の関係上、省略しましたけれども、以上が平成19年度予算の内容です。 

○三野 部会長 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日予定しておりました議事は全て終了いたしましたので、議事進
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行を事務局にお返ししたいと思います。 

○角田 事業計画課長 

 本日はご議論ありがとうございました。 

 来年度の審議事項については、詳細が定まり次第ご連絡したいと思っています。 

企画小委員会については、次期の土地改良長期計画についての審議をお願いしたいと思

っています。それから、技術小委員会については、本日の部会でご提案しました土地改良

事業計画設計基準、土地改良施設管理基準の改定について、来年度の答申に向けてご審議

をお願いしていきたいと考えています。 

 それでは、以上をもちまして第８回農業農村整備部会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

――了――   
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