
令和４年度 関東農政局国営事業管理委員会（再評価）那珂川沿岸地区 

技術検討会（第２回） 議事録 

 

開催日時  令和４年６月 29 日（水） 15:30～17:40 

場  所  関東農政局 特別会議室・第 1会議室   

 参 加 者  会議資料のとおり 

[技術検討会の議事概要] 

 

議事（１）①第１回技術検討会の意見・質問への回答及び補足説明 

石井委員長）①第１回技術検討会の意見・質問への回答及び補足説明について、事務局よ

りご説明願います。 

事 業 所）ご説明をさせていただきます。（資料に基づき説明。説明内容は記載省略）。 

石井委員長）ただいまのご説明について各委員よりご意見、ご質問があればお願いいたし

ます。 

 

【御前山ビオトープについて】 

石野委員）御前山ビオトープの位置を参考にお示しいただけないか。 

なぜこのことをお聞きするかというと、御前山ダムを建設した場所の環境と

ビオトープを設置した場所の環境が比較的同じような条件だったのか、それ

ともなかなか候補となる場所が見つからなくてたまたま今のビオトープの場

所になったのかの違いによって、（植物の生育）環境が大分違ってくるので

はないかと思います。 

環境の違いについて確認させていただきたい。 

事 業 所）御前山ビオトープは、資料 P43 の位置図に記載のとおり御前山ダムの上流に

位置しています。 

ビオトープの位置を決める際には、ダム周辺にお住まいの地域の方々や常陸

大宮市（当時は御前山村）の方々とともに検討させていただきました。 

その中で、地域の方々がお持ちの土地の提供について検討いただいたり、常

陸大宮市にもご尽力いただいた結果、常陸大宮市の土地と民有地を使用させ

ていただく形でビオトープを整備しております。 

ダム建設地の環境とビオトープの環境が全く同等かということについては、

手持ちの情報を持ち合わせておりませんが、地域の方々、地域の行政の方々

と一緒に検討した結果、現在の場所にビオトープを設置させていただいてい

ます。 

 

議事（１）②再評価説明資料及び③事業の効用に関する資料 

石井委員長）②評価の説明資料及び③事業の効用に関する資料について、事務局よりご説



明願います。 

事 業 所）ご説明をさせていただきます。（資料に基づき説明。説明内容は記載省略）。 

石井委員長）ただいまのご説明について各委員よりご意見、ご質問があればお願いいたし

ます。 

 

【費用対効果分析について】 

堀田委員）かんしょの単収増の効果について調査結果をお示しいただきました。 

とてもおいしそうなお芋だなと感じましたが、かんしょの品質も向上し単価

が上昇しているのではないかと思うのですが、実際どうなのでしょうか。 

事 業 所）今回の費用対効果分析において、（作物の価格に影響する）品質向上効果は

資料の P122 にお示した「なす」や「にんじん」等の作物を対象としてお

り、「かんしょ」については対象としていません。 

     なお、現時点では品質向上に関する知見がなく「かんしょ」を品質向上効果

の対象としていませんが、今後、かん水の効果として品質の向上、そして作

物単価の向上が実際の（売り渡し）価格にどのように現れてくるかについて

は検討を深めていきたいと考えています。 

堀田委員）もう一点質問です。 

国民が安心する効果として「国産農産物安定供給効果」を算定しており、こ

の効果額は、アンケートにより「支払意思額」を確認して算定しているとい

うご説明でした。 

説明資料では、アンケートの質問を確認できませんが、この「支払意思」は

茨城県の農産物の生産性向上に対しての質問になっているのでしょうか。 

事 業 所）「国産農産物安定供給効果」については、農林水産省の効果算定に関する通

知に基づき計算したものですが、アンケートは、茨城県を対象としたもので

はなく全国を対象とし「国産農産物の安定供給のために必要な施策に対して

どれぐらい負担してもよいか」という質問となっており、その回答を用いて

効果額が算定されています。 

堀田委員）パーセンテージで聞くのですか。 

事 業 所）国産農産物が安定的に供給される施策に対してどれぐらい負担してもよいか

ということを質問し、負担金額を回答してもらっています。その金額を用い

て農業粗生産額 1000 円あたりの負担額（97 円/千円）を算出し、これに本地

区の農業粗生産額を乗じて年効果額を算定しています。 

堀田委員）わかりました。 

 

【耕地面積の変化について】 

西脇委員）経営規模が５ヘクタール以上の農家が増加し、それ以外は減少しているとの

ことですがトータルの面積は増加しているのでしょうか。 

石井委員長）那珂川沿岸地区の受益農地としては 30ha 程度の減少ですよね。 

事 業 所）本資料では増減率を記載していますが耕地面積は減少傾向です。 

なお、令和２年の茨城県全体の耕地面積は 16 万 3600 ヘクタールとなってい



ます。 

西脇委員）那珂川沿岸地区の受益面積の減少率については現時点で５％未満であり問題

がないということですが、事業が完了する３年後の令和６年度時点でも、そ

こまで（５％を超えて）減少する見込みはないということでよろしいです

か。 

事 業 所）その様に考えています。 

西脇委員）わかりました。ありがとうございます。 

 

【アユ等魚類の迷入防止対策について】 

西脇委員）那珂川揚水機場の取水口においてアユ等魚類の迷入防止対策をしているとの

ことですが、揚水機場は現在、試験的なものも含め稼働しているのでしょう

か。 

また、配慮する対象魚種について、関係漁協さんは「アユ」についてご心配

しているということだったと思いますが、それ以外に現時点で考えている魚

種はありますか。 

事 業 所）那珂川揚水機場については、まだ稼働していません。今年の 10 月以降に試

験取水を開始する予定です。 

配慮する対象魚種は、関係漁協が一番関心をもっている「アユ」としていま

すが、那珂川には鮭も遡上するということですので、今後、実際に取水を開

始する際には、関係漁協と密接に意思疎通を図りながら進めていき、生息環

境に変化があれば関係漁協と意見交換をしながら状況を把握したいと考えて

います。 

西脇委員）わかりました。 

 

【基盤整備された農地の新規参入者等担い手の年齢層について】 

平井委員）農地が集積されたことで、法人等の参入が増えているということですが、そ

の主体となる方は若い人が多いのでしょうか。 

農家の高齢化が進んでいるということが本議論にも出てきたと思いますが、

新たに参入しこの地域の農業を担っている人達は若い年代層なのかどうか教

えてください。 

事 業 所）農地の集積や新規参入については三美地区の事例をお示ししましたが、新規

参入する農業者や法人は地域外から入ってくる方が多いと聞いています。 

法人の経営者や農業者の年齢層については現時点で把握できておりません

が、実際、新規参入者の高齢化が進んでいるとすれば、当然、営農の継続性

にも影響が出ると思います。 

我々としては、用水供給を開始する受益地を増やしていこうと、今、頑張っ

ているところですので、将来的に参入しようと考えている農業法人や農業者

の方とも意見交換をする機会を是非作っていきたいと考えています。 

そういった機会において、新規参入者の年齢や将来の営農ビジョンについて

も勉強していきたいと考えています。 



平井委員）わかりました。 

 

【基盤整備による耕作放棄地の発生防止及び解消の効果について】 

堀田委員）畑地も減少している中で、この事業によって農業用水が供給されるようにな

り、施設園芸で水をしっかり使える農業が出来るようになったというのは、

一種、干拓に近いというかそれに近い基盤整備が実施されたということだと

思います。 

「もし基盤整備をせずにほったらかしていたら耕作放棄地になったかもしれ

ない農地が再生された」、「基盤整備をしたことで耕作放棄地が蘇る可能性が

広がる」という印象を受けましたが、この辺りを事業の効果として算定し評

価できればすごくよいと感じています。 

この三美地区では、農業用水の供給開始がトリガーとなり、入植者の募集も

積極的にされていると思いますが現状はどうでしょうか。 

事 業 所）ほ場整備や末端の用水施設の整備については（茨城県等関係団体が事業主体

となって）関連事業で実施していきますが、（事業計画の策定に当たって

は、）当然地域の方々と議論し事業を作り上げていくものと理解していま

す。 

茨城県が立ち上げを検討している関連事業地区がありますが、その地区にお

いても担い手となる農業者や法人を「地域内の方々とするのか」、「地域外か

ら参入してもらうのか」様々な意見があると思いますし、事業を実施したこ

とですぐ農地が再生したかどうかといったことについては、その事業の実施

前の現状に左右されると思います。 

地区内の耕作放棄地の状況については、今、手元に情報を持ち合わせていま

せんが、現時点では、耕作放棄地の解消や発生防止の効果については事業計

画上算定していないということです。 

なお、耕作放棄地が多く存在する地区において事業を実施したことで耕作放

棄地が解消されたという効果が情報として十分に蓄積されていく状況になれ

ば、耕作放棄地の解消や発生防止の効果を事業計画に盛り込んでいくことは

当然検討として値すると考えています。 

石井委員長）私もこの事業による耕作放棄地の発生防止や解消の効果はかなり大きいもの

だと考えています。 

他地区との横並びの関係から耕作放棄抑制効果を通常算定しないというので

あれば、それに従うしかないと思いますが、あってもよさそうと思います

し、これは、かなり劇的な効果としてあるのではないかと思っております。 

放っておいたら全部潰れていきますので。時に畑は。 

 

【費用対効果の増減理由について】 

石井委員長）資料 P58 について、今回の再評価においては工期が延長されたと思います

が、「工期が延長されたことでコストが高まっているのではないかというこ

とが懸念される」こと、それから「それに対して十分な事業効果が本当に得



られるのだろうか」ということ、その２つについて伺いたいと思います。 

まず、この資料 P58 に記載してある「前回」と「現計画」と資料 P59 の「今

回」の時系列が理解できていないので教えていただきたい。 

事 業 所）P58 の「現計画」が平成 22 年度の計画変更時点の効果算定結果 B/C=1.02、 

P59 の「前 回」が平成 29 年度の再評価時点の効果算定結果で B/C=1.27 

P59 の「今 回」が令和 ４年度の再評価時点の効果算定結果で B/C=1.08 

となります。 

石井委員長）P59 を見ればいいということですね。 

「現計画」の前というのが那珂川沿岸地域の水田に農業用水を供給する施設

の改修が入っていなかった最初の計画ということで、平成 29 年の「前回」

と令和 4年の「今回」を比べると、施設整備の大まかな計画については変わ

っていないということですね。わかりました。 

事 業 所）そのとおりです。 

石井委員長）今回の B/C は、平成 22 年の時よりは増加し、平成 29 年度の時よりは大分減

少しているということです。 

この B/C が前回から減少した理由としては、野菜の価格は上昇していて作物

生産効果としては上がっていますので、総費用の評価額が上がったというこ

とが要因と思います。 

評価額の増加については算定する基準年が変わったということも要因と思い

ますが、事業工期が伸びたことも要因と考えられます。 

工事を実施しなくても、事務所を開いて職員を配置する必要があるので年間

のコストが掛かる訳です。 

そういうコストも含めて事業費は増えていくと理解すればよいのでしょう

か。 

事 業 所）一つは、平成 29 年度と比べた時の物価上昇の影響が大きく出ており、算定

の際に使用する係数が大きくなっています。 

この係数を乗ずる事業費は、既に工事が完了した支出済みの事業費が対象と

なり、その事業費を現在の価値に置き換える（現在価値化）するための係数

となります。 

そして、平成 29 年度以降に完成した施設の事業費が係数を乗じる対象とし

て増えていきますので、事業期間が延びれば延びるほどその影響が大きくな

っていくことになります。 

石井委員長）利率の問題ですか。 

私が思ったのは、仮に工事を実施している時に何らかの影響で工事がストッ

プし５年後に工事再開するといった場合、工事は実施されていないけれど

も、そこには職員もいるし事務所もあるのでその分のコストも入ってきてい

るのではないのかなということです。 

事 業 所）H29 年以降、事業がストップしたということはありませんでしたが、もちろ

ん、その間の人件費や建物等のコストは掛かってきていますし、そのコスト

は費用対効果分析の総費用の対象となっています。 



石井委員長）霞ヶ浦導水事業の訴訟の影響により、漁協同意がなかなか取れなかったため

事業全体が進められなかったと理解していたのですが、訴訟自体が事業の実

施に直接的な影響はなかったのでしょうか。 

事 業 所）関係漁協は当事業に反対をしていた訳ではありません。 

霞ヶ浦導水事業の訴訟の関係から、那珂川に取水口を新たに建設する工事に

ついては関係漁協の同意が得られなかったということであり、それ以外のパ

イプラインの埋設工事等は実施してきたところです。 

石井委員長）平成 29 年度の前回の再評価の時と比べて、工事期間が延びていると思いま

すが、その大きな要因が霞ヶ浦導水事業の訴訟と理解してよいのですか。或

いは内部的な問題があったのでしょうか。 

事 業 所）平成 22 年度の「現計画」と令和４年度の「今回」の再評価を比べた場合、

霞ヶ浦導水事業の訴訟の影響があり、事業工期を６年間延伸し、事業完了年

度を令和６年度としています。 

しかし、平成 29 年度の「前回」の再評価と令和４年度の「今回」の再評価

については、共に令和６年度の事業完了として評価を実施しており、工期は

延伸していません。 

石井委員長）平成 22 年度の「現計画」に対し、平成 29 年度の「前回」の再評価の時は工

期が伸びているが、この時には作物生産効果の方が勝って費用対効果が

1.27 まで上がっているということですね。 

事 業 所）平成 29 年度の「前回」の再評価の費用対効果の上昇については、特に米の

単価を物価スライドで算定していたため価格上昇が総便益に大きく影響して

いました。 

石井委員長）工期を伸ばしているのでコストは上昇しているはずですので、それを上回る

効果額の上昇があり、平成 22 年度の「現計画」の B/C=1.02 から平成 29 年

度の「前回」の再評価の B/C=1.27 に上昇したということですね。 

そして、そこから、令和４年度の「今回」の再評価の B/C=1.08 に下がった

理由としては、事業工期は変わっていないので、その影響はなくて、評価の

基準年が変わったから総費用の評価額が上がったということですね。 

理解できました。 

 

【関連事業の実施の見通しについて】 

石井委員長）畑かん施設整備の関連事業を 42 地区計画されているということですが、各

地区の事業の同意が取れている訳ではないと前回の委員会でお聞きしまし

た。 

では、それぞれの地区がどの段階なのでしょうか。 

例えば、県がこんな計画を持っているといったことや地元の推進委員会が発

足しているといった状況について教えていただきたい。 

ここに書いてある地区が実施されるということが覗える状況等をお聞きした

い。 

事 業 所）資料 P27 に実施予定の関連事業の一覧を掲載していますが、全ての地区の取



組状況を把握している訳ではありませんが、国営事業を実施していく上で、

茨城県、関係市町村、関係土地改良区と定期的に状況を確認しあう会議を開

いており、その会議の場で今後の進め方等について情報交換をしています。

関連事業については、全ての地区を一斉に動かしていくのではなく、地区の

状況を考慮して優先順位を付けて重点的に推進していく地区を選んで、地域

への説明等取組が実施されているところです。 

なお、今年の 10 月に行う那珂川揚水機場の通水試験により、用水を供給す

る地区は既に畑かん施設が整備されていますし、これから、事業化に向けた

検討を進めるために地域に入り相談を開始するといった進捗状況の地区もあ

りますし、すでにその段階をクリアして工事を実施している地区もありま

す。 

こういったことについて県と意思疎通しながら、国営事業の進捗状況を踏ま

えた効果的かつ効率的な関連事業の実施について話し合う等取り組んでいる

ところです。 

石井委員長）茨城県としては、この畑地の整備を行う 42 地区については動かしていく方

針ということでよいでしょうか。 

農 政 局）そのとおりです。茨城県の計画に位置づけられており、地域の状況や国営事

業の進捗状況等を踏まえ実施時期が検討されることになります。 

 

【関連事業の進捗率が費用対効果分析に与える影響について】 

石野委員）関連事業の全体の進捗率が 51％であり進捗していないということは、これま

で事業費も掛かっていないということだと理解しています。 

今回の費用対効果分析における総費用にもその事業費が含まれていないと理

解してよろしいでしょうか。 

事 業 所）事業を実施していない関連事業の事業費についても、今回の費用対効果分析

の総費用には将来の見込み額として含まれています。 

石野委員）そうなると、ここでいう進捗率 51%というのは意味が無くなってしまいませ

んか。 

事 業 所）将来の見込み額として総費用に計上する訳ですが、先ほどもご説明した現在

価値化するための支出済み換算係数を乗ずる施設が変わってくるということ

になります。 

石野委員）わかりました。 

関連事業の進捗にかかわらず、費用対効果分析においては関連事業費が見込

まれているということですね。 

そうなると、次回、評価を行うとすれば、総費用の部分ついては進捗しよう

がしまいが変わらないということでしょうか。 

事 業 所）関連事業の進捗が遅れた場合を考えると、総費用に対してはそこまで大きな

影響は出てこないかもしれませんが、効果の部分に大きな影響が出てくると

考えられます。 

     費用対効果分析においては、新規に農業用水を供給する県営の畑地整備につ



いて言うと、計画の事業実施時期を踏まえ年度毎に効果の発生率を設定して

います。資料 P27 を見ていただくと県営の畑地整備は令和 15 年度までに全

ての地区が完了することになっていますので、令和 15 年度以降は効果が

100％発揮されるという計算をしています。 

それまでの期間については、年度によって 70%、80%の進捗といったことにな

りますが、進捗が遅れれば、この効果の発生割合が落ちてしまいますので総

便益が落ちてしまうという影響があります。 

やはり、関連事業を計画的に進めていくことは、事業の効果を発生させるた

めにも極めて重要になってきます。 

石野委員）そうであれば、関連事業の進捗率というのは、今回の作物生産効果や費用対

効果分析にも影響しないということですね。 

事 業 所）今回の算定についてはそのとおりですが、将来、関連事業の進捗が遅れるこ

とによって、計算上の B/C と実態の B/C が合ってこないという状況になって

しまいますので、そうならないように取り組む必要があります。 

石野委員）わかりました。 

 

【観光の入込客数の増加と効果への反映について】 

平井委員）効果の指標が７つあったと思いますが、私の関心のあるところでいうと、ホ

ームページで確認すると観光農園も多くやっていることが確認出来ますし、

それ以外にもトレラン等のイベントもあり、観光の入込客数もかなり増えて

いると思います。 

こういったことについて、効果として入れ込むことは出来ないのでしょう

か。 

事 業 所）ご意見をいただきました効果については、（農水省の効果算定マニュアルで

言うと）「都市・農村交流促進効果」といったものになりますが、本地区に

おいては、その効果を見込んではいません。 

ご指摘のとおり、常陸大宮市が御前山ダムにおいてプロジェクトやアクティ

ビティーを始めていく中で御前山ダムの認知度が高まって、周辺地域の方々

が御前山ダムに行こうという状況になれば、評価手法としてはトラベルコス

ト法という手法で訪れる方々の支払意思額を調査※することによって算出

し、新たに便益として追加すること自体は可能です。 

ただ、それを算定するために御前山ダムの知名度が上がっているか、トラベ

ルコスト法の分析のための十分なデータが得られるかといった知見の蓄積度

によって、効果に盛り込めるかどうかが変わってくると思います。 

今後、常陸大宮市のプロジェクトやアクティビティーの取組への評価も踏ま

え、都市農村交流促進効果が評価に値すると判断できれば、効果に盛り込む

議論をする余地はあると思います。 

※訂正：訪問地までの旅行費用と訪問回数との関係をもとに間接的に訪問地

の利用価値を評価する手法 

 



議事（１）④関係団体の意向 及び ⑤評価結果書（案） 

石井委員長）④関係団体の意向及び⑤評価結果書（案）について、事務局よりご説明をお

願いします。 

事 業 所）ご説明をさせていただきます。（資料に基づき説明。説明内容は記載省略）。 

石井委員長）ありがとうございました。関係団体の意向、評価結果書（案）につきまし

て、各委員からご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

石野委員）質問ですが、関係団体の意見の中で、例えば事業効果の早期発現に関しては、

ひたちなか市や常陸大宮市或いは那珂市から「早期かん水を」と要望がある

のですが、水戸市からは出ていないのでしょうか。 

これは、事業の進み具合で、各関係市の反応や考え方も変わってきている、対

応に差がある、というような理解でよろしいでしょうか。 

事 業 所）まず、すべての関係者の方々が、事業は早く進めて欲しい、そして効果をし

っかり出して欲しいということは皆さん共通しているところです。 

ただ、今回の意見書に「事業効果の早期発現」の記載があるかどうかについ

ては、例えば常陸大宮市は三美地区において実際に目に見える効果が発揮さ

れその効果を実感していることもあり、より早期の効果発現を求めるという

思いが、より高まっているというのは実態としてはあるかと思います。 

石野委員）現在用水供給されているエリアとして水戸市はないのですか。 

事 業 所）現在、事業効果が発現しているところは、御前山ダムの近くのほ場と三美地

区のみであり、水戸市はありませんが、冒頭ご説明しました今年通水試験を

実施することによって用水供給できる地区には水戸市の受益地が含まれてい

ます。 

 

議事（２）質疑応答 

石井委員長）議事（２）質疑応答を行いたいと思います。 

次回７月 25 日の技術検討会では、本日の説明や議論を踏まえ、評価結果書

に技術検討会の意見を書き加えていくことを検討することになります。 

本日の検討会での意見交換については、この評価結果書についてのご意見を

委員の先生方から伺いたいと思います。 

それでは、名簿順に委員のご意見をお願いたいと思います。 

【石野委員】 

石野委員）丁寧なご説明いただいて理解も深まりました。 

これは私見ですけれど、この技術検討会の意見としては、何度も申してきま

したけど、関連事業を早期に進めることが、関係団体とかあるいは実際今農

業に従事している方々にとっても、大きな意義のあることになるのではない

かなというように理解しましたので、意見をまとめる際は、そういうことも

触れていただければいいのかなというふうに思いました。以上です。 

【西脇委員】 

西脇委員）丁寧なご説明と資料をご準備いただきましてありがとうございます。 

ご説明いただいて、これからの考えられるリスク等に対する対応策も盛り込



まれているのでそのままでよろしいのかと思います。 

先ほどの魚類の迷入防止対策に関しては、最近魚の研究をされている科学者

の方もいらっしゃいますので、記載していただいた方がよいと思います。 

農 政 局）評価結果書には、御前山ダムの工事の際の猛禽への配慮ビオトープへの希少

種の移植を記載していますが、那珂川揚水機場の魚類の迷入防止対策につい

ても追記させていただきます。 

石井委員長）環境との調和への配慮の部分に記載して次回確認するということでお願いし

ます。 

【平井委員】 

平井委員）ご丁寧な説明ありがとうございます。 

先ほどから申し上げているように、この地域のツーリズムといった観点から

言うと、複合的に展開出来るのかなと思います。 

今は、コロナ禍ということもあって、食に関する関心も高まっているし、エ

コツーリズムだと幅広く色々な分野に跨がると思うので、そのようなところ

も少し記載していただけると嬉しいなというふうには思いました。 

今は、SDGs やエコツーリズムなども展開しやすくなってきているし、エコツ

ーリズムであれば、環境保全の部分がかなり大きく入ってくるところだと思

いますので、そこは、付加価値がたくさんつけられるところであり、若年層

にも普及できるところかなと思いますので、そのようなことも文言として入

ってくると良いと思いました。 

【堀田委員】 

堀田委員）特にこれで良いのではないかという気がします。 

私個人の意見としては、折角こういう効果が発現している基盤整備をされて

いるので、その効果のパッケージとして新規参入を促したり、法人経営を導

入したり、何か一つのモデル地区のようになりうる営農地帯かなという感じ

がします。 

グリーンツーリズムだけではなく、私の大学としてもそうなのですが、視察

地としても最適なのかなと、個人的には思っております。 

いわゆる、このような基盤整備をベースにして農業というものがどう変わっ

ていくかという一つのモデル地区の様になりうるし、そういうことで、流入

人口を増やすとまではいかないが、大学生などが視察に来る一つのモデル地

区になれるのかなと、個人的には思っておりながら聞いておりました。 

これは私の意見ですので、この関係団体のご意向とか、評価項目のまとめに

ついてはこれでよろしいか思います。 

【石井委員長】 

石井委員長）先生方からもご指摘のあったとおり、一つは関連事業についてです。 

本事業の関連事業は、国営事業側で勝手に位置付けたものではなく、県営事

業である訳ですから県の計画として位置づけられている、そういったことを

説明していくと良いのかなというふうに思いました。 

この評価結果書は公開され一般の国民も見るということであれば、そういっ



た記載もあった方がよいと思いますし、その記載があることによって関連事

業がちゃんと進捗していくと理解してもらえると思います。 

もう一つは、平成 29 年度の前回の再評価時点に対して工期が延びてないこ

とが判りましたが、過去には伸びたこともあった訳です。 

令和６年度までに終わるということで大丈夫ですよね。 

事 業 所）はい。 

石井委員長）そうですよね。「前回は工期が伸びましたが、それはこのような理由があっ

たからで、今回はそれがないので、大丈夫ですよ」と評価書に書くのか、そ

れとも説明書きの方かもしれませんが、事業効果の早期発現を希望する関係

団体の意見を踏まえると、そのような記載があってもいいような気がしま

す。 

石井委員長）色々なご意見が出ましたけれど、この場で事務局から何か特別コメントいた

だけるか、あるいは次回の時に何か少しでもご返事いただければということ

でもよろしいと思いますがいかがしますか。 

農 政 局）今いただきましたご意見を委員会のご意見という形でまとめさせていただく

ことになります。ご意見についてはあらかじめ委員長と調整させていただき

次回検討会に委員長案としてご提示させていただきたいと思います。 

石井委員長）了解しました。 

その他、各委員からの意見、質問がないようでしたら議事を終了させていた

だきます。 

各 委 員）追加意見等なし。 

 

以上  


