
平成 30年度 関東農政局 国営土地改良事業等事業評価(再評価)技術検討会(第２回) 

議事録 

 

日時：平成 30年７月４日(水) 

場所：関東農政局 11階 防災対策室 

 

○古川事業調整室長  

時間になりましたので、これより平成 30年度 関東農政局 国営土地改良事業等事

業評価(再評価)技術検討会(第２回)を開催します。本日は、お忙しい中ご出席頂きあ

りがとうございます。  

それでは、開会に当たりまして、「国営事業管理委員会」委員長の塩屋農村振興部長

からご挨拶申し上げます。 

 

○塩屋農村振興部長  挨拶  

 

○古川事業調整室長  

    それでは、以降の議事の進行につきましては、中村委員長にお願いいたします。 

 

○中村委員長  

それでは、これより議事次第に従いまして、議事を進めたいと思います。  

国営かんがい排水事業再評価「北総中央地区」について、説明をお願いします。  

 

○土屋所長 

  本日は、前回いただいたご意見に対する考え方、関係団体からの意向、評価項目の

まとめ（案）についてご説明させていただきます。 

 

○土屋所長 

  まずは、前回いただいたご意見に対する考え方をご説明します。 

 

▼ 梶島、北田各委員から、「水利用を進めるにはソフト対策が重要であり、新規作物

の導入や経営体の育成など、本地域が活力ある農業を持続するための方策を検討し、

普及していくことが必要」とのご意見をいただきました。 

 

本件に関しては、多様なニーズに応えるべく、適時・適切のかん水が不可欠であ

るため、山武市や千葉市などにモデルほ場等を設置し、畑かん効果の実証を行って

います。 

また、事業に関係する県・市・ＪＡ等で構成する推進協議会営農対策部会で、畑か

んの効果や地盤沈下の情報などを整理し、広報誌「ザッツ 畑かん営農だより」を

全受益者に配布しつつ、関係機関と連携して講習会を開催する等、ＰＲや支援を実



施しています。 

 

▼ 小倉委員から、「利根川の水は広範囲に活用されており、営農における水質として

問題ないことの説明に努められたい」との意見を頂きました。 

 

本件は、ご意見のとおり、利根川下流河口堰の水質試験（国土交通省等で実施）で

は人の健康に害を及ぼすような重金属は検出されておらず、問題ないことが確認さ

れています。さらに、これまで北総中央用水を使用している農業者からも、水質に

ついて営農上問題があるとは聞いておりません。 

一方、地下水は、低水温による生育不良や砂によるかん水チﾕーブの目詰まりが生

じるなどのデメリットがあります。 

以上を営農者に説明するとともに、河川水の水質に不安を持つ方には、地下水か

ら表流水（北総中央用水）へ水源転換することによるメリットも含めて、安全性や

利便性などをＰＲして参ります。 

 

▼ 北田委員から、現在、効果算定で計上されていない、地盤沈下を抑制する環境保

全・増進効果や地域環境の保全といった多面的機能についても評価すべきとの意見

を頂きました。 

 

本件は、ご指摘のとおり、事業の効果として、地下水涵養や地域環境の保全等の

多面的機能も有しています。 

効果算定では、定量化が可能なものは、算定手法の検討・改善が進められており、

多面的機能の評価も、外部経済効果（農業生産活動以外の効果）を適切に評価する

ための算定手法が導入されていますが、状況により定量的な評価が難しいのが現状

です。 

ご指摘の、地盤沈下を抑制する効果は、災害防止効果で算定可能ですが、本事業

の場合、地下水が農業以外にも利用され、本事業と地盤沈下の因果関係を定量的に

整理することが困難であり、効果の算定には至っていません。 

農業農村整備事業の多面的機能は、事業の意義・役割を広く国民一般にご理解し

ていただく上で重要と考えているので、引き続きＰＲしていきたいと考えています。 

 

 

▼ 小倉委員から、「子ども等を対象とした環境学習会などは、長い目で見ると将来の

農村を守ってもらう世代として大切」との意見を頂きました。 

 

ご意見のとおり、子供たちや一般住民へ、農業・農村の大切さや農業用水の必要

性等を PRすることは、とても重要と考えており、これまで、小学校の総合学習の一

環としての出前講座や排水路の生き物調査も行っています。 

また、昨年度は、小倉委員も講師として参加頂いた富里市主催の小学生を対象と



した環境学習会で、調整水槽の上から地域の農村環境を一望して頂きました。 

今後も、学校や関係機関との連携を図り、環境学習を通じた地域へのＰＲを積極

的に展開します。 

 

 

▼ 小倉、梶島、北田各委員から「現在の通水面積は多いと感じられず、最終的な通

水面積に至る過程の目標設定、進捗管理を行うべき」とのご意見を頂きました。 

 

ご指摘のとおり、通水面積の拡大や関連事業の推進は、本地区の重要な課題であ

ると認識しています。 

千葉県では、関連事業の推進に向けて、県営畑地かんがい推進モデルほ場設置事

業を実施し、畑地かんがいの普及・啓発を図っており、関東農政局としては、千葉県

や関係市と連携し、国営事業工事完了の平成 32 年度までに約 900ha、平成 35 年度

までに 1,500haを中間目標と設定して取り組んで参ります。 

さらに、これらを踏まえ千葉県では、 

・県営畑地帯総合整備事業では、用水要望の高い団地から優先的かつ機動的な整

備の実施 

・大規模で合意形成が困難な地区は、面積要件が小さく合意形成が図りやすい団体

営事業等によるきめこまやかな整備の活用 

・地元負担が発生しない農地中間管理機構関連農地整備事業による整備の活用 

等を行いながら、関連事業による通水面積の拡大の推進を図ることとしています。 

引き続き千葉県と連携し、地域の合意形成を進めて参ります。 

 

○土屋所長 

次に、団体から意見を聴取していますのでご説明します。 

 

～ 資料に基づき説明 ～ 

 

○土屋所長 

次に、評価項目のとりまとめについて説明します。 

 

～ 資料に基づき説明 ～ 

 

○中村委員長  

では、説明内容について、各委員からご質問、ご意見を賜りたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○梶島委員 

着水面積の拡大による効果の早期発現という目標を達成する為に、具体的に何を行



うのでしょうか。千葉県も認識している目標でしょうか。 

 

○土屋所長 

面積要件が小さい団体営事業や農家負担の小さい新制度による事業等各種補助事業

を活用するなどの戦略をもって平成 32 年度に約 900ha、平成 35 年度に 1,500ha と着

水面積とすることを目標にして取り組もうと考えており、千葉県としてもそのように

認識しています。 

 

○梶島委員 

効果の早期発現に向けて、関係機関と連携し、共通認識を持って積極的に事業を進

めていただきたいと思います。 

 

○小倉委員 

説明資料の P1-6において、552haで通水されている旨の記載がありますが、全体の

分母となる面積が分かりません。 

通水開始面積の推移図からすると縦軸が 600ha となっているため、全体の面積は

600ha とも受けとれます。このため、例えば全受益 3,267ha に対する通水面積と分か

るようにした方が良いと思います。 

 

○土屋所長 

説明資料の P1-6では国営事業の進捗状況を説明しています。一方、関連事業の進捗

状況については、P1-10 にて説明しています。これらを併せて着水面積の拡大を図る

こととなりますので記載の仕方について検討させて頂きます。 

 

 

○中村委員長 

説明資料 P1-6、P1-7 では地域用水について記されていますが、「かんがい用水」に

ついての説明が少ないため、「かんがい用水」に関することと「防火用水」に関するこ

とに項目を分けて整理されるとわかりやすいと思います。 

 

○土屋所長 

記載方法について検討します。 

 

○中村委員長 

P1-7 の地域に関する協定書の例において「第３条 防火用水の対象とする施設は、

第２条に定める幹線用水路以降の施設（別表）とし、」とあるが、「幹線用水路以降の

施設」とは、支線用水路ということでしょうか。 

また、「北総中央地区」の P1-7のタイトルには、「防火用水」と記載しているが、上

から 2 行目には「消防用水」と記載がある。語句をそろえた方が良いのではないでし



ょうか。 

 

○阿久津課長 

協定書については幹線用水路も含めています。排泥口からの取水が可能となってい

ます。用語については統一します。 

 

○石野委員 

P1-8 の主要な施設の工程の図表を P1-6 の説明の直下に示した方がわかりやすいの

ではないでしょうか。 

 

○土屋所長 

記載方法について検討します。 

 

○小倉委員 

「ザッツ 畑かん営農だより No.28」には有益な情報が掲載されているため、営農者

へ効果を説明する際には積極的に活用していただきたいと思います。 

同 P8の表 8で、試験区では経費が上がっていますが、農業所得がそれ以上に多くな

っています。農家は支払うものが多くなると消極的になると思うので、支払う以上に

収益が上がるという説明ができる良いデータだと思います。農家さんへの説明ではこ

のようなデータを活用すると良いと思います。 

また、関東農政局では、「渇水対策本部」ができているようですが、今後干ばつ被害

は顕著となる傾向で、天水頼りの営農は厳しくなります。その点を特に強調していた

だき、本事業による安定的な用水確保の必要性を営農者に説明すると良いと思います。 

 

○石野委員 

「ザッツ 畑かん営農だより NO.28」P9の表 10で、試験区の労働時間が慣用区より

多い理由を教えてください。 

 

○土屋所長 

かん水チューブの設置作業や、収量が増えたことに伴い作物の選別や箱詰め等に時

間がかかったためと考えられます。 

 

○石野委員 

現在、井戸水を上げる動力はディーゼルでしょうか。 

 

○土屋所長 

電気を使用しています。農事用電力であり、井戸の深さや利用規模にもよるが、一

般の家庭用電力よりは安価と考えられます。 

 



 

○梶島委員 

利根川流域の水と地下水では、どちらの水質が良いのでしょうか。 

 

○土屋所長 

河川水なので、飲み水としても使用できるレベルの地下水と比較すると悪い結果に

はなるが、農業用水として使用するには、利根川流域の水質は全く問題無いと思いま

す。 

 

○梶島委員 

利根川流域の水は有機農業に用いることができるのでしょうか。 

 

○土屋所長 

営農に使用するには全く問題はありません。農作物を出荷する際の野菜の洗い水に

は地下水や家庭の水道水の利用が求められる例があります。 

 

○梶島委員 

GAP に適用するには営農用の水と、洗い用の水道水などの２色使いが必要となり農

家には負担になる可能性もあります。 

 

○土屋所長 

今後、選果場が整備され、まとめて洗うなどのシステムが確立してくれば、そのよ

うな負担も軽減されると思います。GAP や HACCP のために 2 系統である部分はできる

限り 1系統になるよう推進していく必要があります。 

 

○小倉委員 

八街市周辺は地下水の硝酸性窒素による汚染があります。 

現地調査した農家の井戸は深さ 100ｍ程度とのことなので硝酸性窒素量は少ないか

もしれないが、地下水は万能ではないと言うことを、八街市の農家の方々に知ってい

ただきたい。 

 

○中村委員長 

水質データは平均値より、75%値の方がより信頼度は高くなります。水質は日によっ

て気温等で大きく左右される可能性や、異常値を検出した場合、その異常値に引っ張

られて大きく値が変わってしまう可能性があります。今後の参考としてください。 

 

○中村委員長 

この地区では、いかに早く全域に水を届けるかが焦点と感じます。 

「ザッツ 畑かん営農だより」は全受益者に配布しているのですか。また、実証ほ場



等はいつから始めて、国営の受益地区全市にあるのでしょうか。 

 

○土屋所長 

「ザッツ 畑かん営農だより」は全受益者に配布しています。 

実証ほ場等は平成 16 年から始めており、過去も含めると北総中央地区内には全 12

地区あり、７市のうち東金市、佐倉市、成田市にはありません。 

 

○中村委員長 

できれば、関係機関と連携し、全関係市に実証ほ場を設置し、畑かん効果を実感し

てもらった方が良いと思います。実証ほ場を設ける際は、農家にお願いしているので

すか。また、実証ほ場の農家では後継者が育ち、今後の展望があるのでしょうか。 

 

○土屋所長 

実証ほ場は農家にお願いして、その農家の土地に設けています。また、後継者が育

つなど意欲的な農家が多いと聞いています。 

 

○小倉委員 

関連事業を進める際に、農家負担の少ない事業等を活用するとのことだが、再評価

結果（案）にそのような手法を記載してはどうでしょうか。 

 

○梶島委員 

着水面積を増やすための手法を細かく書くよりは、今度どのような思いで進めてい

くかという意思表示を記載するほうが良いと感じます。例えば、再評価結果（案）の

【評価項目のまとめ】欄に「効果発現をさせていく」など効果を発現させることを意

識していると言う気持ちを表現すると良いのではないでしょうか。 

 

○石野委員 

本事業では、地域用水も大きな効果と考えられますが、関係団体からの意見では、

防火用水に関する意見が少ないと思われます。 

 

○土屋所長 

意見を伺ったのが各団体の農政部局のため、主に農業関係に関する記載が多くなっ

ています。ただ、第 1 回技術検討会での現地調査の時にも伺ったように、消防部局か

らは、非常に役に立っており、無くてはならない存在だという言葉をいただいていま

す。 

 

○小倉委員 

説明資料 P1-7の表に、北総中央用水を活用した近年の防火用水としての使用実績が

あるが、これは実際に使った事例をまとめているのでしょうか。この表に記載されて



いる他にも使用事例がありますか。 

 

○阿久津工事課長 

表に記載しているのみです。 

 

○中村委員長 

北総中央用水は、北総東部からの水を分配して使用しており、北総東部は水資源機

構が水利権を所有しています。北総中央用水の水利権は誰が取得したのですか。 

 

○土屋所長 

北総中央用水の分も水資源機構が水利権を取得しています。 

 

○中村委員長 

今後、北総中央用水の水を増やしたい場合、どうするのですか。 

また、北総東部用水事業費の北総中央地区が担うべき事業費の負担分の扱いはどの

ように整理されていますか。また、負担した事業費分も効果算定には計上されている

のですか。 

 

○阿久津工事課長 

北総東部で余剰分があれば変更協議を行える可能性もあると考えられます。 

負担分の精算は終わっていると聞いており、効果算定にも反映しています。 

 

以上 


