
平成 28 年度関東農政局補助事業評価（再評価・事後評価） 

第３回技術検討会 議事録 

日時：平成 29 年２月３日（金）14:30～17:00 

場所：さいたま新都心合同庁舎２号館５階 

共用 AV 会議室 504 

 

事務局 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から、関東農政局補助事業評価の第３回技術

検討会を開催させていただきます。 

本日はお忙しい中、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。なお、本日、中村委員はご欠席でございます。 

では、議事に入ります前に、本日の資料の確認をいたします。 

（配布資料の確認） 

それでは、以降の議事進行につきましては、西村委員長にお願いいたします。 

 

西村委員長 

 それではよろしくお願いいたします。 

本日は事務局から説明をいただいて、意見交換をした後に、技術検討会委員の方で第三

者意見をとりまとめることになります。第三者の意見のとりまとめについては、技術検討

委員と事務局のみでとりまとめますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事次第に従いまして、議事を進めます。 

  

西村委員長 

 まずは、再評価地区の評価結果（案）について、農業競争力強化基盤整備事業「北総中

央Ⅱ期地区」及び「矢部地区」について、一括して説明をお願いします。 

 

水利整備課長 

 「北総中央Ⅱ期地区」については、第１回技術検討会から大きな変更点はありません。 

 つづきまして、「矢部地区」ですが、1-2-2 の費用対効果算定の精査を行った結果、温州

みかんの単価の修正があったため、B/C が 1.05 となり、修正を行いました。 

 

西村委員長 

 ありがとうございました。 

 では、北総中央Ⅱ期地区について質問・意見等ありましたらお願いします。 

 

技術検討会委員 

（意見なし） 

 

 



西村委員長 

 では、矢部地区について質問・意見等ありましたらお願いします。 

 

技術検討会委員 

（意見なし） 

 

西村委員長 

 つづきまして、農業競争力強化基盤整備事業「大宝沼地区」について、前回の技術検討

会から修正した内容について説明をお願いします。 

 

農地整備課長 

 1-3-2 の費用対効果算定の精査を行った結果、評価年がずれており修正を行ったため、B/C

が 1.24 となり、修正を行いました。 

 前回の技術検討会で質問のありました、「農地利用の集積化が進んでいるが、高齢者が多

いということだが、整備が進むことにより、若い担い手さんが増えていくように状況なっ

ているのか」についてですが、本地区においては担い手 11 名の年齢構成は 60 代以上がほ

とんど(８/11 名)であるが、60 代以上の約９割(７/８名)に後継者がおり今後若い担い手が

増えていくものと思われます。 

 また、「集積は賃貸借がメインなのか、売り渡しという形なのか」についてですが、賃貸

借による集積がメインであり、集積目標年度における集積計画については、賃貸借 62％、

作業受託 24％、所有 14％と賃貸借が過半を占めております。 

 

西村委員長 

 ありがとうございました。 

 では、大宝沼地区について質問・意見等ありましたらお願いします。 

 

技術検討会委員 

（意見なし） 

 

西村委員長 

 つづきまして、農村地域防災減災事業「渡良瀬川中央4期地区」について、第２回技術検

討会から修正した内容について説明をお願いします。 

 

防災課 課長補佐 

 1-3-2 の費用対効果について、効果算定における考え方を精査し、国産農産物安定供給効

果を計上したことにより、B/C が 4.06 となり、修正を行いました。併せて付帯する資料に

ついても、追加しております。 

 

 



西村委員長 

 ありがとうございました。 

 では、渡良瀬川中央４期地区について質問・意見等ありましたらお願いします。 

 

小倉委員 

 B/C について、現計画時が 1.01 に対し、4.06 と大きく上がったのは何か特別な理由があ

るのでしょうか。 

 

事業計画課 課長補佐 

 効果の算定は「事業ありせば」と「事業なかりせば」についての比較で行っていますが、

当初の効果算定では現状からの機能アップ分だけを計上しており、「事業なかりせば」の部

分については効果を計上していませんでした。現在の効果算定では計上できるようになっ

たため、その分の効果が大きく出ています。 

 

西村委員 

 農業関係だけで効果が出ているのでしょうか。 

 

事業計画課 課長補佐 

 当地区の場合は、家屋等の一般公共施設の被害についても効果算定できるようになった

ため、効果が大きく出る形になっています。 

 

西村委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、事後評価地区の事後評価結果（案）について、かんがい排水事業「吾妻地

区」、畑地帯総合整備事業「梅島地区」の第２回技術検討会における質問に対する回答に

ついて、説明をお願いします。 

 

水利整備課長 

 変更点について３点説明させていただきます。まず、2-1-4 ページの赤字の部分が修正し

たところになります。第２回技術検討会において、西村委員からご質問のありました「４

（３）事業による波及効果」の「農地環境保全会」についてですけれども、ここには一般

の住民の方も参加しておりますので、地域住民の参加を追記した修正をしております。農

地環境保全会の正式名称は「免鳥・吾妻地区農地環境保全会」ですので、正式名称に修正

しております。また、「５（１）生活環境」に農地保全会のことを記載しておりましたが、

４（３）と重複しますので、５（１）を削除いたしました。 

「４（４）費用対効果分析」については、作物生産効果と国産農産物安定供給効果を精

査した結果、Ｂ／Ｃは 2.04 となり、修正しました。「５（２）自然環境」についてですが、

前回の技術検討会ではご指摘等はなかったのですが、農林水産本省から記載するよう指示

がありましたので、自然環境につきましては、「幹線水路の水位変動が大きいので、生息生



物の生息環境を保全するため、特に低水位時の水位確保と本地区で生息確認がされている

メダカ等魚類の隠れ家・産卵場として魚巣ブロックを設置するなどの環境配慮を行った結

果、事業実施後もメダカ等の魚類が確認できている」ということで、記載させていただき

ました。以上が吾妻地区における修正点でございます。 

 

 続きまして、梅島地区ですが、先ほどの矢部地区と隣接している地区でございます。こ

この修正点でございますけれども、まず、2-2-4 ページの「４（４）費用対効果分析の結果」

でございますが、作物生産効果及び営農経費節減効果を精査した結果、Ｂ／Ｃは 1.33 とな

り修正いたしました。 

 次に、「５（１）生活環境」でございますが、小倉委員から「他地域から本地区のアンテ

ナショップ等へ訪れやすくなったと思うので、そのあたりを積極的にアピールしてはどう

か」とご指摘をいただきまして、その点につきまして「地域外から「アンテナショップき

らり」へ訪れやすくなっている等、地域活性化につながっている」と追加させていただき

ました。 

 「５（２）自然環境」につきましては、先ほどと同様に農林水産本省からもう少し詳し

く記載するよう指示がありましたので、赤字の部分のとおり、「本地域は静岡県の三大みか

ん産地のひとつであり、樹園地が広がる山々に囲まれた自然豊かな地域であることから、

静岡市の田園環境整備マスタープランで環境配慮区域となっている。地区内には特に配慮

すべき希少種等は確認されていないが、工事実施に当たっては、汚濁水の排出防止や環境

負荷の低い機械の使用、法面保護には植生工等を行った結果、事業実施前と変わらぬ生育

環境が維持されている」と追記しております。 

 以上でございます。 

 

西村委員長 

 只今の説明及び評価結果書（案）について、先ずは「吾妻地区」について、質問・意見

等ありましたらお願いします。 

 

小倉委員 

 自然環境についての記述を書いていただきありがとうございます。このような記述がホ

ームページ等で公表されることで、他の地区でも環境配慮が当たり前、常識というような

認識が広まってくれると良いと思います。国営事業では環境配慮が行き届きやすいのです

が、補助事業の場合、各自治体に環境配慮への温度差があるので、事後評価結果という形

で広めていただけるのはありがたいと思います。 

 

西村委員長 

 ありがとうございました。 

 では、梅島地区について質問・意見等ありましたらお願いします。 

 

 



技術検討会委員 

（意見なし） 

 

西村委員長 

 経営体育成基盤整備事業「川又平戸地区」について、説明をお願いします。 

 

農地整備課長 

 川又平戸でございますが、資料については前回説明した内容から変更はございません。

ただ、本地区では、ほ場整備後に飼料用稲が拡大されているという説明をいたしましたが、

それに対し地元のどのあたりの畜産農家と連携しているのかというご質問をいただきまし

た。この事業は平成 22 年度に完了したのですが、飼料用稲も平成 22 年くらいから急激に

拡大しておりました。その段階では、隣接する畜産農家と連携を図っていましたが、地区

全体で飼料用稲の栽培面積が増えたため、隣接する市町村の畜産農家との直接的なやりと

りはやめ、経営の安定化のため全量を JＡに出荷しております。 

 

西村委員長 

 只今の説明及び評価結果書（案）について質問・意見等ございましたらお願いします。 

 

技術検討会委員 

（意見なし） 

 

西村委員長 

 では、次に農道整備事業「大里中央地区」と中山間地域総合整備事業「菜の花２期地区」

についてですが、第２回技術検討会において指摘事項がございませんでしたので、説明は

省略いたします。評価結果書（案）について質問・意見等ありましたらお願いします。 

 

技術検討会委員 

（意見なし） 

 

西村委員長 

 次に、農地防災事業「富入沢地区」と「白子第三地区」の第２回技術検討会における質

問に対する回答について、説明をお願いします。 

 

防災課 課長補佐 

 「富入沢地区」について、資料は 2-6-4 ページです。「５（２）自然環境」について、「本

地区は前橋市の田園環境整備マスタープランで環境配慮区域内に位置することから、環境

との調和に配慮した事業を推進するため、ダム工事で発生した法面に植生工を行っており、

事業実施後も周囲の自然景観が維持されている」と記載いたしました。 

 続きまして、「白子第三地区」についてです。資料は 2-7-3 ページです。前回の技術検討



会で、効果が低いのではないかとのご指摘を受けまして、改めて受益内の被害軽減額につ

いて精査した結果、B/C が 1.03 となり、修正いたしました。 

 以上でございます。 

 

西村委員長 

 それでは、只今の説明及び評価結果書（案）について、先ずは「富入沢地区」について、

質問・意見等ありましたらお願いします。 

 

技術検討会委員 

（意見なし） 

 

西村委員長 

 白子第三地区について、質問・意見等ありましたらお願いします。 

 

技術検討会委員 

（意見なし） 

 

西村委員長 

 では、少し早いのですが、「（３）技術検討会の意見取りまとめ及び報告」に進みたいと

思います。 

これまでの議論を総括し、我々、技術検討会委員が地区ごとに「意見」として取りまと

めます。このため、約40分間、技術検討会委員で意見の取りまとめを行いますので、補助

事業評価委員の方はその間退席願います。なお、技術検討会委員からの意見は16時を目処

に報告したいと思います。 

 

～技術検討会委員の意見調整～ 

 

西村委員長 

それでは議事を再開します。 

「第三者の意見」を取りまとめましたので、読み上げて報告させていただきます。 

 まず、再評価の農業競争力強化基盤整備事業「北総中央地区」です。「当地区は、現在の

ところ進捗が遅れているが、長期化の要因となっている洪水調節池の下流域関係者との協

議状況を踏まえた事業計画の見直しを行い、引き続きコスト縮減を図りつつ、事業完了に

向けて着実に事業を推進し、早期の事業効果発現に努められたい。」 

 次に、農業競争力強化基盤整備事業「矢部地区」です。「当地区は、換地計画の同意や非

農用地計画の調整に時間を要したが、区画整理の整備が進み、計画的に事業進捗を図る

ことが可能となっている。また、本事業により既に区画拡大等の整備を実施した地域では、

担い手への農地利用集積が進む見込みである。引き続きコスト縮減を図りつつ、事業完了

に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。」 



次に、農業競争力強化基盤整備事業「大宝沼地区」です。「当地区は、現在までに工事を

ほぼ完了しており、一部の道路工事を残すだけとなっている。また、本事業により既に区

画拡大等の整備が行われている地域では、担い手への農地利用集積が進むなどの事業効果

が見られる。今後ともコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さ

らなる効果発現に努められたい。」 

次に、農村地域防災減災事業「渡良瀬中央４期地区」です。「当地区は、現在までに工事

をほぼ完了しており、一部の水路工事を残すだけとなっている。また、本事業により既に

水路工事を実施した地域では、農地への湛水被害が改善され、事業効果が発現している。

今後ともコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発

現に努められたい。」 

 再評価の地区は以上です。 

 

続きまして、事後評価地区のかんがい排水事業「吾妻地区」です。「当地区は、本事業に

よりほ場の湛水被害が防止され、水田の汎用化によっていちごやきゅうり等を組み合わせ

た複合経営や、果樹の新規導入による観光農園開設・直売所での販売等によって、地域農

業の振興や農家所得の向上等の効果の発現がみられる。また、排水機能が強化されたこと

で農地の湛水被害も無くなり、農業経営の安定に寄与していることも評価できる。今後も、

施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図るとともに、収益力の高い農業経営体

の育成に向けて、地域資源のＰＲや６次産業化の取り組みを行うことが望まれる。」 

次に、畑地帯総合整備事業「梅島地区」です。「当地区は、ほ場の平坦化かつ大区画化に

より、農作業の効率化及び農業生産性の向上が図られている。また、地域の担い手の育成

や農地集積による経営規模の拡大等も図られており、地域農業構造の改善が図られている。

さらに、事業を契機に「環境に配慮した農業」に対する機運の高まりを受け、地区内に有

機農業専用のエリアを設けたり、ブランド化や加工品の生産・販売に取り組む等、受益農

家の営農意欲の向上も評価できる。今後も引き続き、担い手の育成と農地中間管理機構の

活用等による農地集積を促進し、地域農業の体質強化を進められたい。」 

次に、経営体育成基盤整備事業「川又平戸地区」です。「当地区は、ほ場の大区画化や農

道、暗渠排水の整備により、農業生産性の向上が図られている。また、農事組合法人や担

い手の育成、農地集積による経営規模の拡大等、地域農業構造の改善が図られている。さ

らに、ブランド米の栽培や田んぼアートプロジェクトの実施等、地域活性化に向けた取り

組みも評価できる。今後も引き続き、担い手の育成と農地中間管理機構の活用等による農

地集積を促進し、地域農業の体質強化を進められたい。」 

次に、農道整備事業「大里中央地区」です。「当地区は、本事業により通作及び農産物輸

送時間が短縮され、大型車両の通行が可能になったことで、農産物の輸送経費が節減され

る効果が確認された。また、これらの効果発現に伴い、農家の営農意欲が向上し、「深谷ね

ぎ」や「菜色美人ブロッコリー」等のブランド農産物の作付けが増加するなど、産地収益

力の向上が図られている。今後も農道整備の効果を安定的に発揮するため、計画的な補修

を行うなど、適切な維持管理を継続されたい。」 

次に、中山間地域総合整備事業「菜の花２期地区」です。「当地区は、中山間地域の農業



生産基盤整備及び農村生活環境整備を総合的に実施したことにより、農業生産性の向上と

生活利便性や安全性の向上が図られている。また、本事業により整備された農村公園、市

民農園は、地域住民の健康増進や憩いの場になっているほか、都市住民との交流の促進等

の場にもなっており、地域の活性化が図られている。今後も事業により整備された施設に

ついて所要の機能が維持されるよう、地域ぐるみでの適切な維持管理を継続されたい。」 

 次に、農地防災事業「富入沢地区」ですが、「当地区は、本事業により農地及び農業用施

設への湛水被害が未然に防止され、安定した農業経営が実現していることが確認された。ま

た、下流域の家屋、道路等への浸水被害も防止されており、地域の生活環境の改善も図られ

ている。今後も、洪水被害を防止・軽減するため、施設の適切な維持管理を継続されたい。」 

次に、農地防災事業「白子第三地区」ですが、「当地区は、本事業により排水路及び排水

機場が整備され、地区内の湛水被害が未然に防止されていることが確認された。また、地

区内の家屋、道路等への浸水被害も防止されており、地域の生活環境の改善も図られてい

る。今後も湛水被害を防止・軽減するため、施設の適切な維持管理を継続されたい。」以

上です。 

それでは、次に「（４）その他」について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

事務局から再評価と事後評価に係る今後のスケジュールについて説明いたします。 

前回の技術検討会と同様、本日の議事概要及び議事録を事務局で整理し、委員の皆さま

にご確認いただいた上で、公表させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

また、本日のご討議を経て定めた評価結果書案を２月末までに農林水産省農村振興局に

報告いたします。これを受けて、農林水産本省では、省内調整を図りながら評価決定手続

きを進め、３月末を目途に「第三者の意見」を記載した評価結果書を農林水産本省と関東

農政局のホームページで公表する予定です。 

 

西村委員長 

本日以降に、評価結果書案に修正を行う場合は、委員長である私と事務局にご一任いた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

技術検討会委員 

(異議なし) 

 

西村委員長 

特に異論がないようでございますので、ご賛同いただいたものとさせていただきます。 

それでは、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ので、

議事進行を事務局にお返ししたいと思います。 

 

事務局 

最終の評価結果につきましては、別途事務局より各委員に報告いたします。 



長時間にわたるご議論、ありがとうございました。 

閉会にあたりまして、補助事業評価委員会委員長の島田農村振興部長より一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 

農村振興部長 

あいさつ 

 

事務局 

以上をもちまして第３回関東農政局補助事業評価（再評価・事後評価）技術検討会を閉

会いたします。ありがとうございました。 

 


