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1
技術検討会

資料 148

西脇委員 ビオトープ等の希少植物が現在どのような状況なのか生存状況などの
データを捉えて頂いて、そこにどのような変化があるのか、それが自然的
な要因なのか、何か影響があるのかを、教えて頂きたい。

⇒宿題

農政局・那珂
川沿岸事業所

＜6.29宿題回答＞
平成16年から工事実施時に希少植物７種類を御前山ビオトープに移植していま
す。
移植後の生息状況については、事後モニタリングを１～３年間実施し、定着、株
数の増加が確認されています。
その後はNPO法人御前山環境センターにおいて毎年ビオトープの管理保全が
行われており、直近では令和4年６月１日実施された希少種の育成活動により、
希少種周辺の選抜草抜き、草刈り等が実施されました。

【R4.6.1ビオトープ育成活動概要（御前山環境センター）】
■月日：令和4年6月1日
■作業内容：希少種周辺の選抜草抜き、草刈り、取水口・水路補修

2
技術検討会

資料 149

西脇委員 オオタカの生息状況が現在どのような状況なのか、生息状況等のデータ
を捉えて頂いて、そこにどのような変化があるのか、それが自然的な要因
なのか、何か影響があるのかを、教えて頂きたい。

⇒宿題

農政局・那珂
川沿岸事業所

＜6.29宿題回答＞
H26年度に実施した猛禽類等の生息状況モニタリング調査の結果、工事・湛水
完了後においても猛禽類の生息環境が維持されていることが確認されていま
す。
【調査結果】（技術検討会資料P39より）
①成鳥雄３例、成鳥性不明４例、齢性不明６例、計13例が確認されたが、繁殖
兆候は確認されなかった※ 有識者意見「繁殖の失敗は工事による影響ではな
く、雄個体の老齢化など、自然的な要因によるものと考えられる。」
②営巣林北側から那珂川にかけてオオタカの飛跡が確認されたが、隣接地域
に生息するオオタカが採餌を目的として上伊勢畑地区の周辺を利用していると
考えられた。
③オオタカによるものと考えられる食痕（ドバト）が確認された。
【その後の対応状況】
この調査結果を茨城県環境部環境政策課（自然・鳥獣保護担当）及び野鳥の
会茨城県支部に報告し、鳥類部会としての調査を終了することについて、自然
公園法に基づく完了届を茨城県知事へ提出しました(H26.11.14)

令和４年度　国営事業管理委員会
　　　　R4.5.30　技術検討会（第１回）　ご指摘事項及び回答・対処方針等
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3 - -

西脇委員 那珂川揚水機場の試験通水を行うということですが、私自身、訴訟の内
容を把握出来ていないですが、生態系への水質の影響がどういう状況な
のか等いろいろな意見があったと思います。試験通水の時はまだ水質の
変化等はわからないかもしれませんが、可能であれば水質調査をするな
ど影響評価に使用できるデータを取っていただけると良いと思います。

⇒宿題

農政局・那珂
川沿岸事業所

＜6.29宿題回答＞
霞ヶ浦導水訴訟では、霞ヶ浦の水を那珂川に導水することにより那珂川が水質
悪化することを関係漁協が問題視しています。なお、H30.4.27に成立した和解
条項※に水質調査が位置づけられています。
一方、本事業の那珂川揚水機場は那珂川から取水するだけなので、那珂川の
水質を変化させることはなく、漁協から水質について意見をいただいたことはあ
りません。
ただし、漁協はアユの迷入対策の効果について関心があるため、、試験通水に
当たっては漁協と十分に調整しながらしっかりフォローしていきたいと考えていま
す。
※霞ヶ浦導水訴訟和解条項（抜粋）
(3)国（国交省のこと）は一定期間、霞ヶ浦から那珂川への少量の試験送水を行い、モニタ
リングを実施。水質などへの影響を調査する。国は結果を踏まえ、漁業、特にヤマトシジミ
への被害を与えない方法を検討する。

4 - -

石野委員 今回の再評価の対象となる数値や事業概要と、５年前の再評価の対象は
重なっても良いのか、それとも、５年前の再評価以降の取組を基準とする
のかについてお伺いしたい。

農政局・那珂
川沿岸事業所

今回の再評価は、前回の再評価（H29）以降の取組ということではなく、事業全
体を評価していただくようお願いします。

5
技術検討会

資料 142

石野委員 費用対効果分析のうち、御前山ダムの農業用ダムとしての洪水機能調節
効果について、取組の中身としては理解できますが、この費用を算出す
る根拠や考え方を参考までに教えて頂きたい。

⇒宿題

農政局・那珂
川沿岸事業所

＜6.29宿題回答＞
ダムの洪水調節機能効果については、「土地改良事業の費用対効果分析にお
ける参考資料等について」（R040411農水省事務連絡）により算定しています。
概要は次のとおりです。※別添資料参照
【算定の考え方】
■事業ありせば（＝事前放流を行えば）
　→洪水調節機能の向上
■事業なかりせば（＝事前放流をしなければ）
　→洪水調節機能向上がなされない。
【算定手順】
算定式：（事業ありせば洪水調節可能容量－事業なかりせば洪水調節可能容
量）×洪水調節単価×還元率
　　⇒　 ①×②×③＝④年効果額
①洪水調節可能容量の算定
　　→　約100万m3(3日間の放流可能量で設定) ※なかりせば０m3
②洪水調節単価の算定
　近傍ダム又は農業用ダムの建設費（換算建設費/洪水調節容量）の最も小さ
い値　→　藤井川ダム（水戸市）の建設費を採用
③換算率の算定
　還元率とは、ある施設が有している総効果額をその施設の耐用年数期間にお
ける年効果額に換算するための係数

　還元率＝ｉ×（１＋ｉ）ｎ／（（１＋ｉ）ｎ－１）
　　ｉ：社会的割引率0.04、
　　ｎ：ダムの洪水調節単価における施設（ダム）の耐用年数
④年効果額の算定
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6
技術検討会

資料
129
131

石野委員 令和３年度までの国営事業の進捗率が85.6％であるが、令和6年度まで
の事業工期で残り２年、遅れている分野はどんな分野なのか、また、関連
事業の進捗率は51.1％でようやく半分であるが、こちらも遅れている分野
はどんな分野なのか教えていただきたい。

農政局・那珂
川沿岸事業所

【国営事業】
　国営事業で整備が遅れている施設は、小場江幹線の改修工事（本年度以降
着手予定）及び新設パイプラインの下流部分等であり、令和６年度の完了に向
けて地元調整等鋭意頑張っていきたいと考えています。
【関連事業】
「国営緊急農地再編事業」「農業競争力強化農地整備事業（経営体育成型）」
の“ほ場整備”は、水田の区画を整形して使いやすくする事業であり、こちらは概
ね進んでいる状況です。
水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設整備型）は水田にある老朽化した
小さな水路の改修になりますので、進捗率は低いですが既に農業用水が通って
いる水路の整備になります。
水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備事型）、これが新たに那珂川の
水を畑に持っていくための水路、パイプラインの整備であり、整備率が36.6％の
ため整備を早く進めていかないといけないと考えています。

7
技術検討会

資料 131

石野委員 関連事業の進捗率を国が進行管理することはなかなか難しいと思います
が、関連事業が進まない限りは事業の存在意義が問われてしまうことにも
繋がると思います。
当然されているとは思いますが、例えば地元関係市町、県とか地域団体
の方々と話をしてもらいながら関連事業を計画的に進めていくかということ
も力を入れていただくことが必要と思いました。

農政局・那珂
川沿岸事業所

国営事業の整備が終わっても、畑に水を持っていくための末端施設が完成しな
ければ水が届かないため、我々としても、事業主体の茨城県には畑地の整備を
重点的に進めていただきたいと考えています。

8
技術検討会

資料 126

石野委員 【意見】技術検討会資料P126について、水田はピンク色、畑は黄色にそ
れぞれ着色されていてパット見てわかりやすいと思うが、本日現地調査を
行った三美地区が記載されていないなと思いますので、この地域を正確
かつ網羅的に表示できるような図にしてもらった方が分かりやすいと思い
ます。

⇒宿題

農政局・那珂
川沿岸事業所

＜6.29宿題回答＞
図を変更しました。

9
技術検討会

資料
152
153

平井委員 カヌーやサップ等のダム湖面の多目的利用の取組が開始されている御
前山ダムは、今後、観光資源として大きな効果が期待さます。
この場が人が訪れることができる場であることだけではなく、それに対して
指導するガイド的な人間の育成、監査廊の無料の見学会も地元の人の
雇用の創出につながるようガイドを育成して、lこの地域でちゃんと食べて
いけるような仕組みを作っていくことが大事だと思います。
このような少し先を見据えたビジョンがあれば教えていだだきたい。

農政局・那珂
川沿岸事業所

御前山ダムをどのように観光に繋げていくかという面で言うと、現在は、常陸大
宮市が力を入れています。
同市は、カヌー、サップ、そして釣りだけでなくキャンプ場の整備構想も持ってい
ますが、施設を作るとなると時間がかかるので、もう少し時間をかけてやっていこ
うということになっています。
もう一つ、県北地域には観光資源があまりないということで、御前山ダムを観光
の拠点にできないかといった話も県の中で出てきているようです。
そういう意味では、これから観光資源としてどうしていくかという地域の動きが出
てきたばかりですので、地域の方々によく考えていただいて、我々も出来ること
を協力してやっていきたいと考えています。
（参考）
「常陸大宮市観光振興基本計画」に御前山ダムが明記されています。
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10
技術検討会

資料
143
144

堀田委員 新規参入者が地域に入ってきたこと、あるいは法人による有機モデル園
芸産地化が進められていること、そういった事業体がこの地域に参入する
ことによって、経営継承、経営の継続性というものが非常に安定的になっ
ているという印象を受け、中心的な担い手が地域に残っているというのが
すごく大事なことだと感じさせられました。
このような効果が、事業評価の際にどのような取り扱いになるのかをお伺
いしたい。

農政局・那珂
川沿岸事業所

今回御提示した費用対効果分析には農家や法人が参入して経営が安定したと
いったところまでを数値化して効果を出しているわけではありません。
費用対効果分析の資料は、事業に着手する際に「すべての効用がすべての費
用で補うこと」ということでB/Cが１以上なければならないということを説明するた
めのものということになります。
事業の再評価という全体の仕組みの中では、費用対分析の結果B/Cが１以上
か否かということについては、評価の中の１項目であり、それ以外に一番大事な
のは、この事業で作った施設を農業者に使ってもらい、農業の生産性を上げ、
収益を上げてもらうことであり、その結果、後継者が増えて、良い流れが出てくる
というのが我々の事業の一番のアウトカムと考えています。
我々の事業のアウトプットは施設を作るということですが、それをベースにして、
どういう農業をしていただくのかというのが大事なところですので、そういうことも
含めて再評価の中でこの事業の必要性などを御審議頂ければと考えています。
本事業はあくまで手段であって、目指すところはこれらの施設を使って儲かる農
業をする人が増えること、農業がうまくいけば、それをベースとして観光等地域経
済を良くしていただくということですので、そういった視点でも御意見を頂ければ
と考えています。

11
技術検討会

資料 131

石井委員長 畑地かんがいについては、新しい取組ですので、本当に農家が水を使っ
てくれるのかどうかが重要であり、畑地帯総合整備事業の現在の進捗率
が36.6％であることを踏まえると、今後進めていくということなのかもしれま
せんが、大丈夫なのかなと思うところです。
本日、施設園芸の農家さんのお話を聞いて確かに水を使うなということが
よく分かりましたが、露地栽培ではどうなのかということ、具体的に露地栽
培での水利用について教えていただきたいと思いました。
また、合計42地区の畑地帯総合整備事業を計画されているが、これら
は、事業の同意は既に取られていて事業が進んでいるというという理解で
良いか確認させていただきたい。

⇒宿題

農政局・那珂
川沿岸事業所

技術検討会資料Ｐ21に関連事業の進捗状況の表がありますが、既に事業を始
めている地区は着工年度が令和４年度以前で表示しています。先ほど御指摘の
あった畑地帯総合整備型については、事業の計画はありますが、今後、同意を
取って着手する地区がある状況です。
＜6.29宿題回答＞
　露地栽培における水利用については、各農家の協力を得て実証ほを設置し、
かんがいの有無と増収率の関係を調査しています。
　三美地区においては、加工用かんしょ（べにはるか）を対象に５年間調査した
結果、かんがいをすることによって増収率が３１％アップしたことが確認されてい
ます。

12
技術検討会

資料 137

石井委員長 経済効果を算定する際の算定基礎の要因の変化について、地域農業の
方向性等が説明いただきましたが、「営農計画などの大幅な変化が生じ
ていない」という点について、前回の再評価においても経済効果は算定し
ていると思いますが、その時の同じ資料を使って算定しているということで
しょうか。

農政局・那珂
川沿岸事業所

費用対効果分析に当たっては、営農計画に大幅な変化がないことを踏まえ、前
回の再評価の際と同じ算定方法、同じ対象作物により算定をしています。
技術検討会資料P53に前回との比較表を付けています。
詳細は別紙のとおりです。

13
技術検討会

資料 142

石井委員長 費用対効果分析で、大きく変わった点については、説明いただいた流域
治水の取組に伴う洪水調節機能効果だけでしょうか。

農政局・那珂
川沿岸事業所

効果に一番影響しているのは、米の価格が大きく下がったことから、作物生産効
果が前回を1.0とすると今回0.94に下がっています。
これに伴ってB/Cも下がる結果になっています。
詳細は別紙のとおりです。


