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平成 24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 25年２月 26日（火）13時 30分～17時 20分 

 

場 所：農林水産省 農村振興局 第１会議室 

 

 

○濱井課長補佐 

 定刻となりましたので、ただ今から、「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。 

本日の司会を務めさせていただきます事務局の濱井と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

まず始めに、本日の技術検討会の開催に先立ちまして、２月 15 日に開催に関するプレス

リリースを行ったところ、何件か問い合わせがございましたが、本日は傍聴等の希望者が

いないことをご報告させていただきます。 

 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

評価委員会」の委員長である小林整備部長からご挨拶申し上げます。 

 

○小林整備部長 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、聞くところによりますと北海道は記録

的な大雪だとのことでそのような中、本検討会にご出席を賜りまして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いて、格段のご支援、ご協力をいただいている

ことに厚く御礼申し上げます。 

さて、ご承知のこととは存じますが、農業農村整備事業の予算につきましては、３年

前の政権交代時に大幅に削減されたところでありますが、平成 25 年度の予算につきまし

ては、平成 24 年度の補正予算、平成 25 年度の当初予算を組み合わせまして、平成 21 年

度の当初予算、その前年度の補正予算の水準まで戻すといった形で編成を進めていると

ころであり、報道等によれば、平成 24 年度の補正予算については本日中に成立、平成 25

年度の当初予算についても、今週中に国会に提出される見込みとなっております。 

この予算をもちまして、東日本大震災等を教訓とした防災、減災といった国土の強靱

化や競争力のある攻めの農業の展開のための農業生産基盤の整備といった施策を円滑に

進めて参りたいと考えております。 

本日は、北海道において実施する補助事業地区について、専門的な立場からご意見をい

ただくこととなっております。例年であれば、事業完了地区だけではなく、事業実施中の

地区の再評価についても、この場においてご検討いただいているところでございますが、

昨年度に引き続き対象となる地区がございません。 

従いまして、事業完了後の地区の評価、事後評価についてご議論いただくことになりま

すが、完了後の事業効果や課題等の評価につきまして、委員の皆様に忌憚のないご意見等

をいただき、業務の円滑な推進に活用させていただきたいと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 

○濱井課長補佐 

（技術検討会委員名簿等に基づき技術検討会委員、農林水産省側の出席者を紹介。） 

 

○濱井課長補佐 

 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料についてご確認願いたいと思います。

お手元に配布しております資料、会議次第、委員名簿、資料の１から６、参考資料の１か
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ら３と綴られておりますでしょうか。落丁等ございましたら、事務局にお申し付けくださ

い。本日の終了時刻は 17 時 30分を予定しておりますので、皆様、円滑な議事進行にご協

力いただけますようお願いいたします。 

 

～ 資料確認 ～ 

 

 それでは、議事次第の２の（１）、本検討会の運営等についてでございます。具体的な

運営等については、委員長の選出、検討会提出資料の公表について、議事録の取扱いにつ

いて、委員の皆様にご協議いただきたいと思いますが、事前に協議を行っていただいてい

ると伺っておりますので、委員長よりご報告をよろしくお願いします。 

 

○長澤委員 

それでは、私からご報告させていただきたいと思います。 

 委員長の選出に当たりましては、技術検討会規則第３の３の規定に基づきまして、委員

の互選ということで協議いたしました。その結果、私、長澤が委員長をさせていただくこ

とになりました。 

 なお、本検討会の具体的な運営方法について検討した結果、次のとおりといたします。 

 

一つ、検討会提出資料については、これを公表する。 

二つ、議事録については、発言者名を明記の上、公表とする。 

 

 運営方法については、以上のとおり決定いたしました。 

 

○濱井課長補佐 

 ありがとうございました。ただ今、長澤委員長からご報告がありましたように、本検討

会を運営していきたいと思います。それでは、以降の議事進行は長澤委員長にお願いした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○長澤委員長 

 本検討会が、透明性と客観性を確保しつつ、また、効率的に議事を運営するように努め

て参りたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは会議次第に従いまして、事後評価結果（案）について事務局から説明をお願い

します。 

 

○渡邊課長補佐 

土地改良企画課で補助事業の事後評価を担当している渡邊と申します。 

個別の地区の具体的な評価結果（案）について説明を行う前に、私から今回の議題であ

る農業農村整備事業等の事後評価の進め方について、お手元に配布した資料に基づきご説

明させていただきます。 

（資料１に基づき、農業農村整備事業等補助事業の事後評価の進め方について説明。） 

 

○長澤委員長 

 ありがとうございました。ただ今、事務局より説明のありました内容について、ご意見、

ご質問がありましたら、ご発言願います。 

 ３の評価実施地区の選定の項目に「各局事業別に複数地区を選定」とありますが、北海

道、東北といった各ブロックを縦断的に捉えてバランスに配慮し、全体的に網羅できるよ

うな選定方法を取られているということでよろしいですか。 

 

○渡邊課長補佐 

対象となる事業種において複数地区での協力が得られない場合もありますが、１地区
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だけですと地区間の比較も踏まえた評価ができないという側面もあり、このような選定

方法で実施しております。 

 

○長澤委員長 

 それでは、評価結果書（案）の説明、質疑に入っていきたいと思います。 

 まず、経営体育成基盤整備事業「妹背牛６区（もせうしろっく）地区」について、説

明をお願いします。 

 

○吉田課長補佐 

農地資源課で経営体育成基盤整備事業を担当している吉田と申します。お手元に配布し

た資料に基づき、ご説明させていただきます。 

（資料２及び資料５に基づき、経営体育成基盤整備事業「妹背牛６区地区」について説

明。） 

 

○長澤委員長 

 ありがとうございました。それでは、ただ今の説明内容について、ご質問、ご意見等あ

りましたら、ご発言願います。 

 

○大熊委員 

資料２の４ページ、事業実施による環境の変化の自然環境の項目において、「環境配慮

区域に位置していることから、工事の実施に当たり、汚濁水の排出による魚類への影響や

動植物の生息環境等への配慮を行っており」とありますが、どのような配慮を行ったので

すか。 

農業生産基盤整備の実施に当たっては、使用者の利便性や効率性の面を評価されること

が多いと思いますが、近年、環境に対する影響といった面も注目されているところであり、

消費者からは環境と共生した農業が求められてきていますので、その面でどのような配慮

を行ったのか教えていただけますか。 

それから、その前のページの生活環境の項目に「用排水路をパイプライン化した」とあ

りますが、どの程度の割合でパイプライン化されているかについても教えていただけます

か。パイプライン化を行った他地区の農家から、「ドジョウなどの生物が減った」という

話を聞いており、生物多様性も農業農村に求められている中、その点との整合性をどのよ

うに図っていくかということが気になりましたので、合わせて教えていただけますか。 

 

○吉田課長補佐 

環境に配慮した具体的な内容としては、工事の際、降雨の影響で発生する汚濁水を一時

的に貯留し、水の汚濁がある程度収まった段階で河川等へ排水するという配慮を行うこと

で魚類への影響を抑えるという取組を行っています。 

また、区画整理等を実施する区域内に貴重な動植物の生息・生育が確認された場合、工

事内容を見直したり、動植物を区域外の別の場所に移動させるなど生態系への負荷を軽減

する取組を行っています。 

 

○大熊委員 

 事前に環境アセスメントを行っているということですか。 

 

○吉田課長補佐 

 環境アセスメントまでは行っておりませんが、事業実施区域内にどのような動植物が生

息・生育しているかといった調査を行った上で、工事内容の見直し等の検討を行っており

ます。 
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○長澤委員長 

資料２には「用排水路のパイプライン化」とありますが、本地区では用水路のパイプラ

イン化を行ったということでよろしいですか。 

 

○吉田課長補佐 

手元に用排水路のパイプライン化に関する資料がございませんので、確認の上、報告し

たいと思います。 

 

○岡村委員 

 資料２の４ページ、事業実施による環境の変化の自然環境の項目において、「自然環境

の変化は特にない」と整理していますが、事業実施により自然環境に手が加わるわけで、

変化がないというのはあり得ないと思いますので、「自然環境は適切に保全されている」

もしくは「自然環境に大きな影響は生じていない」といった整理をしてはいかがですか。 

 

○吉田課長補佐 

 委員のご意見を踏まえ、記載について修正いたします。 

 

○橋本委員 

 資料２の４ページ、今後の課題等と事後評価結果の項目で「現在の農地集積状況を維持

するため後継者育成を推進する必要がある」と整理していますが、農地集積状況を維持す

るために担い手や後継者を育成するということは考えにくいと思います。 

 記載に当たっては、「地域農業の維持発展」や「地域の農業生産体制の維持」という内

容が適切かと思いますので、検討いただきたいと思います。 

 また、１ページの事業内容に受益戸数が 38 戸とあります。先ほど事業実施前が 40戸、

評価時点が 21 戸という説明でしたので、この数値がいつ時点のものか教えていただけます

か。 

 

○吉田課長補佐 

一点目に委員からいただいたご意見については、適切な内容となるよう記載について修

正いたします。 

二点目の受益戸数の数値についても、時点を確認の上、適切な数値に修正いたします。 

 

○岡村委員 

資料２の４ページの事後評価結果の項目で「今後は、更なる農作業の効率化を図るため、

直播栽培技術の普及等を推進する」と整理しています。 

地区別結果書中の評価項目での記載があまりされていない中、評価結果として唐突であ

る印象を受けましたので、各評価項目のいずれかで「直播栽培技術」に係る評価をしては

いかがですか。 

 

○吉田課長補佐 

委員からいただいたご意見については、資料２の３ページ、事業効果の発現状況のその

他の項目で「「空知型輪作体系」に取り組んでいる」という形で整理しています。 

事後評価結果については、農家戸数が減少、耕地面積はほぼ現状のままといった状況下

で、本事業の実施を契機に労働時間の短縮や機械経費の節減という効果が発現しており、

また、後継者の育成と併せて、今後更なる生産コストの低減を図っていかなければならな

い中で、農業普及センターが推奨している「空知型輪作体系」の中に位置づけられた水稲

の乾田直播栽培などの技術を用い、更なる労働時間の短縮等を図っていく必要があるとい

う趣旨で整理しております。 
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○岡村委員 

 今後の課題として、その趣旨はよくわかりますが、事後評価結果として記載するとなる

と、唐突である印象を受けますので、記載方法を検討してはいかがかと思います。 

 

○吉田課長補佐 

 委員からいただいたご意見を踏まえ、各評価項目のいずれかで「直播栽培技術の普及」

に関する記載の追加を検討したいと思います。 

 

○岡村委員 

今後の課題の項目で、記載をしてはいかがですか。 

 

○吉田課長補佐 

 記載について検討します。 

 

○長澤委員長 

本事業の実施を契機に、「空知型輪作体系」に示す水稲の乾田直播栽培や無代かき栽培

に取り組むことができるようになった点を評価しているということだと思います。 

岡村委員からのご意見にもあったように、この内容を事後評価結果としてどのように記

載するか再検討いただきたいと思います。 

 

○波多野委員 

本事業の実施を契機に、水稲乾田直播や無代かき栽培などの技術投入が可能となり、結

果として二酸化炭素の発生抑制など、現在、国が進めている低炭素社会の実現や地球温暖

化の防止にも寄与していると思われます。 

この点についても、評価項目のいずれかで記載できないでしょうか。 

 

○大熊委員 

消費者の立場でも、最近、環境を重視する傾向があります。「フードマイレージを意識

した食の選び方」や「環境共生型の農業の選び方」など子ども達の環境教育が充実してき

ており、環境を抜きに食は語れない状況になっています。 

消費者の関心が高まる中、波多野委員からご意見のあった内容について、評価していく

べきではないかと思います。 

 

○長澤委員長 

本資料は公表するものであり、客観的な評価を行うという視点に立てば、環境の変化に

関し、二酸化炭素発生の低減量など実態を捉えたデータを記載する必要が生じることにな

るため、整理が難しいと思います。 

 

○坂井課長 

一般的に、農業農村整備事業を行うことで機械作業の効率化などが図られ、営農に係る

二酸化炭素の発生は抑制されると思います。 

しかしながら、個別地区において定量的にデータを把握するというところまでは至って

おりません。委員からのご意見の趣旨は十分理解しておりますが、評価を行うに当たり、

具体的なデータが把握できないという一面があると思います。 

 

○波多野委員 

定量的なデータを把握した上で評価内容に盛り込むということではなく、二酸化炭素の

削減に寄与する技術が導入できるようになった点や環境保全型農業に取り組む意欲のある

地域に変わってきたという点をもう少しわかるように評価書に記載されてはいかがかと思

います。 
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○坂井課長 

地区の状況を確認の上、評価書への記載を検討したいと思います。 

 

○中原委員 

資料２の２ページにおいて、機械経費の節減に関するデータを整理されていますが、化

石燃料の消費節約にどのように寄与しているのかという視点で評価を行うことができれば

良いのではないかと思います。 

 

○坂井課長 

全国のモデル地区において、農業生産基盤整備による営農形態の変化により、農村にお

ける炭素排出量がどのように変化するのか実験的な取組を現在実施しているところであ

り、まだ結果がまとまっておりませんので、定量的にお示しできるデータがない状況です。 

 

○長澤委員長 

最後に全体を通して意見をいただく時間も設けておりますので、改めてご発言いただけ

ればと思います。 

それでは、続きまして畑地帯総合整備事業「第２南部（だいになんぶ）地区」について、

説明をお願いします。 

 

○濱井課長補佐 

水資源課で畑地帯総合整備事業を担当している濱井と申します。お手元に配布した資料

に基づき、ご説明させていただきます。 

（資料２及び資料５に基づき、畑地帯総合整備事業「第２南部地区」について説明。） 

 

○長澤委員長 

ありがとうございました。それでは、ただ今の説明内容について、ご質問、ご意見等あ

りましたら、ご発言願います。 

 排水改良による効果が発現しているとの説明をいただいたところですが、事業内容を拝

見しますと暗渠排水が 16haと全体の受益面積と比較して少ないと思います。 

排水改良の効果が発現しているというのは、土層改良の中に暗渠排水が含まれていると

いう理解でよろしいですか。 

 

○濱井課長補佐 

土層改良の工事内容としては、客土と心土破砕となっています。 

表土から 50から 60cm 下のところに、非常に固い層があり、その層で水の通りが悪くな

っていましたので、本事業で心土破砕を行うことで排水条件の改善が図られています。 

 

○長澤委員長 

もう一点、ほ場からの土砂流出防止のため、沈砂池を設置して対応しているとの説明を

いただきましたが、土砂上げなどの沈砂池の管理体制はどのようになっているのですか。 

 

○濱井課長補佐 

受益農家を中心に管理が行われており、非常に労力がかかっていると伺っています。 

 

○長澤委員長 

 補助制度等を活用した取組はされていないのですか。 

 

○濱井課長補佐 

補助制度等を活用した取組はされておらず、受益農家が日常管理の一環として行ってい

るものと思います。 
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○長澤委員長 

他地区では、農地・水保全管理支払交付金を活用し、土砂上げなどの管理を実施してい

る事例をよく伺いますが、本地区のように受益農家のみで管理を行っているのであれば、

非常に大変ではないかと思います。 

 

○濱井課長補佐 

 本地区における農地・水保全管理支払交付金等を活用した管理状況について、確認の上、

報告したいと思います。 

 

○岡村委員 

「沈砂池の設置により土砂流出が抑制され自然環境負荷軽減に寄与している」という点

について、事後評価結果に記載を追加されてはいかがですか。 

 

○長澤委員長 

 沈砂池の設置によって周辺の小河川への環境負荷軽減に寄与しているといったことも理

解はできます。 

一方で、排水条件の改善により農薬散布量が軽減されるといったことも自然環境への負

荷軽減の寄与に含まれるわけですから、評価結果としてどの程度まで記載できるのか難し

いところだと思います。 

 

○岡村委員 

沈砂地というのは、土砂流出を防止するといった直接的な効果を発現させるために設置

した施設だと思いますので、事後評価結果として記載してもよいのではないですか。 

 

○長澤委員長 

 この沈砂池というのは、工事実施に当たり附帯的に整備されたものであり、工事終了後

もそのまま活用し、受益農家に管理いただいているものですか。 

 

○濱井課長補佐 

ご質問のとおり、附帯的に整備された施設ではありますが、土地改良施設として管理が

行われています。 

 

○大熊委員 

沈砂池の設置は、事業実施に際し、常時行われているのですか。それとも、あまり行わ

れていないのですか。 

 

○濱井課長補佐 

 工事の実施に当たり、通常は設置するものと思いますが、その後の活用方法については、

それぞれの地区の判断により異なってくるものと思います。 

 

○大熊委員 

沈砂池をそのまま活用するという事例は、あまりないのですか。 

 

○濱井課長補佐 

活用している事例はあると思いますが、沈砂池の管理を誰が行っていくのかといった点

もあり、一概に活用しているとは言えない状況です。 

 

○長澤委員長 

事後評価結果として「沈砂池設置に係る自然環境への負荷軽減」に関する内容を付け加

えていただくことで検討いただきたいと思います。 
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○濱井課長補佐 

 記載について検討します。 

 

○長澤委員長 

最後に全体を通して意見をいただく時間も設けておりますので、改めてご発言いただけ

ればと思います。 

では、ここで休憩に入りたいと思います。10分程度の休憩時間を挟みまして、残りの地

区の説明は 15 時 10分から再開したいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

＜休憩＞ 

 

○長澤委員長 

時間となりましたので議事を再開します。農道整備事業「片無去（かたむさり）地区」

の説明をお願いします。 

 

○中村整備官補佐 

農村整備官で農道整備事業を担当している中村と申します。お手元に配布した資料に基

づき、ご説明させていただきます。 

（資料２及び資料５に基づき、農道整備事業「片無去地区」について説明。） 

 

○長澤委員長 

ありがとうございました。それでは、ただ今の説明内容について、ご質問、ご意見等あ

りましたら、ご発言願います。 

 

○岡村委員 

資料２の 26ページ、維持管理費の動向に関するデータのうち、１号幹線農道の事業実施

前と評価時点の費用を比べるとかなり節減されています。 

また、計画と比べても評価時点の費用が５分の１程度となっていますが、理由としては

どのようなことが考えられるのですか。 

 

○中村整備官補佐 

事業実施前は未舗装の道でしたので、轍（わだち）ができれば補修用に砂利をその都度

追加しており、その費用が非常にかかっていたものです。本事業で舗装を行うことでその

作業が不要となるため、評価時点で費用が抑えられています。 

また、計画時点の数値については、今後、数十年にわたり維持管理を行っていくトータ

ルの費用から算出しております。評価時点の数値につきましては、平成 23 年の単年度のデ

ータ、事業完了後５年経過時点の実績を記載しており、将来的なアスファルト舗装の補修

整備等の費用を見込んでおりませんので、計画時点と差が生じています。 

 

○岡村委員 

費用対効果分析で使用した維持管理費は、どのような数値を使用しているのですか。 

 

○中村整備官補佐 

 今回の費用対効果分析では、計画の数値を使用しています。 

 

○大熊委員 

資料２の 27 ページ、オの社会経済情勢の変化の項目で地域の総人口が 18.7％と大幅に

減少しており、将来が心配されるところですが、地域の後継者率がどの程度なのか教えて

いただけますか。 

また、事業実施により社会経済情勢に目立った変化はあったのですか。 
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○中村整備官補佐 

後継者率の数値が手元にありませんので、確認の上、報告したいと思います。 

 地域全体としては認定農業者数が４割弱増加したり、経営面積も事業実施前に比べ大き

くなっている点などを踏まえると、地域農業を継続していくという方向にあると思います。 

 

○長澤委員長 

本項目におけるデータは、町全体の数値で整理していますが、受益農家における状況は

どのようになっているのですか。 

また、評価時点の受益戸数は 15 戸より減少しているのですか。 

 

○中村整備官補佐 

受益農家の後継者率については、手元にデータがありませんので、確認の上、報告した

いと思います。 

評価時点の受益戸数は、15 戸となっています。資料２の 27 ページの中段にありますよ

うに、事業実施前の平成７年の時点で受益戸数は 20戸でしたが、評価時点、平成 23年度

時点では 15戸となっています。 

 

○波多野委員 

資料２の 25ページ、農作物等の生産量の変化の項目で「牧草は反収が減少したことによ

り生産量が減少している」とあるのですが、減少した要因としてどのような理由が考えら

れるのですか。 

 

○中村整備官補佐 

 反収の減少に関する要因については、手元にデータがありませんので、確認の上、報告

したいと思います。 

 

○長澤委員長 

同じ箇所ですが、牛乳の生産量については、「離農跡地の一部が地区外の経営体に継承

されたことに伴う地区内の集乳量の減少」を理由とされていますが、牧草についても同様

な理由ではないのですか。 

 

○橋本委員 

同じく、生乳の生産量・生産額のデータについてです。データを整理するに当たって、

受益農家 15戸には地区外の経営体は含まれていないということでよろしいですか。 

また、本地区を含む厚岸町の酪農経営の実態からすると、受益農家 15 戸で生乳生産量が

4,000t強、生産額が３億円程度というのは考えにくい数値なのですが、いかがですか。 

 

○中村整備官補佐 

受益戸数の 15 戸には、地区外の経営体の数は含まれていません。 

牛乳生産量に関するデータについて、事前にもご質問をいただいており、確認したとこ

ろ、評価時点は各農家のデータを個々に積み上げたものではなく、受益地内で生産される

牧草を全量、飼料として与えた場合に想定される生乳生産量を計算に基づき算定したもの

とのことです。 

 

○橋本委員 

データの出典根拠とされている「農協の事業計画」や「町の酪農・肉用牛生産近代化計

画」では、ご説明いただいたような計算はされていないのではないですか。 

生乳生産量や生産額は、出荷乳量や販売実績から整理されたほうがよい気がしますが、

いかがですか。 
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○中村整備官補佐 

委員からご意見のあったデータの入手が可能なのかも含め、確認の上、記載について検

討します。 

 

○長澤委員長 

 評価結果書の記載内容に従えば、「農道整備事業を実施したことにより、生産量は減少

した」ということになり、評価結果として適切な内容となっていない印象を受けます。 

 

○中村整備官補佐 

生産量が減少したということではなく、評価に使用するデータに減少が見られたという

ことになるかと思います。 

 

○波多野委員 

牧草の反収が減少した理由がわからなければ、「事業実施により生産量が減少した」と

しか評価ができないことになってしまいますので、何らかの要因分析を加えたほうがよい

と思います。 

 例えば、他地区ですが、農道整備に伴う大型農業機械の導入により、耕作土が堅密化に

より生産性が低下しているといった事例がありますので、本地区でも同様な理由が考えら

れるのではないですか。 

 

○中村整備官補佐 

委員のご意見も踏まえ、確認の上、要因分析も踏まえた記載について検討します。 

 

○長澤委員長 

資料２の 25ページ、計画と評価時点の牧草の生産量のデータについて、離農跡地の一部

が地区外の経営体に継承されたことで生産量が減少しているわけではないのですか。 

 

○波多野委員 

資料５の 27ページで具体的な理由を整理していますが、牧草の反収の減少が生産量の減

少の理由だとしているのです。 

 

○長澤委員長 

確認の上、記載内容を再検討いただきたいと思います。 

 

○長澤委員長 

事後評価結果の２点目に「今後は、農道の適切な維持管理が求められている」と記載し

ています。本事業の事後評価結果として言及する内容であるか再検討いただきたいと思い

ます。 

 

○中村整備官補佐 

委員長からのご意見を踏まえ、記載について検討します。 

 

○長澤委員長 

最後に全体を通して意見をいただく時間も設けておりますので、改めてご発言いただけ

ればと思います。 

それでは、続きまして畜産環境総合整備事業「光進（こうしん）地区」について、説明

をお願いします。 

 

○白土課長補佐 

畜産振興課で畜産環境総合整備事業などの評価を担当している白土と申します。お手元
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に配布した資料に基づき、ご説明させていただきます。 

（資料２及び資料５に基づき、畜産環境総合整備事業「光進地区」について説明。） 

 

○長澤委員長 

ありがとうございました。それでは、ただ今の説明内容について、ご質問、ご意見等あ

りましたら、ご発言願います。 

 

○橋本委員 

資料２の 63ページ、エの事業実施による環境の変化のうち、自然環境の項目で「家畜排

せつ物の適切な管理が行われた結果、地域資源循環型の酪農が確立されている」と整理し

ています。 

「地域資源循環型の酪農」ということで、堆肥を適切に農地に還元するといったことも

重要だと思いますが、「家畜排せつ物法に基づく適切な管理」というのは、これと同時に

河川の汚染防止ですとかふん尿の地下浸透を防止するといった地域の自然環境を守るとい

う側面も強いと思いますので、その点について評価されてはいかがですか。 

 

○岡村委員 

私も同じ箇所になりますが、本項目は事業実施により自然環境がどう変化したのかを整

理するものだと思います。 

現在、整理されている内容は事業そのものの成果が記載されており、環境の変化を比較

した内容とはなっていない気がしますが、いかがですか。 

 

○白土課長補佐 

本項目については、事業効果の発現状況で整理した内容を踏まえた形で整理を行ってお

り、堆肥化による環境負荷軽減と堆肥散布による地域の資源循環を推進することが、自然

環境に対する主要な効果となっていることから、現在の記載としたものです。 

先ほどもご説明させていただいたとおり、本事業自体は家畜排せつ物法の完全施行に伴

う管理基準の遵守のための施設整備を行うものであり、河川への環境汚染の防止などが主

目的とはなっていません。 

 

○岡村委員 

一方、資料５、35ページの事業の概要のところで「周辺環境への悪影響を未然に防止す

ることを目的に本事業を実施した」と整理していますので、この自然環境の項目において、

「家畜排せつ物の適切な管理が行われ、地域資源循環型の酪農が確立された結果、周辺環

境への悪影響が未然に防止されている」という整理ができるのではないですか。 

 

○白土課長補佐 

自然環境の変化の項目については、委員からご意見を踏まえ、「地域資源循環型の酪農

の確立が周辺環境への悪影響の未然防止につながっている」という点を評価することに加

え、先ほど、別の事業でご意見いただいた「草地整備により炭素の吸収抑制効果が維持さ

れる」といった点も含め、記載の修正を検討します。 

 

○長澤委員長 

同じく、エの事業実施による環境の生活環境の項目についてですが、「有機質資源とし

てのリサイクル活用の推進や自給飼料の低減」ということを通じて、受益者である酪農家

の生活環境が改善されているという理解でよろしいですか。 

 

○白土課長補佐 

本事業は公共事業ですので、酪農家も含めた地区全体の生活環境が改善されるといった

観点で整理を行っています。 
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○中原委員 

本地区を管轄する道東あさひ農協は別海町で一括りできない組織となっています。 

同じ道東あさひ農協管内でも、旧別海町農協管内は根室地域の中でも地域全体を牽引す

るように規模拡大を図ってきた地域であり、説明いただいた光進地区のある辺りは、環境

問題に関して漁業者との間で摩擦が生じていたと記憶していますので、やはり地域全体と

して環境がどう改善されたのかという点について評価していくべきかと思います。 

 

○白土課長補佐 

先日、北海道を巡り、農協の組合長と意見交換を行う中で、環境問題について話を聞い

たところ、漁業者（漁協）と農協の間で、家畜排せつ物の処理などについて摩擦が生じて

いることはないと伺っています。 

また、道東あさひ農協とも情報交換を行う機会がよくありますが、家畜排せつ物の処理

が漁業者との摩擦を生んでいるという話は伺っておりません。 

むしろ最近では、農業者の除草剤等の散布に対して、漁業者が止めて欲しいという意志

を示していると伺っており、農協によると除草剤の散布による水質への影響はないとのこ

とです。 

 

○中原委員 

先ほど、説明いただいた内容からすると、光進地区ではスラリーの散布により、家畜排

せつ物を適正に農地に還元していくということになるのですか。 

 

○白土課長補佐 

本地区では堆肥化施設（堆肥舎、堆肥処理施設）を主として整備を行っていますので、

堆肥をいかに適正に処理するかということで農地還元を進め、資源循環を図っていると思

います。 

 

○大熊委員 

先ほどの説明の中で全量を有機質肥料に切り替えたとの話がありました。各酪農家のほ

場に散布する堆肥は十分に確保されているものと思いますが、地域全体では、堆肥の生産

量と農地への還元量のバランスはとれているのですか。 

 

○白土課長補佐 

各自治体で定めた施肥基準に基づき、適切に堆肥の散布が行われていることからバラン

スはとれているものと思います。 

 

○大熊委員 

堆肥の生産量が供給量を上回り、余剰が生じるといったことはないのですか。 

 

○白土課長補佐 

余剰が生じないよう、草地整備改良を行ったりしておりますので、還元される農地は確

保されているものと思います。 

 

○波多野委員 

１点目は、堆肥を散布する時期の問題です。冬に農地に還元できず、地域内の資源循環

のバランスがとれないため、秋に一括して農地へ散布を行い、融雪期に河川等へ流出が起

こり環境問題となっている事例もあると聞いています。 

本地区では、堆肥処理施設を整備されていますが、堆肥の散布時期はどのようになって

いるのでしょうか。 
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○白土課長補佐 

堆肥管理に係る容量については、設計基準に基づき施設を整備していますので、適切に

散布されていると思います。 

 

○波多野委員 

秋に散布する量は減少しているということですか。 

 

○白土課長補佐 

手元にあるデータでは、散布量までは把握しておりません。 

 

○波多野委員 

ＥＵでは、秋に堆肥を農地へ散布することを禁止しています。北海道で同様の取組を実

施しようとした場合、それ相応の規模の施設を整備しなければならないと感じていたとこ

ろです。地域資源循環型の酪農が確立された結果、例えば、春に施肥が行われるようにな

ったことなど改善された点について、適切に評価する必要があるのではないかと思います。 

 もう一点は、全量を有機質肥料に切り替え、農地還元を行っているとの説明をいただい

た点です。農地に堆肥だけを施肥するとカリウムの成分が多く牧草のカリウム濃度が高ま

り、牛が病気にかかりやすくなるため、酪農家の方はその点を考慮し、カリウムの量に対

して窒素の成分を追加するなど化学肥料を投入していると思いますが、いかがですか。 

 

○白土課長補佐 

委員のご意見を踏まえ、施肥時期の改善に関する記載を追加することを検討します。 

また、委員からのご質問ですが、費用対効果分析に当たり、農地に施肥を行う堆肥の全

量を化学肥料から堆肥などに切り替えるという算定を行っておりますので、それに基づき

評価書の整理を行ったところです。 

 なお、手元に化学肥料の投入状況に関する資料がございませんので、確認の上、報告し

たいと思います。 

 

○長澤委員長 

時間の関係もございますので先に進ませていただきたいと思います。 

続きまして、本日、説明のあった代表地区以外の地区について、事前に事務局から各委

員に資料の説明を行う中で、ご意見をいただいていると伺っておりますので、事務局より

報告をお願いします。 

 

○渡邊課長補佐 

本日、具体的な説明を割愛した残りの 10地区について、事前に各委員からいただいてお

りました意見等に対する回答をお手元に配布した資料に基づき、ご報告させていただきた

いと思います。 

（資料６に基づき、事前説明における各委員の意見等について説明。） 

 

○長澤委員長 

ありがとうございました。それでは、ただ今、事務局より報告のありました内容につい

て、各委員から補足すべき事項や質問等ありましたら、ご発言願います。 

 

○白土課長補佐 

 大熊委員からご質問のありました事項について補足させていただきます。 

 まず、白老地区についてですが、白老地区は酪農の光進地区とは異なり、肉用牛の繁殖

経営であり、子牛の段階で良質な牧草を給与し育成を行います。肥育の際は、肉にサシを

入れるため稲わらや麦類を給与するのが基本となっております。そのような状況から、牧

草を給与しない肥育においてブランド化を図ることは困難であるということを加味いただ
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きたいと思います。 

 それから、集約型放牧についてですが、こちらは土作りから取り組む必要があり、個人

の酪農家が対応する集約型放牧というよりは、道営の公共育成牧場などをイメージしてい

ただいた方がよろしいかと思います。 

 

○波多野委員 

私が気になったのは、質問番号の３と５にあるてんさいの作付面積の減少に係る理由を

整理していただいている点です。 

てんさいというのは、収穫時期が遅く、農地の排水条件が悪いと大型のトラクターでの

収穫作業に支障が生じるといったことがあります。 

今回、評価対象となった事業のうち、排水改良を目的としたものがあるにも関わらず、

作付面積が減少しているというのは排水改良がうまくいかなかったのか、地域の基幹作物

から転換されてしまったのかが気になっていました。 

一方、オホーツク管内で排水改良を行った地区では、てんさいの作付面積が増加してお

り、地域の農業構造そのものが変化しているのか事業を契機に導入された技術がうまくい

っていないのかが気になりましたので、理由がわかれば教えていただけますか。 

 

○濱井課長補佐 

 今回、排水改良を目的に事業を実施した地区全てで、単収が増加、農業機械による作業

の効率化が図られており、改めて確認したところ、天候不順による影響が一番大きいとの

ことです。 

 オホーツク管内では、それほど天候不順がなかったのに対し、十勝管内では評価時点の

直近の２～３年間に天候不順が続いたこともあり、農家としてはてんさいから小麦、ばれ

いしょに作付けを転換したのではないかと考えられます。 

 

○中原委員 

製糖会社や道庁も補助金制度を設けるなど、てんさいの作付面積の増加に取り組んでい

ますが、それでも難しいということなのですか。 

 

○濱井課長補佐 

話を伺う中では、やはり他の作物に比べ労働時間が長いことなどもあり、作付面積の増

加が伸びやんでいるようです。 

 

○橋本委員 

畑地帯総合整備事業の相和地区について、資料２の 22 ページの事後評価結果のところ

で、小麦や飼料作物の作付面積が増加したことをもって効果があったと評価していますが、 

事業目的からすると疑問に感じるところがあります。てんさい、ばれいしょなどの根菜類

の作付面積が減少し、小麦や飼料作物が増加することが、カの「今後の課題等」に書かれ

ている「今後より一層、合理的な輪作体系の確立を図る」という内容と合致するのか疑問

です。 

てんさいの作付面積が減少している理由としては、労働時間がかかる割に収益が上がら

ないことかと思います。 

 

○濱井課長補佐 

相和地区の事後評価結果については、記載内容を再検討いたします。 

 

○長澤委員長 

時間も関係もございますので、全体を通して何かご意見、ご質問等ありましたら、ご発

言願います。 
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○大熊委員 

先ほど代表地区として説明いただいた光進地区については、全量を堆肥に切り替えたと

のことでした。 

今回、評価を実施した残りの畜産関係の３地区についても、「地域内で堆肥が適切に農

地に還元されている」という評価をしていますが、どの程度の割合か記載されていないの

で、その割合について教えていただけますか。 

 

○白土課長補佐 

各地区とも酪農家が生産した堆肥は、酪農家自らが所有する農地に適切に還元されてい

るものと思います。 

 

○大熊委員 

地区内で畑作農家との耕畜連携という取組はされていないのですか。 

 

○白土課長補佐 

 個々の酪農家と耕種農家の間で、耕畜連携として堆肥と稲わらなどの交換の取組はされ

ていると思いますが、そこまでは把握できていません。 

 

○大熊委員 

酪農家は自分で所有する農地に生産した堆肥を還元しており、その他の畑作農家と耕畜

連携の取組までは、評価の中で把握することは難しかったということですか。 

 

○白土課長補佐 

個々の酪農家での取組であり、把握は困難でした。 

 

○中原委員 

十勝管内の鹿追町では、酪農家と畑作農家の間で資源循環の取組の事例があります。 

 

○大熊委員 

確認したかったのは、今回、評価を行った地区の取組内容でしたので、このような質問

をさせていただきました。 

 

○長澤委員長 

 資料２の地区別結果書のデータについて、11 ページの作付面積のように、事業実施前と

計画が全く同一となっているのに対し、12ページの生産量の数値が事業実施前と計画で異

なっているものが何箇所か見受けられます。今一度、確認願います。 

 

○吉田課長補佐 

先ほどの委員からのご質問の中で回答できなかった事項について、確認できたため、報

告させていただきます。 

１点目は、大熊委員からご質問いただいたパイプライン化の割合についてですが、資料

５の２ページをご覧ください。主要工事の区画整理の内訳にある用水路については、すべ

てパイプライン化、排水路については、既存の排水路では、暗きょ排水からの排水を集水

できない箇所についてパイプライン化を行っています。 

２点目は、橋本委員からご意見いただいた受益戸数についてですが、同じく資料５の７

ページをご覧ください。下段の表中に農家戸数の記載がございますが、事業着手前は 40

戸であったものが、事業完了時点の平成 18年には 38戸に減少しています。この 38 戸とい

う数値を資料２の１ページの事業内容の項目で記載しており、評価時点では 21戸に減少し

ている状況を踏まえて整理しております。 

 



- 16 - 

○濱井課長補佐 

先ほどの委員からのご質問の中で回答できなかった事項について、確認できたため、報

告させていただきます。 

長澤委員長からご質問のありました沈砂池の管理状況について確認したところ、沈砂池

は区画整理の附帯工事として整備されたものであり、ほ場に付属する施設として個人財産

となっていました。このため、管理に関する補助はなく、受益農家個人で管理がされてい

ます。 

なお、本地域内では別の活動となりますが、農地・水保全管理支払交付金を活用した取

組を行っている事例がございました。 

 

○長澤委員長 

ありがとうございました。 

委員の皆様方から貴重なご意見をいただきましたが、具体的な評価結果書への記載内容

につきましては、本日の議論を踏まえ、事務局で修正案を作成していただき、その内容を

各委員に確認いただくという段取りでよろしいですか。 

それから、資料２の評価結果書の最後の空欄となっている第三者の意見につきましては、

我々、検討会の意見を記載することになります。その作成方法ですが、私が案を作成し、

各委員にお諮りし、合議の上で最終的な意見を取りまとめるという段取りで進めさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいですか。 

 

○各委員 

（異議なし） 

 

○長澤委員長 

その段取りで進めさせていただきたいと思います。委員の皆様、長時間にわたるご審議

ありがとうございました。 

その他、事務局から何かありましたらお願いします。 

 

○濱井課長補佐 

議事の最初に、本検討会の運営等で決定されましたように、検討会の議事録につきまし

ては、発言内容の確認終了後、速やかに配布資料と併せて公表したいと考えております。 

また、本日いただきましたご意見につきましては、修正案を事務局で作成の上、各委員

に内容の確認をお願いするとともに、委員長が作成した第三者の意見（案）については、

事務局を通じ各委員にお諮りしたいと考えておりますが、よろしいですか。 

 

○各委員 

（異議なし） 

 

○長澤委員長 

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を終了いたしました、それでは議事進

行を事務局にお返しします。 

 

○濱井課長補佐 

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」を閉会させていただきます。 

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。 

 

（了） 

 


