
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１回）現地調査 議事録 

 

開 催 日  令和４年５月 30 日（月） 

場 所  御前山ダム・小場江堰頭首工他           10:00～15:00 

中央管理所（茨城県水戸市）技術検討会       15:00～16:00 

 

[技術検討会の議事概要] 

（１）現地調査について 

当該事業で造成した御前山ダム及び小場江堰頭首工において、関東農政局から事

業概要、施設概要及び施設の管理状況を説明。 

受益農家との意見交換では、営農状況、農業用水の必要性及び利用状況、販路等

について意見交換が行われた。 

 

（２）情報公開について 

 事 務 局）技術検討会の開催はプレスリリースを行った上で公開開催とし（今回は委員

の事前了承済み）、技術検討会の資料は公表、議事録は委員の了解を得たうえ

で公表することでよろしいでしょうか。 

 各 委 員）異議なし 

 

（３）スケジュールについて 

 事 務 局）本年度は、第１回技術検討会を本日開催、第２回技術検討会を６月 29 日に開

催、第３回技術検討会を７月 25 日に開催し、結果の公表は８月末を予定して

います。 

 

（４）委員長選出について 

 事 務 局）委員長は、委員の互選により選出となっています。委員の皆様から立候補又

は選出に当たり御意見ございますか。御意見がないようでしたら、事務局と

しては、筑波大学石井敦教授に委員長をお願いしたいと考えています。 

 各 委 員）異議なし 

 

（５）再評価の内容説明及び意見交換について 

石井委員長）国営那珂川沿岸地区の再評価の内容について事務局から説明願います。 

池谷課長）再評価の内容について概要を説明します（説明内容は記載省略）。 

石井委員長）現地での意見交換、ただいまの説明を踏まえ各委員より意見を頂き、関東農

政局及び事業所より回答願います。 

 



【西脇委員】 

西脇委員）本事業の実施に当たり、環境配慮や生態系配慮に取り組まれていること、また、

地域の住民の方々も現地においでいただいて事業の理解が得られているとお聞

きし、素晴らしい事業内容であると感じました。 

これまで、環境調査等を実施してきていると思いますが、ビオトープ等の希少植

物が現在どのような状況なのか、また、オオタカの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、教えて頂きたいと思います。 

また、本年 10 月から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、漁協との協議、調整の中で、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。 

事 業 所）御前山ビオトープについては、地元の皆さんが御前山環境センターという管理

団体を設置して、地元の皆さんで管理頂いていますので、我々もフォローしなが

ら一緒にやっていければと思います。 

また、那珂川揚水機場の試験通水については、漁協からが取水口の迷入対策の効

果について御関心があるので、漁協とも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。 

 

【石野委員】 

石野委員）本日は、現地案内ありがとうございました。非常に参考になりました。 

再評価というのは、事業がスタートして 10 年経過時点、以降５年ごとに実施す

るもの、那珂川沿岸地区は今回５回目の再評価と聞きました。 

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

お伺いしたいと思います。 

二点目としては、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。 

三点目としては、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。 

これは意見として、技術検討会資料 P128 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。 

清野部長）一点目の評価の対象につきましては、前回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ければと思います。 

二点目の御前山ダムの洪水調節機能効果に係る費用対効果分析については、算

定根拠や算定方法について次回資料を提示して御説明させていただきたいと思

います。 

また、御意見頂きました概要図については、三美地区等がちゃんとわかるように

図を修正したいと思います。 

瀨戸所長）三点目の事業進捗状況について、国営事業については、技術検討会資料 P128 の

図に示しているオレンジ色に着色した施設は令和３年度までに完了、青色に着

色した施設は令和４年度以降に着手する施設であり、本年度以降も必要な予算

を確保して進めていくこととしています。 

特に、御指摘の遅れている部分につきましては、小場江幹線の改修工事について

は本年度以降着手する予定であり、また、新設するパイプラインの下流について

も残っている部分もありますので、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。 

関連事業については、技術検討会資料 P131 の表のとおり全体の進捗率は 51.6％

であり全体的には遅れていますが、この中では、ほ場整備事業は進んでいる状況

ですが、その他の事業等については進捗が遅れている状況です。 

事業主体の茨城県は計画する地区の優先順位をつけ、地元の啓発活動を実施し

ながら促進いただいているところです。 

清野部長）補足させていただきますが、事業種別に記載した「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）」については、我々は“ほ場整備”

と呼んでいますが、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

割と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、進捗率は低いが既に農業用水が通っている水路

の整備になります。 

次に、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％

で、この整備を早く進めていかないといけないと考えています。 

私ども国営事業の整備が終わったとしても、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ということですので、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るところで

す。 

石野委員）関連事業の進捗率について、これは国営事業ではないですから、なかなか進行

を管理することは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。 

清野部長）仰るとおりと思っております。 



水田についてはこれまで水路を通って水が届いていますが、畑については関連

事業を実施しなければ国営事業で整備した施設で取水した水を届けられません

ので、こちらの方も注視しながら関連事業が進むように後押ししていきたいと

思います。 

 

【平井委員】 

平井委員）本日の現地案内どうもありがとうございました。 

私の専門分野からのお話をさせていただきたいと思いますが、恐らく本日示し

ていただいた費用対効果分析には入ってこない、次の段階の話になると思いま

すが、これらの施設を使って、今後、どんなふうに観光に繋げていくのかなとい

うところが関心のあるところです。 

説明の中で、カヌーやサップ体験の話がありましたが、恐らく観光については、

今後、良い方向に行くのかなと感じました。 

観光というのは、多様なセクターとの複合的な関係になるので効果測定は結構

難しいと思いますが、だからこそ、いろいろな関係者との調整が大事になってく

ると思います。 

例えば、漁協さんとの関係が重要かと思いますが、現在の関係性が良好なのでし

ょうか。 

瀨戸所長）漁協との関係についてですが、霞ヶ浦導水事業の訴訟の際にも我々の施設に対

して反対意見はありませんでした。しかしながら、隣にある我々の施設だけ工事

を進めても良いとは言えないということで工事に着手することが出来ませんで

した。 

当事業による機場やダムの建設の際にも漁協とは交渉を行っていますし、先日

も私自身、漁協に出向いて話をしております。 

とても良好に対応させていただいているところです。 

その際には、先ほどの御質問にも繋がりますが、試験通水した時の（迷入防止施

設の）効果について、漁協さんも当然のことながら御関心がある状況です。 

引き続き真摯に対応していきたいと思っています。 

平井委員）ありがとうございます。 

漁協とうまく連携していくことができれば、観光というのは、“特別感”、“スペ

シャル感”を出していくことなので、ダム湖で釣りをさせてもらったりといった

ことにも繋がっていくし、それを狙ってダムに来る人達もいるだろうと思いま

す。 

もともと、御前山ダム建設地には観光という部分は“ゼロ”であったと思うので、

今後、非常に大きな効果が出てくるのではないかと思います。 

サップなんかはヨーロッパでは盛んにやられているスポーツであり、私自身も

昨年、フィンランドに在住していた際によく見てきたところです。 

日本には静水域がそれほど多くはないと思いますので、御前山ダムはこの地域

の“売り”になるところではないかと思います。 

ただ、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、例えば、環境教育なんかもそうですが、ガイド的な人間の育成、それをうま

くやっていかないと、訪れた人達が「なんだ、ここは詰まらないじゃないか」と

いうことになってしまうので、そういった、少し先を見据えたビジョンがこの地

域にあるのかどうかが気になったところです。 

環境教育という点でいえば、最近は大人の社会科見学が流行っているところが

あるので、例えば今日見せていただいた監査廊を見せるようなことを今は無料

でやっていると思いますが、これも地元の人の雇用の創出ということに繋がる

ので、ガイドを育成して施設を見せていく、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。 

私もガイドをやりたいくらいですが、このようなビジョンがあれば教えていだ

だきたいと思います。 

池谷課長）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て、カヌー、サップ、そして釣りだけでなくキャンプ場を

整備するような構想も持ってらっしゃいますが、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、御前山ダムは将来的には茨城県に管理していただけないかという話

もありますが、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。 

 

【堀田委員】 

堀田委員）本日は、水の農業における重要性を改めて認識させていただいた非常に良い機

会になりました。本当にありがとうございました。 

費用対効果分析の資料の中で、この事業によって畑地に水を引けるようになり

高収益な作物が取り入れられるようになったことについては、作物生産効果や

品質向上効果に含まれていると思いますが、今日、見学した農家さんのように

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

象を受けました。 

こういうことは、費用対効果分析の中には入れにくいのかなと思いながらも、

結果、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

たいと思います。 

清野部長）費用対効果分析については、技術検討会資料に経済効果のそれぞれの項目を記

載していますが、本日意見交換を行った農家さんのような担い手が新規参入し

たり、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については、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

説明するための資料ということになりますが、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、収益を上げてもらおうということで

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として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が目指すところですので、そういった視

点でも御意見を頂ければと考えています。 

 

【石井委員長】 

石井委員長）本日は、１回目の技術検討会ということで、委員の先生方に現地を見ていた

だいて、そもそもこういう地区の評価をするという認識を持っていただき、再評

価についての概略を説明いただいたので、それに対しての質疑やコメントを頂

いたということです。具体的な再評価の中身については、技術検討会資料 P6～

評価結果書、同 P11～再評価説明資料、同 P49～費用対効果分析により、石野委

員から質問があった算定根拠や方法を含め、次回、説明をお願いします。 

私からは、一つは、畑地かんがいのことが気になりました。 

水田かんがいについては、これまでずっと続けてきたわけですので、この事業が

なければあの水田は駄目になってしまうということで効果があるとすぐに分か

ります。 

しかし、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、施設園芸の早川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。 

 



清野部長）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まだまだある状況です。 

石井委員長）それであれば、なおさら、露地栽培においても水を使う必要があることにつ

いて、この資料にしっかりと入れ込んでいただければと思います。 

清野部長）露地栽培については事例も含めて確認した上で次回説明させていただきます。 

石井委員長）もう一つは、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。 

池谷課長）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。 

石井委員長）分かりました。算定方法、対象作物は変えずに、作物価格や収量を現時点に

変えているということですね。前回の経済効果の算定の結果、が並んででてく

るとここがわかってよいと思いました。 

池谷課長）技術検討会資料 P53 に前回との比較表を付けていますので、次回御説明いたし

ます。 

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。 

池谷課長）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。次回詳細を御説明いたします。 

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

修了させていただきます。 

各 委 員）追加意見等なし。 

 

 

以上  


