
平成28年度 北海道において実施する農業農村整備事業等補助事業 

に関する技術検討会 議事録 

 

日 時：平成29年２月22日（水）14：30～16：30 

場 所：農林水産省農村振興局第２会議室 

 

 

○近藤課長補佐  

それでは、定刻となりましたので、ただいまから北海道において実施する農業農村整

備事業等補助事業に関する技術検討会を開催させていただきます。 

 まだ佐久間委員が来られておりませんが、時間ですので始めさせていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、ご多忙の中ご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 開会に当たりまして、北海道において実施する農業農村整備事業等補助事業に関する評

価委員の委員長である、奥田整備部長からご挨拶申し上げます。 

 

○奥田整備部長  

整備部長の奥田でございます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、平成28年度の北海道において実施す

る農業農村整備事業等補助事業に関する技術検討会にご出席いただきまして、大変ありが

とうございます。 

 また、日頃から農林水産行政の推進につきまして、特段のご理解とご協力を賜っており

ますことを重ねて御礼申し上げます。 

 本日はお時間をいただきまして、最近の農業農村整備事業をめぐる情勢について報告し、

ご挨拶とさせていただきます。 

 まず１点は、本日も国会において衆議院の予算委員会が開かれ、平成29年度の予算につ

いて審議がされており、予算が成立しますと法案の審議に入って参ります。今国会では、

土地改良法の改正についてご審議いただくこととしており、もう少しで閣議決定がなされ

るところまで来ております。 

 改正の中身は大きく２点ございまして、１点目は農業競争力を強化していくための方策

として、現在、省を挙げて農地中間管理機構を活用した担い手への農地集約を推進してお

り、機構と連携した土地改良事業をやっていこうというものでございます。 

 今回、法律の中に明確に機構と連携した事業を位置付け、ほ場整備事業により担い手へ

の農地の集積・集約を加速化させるため、中間管理機構が借り入れた農地において、農業

者からの申請によらず、また農業者の費用負担や同意を求めない基盤整備事業が実施でき

るようにしていきたいと思っております。 

 ２点目は、防災・減災に関係する事業において、手続を簡素化し、速やかな事業着手が

出来るようにしようとするものでございます。 

 パイプラインが突発事故により破損してしまったイメージを持っていただければ結構で



すが、突発事後への対応を機動的にやっていくため、従来の災害復旧事業と同程度の手続

で進められるようにするということでございます。 

 当然、事業の実施に当たっては、農家からの申請によらず、行政側の判断でスタートし

ていくことが基本となります。 

 また、ため池整備等の防災事業をイメージしていただければ結構ですが、現在の法律で

は、防災重点ため池等における耐震調査により、耐震化が必要な池の整備を行うには、農

家の申請が必要となっているため、これも国や地方公共団体が農家の申請によらず、自ら

の判断で農業者の費用負担や同意を求めずに、原則やっていこうというものでございます。 

 これら事業におきましては、国や地方公共団体が自らの判断により事業を行うことにな

るので、行政機関がしっかりと判断していくことが求められていくと感じております。 

 次に農業農村整備に係る予算についてですが、先ほどお話ししましたように、平成29年

度予算案が現在国会において審議されており、政府案としては昨年度に比較して200億円

の増額となっております。 

 しかしながら、政府案を決めていく過程において、農業農村整備事業の効果はしっかり

と発現しているのかといった批判的な論調なども見受けられました。農業農村整備に係る

200億円の予算増は、農林水産省の全体予算の20億円減や政府全体の公共事業の予算が26

億円増にとどまっている中での増額なので、我々も今まで以上に事業の効果がしっかりと

出るよう確認しながら、執行していこうと考えております。 

また、政府全体の経済財政諮問会議においても、よりストックの効果の発現が高いと

ころに優先的、あるいは重点的に事業をやっていくべきといった意見もいただいておりま

す。 

 事業の実施に当たっては、公共事業による雇用創出などのフローの効果ではなく、事業

による農業の直接的なストックの効果に加えて地域経済への波及効果、例えば６次産業化

などをイメージしていただくといいのかもしれませんが、そういった効果がより高いとこ

ろを優先的・重点的にやっていきたいと思っております。 

 本日は、限られた時間ではございますが、北海道で実施しました補助事業の地区のうち、

事後評価を実施しました２事業種３地区につきまして、専門のお立場から忌憚ないご意見

等いただけますようお願い申し上げまして、開会に当たってのご挨拶とさせていただきま

す。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

○近藤課長補佐  

ありがとうございました。 

 整備部長は所用により、ここで退席いたしますので、ご了承いただきたいと思います。 

それでは、本日ご出席の委員をご紹介させていただきます。 

 まず、帯広畜産大学地域環境学研究部門、宗岡准教授です。 

 

○宗岡委員  

宗岡です。よろしくお願いします。 

 



○近藤課長補佐  

続きまして、北海道大学大学院農学研究院、波多野教授です。 

 

○波多野委員  

波多野です。よろしくお願いします。 

 

○近藤課長補佐  

続きまして、酪農学園大学、中原名誉教授です。 

 

○中原委員  

中原です。よろしくお願いします。 

 

○近藤課長補佐  

続きまして、北海道大学大学院農学研究院、井上教授です。 

 

○井上委員  

井上です。よろしくお願いします。 

 

○近藤課長補佐  

続きまして、北海道農業会議、佐久間専務理事です。 

 

○佐久間委員  

佐久間でございます。若干遅れまして申しわけございませんでした。 

 

○近藤課長補佐  

最後に、ＮＰＯ法人北海道食の自給ネットワーク、大熊事務局長です。 

 

○大熊委員  

大熊です。よろしくお願いします。 

 

○近藤課長補佐  

よろしくお願いいたします。 

 農林水産省の出席者の紹介につきましては、時間の関係上、お手元の名簿に変えさせて

いただきますので、ご了承願います。 

 議事に入ります前に、本日の配付資料の確認をお願いいたします。 

 お手元にお配りしました資料でございますが、まず配付資料一覧、それから会議次第、

それから出席者名簿、座席表、資料の１から３。参考資料として資料の４から６となって

おります。よろしいでしょうか。 

 続きまして、本日の進行についてご説明いたします。 

 この後、議事の進行を委員長にお願いしまして、議事の１、本検討会の運営等について



の確認、それから議事の２、事後評価結果書（案）の説明という順で進めていきたいと思

います。 

 なお、会議時間が限られておりますので、円滑な議事の進行にご協力をいただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の１、本検討会の運営等についてでございます。 

 まず、委員長でございますが、昨年度に引き続きまして井上委員が選出された旨、伺っ

ておりますので、ここからの議事の進行につきましては、井上委員にお願いしたいと思い

ます。 

 井上委員長、よろしくお願いいたします。 

 

○井上委員長  

北大の井上です。よろしくお願いいたします。 

 委員長ですが、お話があったように、選出に当たっては事前に調整をさせていただきま

した。資料６の技術検討会規則の第３条第３項では、技術検討会に委員長を置き、委員の

互選によりこれを定めるということになっており、事前調整の結果、私、井上が委員長を

させていただくことになりましたので、よろしくお願いいたします。 

 議事の運営に当たりまして、透明性・客観性を確保しつつ、効率的な議事運営に努めて

参りたいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 それから、本委員会の具体的な運営方法等について、事前に各委員に確認をいたしまし

た。委員会提出資料は公表とさせていただきます。また、議事録についても、発言者名を

明記し、公表とすることで事前にお諮りをしておりますが、よろしいでしょうか。 

 

○各委員 

異議なし。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。それでは、事務局におかれては、このような取り扱いで対応

をお願いします。 

 では早速、議事に入ります。 

 議事の２番目、農業農村整備事業等補助事業の事後評価結果（案）について、事務局か

ら説明をいただきます。その後、各事業担当から評価地区の説明をいただき、最後に、全

地区の第三者意見にかかわる取りまとめの方向を議論していきたいと思います。 

 説明に当たっては、時間に限りがあることから、評価の要点等を踏まえ、要領よくご説

明ください。 

 それでは、事後評価結果（案）について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

○柳澤課長補佐  

（資料２の「平成29年度農業農村整備事業等補助事業の事後評価（完了後の評価）」に基

づいて説明） 

 



○井上委員長  

ありがとうございました。 

 今の説明に対して、質問等があるかと思いますが、その前に、３地区の地区別評価結果

の説明を聞き、その後、今説明のあった事後評価に関してご意見等があれば承りたいと思

います。 

 それでは、２）に入りますが、地区別評価結果（案）については、地区毎にご質問・ご

意見を承ることにします。 

 経営体育成基盤整備事業「風連地区」の説明をお願いいたします。 

 

○能見課長補佐  

（資料３の地区別評価結果（案）説明資料の『経営体育成基盤整備事業「風連地区」』に

基づいて説明） 

 

○井上委員長  

ありがとうございました。 

それでは、ご自由にご発言をいただきたいと思います。既に事前説明の際に、いろい

ろな意見をいただき、それも反映した事後評価結果になっていると思いますが、ご自由に

ご発言下さい。 

 

○大熊委員  

風連地区は「はくちょうもち」という、非常に特徴のあるもち米を作っているところ

で、このもちは翌日になっても柔らかく、道の優良品種にも認定されています。 

 資料を見ると、認定農業者や農地集積は進んでいるものの、農家戸数や農業就業人口は

15年の間にそれぞれ34％、35％減っており、この下がっている数字は、もち米を作り続け

ていくには非常に心配です。 

 そこで伺いたいのですが、農地集積が進んで認定農家が増えていると、安心というイメ

ージを持つが、認定農業者の次世代を考えるにあたり、現在の認定農業者の平均年齢と後

継者の状況についてお聞きしたいです。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 今後、担い手がどうなるかといったご質問ですね。いかがでしょう。もし何か資料があ

れば。 

 

○能見課長補佐  

受益農家の方に後継者の有無について伺ったところ、202人のうち45名、割合としては

22%に後継者がおられるとの回答でした。 

 委員ご心配のとおり、２割しかいないというのか、２割をどう評価するのか。また、

我々農水省としても担い手に対して集積をしていくということも大事だと思っております

が、単に担い手に集積するだけでなく、それをいかに組織化し、集落営農や法人化も視野



に入れて、しっかりと地域の農地が農地として守られ、活用されていくようによる必要が

あると認識しているところでございます。 

 

○大熊委員  

認定農業者の平均年齢は分からないでしょうか。今分からなければ、後ほどで結構で

すので教えてください。 

 

○能見課長補佐  

年齢につきましては、調べさせていただきたい。 

 

○井上委員長  

今の大熊委員のご指摘に関連するのですが、私もこの資料の３－１－７の数字をいろ

いろ見ていると、実は農業だけではなく、様々な産業で同じような問題に直面していると

感じました。 

 その中で、農業に関していえば、確かに就業者は減っていますが、少なくとも耕地面積

は減らしておらず、これは大したことだと思います。今後の担い手がどうなるかは、大熊

委員がおっしゃったとおりで、非常に心配なところですが、今回のこの事業を契機として、

より効率的な農業を今後も継続できればいいなと、ちょっと感想じみた話ですが思ったと

ころです。 

他の先生方、いかがでしょう。 

 

○中原委員  

今、委員長がおっしゃったこの３－１－７の地域の第２次産業の減少は、土木建設業

がメインだと思いますが、ここが今打撃を受けていて、地域全体の元気が減殺されており、

悩ましいところです。何か単発の助成事業ではなく、地域産業全体をカバーするような対

策を考えないといけないのでは、といったことを感じました。 

 

○井上委員長  

以前に建設業の人たちが新規就農といいますか、農業に取り組む動きが地域によって

はありました。今、先生おっしゃったように、第２次産業の44％減、それからその下の表

でいうと製造業の44％減は、就業人口の数からいっても大きなウエートを占めています。 

 この様な数字は地域として今後どうなのか、すごく心配なところですので、こういった

人たちが農業にもかかわってくる取組があると、それは１つの光になると思います。 

 

○佐久間委員  

本地区では、法人数はなかなか増えていないと３－１－11にあります。これを見ると個

別経営としての認定農業者はかなり増えてきていますが、生産法人は平成17年から27年の

10年間でそれなりに規模拡大はなされているはずなのに数自体は増えていない。 

 やはり、それが特効薬になるかどうかは別にして、後継者が２割程度しかいない状況の

中で、先ほどおっしゃっていた建設業も含めた外部の方を労働力だけではなく、担い手と



して吸収し、形成していくとことが、個別の経営を立ち上げていくのは大変な部分もある

ので、この辺が課題だろうと思います。 

 そういう意味で、風連特産館におけるもち米の加工は優良事例はあるが、その後、風連

地区では続いていないという課題もあると思っております。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 他にございませんか。３－１－13の７に事後評価結果がまとめてられますが、ここに今

いただいた意見のようなところでこういうのも加えたらどうかというようなことがあれば、

それでも構わないと思います。 

 

○佐久間委員  

後継者の育成というのは非常に難しくて、客体としての後継者という部分と、主体と

しての後継者というのがありますから、幾ら客体としての後継者を育成しようと思っても、

主体としての後継者が自ら意識的に形成されない限り育成は難しい。 

 むしろ、そうであれば、それも重要なことでしょうが、外部と言ったら言葉が悪いです

が、農業外から積極的に入り、地域農業を担っていく人たちをどう育てるかはやはり大き

な課題だろうと思っております。 

 また、ほ場が大区画化や汎用化されているので、事業と併せていわゆる省労働力技術、

ＩＣＴの活用や特に米などにおけるワンマンオペレーション、あと直播栽培に取り組みな

がら、どう人を集めてくるかといったことが課題になるだろうといった思いから、省労働

力技術について追記していただいております。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 先ほど質問の数字はどうでしょうか。 

 

○能見課長補佐  

担い手の平均年齢については確認し、後日ご報告します。 

 

○井上委員長  

分かりました。 

 

○能見課長補佐  

参考までにお手元の資料の３－１－７で農業就業人口の割合を示しています。農業就

業人口の全体1,437人のうち65歳以上が549人と、約３分の１ということになりますので、

比較的若い方も多くやられているのではないかと推察されますが数字は確認いたします。 

 

○大熊委員  

お願いします。 



 

○井上委員長  

この地区に関して、他にございませんか。よろしいですか。 

 

○大熊委員  

最近ではＩＣＴを使った農業、要するに高齢になっても省力化できる農業とか、ある

いはドローンを使ってほ場の管理を行うなど、盛んに進めています。しかし、ある程度高

齢になって、後継者もいない状況では、施設の導入にお金がかかるため、躊躇している農

家もいます。若い人たちは、積極的に取り組んでいますが、高齢農家はなかなか踏み切れ

ないといった現状もあるので、どの様に普及させていくのか、さらには、次世代の後継者

につなげていくのか工夫が必要と感じています。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 そう簡単には、導入に踏み切れないということですね。他に何かございませんか。よろ

しいですか。 

 それでは、２つ目の地区に移らせていただきます。 

経営体育成基盤整備事業の島津地区について、説明をお願いいたします。 

 

○能見課長補佐  

（資料３の地区別評価結果（案）説明資料の『経営体育成基盤整備事業「島津地区」』に

基づいて説明） 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 それでは、皆様の方からご自由にご意見をいただきたいと思います。いかがでしょう。 

 

○宗岡委員  

３－２－10の一番上の図ですが、小麦と大豆の整備前・整備後の単収の凡例が白黒で非

常に分かりづらいです。たぶん単収で考えると上が小麦であろうと想像は出来ますが、分

かりやすいようにしてください。 

 

○能見課長補佐  

修正させていただきたいと思います。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 他にございませんか。 

 

○大熊委員  



２つ質問があります。まず１つ目は３－２－６の上富良野町の産業別15歳以上の就業者

数の表でして、これを見ると全ての産業で減っていますが、その他だけは増えており、就

業者数も突出して多いですが、これはその他いろいろ入っているからその他だとは思うの

ですが、どういった仕事をしている人たちでしょうか。富良野なので観光業ですか。 

 

○能見課長補佐  

観光業ではないと思います。 

 

○中原委員  

駐屯地があるので、自衛隊ではないでしょうか。 

 

○大熊委員  

なるほど。どうしてここだけ減っていないのか、少し不思議ですね。 

 もう１つは、３－２－８の島津地区の生産額ですが、先ほどばれいしょやたまねぎは作

付がゼロになって、代わりに高く売れるかぼちゃや大豆に移行したということですが、生

産額を見ると、平成20年度のばれいしょ4,000万、たまねぎ9,200万がゼロになっており、

かぼちゃと大豆が増えてはいても、生産額全体はかなり減っています。 

そのため、農家の経営状況は、人口が減っていることもあるとは思いますが、苦しく

なっていないでしょうか。 

 

○柳澤課長補佐  

 生産額は、地区内の農地を対象に整理をしております。そのため、事業参加農家個々の

経営状況の変化として把握はしておりませんが、先ほどの説明にありましたとおり、この

地区内だけ見ると、ばれいしょやたまねぎの作付はゼロになっておりますが、その一方で

同等の面積が地区外で生産されていることから、農家の経営状況は変わらないのではない

かと考えております。 

 つまり、排水条件が向上したり、区画が大きくなると、受益農家はどうしても効率性や

省力化を求め、機械による効率的な生産が可能な作物については整備された地区での作付

が進み、事業を実施する前に作付けされていた野菜は地区外で生産されているケースもあ

ります。本地区においては、関係町の野菜の作付面積を確認したところ、事業実施前と実

施後はほぼ同じであったことから推測しますと、経営状況は維持され、さらに、大豆の作

付が増えていることを考えると、その部分は向上しているのではないかと考えております。 

 

○大熊委員  

ありがとうございます。 

 せっかく事業によって作業効率が良くなっているのに、生産額が減っているのが少し気

になったため、質問させていただきました。ありがとうございます。 

  

○佐久間委員  

それに少し関連しまして、３－２－７の３の（１）の２つの表の地区名ですが、これ



は島津地区ではないでしょうか。 

 

○能見課長補佐  

大変失礼しました。修正させていただきます。 

 

○井上委員長  

しっかり見ていただきまして、ありがとうございます。 

 他にございませんか。 

 

○波多野委員  

事前説明の際に聞き漏らしたのかもしれませんが、泥炭地を改良するのには、排水対

策のみ実施すると余計に土地が沈下すると思います。排水対策だけで大丈夫だという理由

は何でしょうか。 

 

○井上委員長  

その点については、私も少し心配しておりまして、事前説明の際に泥炭土壌で区画整

理を実施しているほ場の大区画化によって新たな不陸は発生していないか質問しました。

それに対しては、表層下１ｍ程度の薄い泥炭層なので、営農レベルで対処しているという

ことですが、やはり泥炭なので、層が薄くても沈下は起きていると思いました。 

 

○波多野委員  

何か別の事業で客土等を行っていますか。 

 

○能見課長補佐  

本事業では、客土等は行っていないと思います。 

 

○井上委員長  

たぶん泥炭そのもので作付はしておらず、過去に何回か客土をやってきた土地におい

て、今回新たなほ場整備をやったのではないでしょうか。 

 

○波多野委員  

なるほど。 

 

○井上委員長  

しかし、排水を強化すると、当然泥炭ですので、沈下は進むというのはあります。そ

れによって発生した不陸は営農レベルで対処できる範囲ですが、沈下は沈下として起きて

いるというのが、波多野先生のご指摘だと思います。 

 

○波多野委員  

別事業でしっかりと客土が行われた上で、今回のこの様な計画で事業をやられたとい



うことであれば、何も問題はないと思いますが、少しそれに関するコメントがないのが気

になりました。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 

○波多野委員  

事前説明の際の指摘と回答に、稲わらの搬出に関する意見があります。収穫後の稲わ

らがほ場から排出されているのであれば、すばらしいことだと思いますが、どの様に取り

組まれているのでしょうか。 

 裁断して表面に置くといったことが、最近多くやられているようですが、本当はロール

で巻いて搬出できると一番いいわけです。 

 

○井上委員長  

ここの確認結果の記載を見ると、「ほ場外に搬出し」となっているので、富良野盆地

内の泥炭地でほ場整備をやり、周りの丘陵地の畜産農家に稲わらを持っていっているので

はと私は想像しました。 

 

○波多野委員  

その様な取組が行われていれば、すばらしいことだと思いますが、畜産農家の中には

病気の問題から非常に神経質になっているとも聞きます。 

 

○井上委員長  

輸入ものを使うということに対してですか。それとも、地区内のほ場から持ってくる

ということですか。 

 

○波多野委員  

地区内のほ場から稲わらを持ってくると、泥がついていることもあるので、その様に

聞いています。ここに書かれている取組が行われているのであれば、これはすばらしい効

果だと思います。 

 

○能見課長補佐  

最近は、畜産農家の方とうまく連携しており、稲わら処理も取り組まれていまして、

聞き取り結果では、排出効果ガスの削減につながるという高い認識はないですけれどもク

リーン農業の一環として結果的にそのままそこに捨て置くということではなく、稲わらを

持ち出して利用している状況です。 

 

○井上委員長  

さらに、搬出された稲わらが堆肥化され、地域内のほ場に還元されているとなると、

すばらしい取組になります。確認結果となっていますが、その辺りについても再度確認い



ただけないでしょうか。 

 

○波多野委員  

確認結果であれば、そういった取組についても記載した方が良いと思いました。 

 

○井上委員長  

なるほど。 

 

○能見課長補佐  

取組を再度確認し、波及的効果等の欄に方に記載するよう検討いたします。 

 

○波多野委員  

要するに、排水しないとこの時期に稲わらを集めるということ自体が難しいです。 

 

○佐久間委員  

コンバインの写真を見ると、結束しておらず、そのまま裁断しているようですが、ま

さか、ほ場にまいたものをもう一度集めてくるのは、大変なことと思ってしまいます。 

 

○波多野委員  

裁断した稲わらは、やはり持ち出せないです。 

 

○佐久間委員  

だから、一応結束でもして、落としていくとかしないと、集められないと思います。 

 

○井上委員長  

今、波多野先生からご提案があったのは、地域で連携がとられこういった取組が行わ

れているのであれば、３－２－11の波及的効果に記載するとか、あるいは事後評価結果に

入れても良いのではというご提案ですね。 

 

○波多野委員  

そうです。これは非常に重要なことで、そこまで今はやられていないが、試験的に稲

わらそのものを持ち出し、堆肥にしてもう一度入れ直すことで、メタンの排出量を減らす

ことはやられているわけです。 

 それから、もう１つは、排水路の改良による間断かんがいにより、メタンの排出を減ら

す取組が技術化されており、30％ぐらい排出量が減ります。本地区では、量的な計算がで

きていないので、その点については評価をしていないが、評価をすればメタンの排出量が

どれだけ減るのかカウントできるレベルになってきています。 

 

○能見課長補佐  

評価方法については、なかなか勉強が追いついておりませんでして、事業の効果とし



て投資に見合った当初の事業計画が、達成されているかどうかを評価していくわけですが、

それがどの程度地域に波及しているのかというところを我々もどのように評価していくか、

新しい評価の仕方というのはあろうかと思いますので、勉強していきたいと思います。 

 

○井上委員長  

まさしく、今日の委員会で我々が第三者として意見を求められ、そういう見方もある

のではないかという貴重な意見をいただいたと思います。 

 後日事務局とどの様に整理するか相談しますが、是非そういった視点も持つべきだとい

うような考えで意見にしたいと思います。 

私から１点よろしいですか。３－２－８の営農経費の節減における労働時間と機械経

費を見ると非常によくなっています。同じ水田ですが、風連地区はもち米なのである意味

総合的にやっているのかと思いながら見比べたところ、島津地区は風連を上回る労働時間、

あるいは機械経費の節減になっています。 

 もともとは風連の方が値としてはよかったのに、この事業によって島津の方がよくなっ

ていますが、何か原因はあるのでしょうか。 

 

○柳澤課長補佐  

推測ですが、まず整備されたほ場の標準区画は島津が136aであるのに対し、風連は61a

であること、また地域の戸当たり経営面積も本地区の28.5haに対し風連は14.1haであるこ

とから、本地区の方がスケールメリットを活かした効率的な営農が可能と考えられ、労働

時間の節減が上回っていると推測されます。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 先入観で風連の方が大規模にやっているのでは、大区画なのではと思っていました。 

 

○宗岡委員  

そうだとすると、先ほどの泥炭地における地盤沈下による不陸の発生につては、確認

していただきたいです。 

 

○佐久間委員  

あと考えられることとして、島津地区の方が地域的に非常に団地化しているというか、

固まっています。風連はどうしても町域全体なので、農地がどういうように分散している

かはこれだけは分からないものです。風連地区においても換地を行っているとは思います

が、その後、離農が増えてくれば当然その農地は分散していきますから、そういう部分で

の違いはあるような気はします。 

 

○井上委員長  

分かりました。ありがとうございます。 

 他にこの地区に関してございませんでしょうか。 



 ないようですので、３つ目の地区に移ってよろしいですか。 

 畜産担い手育成総合整備事業再編整備型事業、興部地区について説明をお願いします。 

 

○井上課長補佐  

（資料３の地区別評価結果（案）説明資料の『草地畜産基盤整備事業「興部地区」』に基

づいて説明） 

 

○井上委員長  

ありがとうございました。 

 皆さんからご意見を伺いたいと思います。 

 最後の７の事後評価結果において、「また」で文章がつながっていますが、これは少し

日本語としておかしくありませんか。語尾に必要があるとなっているので、「また」は必

要ないと思います。 

 

○井上課長補佐  

分かりました。「また」を除き、「今後」以降、改行させて頂きます。ありがとうご

ざいます。 

 

○井上委員長  

ご意見、お願いいたします。 

 

○宗岡委員  

事前説明の際にも同じようなことを少し申し上げましたが、本地区の費用便益比（Ｂ

／Ｃ）は1.92と非常に大きな効果が出ています。他の２地区を見ると、風連地区も1.93と

非常に大きな数字ですが、島津地区は風連地区より、大区画化や省力化などによる経費削

減がなされているものの、費用便益比が1.38と他の２地区よりも小さく不思議な気がしま

す。 

 数字を積み上げた結果、この様になったと思いますが、もう少し島津地区の効果が大き

くてもいいではと感じました。 

 

○井上委員長  

ご質問としては、島津地区のＢ／Ｃが他の２地区より小さいのはどうしてかというこ

とですが、いかがでしょうか。 

 

○佐久間委員  

算定手法が違いますよね。 

 

○宗岡委員  

計算方法が違うのは分かりますが、非常に効果が出ている島津地区のＢ／Ｃの値がな

ぜか他の地区よりだいぶ小さいのが気になります。 



 

○柳澤課長補佐  

 費用対効果分析手法が風連は投資効率方式、島津は総費用総便益費方式を採用しており、

算定方式の違いがあるため単純な比較はできませんが、島津の方が受益面積が小さいため、

区画整理や排水改良により節減される地区全体の労働時間などに違いが出てきます。 

 また、地区内で作付されている作物にも違いがあり、一般的には、もち米はうるち米よ

りも単価が高いことなどから、Ｂ／Ｃに差が出ていると推測されます。 

 

○井上課長補佐  

畜産事業において少し数字が高いのは、多分皆さんもご存じだと思いますけれども、

この一、二年間乳価が非常によろしいということ、あと、副産物価格もよくなっているか

らです。乳用牛にＦ１をつけている人も、子牛価格が非常に高騰していますので、今ちょ

っと酪農家は一服しているところだと思います。 

 

○井上委員長  

よろしいですか。 

 

○宗岡委員  

はい。ありがとうございます。 

 

○井上委員長  

他にございませんでしょうか。 

 

○大熊委員  

２つ質問があります。１つ目は、３－３－10の５の事業実施による環境の変化ですが、

（１）の一番最後の文章に「問題がみられなくなった」と書いてありますが、これは問題

が解決したと理解して良いのでしょうか。 

 

○井上課長補佐 

 そうですね。堆肥化が進んでいないものをまいたりとか、においの問題とか、そういっ

た問題が見られなくなっているということです。 

 

○大熊委員  

少し漠然とした表現でしたので、今のところは問題が見られないといった意味なのか

と思い、質問させていただきました。 

 

○井上課長補佐  

そういう意味ではございません。 

 

○大熊委員  



長年のそういう問題が解決したということですね。 

 

○井上課長補佐  

そうです。 

 

○大熊委員  

もう１つは、その前の３－３－９の４の事業効果の発現状況における農家１戸当たり

の飼料頭数ですが、乳用牛と肉用牛と書いてあります。肉用牛には、ホルスタインの雄を

肉用牛として育てているものも含まれているのでしょうか。 

 

○井上課長補佐  

個々の生産までは分からないですが、多分こちらの方はＦ１が多いんじゃないかとは

推測しております。ただ、確認はしておりません。 

 

○大熊委員  

ＴＰＰは流れたようですが、依然として日米ＦＴＡが始まりＴＰＰの基準以上の条件

を求められるのではないかとか、ＥＵとのＥＰＡが進みＥＵからチーズが入ってくるので

はないかと懸念されます。仮にその様な状況になると酪農家には大きなダメージになり、

興部の基幹産業は酪農なので、非常に心配です。 

特に肉牛においては、輸入牛との差別化が図れないということでホルスタインの雄が

非常に影響を受けると言われています。後継者の有無も影響しますが、せっかく基盤整備

をしても、その後、経営が続けられなくなっては問題と思いました。 

 

○井上課長補佐  

ＴＰＰ対策として、まずは酪農家に対し、後継牛を確保するということで、例えば雌

性判別精液の活用で後継牛を確保し、残りの乳牛から黒毛和種やＦ１を生産する支援など

を行っているところです。 

肉用牛も例えばＦ１とか黒毛和種に生産を変えるなど、地域で考えていくことなので。 

 

○大熊委員  

そうですね。何らかの対策も併せて行っていかないと、せっかくの基盤整備が活かせ

ないと思います。 

 

○井上課長補佐  

そういった意味では我々もそのＴＰＰ前提で、一昨年とか去年から動き始めたところ

です。 

 

○大熊委員  

分かりました。ありがとうございます。 

 



○井上委員長  

基本的な情報として、３－３－８に飼養頭数とありますが、肉用牛と乳用牛を飼育し

ている農家戸数は分かりますか。 

 

○井上課長補佐  

農家戸数ですか。ちょっとお待ち下さい。 

 

○井上委員長  

圧倒的に乳用牛の農家の方が多いと思いますが。 

 

○井上課長補佐  

そうです。肉用牛は２戸ですかね。 

 

○井上委員長  

それでは、78戸は酪農ということですか。 

 

○井上課長補佐  

ただ、78戸の中に飼料生産組合やＴＭＲセンターもあります。 

 

○井上委員長  

それも受益農家に入っているのですか。 

 

○井上課長補佐  

はい。あと、18戸、離農農家があります。 

 

○井上委員長  

分かりました。 

 他にございませんか。 

 

○中原委員  

先ほど適宜にスラリー等で散布され、問題がなくなったとあるが、本地区は、海も近

いので、漁業者と何かコンフリクションはなかったのでしょうか。 

 

○井上課長補佐  

ここでは特に聞いていませんが、他の地区では草地を更新する時に農薬を使うと河川

を通じて流れているのではないかという話は聞きます。 

 ただ、ふん尿の関係は法律の関係もありますので、大分なくなってきているかと思って

おります。 

 

○井上委員長  



他にございませんか。よろしいですか。 

 なければ、３地区を通して何かございますか。 

 それと、冒頭に事後評価についてとして、資料２に基づいてご説明いただきましたが、

評価全体についても何かご意見あればお聞きしていきたいと思いますので、そちらについ

てもよろしいですか。 

 

○能見課長補佐  

先ほどの件で追加情報をよろしいでしょうか。 

 まず、島津地区でございますが、客土につきましては、やはり本事業以外の別事業でも

実施しておりません。 

実施しているとすれば、個人農家の土作りで土を入れる程度ですが、事前にご質問を

いただいた回答にあるとおり、余り泥炭層が深くなく浅いことから、少々の不陸について

は営農で対応しているところです。 

 

○井上委員長  

前歴事業でも客土はやっていないですか。 

 

○能見課長補佐  

前歴事業でも客土は実施していないようです。 

 

○井上委員長  

もしかすると泥炭と言っても、ここは十勝岳の麓で土石流をかぶったところもあるの

で、結構土砂分を含んだ泥炭かもしれませんね。 

 

○能見課長補佐  

島津地区の稲わら処理については、ほ場外に持ち出していると確認していますが、詳

細については再度確認させていただきたいと思います。 

風連地区の認定農業者の数も、お時間をいただいて確認させていただきます。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。 

 それでは、全体通じて何かございませんか。 

 

○柳澤課長補佐  

１点補足させてください。 

 大熊委員から事前説明の際にいただきました島津地区の指摘番号８番の農業への企業参

入の状況ですが、昨年の６月時点のデータによると、平成21年の農地法改正以来、新たに

2,222法人が農地をリースもしくは所有して農業経営を行っております。 

 異業種からの参入が多い業種としましては、食品間連産業が495法人で約２割、建設業

が226法人で約１割となっており、約３分の１がこの２業種になっております。なお、こ



れらの数値は、全国の数値となります。 

 

○井上委員長  

ありがとうございます。大熊委員、よろしいですか。 

 

○大熊委員  

食品間連産業とは、食品会社が該当するのでしょうか。 

 

○柳澤課長補佐  

分類が食品関連産業としかなかったため、内訳までは確認出来ておりません。 

 

○大熊委員  

分かりました、結構です。ありがとうございます。 

 

○井上課長補佐  

あと、参考ですが、うちの方の事業でＴＭＲセンターというものを整備しています。

ＴＭＲセンターというのは家畜の給食センターというイメージで、そこで飼料生産組合が

エサをバンカーサイロに詰め込んでいるのですが、その調製とか配送は配送業者に委託し

ています。 

つまり、地域の異業種の方に、そういった調製とか配送も委託しているということで、

地域の人も仕事ができるということで、連携しあっているということをつけ加えさせてい

ただきます。 

 

○井上委員長 

 ありがとうございます。 

 全体を通じて何かございませんか。波多野先生、どうぞ。 

 

○波多野委員  

議論を蒸し返しで恐縮ですが、やはり泥炭土を排水改良し、それを畑に使うことを推

奨するのは良くないと思います。 

 地盤沈下だけではなく、有機物が20％以上含まれている土壌である泥炭土を排水して乾

かすと有機物は分解してＣＯ２になって出ていくので、本来、排水そのものは泥炭地で推

奨される技術ではないです。 

 そのため、客土を実施することで、泥炭層を水の中にできるだけ多く維持しながら、農

地として活用しているわけです。やはり島津地区も泥炭土壌であるため、地盤沈下が起こ

っており、それをさらに排水していくという理屈は納得できないです。 

 やはり泥炭土壌に分類されているのであれば、それに従いどの様に保全・維持するのか

を念頭に置いて、事業をやるのが妥当ではないかと思います。 

 

○能見課長補佐 



 北海道の他の泥炭土壌地域においても本地区と同じようにこれまで土地改良事業を実施

していますが、排水性が悪いほ場において暗渠排水や客土を併せて行うことで、全体の沈

下をコントロールできる範囲に収めてきているのが実態なのかと考えております。 

 

○波多野委員 

 過去から、２ｍぐらい沈んでいます。 

 

○能見課長補佐 

 北海道の泥炭地帯では、排水改良等を行い一部だけが沈下することがないように全体を

コントロールし農業を実施していると思います。 

 

○波多野委員 

 そのとおりです。 

 

○能見課長補佐 

 泥炭地帯においては、依然として排水対策として暗渠排水をやりたいという要望が非常

に強いです。その中で、水を抜くべきところでは抜いて、うまくバランスをとっていくと

いうのが、北海道では非常に求められていると思います。 

 

○波多野委員 

 やはり泥炭土は50cmの深さ以内に有機物が20％以上含まれている土壌のことを言ってい

るので、大したことのない泥炭であるというような意識は持ってはいけないと思います。

有機物がなくなって泥炭土ではなくなるまで乾かし、有機物を分解してＣＯ２を外に放り

出すというようなことを、あたかも推奨しているかのような話になってしまいます。 

 だからこそ、客土と組み合わせた実施が必要なことを意識しないといけないはずです。 

 

○能見課長補佐 

 もちろん、我々も昔に整備した地区で不陸が起こったり、暗渠の効きが悪くなったりと

いう時には、更新する整備メニューもございます。これは、全体の面整備、区画整理を再

度行うということではなく、既に整備している区画に対して、対策が必要な部分に暗渠だ

けを行うとか、客土だけを行うという、簡易的な整備を行いさらに使いやすいほ場に整備

する手法もございます。本地区の事業については、事業を実施した時点ではそんなに泥炭

が多くないという判断から、区画整理や暗渠排水のみを実施したものと推察されます。 

 将来、委員がおっしゃられるように、有機物が分解されて不等沈下が起こるケースはあ

るかもしれませんが、その都度別途手当てしていくことが可能となっています。 

 

○波多野委員 

 現在の土地改良において、暗渠をどれだけの間隔で入れるとか、深さをどれだけにする

かは、歴史的にずっと変わってきているのは分かっていますが、第一に地盤沈下を起こさ

ない、泥炭の分解を起こさないことに配慮して行うことは書かれているはずです。 



 このため、泥炭が分解してなくなるということをもっと意識し事業を展開していくため

の反省材料の１つになるのではと思います。 

 よって、メニューをたくさん持っている、技術を持っているということは承知の上で、

泥炭地をどういうふうに管理するかというのは皆さん苦労されている話だということも分

かっていますが、排水改良のみの整備が良かったという話には、やはり多少疑問を持たな

ければいけないと思います。 

 

○井上委員長  

波多野先生がおっしゃっていることは、実は北海道の泥炭地に対するパラダイムシフ

トをしないといけないという注意喚起です。例えば、私の研究室でも、昔から泥炭地の開

発のことをずっとやってきたわけですが、昨日もそういう集まりが地元の人たちとありま

した。本当に生産性の向上のみに着目した今の排水改良をやっていって将来があるのか考

えないといけないところに、特に泥炭地帯はこれから置かれると思います。 

この事業は、もちろん農業者からの申請事業で農業者の方を向いてやっていることは

よく分かりますが、そのことだけではなく、色々な評価の見方があって、そういうところ

に配慮した新しい事業といいますか、取組をメインに書かないと、特に泥炭に関しては非

常にやっかいな土なので危険ですという指摘かと思います。 

 

○波多野委員 

 そうですね。 

 

○井上委員長  

これは本当にやっかいな話で、例えば100年、200年先に石狩の低平地がどうなっている

か分からない状況があり、単に排水性を良くするとか、生産性を上げるだけの事業をやっ

ていると、将来オランダのように国土管理をしないといけないかもしれないです。 

だからこそ、１つの見方として、特に農水省がやる事業については、その様な考え方

を持っておいたほうが良いのでは、といった指摘をいただいたと思いました。 

 

○波多野委員 

 そのとおりです。事業を契機に稲わらが回収されるようになり、耕畜連携の取組が推進

されるなど、良いことが起こっているわけですが、事業そのものの最初のやり方が正しか

ったのかという観点から、今後の事業の取組方につなげたほうが良いという意味です。 

 

○井上委員長 

 今日は第三者の意見として、先ほどの島津地区の話がございました。また、ただ今、波

多野先生から新たにご意見をいただいているので、こういった内容を議事録にしっかり留

めておき、特に泥炭における今後の基盤整備の手法を考えていただきたいと思います。 

 

○大熊委員 

 私は消費者の立場で出ているので、島津地区における稲わらのほ場外への搬出がＣＯ２



排出を削減し温室防止効果があることをしっかり農家にも伝えていただきたいと思います。

消費者側としては、環境意識がかなり高くなってきており、ものを選ぶ時にそういう観点

も指針の１つになっています。 

 本当に待ったなしの問題、直面している問題なので、やはりしっかりと農業の価値の１

つとして環境と共存していく、環境を保全していくという非常に大きな価値があることを

アピールしてもいいと思いますし、農家にもしっかりと伝え、配慮した方向で進んでいく

ことが消費者の意向に合致していると思います。 

 

○井上委員長  

これから、そういうことをやることが地域のオリジナリティといいますか、アイデン

ティティを高めることにもなりますね。 

 

○大熊委員 

 そうですね。消費者の支持も得られるということです。 

 

○井上委員長 

 どうもありがとうございました。 

 他に。どうぞ。 

 

○井上課長補佐 

 私も現地に行こうと思ったのですが行けなくて、係長にかわりに行ってもらったのです

けれども、この辺の地域はＪＡオホーツクはまなすというところが、「オホーツクはまな

す牛」という名称でブランド化してしっかり差別化した形でやっていると思いますので、

一応参考につけ加えさせてもらいます。 

 

○大熊委員 

 ありがとうございます。 

 

○佐久間委員  

今さらの話で申しわけございませんが、経済効果の算定には、投資効率方式と総費用

総便益方式があり、それぞれ出てくる数字も違います。風連地区と島津地区は、両方とも

同じ事業で行っており、両方とも同じ上川地方であるのに、なぜ違う算定手法を使ったの

でしょうか。総費用総便益の方が大変そうな計算はされているようで、どちらが良い悪い

のかを申し上げるつもりは全くございません。 

 ただ、それぞれによって数値が異なるのであれば、１つの基準により出てきた数字の方

が比較しやすいと思います。違う方法で出てきたものであれば、１以上あれば良いという

意見もあるが、1.93と1.38では随分違うという議論も出るので、両方を今回のようにそれ

ぞれの地区で変えるのであれば、こういった理由でということを次回からでも結構ですの

で、教えていただきたいと思います。 

 



○柳澤課長補佐  

 現在採用されている総費用総便益方式は、昔から効果算定の考え方としてありました。

しかし、この手法は、数値を一つ一つ積み上げる方法であり、作業はかなり煩雑になりま

す。 

 それに対し、投資効率方式は、いわゆる係数を使って算出する手法であり、両者の比較

検討を行った結果、投資効率方式と総費用総便益方式の算定結果が変わらなかったことか

ら、当省では投資効率方式を採用していました。 

 しかし、公共事業を所管している他省のＢ／Ｃの算定方式は、総費用総便益方式が主流

になってきたという時代的な背景とともに、効果の算定方法が年々高度化され、建設費を

用いて算定する更新効果を廃止し、代わりに総費用総便益費による、ありせばなかりせば

方式が導入されました。 

 この様な効果の大きな変更をしたのが平成19年度からになり、再評価と補助事業の事後

評価については、最終計画において投資効率方式で算定していた地区は、投資効率方式を

採用して良いこととしております。ただし、平成19年度以降に事業計画を変更する場合は、

総費用総便益方式で行うこととしています。今回の評価地区の場合、風連は事業計画の変

更が19年、島津は21年に行われており、風連の効果算定時期が19年以前であったため投資

効率方式を採用しています。一方の島津は、21年に計画変更が行われているので、総費用

総便益方式で算定しています。 

 

○佐久間委員 

 分かりました。 

 

○井上委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。 

 それでは、たくさんいただいた意見をもとに、評価結果書の記載内容をいくつか直して

いただくところがあったかと思います。修正後の内容においては、各委員の皆様にもう一

度確認をとっていただきたいと思います。 

 また、第三者の意見は、私が事務局に協力をいただきながら取りまとめを行い、それを

皆様にお諮りした上で、最終決定したいと思っておりますので、その様な段取りで進めさ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 

○各委員 

異議なし。 

 

○井上委員長 

 ありがとうございます。 

 長時間にわたって委員の皆様、ありがとうございました。 

事務局の方にお戻しいたします。 

 

○柳澤課長補佐 



 今日はいろいろご意見をいただきまして、ありがとうございました。ご確認になります

が、議事１で決定されました、議事概要の公表につきましては、各委員にご確認していた

だき、それが済み次第、速やかに公表したいと考えております。 

 次に、評価結果書等の資料につきましては、本日いただきましたご意見を踏まえ、修正

すべきところは修正し、また、委員長が先ほどおっしゃられました第三者の意見の案と併

せて委員の皆様方にご確認をさせていただきたいと考えておりますので、ご協力の程、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○近藤課長補佐 

 それでは、以上をもちまして、北海道において実施する農業農村整備事業等補助事業に

関する技術検討会を閉会いたします。 

 本日はお忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。 

 

                                以 上 


