
  

平成29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30年２月21日（水）10：00～12：00 

場 所：農林水産省農村振興局第２会議室 

 

 

○水資源課課長補佐  

それでは、皆様お集まりのようですので、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いたします。 

委員の皆様におかれましては、ご多忙の中ご出席賜りまして、まことにありがとうご

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

評価委員会の委員長である奥田整備部長からご挨拶申し上げます。 

 

○整備部長  

おはようございます。本日は、本技術検討会にご出席いただきまして、まことにあり

がとうございます。また、日頃から農林水産省行政の推進につきまして、様々な面から特

段のご理解・ご協力を賜っており、重ねてお礼申し上げます。 

本日は、冒頭に最近の農業農村整備事業をめぐる事情についてお話をさせていただき

たいと思います。 

まず、１点目は平成30年度の予算についてでございまして、今まさに国会で審議され

ております。農業農村整備事業に関しましては、今年度の補正と来年度の当初予算を合わ

せ、かなりの予算を確保できたと思っています。実は平成21年度には、同規模であったも

のの、その後大きく下がり、近年、徐々に盛り返してきたところでございまして、平成21

年度時点で5,772億円という規模がありましたが、今回、それを上回る5,800億円を、今年

度の補正と来年度の当初予算で確保したところです。 

ご承知のように、政府全体としては社会福祉関係の予算の圧力があり、一般的な予算

は伸びておりません。農林水産関係全体の予算も伸びていない、公共事業関係の予算も伸

びていない中、農業農村整備事業は昔の水準に戻すといった観点から伸びているため、他

の分野から見るとなぜ農業農村整備事業だけがというような声も上がっております。 

このようなことから、農業農村整備事業は、非常に注目を浴びている予算でございま

すので、今後、予算が成立しましたら、その執行をしっかりとやっていかなければならな

いと改めて思っております。特に、事業の効果をしっかりと上げていく、それもしっかり

と効果が出ているところをアピールしていくことが大切だと思っています。 

特に補正予算に関しましては、ＴＰＰ関連予算というのがかなり多くございます。Ｔ

ＰＰの発効をにらみ、非常に厳しい農業情勢がくる前に準備しようという予算でございま

すので、しっかりと早期に効果を上げていく必要があります。よく話題になるのがウルグ

アイ・ランド対策との比較でありまして、今回のＴＰＰ関連の事業につきましては、しっ



  

かりとした数値目標を全地区に課して行っておりますので、それをしっかりとアピールし

ていきたいと思っております。 

２点目は、土地改良法の改正についてでございます。土地改良法の改正につきまして

は、昨年もこの場で少しご紹介させていただきましたが、農業の競争力強化プログラム、

これは農林水産政策全般について記しているものですが、その中で土地改良法の改正もや

りましょうということで、ちょうど１年前の通常国会の際に土地改良法の改正をいたしま

した。 

この時のポイントは２つありまして、農業の担い手に農地を集積するため、基盤整備

の面からも下支えする農地中間管理機構が関連する土地改良事業「農地整備事業」をつく

りました。これは、農家の申請によらず、農家負担もなしで行う、非常に画期的な事業で

ございます。 

それから、耐震の面でしっかりとした安全性を確保していない施設については、農家

の申請を待たずに地方公共団体の判断で事業を開始し、また、農家負担を求めないという

事業もつくり、こういった事業面での手当をしたところです。 

その際に、土地改良区そのもののあり方も、担い手に農地を集積していく中で変わっ

ていくことから、検討が必要とされており、ご承知のように、土地改良法自体は昭和24年

にできた法律でございますので、今の社会経済情勢に合っていない部分が多々あるのでは

ないかということで、土地改良区の組合員資格あるいは土地改良区のあり方については、

１年間猶予をいただいて実態をもう少し調査した上で整理させていただいたところです。 

今国会でも、土地改良法の改正について予定しておりまして、中身は今申し上げたよ

うな土地改良区の組合員資格をどうしたらいいのか、土地改良区そのものの運営について

どうしたらいいのかというところでございます。 

一部新聞にも出ておりますので、申し上げますと、土地改良区の組合員資格は、基本

的には自作農といいますか、実際自分が農地を持って耕作している方をイメージしており

まして、そうした農地は当然所有している者と耕作している者が同一なので、その方が組

合員になります。しかし、貸借が行われ、耕作者が別途いる農地については、所有者と耕

作者のどちらか１人だけが組合員になり、法律の原則では耕作者となりますが、所有者も

組合員になれることになっております。 

昨今、農村地域では人がどんどん少なくなっていて、土地改良区あるいは農村を支え

る人が少ない中で、２人の関係者がいるのであれば、１人は正組合員、１人は準組合員的

になってもいいのではないかというような法律を考えているところでございます。貸借地

におきましては、１人が正組合員、１人が準組合員という形で、２人とも土地改良区を支

えていただいてもいいのではないかということでございます。 

もう一つは、土地改良区のあり方についてです。土地改良区そのものが置かれている

状況を、もう少し組合員の方、あるいは外部の方にも見えるようにする、見える化してい

くことが大切と思っています。土地改良区というのは何をやっている組織なのかが分かり

にくくなってはいけないということで、その辺をしっかりと世の中にアピールしていくと

言いますか、見えるようにしていきたいと考えています。 

見えるようにするとは、どういうことかと言いますと、一つは、土地改良区の中で水

の配分のルールを、外から見てもあるいは組合員から見てもよくわかるようにしていく。



  

現在でも、維持管理計画は見えるようになっているので、利水の調整のルールについても

見えるようにしていく。もう一つは会計でして、会計につきましてももっと分かり易くし

ていくため、複式簿記にしていくという話もありますので、土地改良区においても複式簿

記を取り入れていくことを検討しております。国会審議に入りましたら、その辺もぜひ見

ていただければと思います。 

本日は、北海道において事後評価を実施しました４事業、４地区について、専門の立

場から忌憚のないご意見等をいただきますよう、お願い申し上げまして、開会に当たって

の私の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。 

 

○水資源課課長補佐  

ありがとうございました。 

整備部長は、所用によりまして、ここで退席させていただきますので、ご了承願いま

す。 

 

○水資源課課長補佐  

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、帯広畜産大学環境農学研究部門、宗岡准教授でいらっしゃいます。 

 

○宗岡委員  

よろしくお願いいたします。 

 

○水資源課課長補佐 

北海道大学大学院農学研究院、波多野教授でいらっしゃいます。 

 

○波多野委員 

波多野です。よろしくお願いします。 

 

○水資源課課長補佐 

酪農学園大学、中原名誉教授でいらっしゃいます。 

 

○中原委員 

中原です。よろしくお願いいたします。 

 

○水資源課課長補佐 

北海道大学大学院国際食資源学院、井上院長でいらっしゃいます。 

 

○井上委員 

国際食資源学院とご紹介いただきましたが、本籍は農学研究分野です。井上です。よ

ろしくお願いします。 



  

 

○水資源課課長補佐 

北海道農業会議、佐久間専務理事でいらっしゃいます。 

 

○佐久間委員 

佐久間でございます。よろしくお願いします。 

 

○水資源課課長補佐 

ＮＰＯ法人北海道食の自給ネットワーク、大熊事務局長でいらっしゃいます。 

 

○大熊委員 

大熊です。よろしくお願いします。 

 

○水資源課課長補佐 

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は、配付資料の一覧、会議次第、出席者名簿、座席表、

資料の右肩１～３。参考資料として資料の４～６ということになっておりますが、ござい

ますでしょうか。不足がございましたら、事務局にお申しつけください。 

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 

はい。委員長の選出に当たっては、技術検討会規則の第３の３の規定で、委員の互選

ということになってございます。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、どうぞよろしくお願いいたします。 

議事の１でございます。技術検討会の運営等について。議事の運営に当たっては、本

検討会が透明性・客観性を確保しつつ、また、効率的な議事運営に努めて参りたいと思い

ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

具体的な運営方法等については、事前に各委員に確認をさせていただいております。

委員会提出された資料は、公表とすること。それから、議事録についても、発言者名を明



  

記の上で公表とすること。この２点ご確認いただきたいと思いますが、よろしゅうござい

ますでしょうか。 

 

○各委員 

異議なし。 

 

○井上委員長 

ありがとうございます。 

では、事務局におかれましては、このような取扱いでお願いいたします。 

それでは、議事２でございます。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、入りたいと思います。 

この議事の２番目の進行については、最初に事後評価についてという、資料２になり

ますので、これについて、事務局から説明をいただきます。その後、各事業担当より評価

地区の説明をいただいて、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

してまいりたいと思います。 

説明に当たっては、評価の要点のほかに、各委員から事前に出されております質問・

意見等への対応も踏まえて、要領よくご説明いただければと思います。 

それでは、資料２に基づいて、まず事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

○土地改良企画課課長補佐 

（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す。 

事後評価の目的、対象地区、実施地区、それから、進め方についてご説明をいただき

ました。皆さん既にご承知おきのことかと思いますので、具体的な地区の審議に入りたい

と思います。 

それでは、早速、４地区ございますが、最初の経営体育成基盤整備事業「美里地区」

について、ご説明をお願いいたします。 

 

○農地資源課課長補佐  

（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「美里地区」』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、委員の皆様からご自由にご発言をお願いいたします。 

 

○波多野委員 



  

P３－１－12の自然環境のところです。私は非常にいいなと思って発言するのですが、

「また」以降のところに「事業実施後には目視によってどじょうの生息を確認している」

という記載があります。一般的に事業をやっている最中でしか自然環境に配慮しないとい

うのがこれまでの通説でしたが、「事業実施後の自然環境を維持するためにこういう事業

をやっているのではないでしょうか」という質問を常々しており、少し諦めていたところ

がございましたが、こういうことがしっかりと書かれるようになったことは非常にいいこ

とだなと、思いました。 

実際に事業実施後のモニタリングをやっていくような仕組みがなければ、効果のとこ

ろにこういう記載が入っていないはずなんですよね。いわゆる環境配慮型の農業を進める

ということを目標に、こういう事業をやられているということもひとつあると思いますの

で、ぜひこの５番の自然環境のところに事業実施後の環境に関する効果を説明できるよう

にしていただきたいので、今後もよろしくお願いします。 

 

○農地資源課課長補佐 

ありがとうございます。 

 マスタープラン的なものは計画時はいろいろあるんですが、そのフォローアップが非常

に大事で、重要視してやっていかないといけないと思いますので。ご意見ありがとうござ

いました。 

 

○井上委員長 

大熊委員も事前の意見でここの部分を指摘されていますが、何かございませんか。 

 

○大熊委員 

私も環境のところはいつも気をつけて見るようにしているのですが、特にこういうふ

うに事業実施５年後ぐらいに検証してみて、自然環境がどう変わっているかという記載は

非常に重要だと思っています。 

一つお願いがあるのですが、今回は目視でどじょうの生息を確認しているということ

ですが、どの程度の数なのかが書かれていないですね。細かく調べることは難しいと思う

ので、そこまでは望んではいませんが、事業実施前と同程度とか、若干減ってはいるが確

認されたとか、どの程度の生息数なのかが全くわからないので、ざっくりとでいいのでそ

のあたりの記載をお願いしたいです。 

 

○農地資源課課長補佐 

わかりました。ありがとうございます。事業前後の比較ですね。 

 

○大熊委員 

はい。100匹いたのが１匹しかいなくなったとか、そこまで詳しくなくてもいいのです

が、記載をお願いします。 

 

○農地資源課課長補佐 



  

定量的な観点が必要だということですね。 

 

○大熊委員 

はい。 

 

○農地資源課課長補佐 

ありがとうございます。 

 

○井上委員長 

ありがとうございます。 

 ほかにございますか。はい、どうぞ。 

 

○宗岡委員 

私も全く同じ観点で自然環境のところを注視していたのですが、お２人の先生と同じ

ようにこういったことが記載されるということはとてもいいことだと思いました。今後よ

り充実していただければと思います。 

 

○農地資源課課長補佐 

承知しました。 

 

○宗岡委員 

それに関連して、１つ目は、本事業の実施に当たってはどじょう等の生息が確認され

ていることから、事業を始めるときには事業の中で何か調査をやっているのでしょうか。

それから、事業実施後の確認は、目視で行っているようですが、例えば農家さんが確認し

たのを行政側が後から聞いたのか、あるいは、現場監督員とかそういう方々が実施後に見

たのか、誰が確認されたのか、どういう形で確認したのかを聞いてみたかったというのが

２つ目です。 

もう一つ、「どじょう等」とありますが、もしかしたらこれは「フクドジョウ」であ

るかもしれないので、具体的な生物の名称をしっかりと書いたほうがいいかと思います。

この事業を実施するに当たって、希少なあるいは貴重な動植物は具体的に挙げたほうが評

価としてもよりいいのでしょうか。 

 

○農地資源課課長補佐 

ありがとうございます。 

 事業計画時でどのような確認をしたのかということでございますが、ほ場整備をやる場

合は、地元の方や環境の専門家、行政が入って、環境情報協議会を設置しまして環境配慮

計画を策定します。まずは、市町村が作成している田園環境マスタープランという計画に

より、地域の区域設定の確認や現地調査により確認を行っています。 

あと、その工事実施後の生息数の確認につきましては、地域住民の方や施設管理者で

ある土地改良区の職員が維持点検作業時に水路での生息確認等を行っています。 



  

どじょうの名称につきましては、確認をさせていただいて、可能であれば記載したい

と思います。 

 

○宗岡委員 

わかれば、具体的に記載したほうが、自然環境の部分の記載がより充実するのではな

いかと思いました。 

 

○農地資源課課長補佐 

わかりました。ありがとうございます。 

 

○井上委員長 

ほかにございますでしょうか。 

 

○中原委員 

事業評価として、排水性の改良により非常に効果が上がっているのは、そのとおりだ

と思います。ただ、町全体としては、高齢化のテンポがかなり進んでいて、人口が減少し

ている状況ですが、役場の目利きがよかったせいか、社会増減でいうと社会増となってお

り、道内でも注目されている町ですね。これは、苫小牧市や空港に近いということで、苫

小牧東部開発の挫折の中で残ってしまった土地をシルバー世代に区画を広くして提供する

ことによって、手芸をやる方とか、一芸に秀でた人が入ってきているからです。 

次は子育て世代に分譲しようとしており、子育てのためには、認定保育園や新しい子

育ての環境もケアしていかなければならなく、町としては今後、雇用をどうやってこの場

につくっていくのか、そこに注力されているわけですね。 

農業内部の新しい芽という意味で質問したら、ほうれんそうもブロッコリーも個人の

農家さんが栽培しており、新規参入というのは難しいのかもしれませんが、農業内部にこ

ういう新しい芽をどう醸成していくかがこの地区の課題ではないかと思います。ただ、道

新の記事によると地元の農業と商工連携というのはあまり進んでいないという厳しいコメ

ントもあるものですから、その辺の内発的な力をどうしていったらいいのかなというのが

課題かなと思っています。 

 

○農地資源課課長補佐 

ありがとうございます。 

 この町はＩＴとか企業化の促進とか、ＩＣＴの活用を「まち・ひと・しごと総合戦略」

で位置付けており、活発に人の呼び込み等を行っているところでございます。おっしゃる

ように、そこと農業とのコラボレーションというのがうまく図れれば、マーケットもある

でしょうから。そのような観点で見ていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

○井上委員長 

ほかにいかがでしょうか。大熊委員どうぞ。 

 



  

○大熊委員 

ＲＴＫ－ＧＰＳ自動操舵についてですが、これは高齢化が進んでいるのと、なかなか

導入が難しく、実際に積極的にやっている地域もあるが、こういう機械を操作するのは、

若い人でなければ難しいところがあります。ただし、非常に細かい専門的な技術が必要で

すが、それさえ取得すればセンチ単位で精密な工作ができるそうです。 

若い後継者がいる村では、村を挙げて積極的に設備投資をして、うまく利用していま

すが、高齢者になるとなかなか機械操作が難しく、設備の投資のお金も必要、壊れた場合

には今までの機械であったら自分でメンテナンスできたものの、全くお手上げ状態で専門

家に来てもらう必要があり、その間作業ができないなど、越えるハードルがたくさんある

そうです。 

そういうことから、高齢化が進んでいる地域では、なかなか積極的に進められない環

境にあると思います。確かに農業の労働力の削減にはなりますが、それを使いこなす技術

の取得がなかなか難しいので、地域性も含めて将来的に進めていくのか否かの判断が必要

になってくると思います。 

 

○農地資源課課長補佐 

農家さんの数が減小し、担い手に集積をしていきますので、今後、その担い手の方が

高齢になられていくというのが課題だということですね。ただ、いかに作業を効率的にで

きるようにするかということで、こういう技術があると思いますので。あとは、操作性を

よくしたり、見やすさとか、改良の余地があるかと思いますので、意見をいろいろ聞きな

がら、その部門においても技術開発をしていって、基盤整備部門とも連携し意識しながら

事業を進めていくということになってこようかと思います。 

 

○水資源課企画官 

事後評価は、事業完了後５年目での評価ということでございます。本地域の全体的な

農業経営に関してみますと、この地域は一気にほ場の整備を進めている地域で、集積・集

約化して、労働が効率化できたことにより、ハスカップ等の新しいものにどんどん取り組

んでおりますが、そういう特徴ある農業が出てきたときに、また新しい農業経営体、つま

り後継者の確保を含めてできてくるんだろうと思います。そういう中で、“餅は餅屋”じ

ゃないですけれども、得意な人が得意なものを活かすというのが総合的な地域の農業形態

の中でのあるべき姿かなと思いますので、その中で今言ったような新しい技術を活用する

ような体制もできていくものと考えております。 

今の時点での評価として言うと、確かにまだまだそれの進捗に対しての課題というの

はあるのは間違いないんですけれども、目指すべき方向には進んでいるというような評価

をしているところでございます。 

 

○井上委員長 

よろしいですか。それでは、佐久間委員。 

 

○佐久間委員 



  

事前に出させていただいた質問についてですが、３－１－40ページの８番になります。

説明では、各作物の営農経費節減効果が発現しており、これについては右側の表の１億

8,468万1,000円という新設の削減効果が、同じ３－１－32ページにある営農経費節減年効

果の新設の金額と同じ金額で、これは非常によくわかったところであります。 

しかし、左側の作物生産効果の表における各作物の増加粗収益と（うち作付増減）は、

３－１－28、29ページの作物生産効果の表のどの数字を使っているのか教えていただきた

いです。 

 

○井上委員長 

探しておいていただいて、後でお答えいただいてよろしいですか。 

 

○佐久間委員 

はい。 

 

○農地資源課課長補佐 

はい、確認いたします。わかりました。 

 

○井上委員長 

この地区について、ほかにいかがでしょうか。もしあれば最後にまた振り返ってお尋

ねしたいと思います。 

では、２つ目の地区にまいりたいと思います。畑地帯総合整備事業の訓子府東部地区、

ここは現地を見せていただいたところでして、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○水資源課課長補佐 

（資料３の地区別評価結果（案）説明資料の『畑地帯総合整備事業「訓子府東部地区」』

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、委員の皆様、ご意見をお願いいたします。大熊委員。 

 

○大熊委員 

昨年、現地視察に行って非常に衝撃を受けた地域でした。特にたまねぎの加工につい

ては想像以上の工場で、全国展開しているということでは非常に将来性もあり、訓子府な

らではの事業展開だと思います。更に、エコファーマー、クリーン農業、有機ＪＡＳ認定

といった取組も積極的に進めており、非常に前向きな地域だと思いました。 

ただ、このように前向きな事業展開をしているところの後継者率はどうなのかと思い

ました。やはり全道的に後継者率はどんどん減ってはきているのですが、しっかりと農業

で収益を上げられる、これから先の農業の方向性が見えるという地域は、必ず後継者率が

上がっているので、この地域はどうなのでしょうか。 



  

 

○水資源課課長補佐 

ありがとうございます。 

後継者率につきましては、20.5％です。ただ、認定農業者の平均年齢、つまりはここの

受益の平均年齢は50.2歳です。そういう意味では、後継者率20.5％は比較的高いと言える

のではないでしょうか。 

 

○大熊委員 

50歳でしたら、まだ譲渡はしてないですね。 

 

○水資源課課長補佐 

そうですね。そういう意味では、後継者の問題が発生するというところにまだ至って

ない地域だと思われます。今後も後継者率が上がっていくのではないかと期待されるとこ

ろではございます。 

 

○大熊委員 

わかりました。ありがとうございます。 

 

○井上委員長 

ほかにございますでしょうか。佐久間委員。 

 

○佐久間委員 

後継者という考え方で言いますと、３－２－10の担い手のところを見ると、農地所有適

格法人が現在７法人あるということでございまして、これが今後どうなっていくかという

のは非常に大きな課題ではあると思います。 

法人化するというのは、もちろん生産であったり販売であったりの部分もありますが、

同様に次世代の担い手を、内部だけではなくて、外部から確保していくという一つの方向

づけもあるかと思っていますので、法人の展開に期待したいところであります。 

 

○水資源課課長補佐 

ありがとうございます。 

 

○井上委員長 

ほかにございませんでしょうか。 

 よろしいですか。ここは現地も見て、そのときもいろいろ意見交換させていただいてお

りますので、次の地区に移らせていただきます。 

農地保全事業【太陽地区】について、お願いします。 

 

○防災課課長補佐  

（資料３の地区別評価結果（案）説明資料の『農地保全事業「太陽地区」』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、委員の皆様からご意見ご質問をお願いいたします。 

 

○波多野委員 

下流域では、漁業が行われているのですか。 

 

○防災課課長補佐 

漁業の状況については確認しておりません。 

 

○水資源課企画官 

確か、サケ類の漁業はやってますね。 

 

○波多野委員 

地すべりによる土砂の流出によって、漁業被害があるというのが一般的だと思うので

すが、そういった被害は効果として算定されていないのですか。 

 

○防災課課長補佐 

漁業の効果については算定しておりません。 

 

○波多野委員 

B/Cが1.11あるからいいと言ってしまえば、いいのかもしれませんが。 

 

○防災課課長補佐 

確かに生活環境や漁業も含めて下流側への効果はあると思いますが、定量的に算定す

るのはなかなか難しいと思います。ただ、確かに海のところまで影響は出てくるかもしれ

ません。 

 

○井上委員長 

定量的にはなかなか難しいということですが、地すべりにより塞き上げダムができて、

万一それが決壊すると、甚大な被害を下流域に及ぼします。それを未然に防止するという

意味では非常に大事な事業だと思いますが、そういう視点では、なかなか定量的に評価す

ることは難しいですかね。 

 はい、どうぞ。 

 

○佐久間委員 

参考までにわかれば教えていただきたいのですが、３－３－８ページに非常に緻密な

データが記載されておりまして、各年の雨量を見ると、日高地域のこの地区は結構な雨が



  

一気に降ることが多いのがわかります。例えば、平成15年は日最大で317mm、１時間で50mm、

その後も、平成18年には日最大で135mm、１時間で63mmと、非常に大量な雨が降っています

が、平成18年はさほど大きな被害はなかったと考えてもいいのでしょうか。 

平成13年と15年は、工事期間中だったということもあり、地すべりが発生したと思うの

ですが、その後もそれなりに大きな雨がありますし、平成25年も日最大でいうと118mm、

時間最大ではかなり多い年もあります。もちろん平成28年が非常に大きい年ではあります

が、それ以前でも、日高管内で言いますと、特に上流部ですと、鉄砲水が出ることがかな

りあり、農地だけではなく、河川では橋に被害があると思いますが、その部分については

かなり効果があったというふうに考えてもいいのかなと思いました。 

 

○防災課課長補佐 

確かに13年と15年の雨のときに新たに大きな被害が出ました。位置的には、太陽第２地

区の一番左側のＥブロックが、そのときの雨で影響が出たので追加で対策を講じたところ

です。 

 

○波多野委員 

それ以降は被害が出ていないということですかね。 

 

○防災課課長補佐 

そうです。 

 

○波多野委員 

はい、わかりました。 

 

○井上委員長 

ほかにございませんでしょうか。 

これは当初の事業年度は何年までだったのですか、平成16年ですか。 

 

○防災課課長補佐 

確認をさせていただきます。 

 

○井上委員長 

その間に、ほかにご質問やご意見はございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

○宗岡委員 

記載する程度の話では全くないのですが、法面を植生によって保全していることから、

例えば法面の下や近くに農地を持っている農家さんから「種が飛ぶから草が繁茂するのが

嫌だ」とか、事前でも事後でもいいのですが、そのような苦情はなかったのでしょうか。 

 



  

○防災課課長補佐 

苦情については聞いていませんが、事業実施のときにどうだったか確認させていただ

きたいと思います。 

 

○宗岡委員 

自然保護あるいは景観や土壌浸食の抑制といった視点から考えても、できるだけ植生

で保全するのがいいと私は考えていますが、そういった意見があれば、その対処をどうし

たらいいかというのは、今後につないでいけるといいのかなというふうに思いました。 

あともう一つ、細かい話で申し訳ありません。ここの自然環境の部分で、シマリスと

書かれていますが、多分、本土のシマリスは北海道にはいないはずでして、エゾシマリス

という別な同属亜種だと思います。固有名詞を書くときは。その辺を気をつけて書かれた

ほうがよろしいかなと思います。よろしくお願いします。 

 

○防災課課長補佐 

ありがとうございます。 

 

○井上委員長 

ほかにございませんか。よろしいですか。 

先ほどの当初の事業年度はおわかりですか。 

 

○防災課課長補佐 

11年です。 

 

○井上委員長 

なるほど。ほかに何かございませんか。 

 それでは、４つ目の地区についてはよろしゅうございますか。ありがとうございました。 

 それでは、最後に、草地畜産基盤整備事業の広尾地区についてお願いいたします。 

 

○飼料課課長補佐  

（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「広尾地区」』に基

づいて説明） 

 

○大熊委員  

少し補足していいでしょうか。 

まだアメリカとはＦＴＡは締結していないですが、ＴＰＰが漂流した時点でもしかし

たらＦＴＡでは、という動きが出ており、トランプ政権が前向きになってきたと言うこと

で、まだＴＰＰもわからない状況ですね。そうなったときに確実にアメリカからの輸入牛

肉がホルオスの肉とかぶってしまいます。酪農家に占めるホルオスの販売価格は全体の収

益の約２割と言われています。多分、加工乳の生産をしている酪農家が圧倒的に多い中で、

ＥＵとのＥＰＡでチーズ・加工乳にも打撃を受ける、ホルオスの牛肉販売にも打撃を受け



  

る、経営が非常に厳しくなっていく中で、現場では粛々と基盤整備をし、設備投資をして

いくわけですよね。 

どうも国の方針と現場の対応にちぐはぐ感を感じており、大量なお金をかけて設備投

資はしたものの、結局、経営が思わしくなくて離農してしまう結果にならないのか心配し

ており、どういうお考えなのか一度お聞きしたかったのです。 

 

○飼料課課長補佐 

ＴＰＰについては、３月にチリで、米国を除いた形で合意に向けた調印署名をすると

いう話になっていますけども、ＴＰＰで日本に一番影響をもたらすのは米国であると考え

ております。 

ＴＰＰについては、牛肉の関税については、16年間かけて今の38.5％から９％に少しず

つ下げていくと。その間にできるだけ生産性向上というか、競争力強化を図るといった部

分をまず大事にすると。今、ＴＰＰは米国を除いた形で動いていますが、できるだけ関税

削減の幅をとることによって、その間に生産基盤を強化して競争力をつけましょうという

ことでございます。 

それから、輸入牛肉についても、一番打撃を受けうるのはホルスタインの牛肉である

と思います。一方で、和牛は影響を受けないと思います。今の牛肉生産が、部分肉ベース

で32万tですが、確かホルスタインが10万tぐらいあります。日本の消費者にとって安価な

国産牛肉というのも重要ですから、その部分については、しっかりとブランド化・差別化

なりを図っていく。一方で、繰り返しになりますけども、これをやれば大丈夫だというも

のは、経営体や人によって異なりますけども、総じて言えばいわゆる競争力強化という意

味では規模拡大等を図って、スケールメリットを生かして、コストを削減していきましょ

うと。そういったことを併せてやっていくことによって、国内の生産基盤をできるだけ守

っていきたいと。 

それから、ＥＵについては、一部のチーズなどが影響を受けるかもしれないとの懸念

もございます。国産チーズというのは最近消費も結構堅調に推移しておりますし、日本の

消費者の方々の評価も高まっておりますから、そういったところを大事にしてより差別化

に取り組むとかといったことになると思います。 

一方で、国際交渉とは別の話ですけれども、酪農は特に今回畜安法というものについ

て、昭和40年代にできた暫定措置法であったわけですけども、今の社会情勢を鑑みると、

生産者の方々に安心して生産していただくためにも、まさに30年度から大きく制度改正を

行い、恒久法化して、経営の安定を下支えしていくこととしております。 

 

○大熊委員 

ありがとうございました。 

 

○井上委員長 

では、皆さんのほうから引き続きご意見ご質問等をお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 どうぞ。 



  

 

○大熊委員 

目標値という意味では、５年ごとに基本計画を定めておりまして、その中で、濃厚飼

料と粗飼料を含めて平成28年度は27％なんですけども、それを37年度に40％に上げていこ

うというのがございます。 

 

○飼料課課長補佐  

飼料の目標値という意味では、５年ごとに農業農村の基本計画を定めておりまして、

その中で今、濃厚飼料、粗飼料を含めて平成28年度は27％なんですけども、それを37年度

に40％に上げていこうというのがございます。 

 

○大熊委員 

もう一度お願いします。 

 

○飼料課課長補佐 

28年度が27％。 

 

○大熊委員 

28年度が27％。 

 

○飼料課課長補佐 

それを37年度に40％、うち特に粗飼料につきましては、直近で言うと28年度が78％、こ

れを平成37年度には100％にしていきたいと。これは全国、オールジャパンですが、そう

いうふうな形で頑張っていきたいと考えております。 

 

○大熊委員 

はい。ありがとうございます。 

 

○井上委員長 

よろしいですか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

○波多野委員 

事前に少し伺ったかもしれませんが、ここの沿岸域というのは泥炭地ですよね。この

写真を見ても、これは明らかに泥炭地ですが、基本的に泥炭地での暗渠排水は不陸が起こ

り、排水不良になって調子が悪くなるということがあり、排水すると更にまた分解して沈

みます。 

 

○井上委員長 

確かここの沿岸部、海岸に近いところは泥炭地ですが、内陸部は違うと思います。 



  

 

○波多野委員 

この地域の内陸は多分違うと思いますが、いわゆる泥炭地の対策というのをもう一つ

考えたほうがいいといつも思います。要は、排水だけの一点張りでいくのではなく、もう

少し持続可能なことを考えると客土を行うとか、地下かんがいを水田だけでやるのではな

く、泥炭保全のために地下かんがいを埋めてしまうとかですね。 

一時、開発局で検討したことがあるはずですが、今後のことも含めて、検討は必要と

思います。泥炭地の保全というのは、二酸化炭素の排出の問題もありますので、少し考え

ていただきたいなと思います。 

北海道の場合、沿岸域は泥炭地があって、そこはずっと草地になっていますよね。だ

から、今後もそういうことが起こってくると予想されますので、少し検討いただけるとい

いかなと思っています。 

 

○井上委員長 

それは草地基盤整備だけではなくて、何年か前に見せていただいた水田地帯の南幌と

かもそうでしたね。泥炭という特殊土壌、北海道の特異な土壌ですけど、やはり何らかの

考え方に基づいた整備が必要じゃないかというご指摘だと思います。 

 

○水資源課企画官 

北海道は泥炭地域が多いですから、開発局や北海道庁がいろいろと情報交換をしなが

ら整備を進めていくことになるかと思いますので、引き続きその際にはいろいろとご指導

やご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○井上委員長 

よろしいですか。ほかにございませんでしょうか。 

 では、４地区終わりましたけれども、最初の美里地区で宿題がございましたね。お願い

します。 

 

○農地資源課課長補佐 

はい、一点確認事項がございました。 

 佐久間委員からの確認事項ということで、指摘と回答の８番の事業効果説明資料の表の

作物生産効果のところ、具体的には作付増減の数字が基礎資料のどことリンクしているの

かということだったと思います。基礎資料の３－１－28ページの水稲を見ていただきます

と、うち作付増減の3994という数字がございますが、これは年効果額の算定の増加粗収益

のところの水稲新設作付増の3994、ここと数字がリンクしております。それで、基礎資料

のほうの13267と3994を足した数字が、指摘・回答の資料の増加粗収益の17261、この数字

になってまいります。 

それで、この表を確認していて大きな抜けがございました。牧草と小麦が入っており

ませんので、指摘と回答の合計額が間違っている数字になっております。そこは修正をさ

せていただきたく思います。 



  

 

○井上委員長 

今の修正は、３－１－40の回答の表を修正するとのことですね。 

 

○農地資源課課長補佐 

そうです。３－１－40の表を修正します。ですので、増加粗収益のところの8760という

数字が31308という数字になってまいります。大変失礼しました。 

 

○井上委員長 

ご確認いただきまして、ありがとうございました。また、ご指摘もありがとうござい

ました。 

それでは、全体を通じて何かございませんでしょうか。 

 もしなければ、今日はいろいろなご意見をいただきました。それを事務局でまとめてい

ただいて、修正が必要な箇所を訂正していただいて、改めて各委員に確認をしていただき

たいと思います。 

 それから、最終的に「第三者の意見案」というものを私どもから出さないといけないの

ですが、今後、事務局の協力をいただいた上で取りまとめて、その内容を委員の皆様にご

確認をいただきます。その上で、最終決定として提出したいと思いますが、そういった形

でよろしゅうございますでしょうか。 

 

○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、委員の皆様、長時間にわたりご議論いただきまして、まことにありがとうご

ざいました。 

 その他ということで、事務局から何かございましたら、お願いいたします。 

 

○土地改良企画課課長補佐 

本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。 

 議事の（１）の本検討会の運営等で決定されました本日の議事概要につきましては、各

委員の方々にご発言の確認をさせていただき、それが終了次第、速やかに公表したいと考

えております。 

 また、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て修正

案を作成いたしまして、委員長が取りまとめられました「第三者の意見」と併せて、委員

長に内容のご確認を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。大

変ご多忙だとは思いますが、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

○井上委員長 



  

それでは、事務局にお返しいたします。 

 

○水資源課課長補佐 

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

術検討会を閉会いたします。本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 

 

 


