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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18年度第８回企画小委員会 議事録  

日時：平成19年１月29日（月）13：30～15：30 

場所：飯野ビル８階 農林水産省第４～６会議室 

 

〇角田 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。 

 ただ今から農業農村整備部会平成18年度の第８回企画小委員会を開催します。 

  本日、沖陽子委員、木内正勝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。 

 また、１月５日付で事務局に人事異動がありましたので、ご紹介します。 

 中條 農村振興局長でございます。 

山下 農村振興局次長でございます。 

實重 整備部長でございます。 

それでは、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   

平成18年度第８回企画小委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 今ほど司会の方からご紹介がありましたように、５日付で農村振興局長を拝命いたしま

した。また引き続きご指導賜りたいと思います。 

 本日は大変お忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。農業農村整備

事業を巡る状況は皆様ご案内のとおりでございますけれども、おかげさまで昨年末、非常

に厳しい中、予算要求いたしまして、7,000億円余の予算を計上させていただいておりま

す。その中でも基幹水利施設ストックマネジメントの事業ですとか国営造成水利施設保全

対策指導事業等の新しい予算が認められたところでございます。それから、先般来いろい

ろな場面でご紹介しておりますように、新たに農地・水・環境保全向上対策も本格的にス

タートするということで303億円計上をお認めいただいております。これによりまして、

基幹から末端に至る一連の水利システムを保全管理していくための手段が出揃ったところ

であると理解をしております。 

 本日の議題でございますけれども、２点ございます。１点目は、昨年来７回にわたりま
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してご論議いただきました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で

ございます。これまで月１回のペースでご論議いただきましたけれども、この度企画小委

員会の報告（案）という形で皆様にご論議いただいた点をまとめておりますので、これに

つきましてまずご論議いただきたいと考えております。 

 ２つ目の点は、土地改良長期計画の次期の対策の策定についてでございます。現行の計

画は平成19年度までとなっておりまして、いよいよ新たな土地改良長期計画を策定する時

期がまいったわけでございます。来年度末の食料・農業・農村政策審議会の答申を目途と

しまして、今後、できますれば月１～２回のペースでご議論を賜れればと思っております。 

 委員の皆様方におかれましては、是非幅広い観点から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、簡単ではございますが、私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。 

〇角田 事業計画課長     

それでは、以降の議事の進行につきましては、三野小委員長にお願いします。 

〇三野 小委員長    

それでは、早速ではございますが、お手元の会議次第に従いまして議事を進めたいと思

います。 

  まず、「国と地方との適切な役割分担」について、事務局より説明をお願いいたします。 

〇角田 事業計画課長    

それでは、「国と地方との適切な役割分担」について、ご説明します。 

資料１をご覧ください。     

前回の論点整理では、これまで委員の皆様からいただいた意見と、それに対比する形で

まとめ方の基本的なラインをお示ししました。それに対して多様なご意見をいただいてい

ますので、本日は、そういった意見も踏まえて、報告書(案)の形でまとめたものをお諮り

したいと思います。 

 目次をご覧ください。はじめに、Ⅰで今年度の企画小委員会の趣旨を述べまして、Ⅱで

は「国と地方の役割分担の考え方」の章を設けています。ここで総論に類するところを整

理して、Ⅲ「国営事業の役割」、Ⅳ「都道府県営事業の役割」、Ⅴ「今後の事業の展開方

向」、Ⅵ「国の重点的役割の見直し」の順に各論を展開していく構成です。 

 １ページの「Ⅰ．趣旨」をお開きください。 

行政改革推進法が施行されまして、国営土地改良事業特別会計については、平成20年度
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までに一般会計に統合することが決まりました。これにあわせて事務・事業の見直しを行

っていくということで、国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業について、食料・

農業・農村基本法に定められた施策の推進状況を踏まえ、国と地方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ました。それを受けて、企画小委員会で

は事業の実施状況等を検証しながら、また現地調査を行いアンケート等によって地方公共

団体、土地改良区、国民各層の意見も聴取した上で、これまでの８回の審議を経て、今回

の報告書(案)のとりまとめを行っています。 

 ２ページは、「Ⅱ．農地・農業用水等の整備に関する国と地方の役割分担の考え方」で 

す。この章では、総論的な部分を整理しています。 

 まず、「１．国の責務」です。 

平成18年12月に成立した地方分権改革推進法においても、国の責務として、国家として

の存立にかかわる事務や全国的な規模で、あるいは全国的な視点で行っていく施策及び事

業は国の施策として位置付けられています。 

 このような国の役割に即して、食料・農業・農村基本法の第７条では、国は、食料の安

定供給あるいは多面的機能の十分な発揮、それを実現するための施策を推進していく責務

を有するという位置付けがなされています。また、食料・農業・農村基本法の第24条では、

そのための具体的な手段として、国は、農地・農業用水等の整備に必要な施策を講ずると

いう位置付けがなされています。その後、現在の農業を取り巻く諸情勢等々も踏まえると、

平成17年３月に閣議決定された新しい食料・農業・農村基本計画では、平成27年度に食料

自給率を45％まで引き上げるという目標を掲げており、目的の実現のために、食料供給と

いう国家存立の基盤である優良な農地、農業水利施設の整備・確保を全国的な規模・視点

で国の責務として措置する必要があるという議論の前提となる部分を整理しました。 

 ３ページは、「２．国の関与の必要性」です。 

農地・農業水利施設の性格として、私的財あるいは地域公共財、国レベルの公共財とい

う混合財的な性格をもつ社会共通資本であるという位置付けをしています。 

 特に食料安全保障といった国レベルの公共財を考えた場合、地方に整備を任せた場合、

費用を負担せずに便益を得ようとするような行動、あるいは地域はその地域の範囲の中で

しか整備を行わずに国全体の視点が欠如するおそれがあることから、国としての関与が必

要であると思っています。 

 一方で、国には限られた資源を効率的に配分する役割もあるので、そうした観点から適
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切な施策の評価も重要であるという記述をしています。 

 ４ページは、「３．土地改良事業における地域の役割」です。 

ここでいう地域とは、土地改良区あるいは市町村を念頭に置いています。土地改良事業

は一定地域の農業者の同意を得て行われ、その推進母体となるのが土地改良区ですので、

事業の同意手続や費用負担の面で中核的な役割を担っています。組合員に対する強制加入

や賦課の権限など高い公共性を有することや、実質的には完成した施設の管理を引き受け

る等の役割も有する、まさに事業推進の中核的な性格を有する団体です。一方、市町村は、

特に 近は農村地域の混住化により土地改良事業の実施によって受ける便益が農家だけに

限らず不特定多数の市町村住民にも及んでいる状況です。このため、市町村の果たす役割

は費用負担や管理の面でこれまで以上に大きくなっています。こうした状況を踏まえると、

土地改良事業は他の公共事業とは異なり、土地改良区や市町村の位置付けが非常に重要で

ある。したがって、検討に際してもその意向を十分に踏まえることが必要であると思って

います。 

 ５ページは、「４．土地改良事業における国と地方の役割分担」です。 

 まず、地方分権というのは、地方にできることは地方に任せて、地方でできない分を国

が担うという補完性の原則に基づくべきであるということです。そのような意味で、農政

においても食料・農業・農村基本法の第８条で、食料・農業・農村に関する施策について、

地方公共団体は国と対等の立場で施策を実施するという位置付けが新たになされました。 

土地改良事業の実施に当たっても、そうした観点から地方公共団体は国と協力しながら、

地域の実情に即した効率的あるいは安定的な農業経営の育成、農村の振興といった地域に

密着した施策を担う役割を有しています。こうした観点から、都道府県営事業は、担い手

の育成・確保、あるいは地域農業の振興の観点から、末端の農業水利施設の整備や農地整

備を行っています。これに対して国は、「食料の安定供給」といった国家存立の基盤確保

について全般的な責務を有する役割があることから、これまでも大規模で基幹的な施設を

整備してきました。 

こうした役割分担については、土地改良法において、事業の性格、規模、範囲等に応じ

てそれぞれの事業が規定され、連携して基幹から末端まで必要な整備が実施できる仕組み

が構築されています。また、事業主体が費用を負担するという原則に基づいて、国営事業

については国が３分の２を負担する、都道府県営事業の場合は国の補助を２分の１に設定

する。これは、他の公共事業と同じような負担の考え方という整理です。 
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 ６ページは、「(2)これまでの国と地方の役割分担に関する経緯」です。 

これまでも何回か地方分権の議論が行われてきましたが、国営土地改良事業については、

「全国的な見地から必要とされる基礎的または広域的な事業」に該当するという整理がな

されてきました。一方で地方分権推進の観点から国の役割の重点化あるいは事業の効率化

を進めてきており、国営農地開発事業を廃止する、あるいはダム建設を抑制する等の見直

しを行ってきました。また、補助事業については、統合補助金や交付金化を進めるといっ

た形で地方の裁量の拡大に努めてきました。 

 ７ページは、「(3)国と地方の役割分担を検討するに当たっての留意点」として、４点掲

げています。まずは「農業を巡る地域の現状」です。 

相対的に地域経済に占める農業のウエートは低くなってきているのが１点。 

また、過疎化、高齢化が非常に急速に進展しています。そういった中で米価が低下し基

盤整備を行っていく投資意欲についても減退してきている状況です。こういった中で食料

の安定供給機能を果たしていくためには、これまで以上に国の役割は重要になってきてい

るのではないかというご指摘をいただいています。実際、現地調査あるいは意見聴取を行

ったところでも、これまでの役割分担あるいは費用負担のあり方を大きく変えると地域に

混乱を招くというお話もありましたし、また土地改良区をはじめ地方財政の厳しさという

点についての意見もありました。 

 ８ページは、２つ目の視点として「効率的な事業実施」です。 

国営事業は、事業の申請があれば、そこに新しく事業所を設置して人材と予算と技術を

集中的に投資して短期間で完成させていく仕組みです。このような仕組みについては、全

国的に展開される大規模、基幹的な施設については、国自体が整備を行うことで技術の蓄

積、人材の有効活用によって規模の経済、あるいは範囲の経済を発揮でき、より低コスト

で事業の実施が可能になるという整理ができるのではないか。また、国が効率的な事業を

選択して優先順位を決めていく仕組みについても、国全体の資源の効率的配分の観点から

重要なのではないかというご指摘をいただいています。 

 ３つ目の視点は、「地方公共団体・土地改良区の意向」です。 

ご指摘のとおり、土地改良事業においては土地改良区等の役割が重要であり、その意向

を踏まえることが必要です。アンケート結果でも、国の責務の重要性や役割分担の基本的

枠組みは維持すべきであるという意見が大宗を占めました。 

 後に「国民の意向」です。国民一般のアンケート結果でも、農地や農業水利施設の整
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備について、国が国家的視点で推進していくことについての必要性は支持されましたが、

他方、公共投資を行っていく上で効率的で生産性の高い農業の実現であるとか担い手の育

成確保といった構造改革にするべきと。投資に当たって目的の明確化、重点化の視点が重

要だという意見も多くいただきました。このため、今後の役割分担を考えていく上でも、

事業についての一層の国民理解が必要だということと事業の便益を消費者に還元していく、

あるいは国民の負担をできるだけ低く抑えていく視点も非常に重要であると考えています。 

 ９ページは、「(4)国と地方との適切な役割分担の基本的な考え方」です。 

これが今回の見直しのスタンスになるかと思います。１つは、食料の安定供給や多面的

機能の維持・増進、これは国の責務なので、食料・農業・農村基本法の枠組みを基本とす

る。２つ目は、農業に対する国の果たすべき役割が増大している中で、少なくとも農地・

農業水利施設を維持していくためには、現在の国営事業の基本的な枠組みを基本とすべき

ではないかということです。３つ目は、国全体の資源の有効、効率的な配分の観点から、

施策の状況を踏まえて事業の一層の重点化、効率化を図ることと、国と地方が相互に補完

・連携していくことを基本に置くべきであるという３つを基本としています。 

 10ページは、「Ⅲ．国営事業の役割」です。 

まずは、「１．水利システムの形成と国営事業」です。 

委員の先生方からもお話しいただいた基幹から末端に至るシステム、これは「水の道の

インフラ」というべきものであって、長い歴史を通じて建設され、あるいは管理、更新を

繰り返してそのような仕組みが定着してきた事実があります。現在の土地改良事業はこう

した過去の蓄積の上に成立しているので、規模に応じて国、地方公共団体、土地改良区が

それぞれ役割分担をしながら行っています。意見陳述をいただきましたが、こうした全体

的なシステムとして機能している農地・水をどのように今後、管理し更新していけば良い

のかという観点においては、このシステムは定着した歴史があるので、基本形は変えるべ

きではないということでした。特に「水の道のインフラ」を途切れさせることなく次世代

に継承していくところに国の役割もあることから、国営事業の基本的な枠組みを基本とす

べきというご意見であったと思います。 

 一方、末端部分については、これまで国の施策はあまり入っていませんでしたが、末端

部分の保全管理は、農家のみならず非農家も含めて地域共同の保全活動がなされています

が、そうしたところにも新たな施策展開を行っていくということについても、追加して記

述しています。 
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 11ページは、「２．大規模で優良な食料生産地域の形成」です。 

こうした水利システムは国営事業とこれと連携した都道府県営事業で整備が進められて

きましたが、この結果、全国で約170万ヘクタールに達する生産性の高い大規模優良農業

地域が形成されてきました。整備状況は、水田では約８割、畑地ではまだ２割ということ

で、整備水準の違いはありますが、国営事業によって基幹的な用排水施設が整備されて地

域の用水不足や排水不良を解消する。こうした基礎的な基盤が整備されて、次に都道府県

営事業によってほ場整備といった区画整理、農地の汎用化が可能になり、結果として生産

性の高い、自由度の高い農業経営が可能になる。これは現地でご覧いただいたとおりです。 

こうしたことから、これからまさに農業構造改革を進めていく必要がありますけれども、

その前提条件の確保という意味でも、国営事業で形成された食料生産地域を維持していく

ことが重要です。 

 12ページは、「３．基幹的施設の効率的な更新」です。 

大規模で優良な食料生産地域には、相当な農業水利施設のストックがあります。こうし

たストックは、耐用年数が大体40年程度になっていますので、特に戦後整備されてきた施

設の更新需要が相当高くなってきています。ところが、こうした更新事業は単純に悪くな

った箇所を直すということだけではなくて、システム全体を見直していくことも必要です

ので、通常の維持管理とは異なり、やはり大きな投資が必要になっているという現実があ

ります。また、整備の際には、社会経済情勢や技術革新等に対応してシステムの機能向上、

新たな整備水準の確保といった視点も必要です。例えば水管理システムを入れて水のより

一層の効率的な利用を図っていくことや作業の効率性をよくする視点等です。 

もう１つは、膨大な更新事業をできるだけ効率的に行ってストックの有効活用を図る観

点も重要です。そのような意味からもライフサイクルコストの低減を図りながらストック

マネジメント技術を国が先導して導入していくことが重要です。 

 13ページは、「４．政策テーマに沿ったモデル的・先導的実施」です。 

規模性・技術性だけではなく、国が果たすべき役割としては、施策のモデル性・先導性

といった視点からも国営事業を実施していく必要性があるということを整理しています。 

１つは農業用水の再編や環境保全型農業の推進、自然再生法に基づく農地の整備といっ

たテーマに基づいて国営事業が実施されていますし、また中山間地域において比較的規模

の大きなところでは、効率的で生産性の高いモデル的な経営を実現するという観点から、

国営事業によって農地の再編整備も行っています。中山間地域は規模の小さいものが多い



 

- 8 -

ので、主体は都道府県にならざるを得ませんが、今後、このような規模の小さい生産基盤

の整備を適切に地方公共団体で行っていただけるように、国としても必要な措置を検討し

ていく必要があるということも付け加えています。 

 14ページは、「Ⅳ．都道府県営事業の役割」です。 

食料・農業・農村基本計画にも国と連携して都道府県が地域の自然的・経済的・社会的

諸条件に応じて施策を実施することが位置付けられていますので、そういった観点から４

つの役割を整理しました。 

 １つは、国営事業と連携して末端の整備あるいは区画整理を実施することにより、効率

的な農業経営や担い手の育成確保を図っていくという視点です。 

 ２つ目は、末端の畑地かんがい施設の整備によって高品質で特色ある産地の育成を推進

するという観点。３つ目は中山間地域の振興。４つ目に災害発生の防止や防災対策といっ

た視点です。こうした国と地方の役割分担の基本的な考え方を押さえて今後の事業の展開

方向ですけれども、まずは食料自給率の向上という施策目標にしたがって、今後も国民的

な理解を得ながら土地改良事業の実施を図っていく責務があるということ。それから、施

策の推進状況として更新すべき施設が増えてきたこと。更に国全体として、国、地方を問

わず財政力が厳しい状況の中で、農業農村整備についても食料供給力の確保や構造改革の

加速化といった政策課題に重点化しながら、効率的に事業を実施することが必要である。 

そういう方向で事業を見直していくことが必要です。その展開方向にしたがって、では

国の重点的な役割をどう見直していくかという今回の検討の核心部分ですけれども、まず

国営事業の役割の重点化を図っていく必要があると思います。国営事業によって基幹的な

施設の整備がなされ、用水供給、排水改良という基礎的条件が確保され、これによって中

核的な食料供給の地域が形成されてきたというのが１つ。こうした地域が今後農業構造改

革を推進していく上での特に重要な地域であって、そういう意味では国営事業が構造改革

を推進していくための基礎をなしているという役割が存在しているというのが２点目です。 

こうした地域の農業水利ストックについては、更新整備がこれから非常に重要になって

きますし、また新たな情勢に応じた機能向上や整備水準の確保も重要になってきます。 

したがって、水田地域では今後とも用水整備が必要な地域はありますので、先ほど８割

の整備水準と申しましたが２割は未整備ですので、国営かんがい排水事業については、機

能向上を含む更新事業に重点化を図っていく、そして事業を一層効率的に実施していくこ

とが今急がれる課題であるという整理です。一方、畑地かんがいについては整備水準も２
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割で施設の多目的利用等によって安全で低コスト、高品質な農産物の生産を行う必要性も

あることから、地域のニーズやコスト縮減を図りながら計画的な整備を今後とも行ってい

く必要があるという整理です。 

 16ページは、「２．事業の管理運営の充実・強化」です。 

１つは、「(1)ライフサイクルコストを低減する手法の確立」です。 

特に更新事業を中心に今後事業を効率的に行っていくという面で、施設全体のライフサ

イクルコストを低減するストックマネジメント手法を迅速に導入していく必要があります。 

ただ、このストックマネジメントは発展途上の技術でもあり、国は先導的に手引や基準

を作って新技術の導入を促進していく役割を有しているのではないかということです。 

 ２つ目は「(2)事業の適切な評価」です。 

更新事業の効果を適切に評価していく観点から費用対効果分析手法の見直しを行い、こ

れを都道府県営事業も含めて全面的に転換していくということと、事業の採択に当たって

の政策評価を総合的に評価して事業採択の優先性を判断する仕組みを導入します。それと

事業の効率化・透明性の観点から、事業の時間管理、ご指摘いただいた民間のノウハウの

活用といった試みについても着実に推進していく必要があります。 

 後に17ページは、「３．国と都道府県の一層の連携の強化」です。 

今後、更新整備中心になった場合に、水源から末端、農地に至るシステム全体として機

能を維持していく、あるいは向上させていくことが必要です。これはご指摘があった「水

の道のインフラ」が途切れないようにということにもつながりますので、国と都道府県が

より連携を密にしてシステム全体として機能するような対応が必要であるという点が１点

です。また、ある程度国の役割を重点化していくことになると、国営事業では必要な整備

が十分行き届かなくなる場合も想定される。そこは都道府県にきちんと行っていただく必

要がありますので、必要な整備が引き続き実施されるように国と都道府県が連絡調整を図

りながら行っていく場を確保する。その際、市町村と土地改良区の意向も十分に反映して

いくということで対処するべきであるということです。 

 報告書の概要としては以上です。 

まとめとしては、この報告書の趣旨に沿って事務局の方で具体的な措置について更に検

討する。そのような位置付けでこの報告書をまとめさせていただければと思っています。 

 以上です。 

〇三野 小委員長    
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 ありがとうございました。 

 続きまして、山下農村振興局次長より、国の役割の経済分析につきまして、これまで皆

様よりいただいておりますご意見等を踏まえた報告がございますので、お願いいたします。 

〇山下 農村振興局次長   

山下でございます。前回いろいろな先生方からご意見をいただきましたので、それを踏

まえた形で中身を修正しております。細部は後でご覧いただきたいと思います。そういう

意味で、上から２行目の「未定稿」という字が前回は太字だったのですが、だんだん 終

回に近づいたということもあって若干薄目にしております。この委員会以外の先生方の意

見もお聞きしながら、私としては 終的な分析に近づいているのかなという感じがしてお

ります。今回は細部にわたらず要点だけ、また 初の要所のところのご説明になるかもし

れませんが、簡単にご紹介させていただきたいと思っております。 

 基本的には第１パラグラフの一番下の２行と第２パラグラフのところに基本的な議論の

出発点は尽きているのですが、要するに消費県では食料安全保障とか、そのようなものに

対する需要は極めて高い。他方、生産県では人口が少ないので、そうしたものに対する需

要は少ないのですが、他方、農地とか水資源が豊富に存在することによって、そのような

ものの供給は非常に低コストでできる。したがって、生産県と消費県に片や供給、片や需

要が偏在しているということに大きな問題の源があるということでございます。これを各

県に任せていけば、消費県では全国的に望ましいコストでの供給に比べて、消費県では需

要が高いものですから、望ましい資源配分よりも過大な供給がなされてしまう。他方、生

産県では供給コストが安いのですが、需要が少ないものですから過小な供給がなされてし

まう。更に、両県が戦略的な行動をとるという場合には供給が全体として更に落ちてしま

うという問題がございます。そういう意味で生産県の過小供給を国全体としての適正な供

給まで増やしてやる必要があるのですが、その際には国の負担を行って供給を拡大してや

らなければならない、こういうことになるのだろうと思います。 

 他方、今の議論については３つほど限定がありまして、それはこの財というのが、食料

安全保障とか非使用価値とか多面的機能、そのような国レベルの公共財としての役割とい

うこととあわせて地域公共財としての役割を果たしている。したがって、地域公共財とし

て、特に末端の水利施設なんかは、現にそこにいる人たちが水資源の涵養とか洪水の防止、

防火用水としての利用、そのような地域公共財としての利益を享受しているわけですから、

そうしたものについては地方の負担をより高くするのが適当であろうと。したがって、末
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端の水利施設については地方の負担の割合を高くしていく必要があるだろう。 

 更に、第２番目の制約条件ですが、この財については公共財としての役割の他に私的財

としての役割をもっている。したがって、私的財として十分な供給がなされていて、それ

が公共財としての必要な量を供給しているということであれば、それはそれで良いので、

公共財として何も政府が負担しなくても良いという理屈になるわけでございます。 

要するに私的財としての供給をすることによって、公共財が結合生産の生産物としてで

き上がってしまう。このようなことになるわけですが、他方、先ほどのまとめでもありま

したように農産物価格が下落するということであれば私的財としての供給が更に少なくな

りますので、国の負担とか関与の度合いが更に高まる。そういう必要性があるということ

になろうかと思います。 

 更に、３番目の限定としまして、中山間地域につきましては、条件不利だということで、

そうした資源についての整備のコストが多くなってしまう。したがって、同じ量の供給を

しようとしてもどうしても負担率あるいは補助率、そういうものを上げざるを得ない、こ

のような結論になるのではないかと思っております。 

 それから、国全体として実施することによって規模の経済や範囲の経済を実現すること

ができ、供給コストを大幅に削減することができる。そうしたものについては都道府県で

行うのではなくて国が行うのが適当であろう、このような結論になるのだろうと思います。 

 総じて申し上げれば、基幹的施設については国の負担の割合も高く、あるいは国自らが

実施するのが適当であろうと。他方、末端の水利施設については地域公共財としての役割

も果たしておりますので、これについては国の負担の割合はより低くて済むだろう。 

ただし、中山間地域のように整備のコストがかなりかかるものについては国の負担の割

合が高くなって然るべきだ、大体このような結論になるのではないかと思います。 

 強いて申し上げると、今まで必ずしも経済的・理論的な根拠があって行ったわけではな

いと思いますが、これまで実施してきた国の負担の割合や国が直轄で行ってきたもの、そ

れについては振り返ってみるとある程度の理論的な根拠があったのではないかというのが

私の結論でございます。どうもありがとうございました。 

〇三野 小委員長    

 ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の事務局よりの説明につきまして、企画小委員会報告（案）を中心に

ご意見等をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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〇生源寺 委員  

 早目に退席させていただくこともありますので、 初に発言させていただきたいと思い

ます。大きく１つ、それほど大きな話でもないのですけれども、構成なり中身について考

えていただきたい点と、あと表現上ややひっかかるところがございましたので、これから

まだブラッシュアップしていかれるということだと思いますが、気が付いた点を幾つか申

し上げたいと思います。 

 中身ということなのですけれども、これは10ページから11ページにかけまして「国営事

業の役割」ということで４点あるのですが、このうちの「２．大規模で優良な食料生産地

域の形成」というところが表題と中身がどうも上手く対応していないような印象を受けま

す。ここにはそれぞれのパラグラフごとに違うことが書かれていまして、２番目には既存

施設の更新需要、その次は中山間の話、次は畑地の話というような形で、他のところにな

かなか入りにくいものがここにみんな入ってきているような気がしないでもないですね。 

 もう１つ言いますと、「まとまった優良な食料生産地域の形成」というのは、例えば

「１．水利システムの形成と国営事業」とか「３．基幹的施設の効率的な更新」を通じて

結果として実現されるといいますか、あるいは形成されたものが維持されるということで

ありますので、ここはちょっと整理した方が良いのかなという気がいたします。 

 あとは表現上の問題で、もちろん細かなところはいろいろなくはないのですけれども、

幾つか申し上げます。 

 ３ページ、これは本当に日本語の問題ですけれども、２行目に「食料供給という国家存

立の基盤である優良な農地や」とありますが、どこからどこまで形容しているのかよくわ

かりませんので、ここは少し整理していただいたらと思います。 

 それから、今の山下次長のご説明とも少し絡みますけれども、次の「２．国の関与の必

要性」の第１パラグラフの 後のところ、これはこれでわからなくはないのです。つまり

「農業の体質が弱まり、農業生産を通じた私的財として農地等の供給が十分なされなくな

れば、公共財としての供給に対する政府の関与をより高める必要性が生じる」と。 

山下次長のペーパーを手元に置いておけばこれで意味が通じるのかもしれませんけれど

も、これだけだと非常に変な誤解をされる可能性があると思います。むしろここは「公共

財としての供給レベルも低下する」ということで抑えておいて、その後、公共財の便益の

特質が幾つか書かれていて政府の関与が求められるとなっていますので、ここは私的財が

減ったから公共財を増やせというふうに誤解されないような形にしておいた方が良いかな
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と思いました。 

 次の４ページで、文章の４行目以下に「組合員に対する強制加入」、土地改良区への強

制加入ですね。あるいは「賦課の権限が付与されるなど高い公共性を有している」とある

のですけれども、「高い公共性あるいは公益性があるので、組合員に対する強制加入や賦

課の権限を付与している」ということだと思いますので、ここも少しお考えいただければ

と思います。 

 それから９ページ、これは読む方の考え方によるのかもしれませんけれども、下から３

行目に「現在の国営事業の基本的枠組みを基本とすべきである」とあります。ここに「少

なくとも」と書かれているのは、気持ちとしてはもう少し拡大したいというようなことが

含意されているようにも読めると思いますので、結論としてこういう形になったとすれば、

これは要らないのではないかと思います。 

 あと１～２点だと思います。12ページの「３．基幹的施設の効率的な更新」のところで

「地球約10周分」とあります。これも、公用文とまでは言いませんけれども、こういう文

章でありますので、資料に入っているなら構わないと思いますけれども、文章のところで

はなくて良いのかなと思いました。 

 重箱の隅をつつくような感じでそろそろやめにしたいと思いますけれども、13ページの

下から２つ目のパラグラフです。「モデル的・先導的」ということですけれども、これは

事業自体がモデル的・先導的な性格をもっているものについてということだと思いますが、

この下から２番目のパラグラフの更に下から２行目のところは「農業経営の先導的なモデ

ルを形成する観点から」となっていますので、ちょっとこれは次元の違う話になっている

のではないか。もちろん、それも含めて事業そのものに何か先導性なりトライアルの性格

があるということがここでの趣旨だと思いますので、ここは少し表現ぶりを変えていただ

いた方が良いのかなと思います。 

 それから、すぐ下でありますけれども、「特に中山間地域等における整備はむしろ農業

生産というより国土保全の観点が高まっている」と。ここまで言って良いかどうかという

のはちょっと疑問のような気もいたします。表現としてちょっと強過ぎるのではないかな

という感じがいたしました。 

 以上でございます。 

〇三野 小委員長     

ご指摘、事務局の方で少しご検討いただきたいと思います。 
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 その他ございますでしょうか。 

〇岩崎 専門委員  

 まず体裁なのですけれども、いろいろお願いしたところが※印の小さい文字で入ってい

るわけでありますが、 終的なバージョンになるときにはこのような掲載にするのか、そ

れとも脚注のように下に全部置いて、本文はこのように本道が違うのが混在しないように

するのかということはご検討いただきたいと思います。いろいろ入っていることは必要な

ので、後ろよりも読みやすいところにあった方が良いのですけれども、脚注に置かれた方

が良いのかなという気がしています。それが１つです。 

 それから、書き方なのですけれども、例えば７ページに「(3)検討に当たっての留意

点」というのがあって幾つか出ているわけですが、それが括弧に入っていますよね。（農

業を巡る地域の現状）、次のページには（効率的な～）となっていますよね。括弧に入れ

ると何か弱気なような感じがするので、ゴシックにするとかＡＢＣにするとか、そのよう

にして目立つようにしなければ、せっかく出したタイトルの意味がないのかなという気が

しています。８ページの一番上にある「効率的な事業実施」のところ、これは内容なので

すけれども、読むと事業の実施ではなくて効率的な資源の配分ではないかと思われるので

す。国は地方自治体のように境界に区切られた小さなところではなくて、もっとバードア

イと言いましょうか、俯瞰的に見ることができるから人材の配置もより大きな規模の中で

行えるということでしたよね。そういうことも含めていったりすると、どちらにしても

「アジアモンスーン地帯に位置し」とか「南北に長い列島」とか、それをいかにマネジす

るかとなると、「事業の実施」というとコストを下げるみたいな感じになるので資源配分

かなという気がします。これもご検討いただきたいと思います。 

 それから、生産基盤と同時に「多面的機能」という言葉がよく出てくるわけであります

けれども、先ほどの山下次長の中でどういうことが多面的機能かというのが１ページの２

行目に書かれていますよね。水資源涵養とか洪水防止。こういうのを 初に書いておかな

いと、報告書でいつも「多面的」「多面的」といわれると全部多面的な気がしていて、も

うちょっと具体的に示した方が良いと思うので、ここに書かれているようなことをここに

入れ込んでいただけると、より重要性が増すのではないかなという気がしています。 

 それから、ちょっと気になったことで、これはどのように扱われるかというのはお任せ

しますけれども、「国と地方の適切な役割分担」というところで、国と地方というのが国

営事業と都道府県営事業になってしまっていますよね。土地改良事業なので事業で分ける
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しかないのかなというところがあるので、それはそうかなと思うのですが、市町村とか団

体営のもあったりしますので。つまり申し上げたいのは、事業で分けるにしても国と都道

府県だけで良いのかということと、国と地方といったときに事業ではなくてアクターとい

いましょうか、国、都道府県、地方、土地改良区というアクターの役割をどのようにみる

かというところが、 初の方は事業で来ているのですけれども、 後の方は国と都道府県

がというふうになってしまっているので、アクターが出てしまっています。 

 市町村が意外に重要だと思うのですけれども、このように目次で都道府県営事業、これ

しか出てこないと現場がどうなっているのか、国と地方の中で現場よりも都道府県を重視

し過ぎているという印象を与えるのかなという気がして、ちょっとそれが気になります。 

 後ですが、目次を見ておりますと「Ⅵ．国の重点的役割の見直し」というのがありま

す。「見直し」というと前が悪かったという印象になってしまうので、「国の役割の重点

化」という方がポジティブな感じがするのかなという気はしています。別に大したことで

はないかもしれないですけれども、本文を読まないで目次だけを見たときの感じからいく

と、先ほど申し上げましたような都道府県営しか出てこない話と、今の「見直し」という

のではなくて、より国が何をするかということを重点化するという姿勢の方が、より国の

積極性が出て良いのかなという気がしています。 

 以上です。 

〇三野 小委員長     

ありがとうございました。岩崎委員のご指摘のように「地方」と「地域」という言葉を

使い分けられておるのですけれども、私もその辺の定義は少し明確に定義して使い分けた

方が良いのかなという気がいたしました。 

 その他ご指摘いただくことございますでしょうか。 

〇桑子 専門委員 

 前回欠席いたしまして失礼いたしました。拝見しまして全体的にこれが悪いというとこ

ろはないのですけれども、何となく構造改革、地方分権の流れの中で、この表現の仕方が

幾分保守的な感じがして、どちらかというと、今までこれを大事にしてきたけれども、こ

れからもこれを大事にしていきますという論調のような印象を持つのです。この役割分担

をきちんと把握することによって今までとどういうところが違ってくるのかというところ

をもう少しわかりやすく書いていただいたら良いのではないかなということが１つ。 

 それから、国と都道府県の役割、いろいろのところで役割分担が違うというところが出
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てくるのですけれども、国の役割は非常に印象的に見えるのです。都道府県のところもあ

りますけれども、いま一つこういう役割があるんだというところがクリアに伝わってこな

いような気がします。 

〇松谷 専門委員   

 前回と前々回お休みさせていただきまして、議論を全て聞いていないものですから的確

なことになるかどうかですが、 初の頃に申し上げたことなのですけれども、国営事業の

役割分担の中で、どちらかというと、国がやることによってこういうメリットがあるから、

ここは引き続き国がやるんだという論調になっている。私自身はそういう書き方でも良い

のではないかと思うのですが、今の世の中は一般的に地方ができないことを国がやるとか、

民ができないことを官がやる、要するにできないからやるんだ、そういうことでないとな

かなか納得が得られないというか説得できないというか、そのような風潮がございます。 

これが良いか悪いかは別として、ともかく国民に向かって出す文章である以上は、なぜ

県ではだめなのか、なぜ市町村ではだめなのか、これは非常に書き方も難しいとは思うの

ですけれども、だめだから、こういうところは地方では十分やり切れないから、したがっ

て国がそこをやるんだ、そういうニュアンスを少し出された方が説得性が増すのかなとい

う感じがいたします。 

 それと、気になったのは10ページの「１．水利システムの形成と国営事業」のところで、

なぜ水利システムを国がやるのが必要かという点について、一番下から２つ目のパラグラ

フに「すなわち、システムの維持という観点では今後も国の役割は変化しておらず」とな

っているのですが、この役割が変化していない理由は、要するに自治体とか土地改良区が

必要だといっているからだということになっていて、それは彼らが求めているからなんだ

という説明だけになっているのです。もう少し強くないと「システムの維持という観点で

は今後も国の役割は変化しておらず」とまでは言えないのではないかなという感じがいた

しまして、この辺はもう少し何か材料を足された方が良いのではないかなと思います。 

それに対して地方ではできないから国がやるんだというニュアンスを出された方が良い

のではないかなと感じます。 

 以上です。 

〇鷲谷 臨時委員   

報告にはあまり明示的には記されていない点なのですけれども、公共性というのは恐ら

く市場のないものであればあるほど考慮する意義が大きいと思うのです。そうしますと効
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率の良い農業生産だけでなく、公共性の高い多面的機能も向上させるような事業であった

とすれば、水利施設とか農地が果たすべき役割に応じて国の負担を大きくするということ

もあり得るのではないかと思うのです。例えば洪水調節機能などに関してですが、これか

ら温暖化ということになりますと異常気象のようなことが起こる可能性があって、洪水な

どに関して河川の中だけで何年に一遍の洪水に備えるということで対処するのがとても難

しくなってくるのです。そういう万が一のときに水が入って遊水池や調節池としての機能

を果たす水田が大きな河川の周りの適切なところにあれば、大都市の人口密集地をさまざ

まな被害から守る機能が大きいと思うのです。そういう場においては農地とか水利施設を

単に食料生産の効率性だけではなくて、万が一の状況に備えるような形で、しかも国の負

担を大きくして整備するというようなことが考えられると思うのですが、環境にしても治

水上の問題にしても、場所と状況によってすごく大きく違うと思うのです。 

生産の方は条件不良という場とそうでない場はあるかもしれませんけれども、農業生産

の効率を上げるということでは比較的一様に考えることができると思うのです。そうでな

い機能についてはもう少しきめ細かく、農地や水利施設の整備の中にそういう目的があま

り今は入っていないかもしれませんけれども、もしそういうことを入れるのだったら公共

性は高くなりますので、場合や状況に応じて国の財政上その他果たすべき役割はそういう

場合には大変大きくなるのではないかという気がいたします。 

〇三野 小委員長     

ありがとうございました。 

 それでは横山委員で一応前半、事務局の方からもし何かありましたらお話しいただいて

続けていきたいと思います。 

〇横山 専門委員  

 これまで各委員が言われたこととかなり重複する部分もあると思うのですが、私見を交

えて一言二言コメントさせていただこうと思います。 

 まず、桑子委員が言われたところにも関連するのですが、こうした国と地方の適切な役

割分担について考察した結果、何が新しい知見なのかということについてもう少し整理し

た方が良いのではないか。これまでの役割分担として掲げてきたことを補強する部分、あ

るいはそれを制度化する部分の主張と新たにこの委員会で検討した結果、国と地方の役割

分担として、このようなものは今まであまり明示的に言われていなかったのだけれども、

これは国、これは地方ですよねということの整理をしておいた方がわかり良いのかなとい
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う気がいたしました。 

 それから、鷲谷委員からも出ていたリスク管理の話で、リスクについての取り扱いにつ

いて、ライフサイクルの話なのかマネジメントの話の中に入っているのかどうかわかりま

せんけれども、大きくいってリスクに対する対応というのは食料安全保障そのものもそう

でございますので、そうした観点で全体として食料安全保障も含めた土地改良のもつリス

クヘッジ、あるいは集合的なリスクマネジメントとしての役割、そこがかなり重要になっ

てくるのではないかということだと思います。 

 ３点目は、岩崎委員と桑子委員が言われたこととの関連であえて申し上げますと、今ま

での事業分担は国営事業と都道府県営事業という区分けであったのですけれども、このこ

とが、垂直的な重複があったときに、市町村なり土地改良区なり末端の本当の農業従事者

の主体にどのような影響を及ぼしているのかということも、そこで都道府県の役割あるい

は国の役割が市町村に対して同じなのか違うのかよくわかりませんが、その垂直的な関係

性がもう少し明示的に示されると、これまでの国の役割、都道府県の役割、あるいは国営

事業、都道府県営事業が持つことを今度違った観点から地方の中にもう少し末端の視点が

入ってくるのではないかという気がいたしました。 

 いずれにしても、せっかくこれだけ時間をかけて各委員のご意見も出てきているわけで

すので、もう少しこの委員会の貢献というのですか、やったことをわかるような形で表現

していただけたらなという気がいたしました。 

 以上です。 

〇三野 小委員長     

ありがとうございました。 

 それでは、今までの点につきまして、もし何か事務局の方でご説明いただくことがあり

ましたら手短にお願いしたいと思います。 

〇角田 事業計画課長     

ご指摘ありがとうございました。個々に具体的にご指摘いただいた点について、修正す

べきところは修正させていただきたいと思います。また、大きな課題として国と地方の役

割分担、国営事業と都道府県営事業の役割分担、その主体と事業の整理をもう少しきちん

とした方が良いのではないかというご指摘がありました。その辺は工夫していきたいと思

います。ただ、１つ今回、国営事業と都道府県営事業における国と地方の役割分担という

命題ですので、そこは踏まえた上で市町村営事業なり土地改良区営事業まで踏み込むかど
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うかについては検討したいと思います。 

 それから、補完性の原則という視点で組み替えられないかというご指摘がありましたの

で、そのような表現ができないか工夫をしたいと思います。 

 環境の観点は非常に重要なご指摘だと思いますので、特に経済性では測れない国が担う

べき部分ということでもありますし、その辺り付け加えることができるのか工夫していき

たいと思います。それから、この報告書のトーンとして何が新しいのかというところをも

う少しパンチを効かせて出せないかと。前回もそのようなご指摘をいただいて、これまで

の地方分権の議論の中で整理されてきたようなことを踏まえて、ただ、今回はまさに新し

い基本計画が立てられ、特に構造改革の加速化や農業の国際化、財政状況が逼迫している

状況に応じた役割分担という視点で検討していますが、そのような意味ではドラスティッ

クに全部変えるということにはなりませんが、国の基礎的な部分をしっかり守るという役

割、その上で具体的に水田地域で構造改革を進めていく都道府県の役割等めり張りを付け

た表現ができないか検討したいと思います。 

 以上です。 

〇山下 農村振興局次長  

 私の方から鷲谷先生がおっしゃったことに対して若干コメントさせていただきたいと思

います。まさにおっしゃるとおりだと思いまして、私の論文の中でも５ページのアのとこ

ろと注のところで都市型水害にも触れておりまして、現に千葉県の市川市では水田を維持

することに対して随分前から農家に直接支払い的なものを支払ってきているということが

あるのだと思います。ただ、そういう機能はもちろん重要なので、我々としてはそういう

機能を維持したいと思っているのです。ただ、この問題の全体の我々のスコープが「土地

改良事業における国と地方との適切な役割分担」ということなので、土地改良事業の中で、

公共事業の中でそのようなものをどうやって取り入れることができるか。むしろ非公共事

業で来年度から農地・水・環境保全向上対策というのをやろうとしていまして、そういう

意味で、農家だけではなくて非農家の人、ＮＰＯの人も含めて地域全体として農地とか水

資源を維持しようという活動をしておりますので、むしろ我々としてはこの議論ではなく

て、そのようなところで十分対策をやっていきたいと思っています。そういう意味でこの

中で全部そこにアドレスすることは難しいのですが、何かの形で触れようとは思っており

ます。 

〇鷲谷 臨時委員  
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 私がイメージしていたのは、もしかしたら起こるかもしれない大水害等から利根川流域

とか首都圏をどうやって守るかという観点なのですけれども、こういう農地整備事業の中

に遊水池や調節池として機能し得るような構造なり何なりを組み込んでいくことができな

いでしょうかということなのです。もちろん平常時は普通に優良な農地として使えるんだ

ろうと思うのですけれども、何年に１度かわかりませんが、数十年に１度とか100年に１

度の非常事態のときには農地の中に水を入れることによって下流域の大都市には洪水が起

こらないようにするような設計になっているとしたら、その水利施設や農地の構造が、高

さとかいろいろ考えるべきことがあると思うのですが、それに従うものだったら、それは

国がしっかりそういう事業をサポートすることが必要だろう。私が申し上げたのはそうい

う観点なのです。 

〇山下 農村振興局次長   

まさに排水機場とか調整池はそういう役割を果たしておりますので、そういう役割もは

っきり多面的機能の一つとして書き込んでいきたいと思います。 

〇齋藤 企画部長   

農地に多面的機能があるというのはおっしゃっているとおりなのです。我々も災害を未

然に防ぐことは非常に大事だと思っていまして、国土交通省と連携するとか、そういった

ことは進めなくてはいけないと思っています。しかし、農地に関して言いますと農家の方

は営農をやっていらっしゃる。そういった観点から言うと営農に支障があるようなことは

ちょっとまずいのかなと。ですから、当然そこでよく話をしていただいて、営農に支障が

ないとか権利の設定等を行うとか、そういったことによって可能になることも十分あると

思います。 

 例えば岩手県の一関では大々的に遊水池をつくっておりまして、ほ場整備とあわせて、

いざとなったら遊水池にする、そのようなことも地域によってはございます。しかし、当

然それは地元の農家の方も納得の上、計画上も国土交通省と相談の上そういった例がござ

います。ですから、先生おっしゃっている趣旨は私どもも理解しておりまして、そういっ

た話し合いがついたところではそういったことも可能だと思っております。 

〇多賀谷 専門委員   

幾つかありますけれども、一番言いたいことは 後にして、１つは、先ほどどなたかが

おっしゃった重点化という言葉の使い方が二義的ではっきりしないなというところがござ

います。特に15ページの「Ⅵ．国の重点的役割の見直し」というところで出てくる話は、
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もともと重点化というのは特にプラスアルファ的にそのことを中心としてやらなければい

けないという議論だと思うのですけれども、そのところの下から第２段落の「このことか

ら」というあたりを見ると、重点化というのは今ある事業よりもより少なくして、要する

に守りの議論なのです。ここだけは押さえよという議論になっていて、それはどうも何と

なく気に食わないという感じです。この報告書全体のイメージがそうなのです。あまり攻

撃的ではなくて守りの姿勢が強過ぎるという印象があって、それが典型的にこれであらわ

れているのだろうと思います。 

 第２の点は、特に「Ⅲ．国営事業の役割」のところでハードの話がかなり出てくるので

すけれども、ソフト的な話も付け加えて書いておいていただければと思います。 

というのは、冒頭のところに若干出てまいりますけれども、事業についてはある程度の

専門的技術者が存在しなければいけない。つまり地方レベルではなくて、今、国レベルで

そういう技術者の方々が全国各地にいて、交互にそういう事業を行っているわけですけれ

ども、これが地方だけになってしまうと、そういう専門家集団が維持できなくなるといい

ますか、全体として整備の技術的なレベルがダウンするということを言っておく必要があ

ると思います。 

 第３に、一番言いたいことは、先ほど何人かの方からも出てきているわけですが、非常

にトーンが弱過ぎる感じがいたします。弱過ぎるというのは、国と地方と仲よくやってい

きましょうという感じで、あるいは何となく構造改革の議論に乗ってしまっているという

感じがするわけです。だから全国的な規模でやらなければいけないことに絞りますという

ような議論をしているのでしょうけれども、その議論をしていると、結局必要がないんだ

なという形に多分なってしまう。こういうときに議論としては、むしろ地方ではできなく

て国営事業でやらなければいけないということの必然性を正面から書かなければこの報告

書を作る意味が多分ないと思うのです。 

 そういう意味において、 初のところに、特に「１．国の責務」のところの議論、特に

リスクマネジメントの話とか公共財としての偏在性といいますか、そういう議論、あるい

は山下次長がお話しになった議論がある程度はやんわりと入っているのですけれども、そ

のことが後半部分にほとんど入ってきていないというのがちょっと問題だと思うのです。 

後半部分のところでそれを何回もしつこいぐらいに繰り返して入れ込んで、だから地方

はだめなので国がやらなければいけないということを正面から書かないとこういう報告書

はいけないのではないかという気が正直いたします。全体として後の方の仲よくやろうと
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いう感じ、国営事業でやらなければいけない必要性というようなことを15～16ページあた

りにもう少し書き込んでいただければと思います。 

 以上です。 

〇林 専門委員 

 ただ今の多賀谷先生の件と重なるところがございますが、この報告書につきましては、

国営事業が中心になって水田農業の半分が担い手がいないという現象がある中で構造改革

を進めていくということになれば、当然、都道府県営事業ではなくて都道府県の役割とい

うのは大変大きいのではないかと思っておりまして、そういう意味で総論部分でもっと強

調していただければと思うのです。 

 時間がございませんので具体的に事例を簡単に申し上げますと、福井県では一種・二種

兼業農家率が90％を超えておりまして、ほ場整備率が85％、富山県と並んで全国トップク

ラスにあるわけであります。そういう中で生産組合の設立とか担い手の育成は大変進んで

きているわけであります。この原因の も大きいのは担い手要件をセットにした国のほ場

整備事業制度の創設というのは当然あるわけでありますが、県や市町村がそれに加えてガ

イドラインを上回る支援策を打ち出しているというところに大きな原因があるのではない

かと思っております。 

 例えば県はガイドラインとして地元負担の半分の25％に加えて10％の嵩上げをして、

35％を負担し、かつ、更に1町歩以上の大区画の割合が増えるごとに、１％ずつ補助率

をアップする制度を独自に作っています。これは全国に例のない極めてユニークな制度

を適用しているわけでありまして、市町村もそれに連携して一緒に補助率を上げる。しか

も、兼業農家率が非常に高いために、労働生産性を上げるために地元も積極的にこの制度

を応用して事業の推進に貢献してきた。それがほ場整備率を大幅に上げる原因になってい

るわけであります。 

 前回も申し上げましたが、ほ場整備の効果というのは単なる農業生産性だけではなくて、

村づくり、人づくりにも大変大きな貢献をしているわけであります。水田農業の構造改革

を進める上で都道府県の役割というのは大変大きいのではないかと思っております。 

まさしく今地方財政が大変厳しい状況の中にあって、農業農村を守るためにこれからも

更に、国の強力なリーダーシップを期待したいと思います。 

以上です。 

〇榧野 専門委員 
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 私は１点だけ、報告書の12ページに「３．基幹的施設の効率的な更新」というのがあり

まして、要するに新規設備もさることながら既存設備の更新というか保守管理、そういう

ことが重要だとここに触れられています。我が国の公共事業全体的にいえることなのでし

ょうけれども、戦後営々と投資してきたものがだんだん老朽化してきて、危機的とまでは

いわないですが、いろいろなことがいわれている。例えば道路なんかでいえば、相当更新

しないともたない道路がいっぱいあったり、橋なんかもまさにそうなのです。トンネルな

んかもそう、鉄道なんかもそうです。そういう状況が農業に来ているということだと思う

のです。そういった意味からいうと、そういう重大な施設は国がやる必要があるというの

が今回のこの報告書の趣旨だと考えれば、この辺の更新の必要性が非常に高まってきてい

るというのをもうちょっと強調しても良いのかなという感じがしました。 

 この文章を読んでみると、「３．基幹的施設の効率的な更新」から前文みたいないかに

この施設があるかというのを除くと、いかに更新の必要性が高まっているかというのは実

際10行ちょっとなんですね。この辺をもう少し説明していただくとか、例えばこれを読む

と「農業水利施設の突発事故の件数も増加傾向であり」なんて書いてあるのはどういうの

があってどれぐらい増えているのかななんていうのがよくわからないので、この中に入れ

る必要はないのでしょうけれども、資料なんかにもあると、ああなるほどと理解が進むの

かなと思うのです。この辺を是非補強していただくとありがたいということです。 

〇桑子 専門委員   

先ほど言い忘れたことですけれども、国と地方の役割ということで、地方ということは

都道府県を意味しているというお話はわかりました。 

 この委員会で土地改良区のことで現地視察を行って土地改良区の方々に直接意見を聞い

たというのがとても良かったと思うのですけれども、このまとめの中で、こういう事業と

いうのは他方では国際的な環境に目をやる、これは国の重要な役割ですけれども、他方で

は土地改良区という農業を担う人たちにもきちんと目を向けているということが必要だと

思うのです。そういう土地改良区がどういう役割を担って、どういう問題を抱えて、それ

をどう解決しようとしているか、どういう解決の方向があるかということに対する若干の

目配り、意見を聞いたということは書いてありますけれども、その意見から何を得たのか

ということがいま一つあった方が良いのではないかなと。そのことを申し上げたいと思い

ます。 

〇三野 小委員長    
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 大変重要なご指摘ばかりですが、後にも議題を抱えております。 

本日事務局から提示いただきましたこの報告（案）につきましては、今大変たくさんの

委員の皆様方から頂戴いたしましたご意見を踏まえまして、もう一度修正をお願いして

終的な報告（案）のとりまとめをお願いしたいという手順を踏みたいということでござい

ます。今日ここでご意見をいただけなかったケースにつきましても、もし何かございまし

たら事務局に提出いただくということで、この議題は終えさせていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして議題（２）「その他」がございますが、企画小委員会でご審議い

ただく案件の一つといたしまして、これも大変重要な課題であります土地改良長期計画が

ございます。平成15年に閣議決定されました現行の土地改良長期計画では、その計画期間

が平成19年度までであるために、平成20年度を始期といたします新たな長期計画を策定す

る必要がございます。このため、本日の企画小委員会では、現行の長期計画のこれまでの

実施状況等につきましてご説明いただければと思います。 

 それでは、事務局の方からお願いしたいと思います。 

〇田上 首席地域計画企画官   

それでは、お手元に配付の資料２の「次期土地改良長期計画の策定について」をご説明

します。 

 １ページをお開きください。 

土地改良長期計画ですが、土地改良法第４条の２の規定に基づき、土地改良事業の計画

的な実施に資するため、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となっています。計画期間については、５年を１期として土地

改良事業の実施の目標、事業量の２つを定めます。 

 ２ページは、この図にあるように、その時々の農業情勢等を踏まえ、これまで土地改良

長期計画を作成してきましたが、昭和40年の１次計画から今回の計画の前の４次の計画ま

では「事業量」重視で計画を策定してきましたが、現行の長期計画では国民の視点に立っ

た「達成される成果」重視へと内容を転換しています。それから、時代の変化に即応でき

るように、計画期間も以前は10年であったものを５年へ短縮しています。 

 現行長期計画の計画期間は平成15年から平成19年までの５カ年ですので、平成20年を始

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。 

 ３ページは、現行の長期計画の概要です。 

左の図を見ていただくと、国民・消費者の視点「いのち」「循環」「共生」の３つの視点
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から７つの政策目標を設定しています。例えば「いのち」の視点からは、「意欲と能力の

ある経営体の育成」、２番目が「総合的な食料供給基盤の強化」の２つを政策目標として

設定し、効率的、重点的に事業を実施しています。 

 ４ページは、各政策目標の事業の実施の目標（目指す主な成果）、事業量の一覧表です。 

例えば一番上を見ると、政策目標として「意欲と能力のある経営体の育成」については、

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」「畑地かんがいによる経営強

化」としており、目指す主な成果として、整備実施地区における農地の利用集積を事業実

施前に比べて20ポイント以上向上ということにしています。また、事業量として農地13万

ヘクタールの整備、畑地３万ヘクタールに農業用用排水施設の整備を行うこととしており、

以下６つの政策目標についても同じような形で目標、事業量を設定しています。 

 ５ページは、現行の長期計画の実施状況について、各政策目標に沿ってご説明します。 

 まず、「意欲と能力のある経営体の育成」については、左の中段のグラフの平成17年度

完了地区の実績ということですが、担い手への利用集積が23ポイント以上向上しています。 

下のグラフが示すとおり、その結果、担い手の経営規模は約３倍ほどに拡大しています。 

また、右のグラフを見ると、平成５年から平成14年までに採択されたほ場整備実施地区

の約４割で生産組織が設立されており、また同時に法人化も進みつつあります。 

 ６ページは、左の中段にグラフがありますが、水田の整備率が今60％程度に着実に向上

しており、特に平地での整備が相当進み水田における農業生産基盤条件は高度化し、農作

業の省力化、効率化等に貢献しています。 

 ７ページは、畑かんの整備率です。 

現段階ではまだ低位ですが、整備された地域では栽培作物選択の自由度、良質な農産物

の供給能力、防除作業の省力化、農作業の安全性の向上などが図られており、担い手の農

業経営の効率化に大きく寄与しており、一層の整備の促進が期待されています。 

 ８ページは、「総合的な食料供給基盤の強化」です。 

左下の図にあるとおり、ほ場整備等の実施により水田の排水改良が進み、大豆、麦等の

畑作物の栽培が可能な土地条件になることによって、耕地利用率の向上が図られることに

なります。ただ、耕地利用率については、気象などの自然条件と地域の特性に大きく影響

するため、右図にあるとおり、西日本と東日本では耕地利用率に若干差が出てくる結果に

なっていまして、特に九州、東海地方については非常に高い耕地利用率となっています。 

９ページは、農道等の整備により営農上必要な末端の農道の整備は着実に進捗しており、
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平場だけではなくて、中山間地域でも整備水準は上がってきていますので、農作業の効率

化、省力化、農作物の品質確保の点から条件整備が進んでいます。 

 10ページは、「循環型社会の構築に向けた取組」です。 

家畜排せつ物の処理施設の整備によって、家畜排せつ物の堆肥化等の処理が進み、野積

みなどの不適切な処理が大幅に解消するなど、右下の図にあるような地域資源リサイクル

システムの構築を目指して、環境への負荷の少ない循環型社会の発展に貢献しています。 

 11ページは、農業集落排水施設とあわせて汚泥のリサイクル施設の整備によって、コン

ポスト化などの汚泥の有効利用のための資源循環システムの構築も進み、農業集落排水汚

泥のリサイクル率も着実に向上しています。なお、右のグラフにあるとおり、汚泥のリサ

イクル方法としては、大半が農地還元です。 

 12ページは、「自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環境の創造」です。 

田園自然環境の創造に着手した地域は、大きく増加しています。土地改良事業の本来の

目的である農業生産性の向上とともに、生態系に配慮した工法による整備や良好な景観の

創出などにより、豊かな田園自然環境の創造に向けた取り組みが行われています。それら

の実績については、左下のグラフにあるとおり、生物の生息環境の確保、景観への配慮、

親水環境の創出、水質向上といった取り組みが多くなっています。 

 13ページは、「個性ある美しいむらづくり」です。 

目指す主な成果である農業集落排水処理人口普及率は、着実に順調に向上しています。 

それによって農村生活環境の改善、農業用水の水質保全、公共用水域の水質保全等に寄

与しています。 

 14ページは、「安定的な用水供給機能等の確保」です。 

約250万ヘクタールの農地を対象とする４万5,000キロメートルの基幹的農業用用排水路

のうち耐用年数が経過した施設の対応については、土地改良区等における定期的な点検整

備、必要に応じた適切な更新整備などの実施によって、安定的な用水機能及び排水条件を

確保しています。左下にその対応状況を整理していますが、大半はある一定の年限が経過

した施設については、土地改良区等による定期的な点検整備で機能を維持しており、それ

でもどうしても対応できなくなった施設については計画的に更新整備、施設整備がなされ、

全体として安定的な用排水機能の確保がなされています。 

 15ページは、「農業災害の防止と安全・安心な地域社会の形成への貢献」です。 

農地防災事業等の実施によって被害のおそれのある農地面積は、表にあるとおり着実に
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減少しつつあります。農業生産の維持・安定とあわせて、国土保全、地域住民の生命・財

産に対する安全性の向上に貢献しています。 

 16ページは、現長期計画策定後の「土地改良事業をめぐる情勢の変化等」です。 

食料・農業・農村基本計画が平成17年３月に改訂となり、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、農村の活性化などが急務の課題となっています。 

また、水利ストックの有効活用、農地・水などの基礎的な地域資源の適切な管理など、

新たな施策も進みつつあり、更には国民からは社会資本整備の一層の重点化、効率化が求

められており、次期計画の策定の検討に当たっては、これら農業施策の方向性、関連する

施策の動きを十分踏まえて検討したいと考えています。 

 後に17ページは、「今後の審議予定の概要」です。 

冒頭にありましたとおり、平成19年度末の食料・農業・農村政策審議会答申を目途とし

て、今後は計画策定の基本的視点の整理、達成される成果の目標、指標の検討を順次行い、

計画骨子についてとりまとめを行いたいと考えていますので、委員の先生方にはご指導の

ほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇三野 小委員長    

ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の内容につきまして、ご自由にご発言をお願いしたいと思います。 

平成19年度の企画小委員会の非常に重要な課題として、今回は現在の長期計画のレビュ

ーを中心にご説明いただきましたが、いかがでしょうか。 

〇三野 小委員長    

企画小委員会ではどれぐらいまでに結論を出さなければいけないのですか。 

〇田上 首席地域計画企画官   

土地改良長期計画以外に国土交通省の方では社会資本重点計画の審議も進んでいますの

で、その辺のスケジュールを見ながら、骨子については今年の秋ぐらいまでにできればと

考えています。それについては、また今後の作業状況によって変わってくると思います。 

〇三野 小委員長    

国土交通省その他の省庁との計画とのすり合わせが必要になる。これは審議会が終わっ

てからではないのですか。 

〇田上 首席地域計画企画官   
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その辺も他の省庁の審議を見ながらスケジュールを組んでいきたいと思っていますが、

今のところは平成19年度末ということで農林水産省として進めていきたいということです。 

〇黒川 臨時委員   

国土交通省の方だと、例えばアジアゲートウエー構想とか何か特殊な、つまりこの時期

に当たって戦略的なというか重点項目があるわけですけれども、今回の土地改良長期計画、

今度つくろうというときには政府の方から要請されるような、新たに加わるような何か論

点というのがあったりはするのでしょうか。 

〇田上 首席地域計画企画官  

 16ページをご覧ください。現在の計画は平成15年からの計画ですが、その後、新たな食

料・農業・農村基本計画が平成17年度にできていますので、さまざまな農政の施策が組ま

れています。また、下の「農政に関連する施策等の動き」ということで、例えば公共工事

については、公共工事の品質確保に関する法律も平成17年にできていますし、景観法も平

成16年度にできています。更に、今後５年間の経済運営の指針となる日本経済の進路と戦

略も出ましたので、これらを踏まえながら考えていきたいと思っています。 

〇三野 小委員長     

そうすると、基本計画と長期計画が５年ごとですけれども、間にはまってしまってタイ

ミングが上手く合わないわけですね。 

〇田上 首席地域計画企画官 

 そういうことです。 

〇三野 小委員長     

見直しの時期の頃と一致するわけですか。 

〇田上 首席地域計画企画官   

基本計画が数年先に出て、その後、後追いの形で計画上はなりますけれども、例えば真

ん中にあるとおり、毎年農林水産省として出している「21世紀新農政2006」も十分反映さ

せながら作っていきたいと思います。 

〇桑子 専門委員   

16ページの一番上のところで、新しい長期計画を作るときに「現行計画の取り組みに対

する検証」、「農政の施策の方向や関連する様々な施策の動きを踏まえ」ということがあり

ますけれども、その他に例えば食料安全保障でいえば国際的な情勢の変化、あるいは多面

的機能に対する欧米諸国の理解の変化、つまり農政以外の、しかも農政に関係するような
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社会的な観点というようなことも当然検討しなければならないということだと思うのです

が、いかがでしょうか。 

〇田上 首席地域計画企画官 

 ご意見を踏まえ、検討したいと思います。 

〇三野 小委員長    

 その他ございますでしょうか。 

 「国と地方との適切な役割分担」につきましては、今回事務局より提示いただきました

ものは報告書（案）ということでございますので、今日先生方から頂戴いたしましたご意

見を踏まえました上で、改めてもう一度事務局より 終的な報告書（案）を提示いただく

必要があるかと思います。これにつきましては、各先生方からのご意見を十分伺って 終

的な報告書（案）を提示いただくということと、また土地改良長期計画の策定につきまし

ては平成20年度を始期とするということでございますので、今年度もう一度企画小委員会

を開いていただき、委員の皆様にご審議いただくようにするのがよろしいかと思います。 

事務局の方は、それでよろしいでしょうか。 

〇角田 事業計画課長     

はい。 

〇三野 小委員長   

  皆様もよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

本年度中にもう一度企画小委員会を開いていただくということで、本日は以上をもちま

して議事を終了したいと思います。 

 議事進行を事務局にお返ししたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇角田 事業計画課長     

本日はご議論ありがとうございました。 

 ただ今、委員長からもありましたとおり、もう一回、企画小委員会を開催させていただ

き、 終報告(案)を提示したいと思います。また土地改良長期計画については、来年度に

おける検討の視点をもう少し具体的にお示ししてご議論をお願いできればと思っています。 

 次回の開催は、年度末でお忙しいところ恐縮ですけれども、２月の 終週で調整させて

いただきたいと思います。事務局から、また日程調整させていただきますが、よろしくお

願いします。 
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 それでは、以上をもちまして、第８回の企画小委員会を閉会します。 

どうもありがとうございました。 

 

                                                                  ――了―― 

 

 


