
令和３年度　国営事業管理委員会（事業評価）　第１回技術検討会　議事録（各委員からの提示意見）　

審議事項（１）　技術検討会の進め方（案）

1
・2つの地区の資料について、できればプリントして送付いただければと思いました。重要カ所にメモを書く必要があり、結局当方
でプリントしました。【中村委員】

2

・今後の開催においては、資料の提供では地区の実情把握に限界があるため、現地開催とＷＥＢ開催の切り替えが円滑にでき
るように用意していただくことが望ましい。【秋田委員、梶島委員】
・回答書のフォーマットの工夫が求められる。【秋田委員】
・資料準備に尽力していただいていることに敬意を表します。ただ資料だけでは状況把握に限界があると思われます。コロナ対
策のため従前の方法での現地調査は難しいとは思いますが、密回避などの措置を取りつつ極力現地視察できるよう検討いた
だければと思います。【石野委員】
・今後、現地調査ができない場合、可能な範囲で評価対象地区の関係資料について説明していただける機会を提供していただ
けると幸いです。【北田委員】
・オリンピック開催以降は、少しコロナ状況も良くなると思うし、規制も緩やかになるのではないかと思う。時期を遅らせても、現
地開催を考えていただきたいと考える。【梶島委員】

審議事項（２）　国営事業管理委員会（事業評価）技術検討会委員長の選出

1

提案内容：「前年度まで委員長に就いていただいている中村委員に、継続して委員長の任に就いていただいては如何でしょう
か。」

・中村委員に委員長に就いていただくことに異議ありません。
【秋田委員、石野委員、梶島委員、北田委員】

2
・委員の皆様のご意見に従います。【中村委員】

番号 項目 意見等の内容

事務局提案について

事務局提案について

番号 項目 意見等の内容

評価地区実態資料（基礎資料の
案）について

効果把握調査について



審議事項（３）　国営事業管理委員会（事業評価）技術検討会の公開

1

提案内容：「例年どおり、技術検討会を公開とすることで如何か。ただし、公開場所となる農政局会議室の利用そのものが、新
型コロナ感染症対策により使用できず技術検討会を書面持ち回り開催とせざるを得ない場合は、傍聴することも困難なため、公
開しないとする扱いにしては如何でしょうか。」

・特段の意見なし【秋田委員】
・事務局案に賛同します。【中村委員】、【北田委員】
・今後web開催が行われる時には、公開方法には多少工夫が必要だが、検討会は原則公開にすべきだと考える。【梶島委員】

2
・web開催、持ち回り検討では公開は難しいかと思われますが、情報公開の理念をできる限り具体化するため、例えばweb会議
を録画し、後日、請求があれば公開可能ということを事前に明示しておいてはいかがでしょうか。【石野委員】

審議事項（４）　評価対象地区の実態把握について（評価案について）

【A_評価全般】　　※　Ａは、技術検討会意見等(実態把握関連)、aは事業管理委員会意見等(評価全般)。

A_1 - ・基礎資料PDFにインデックスをつけて欲しい（エクセルの入力が章ごとだが、どの頁から当該章が開始されているのかいちいち
探さなくてはならない）【秋田委員】

A_2 - ・文頭から合口、頭首工など、読み方も、意味も一般には分からない専門用語が出てくる（合口は私も読めなかった）。せめてふ
りがなをつけたり、注釈を入れたりした方が良いのではないかと思う。【梶島委員】

A_3 - ・事業全般を理解する上で、該当地区のDVDは分かりやすくとても参考になりました。【石野委員】

A_4 両総 ・事業効果に関する受益農家の意識調査は行っていないのでしょうか。もし、あればご提示いただけると幸いです。【北田委員】

専門用語にふりがなや補注

番号 項目 意見等の内容

事務局提案について

番号 地区 項目 意見等の内容

追補資料の提示

補完資料（ＤＶＤ）の提供

受益農家の意識調査



【B_第１章_「事業の概要」 関係】

B_1 両総 8~9 関連事業 未着手の関連事業の多さに驚く。なぜこれほど未着手なのかを、簡単に説明してもらった方が良い。【梶島委員】
B_2 中信平 2 誤植の訂正 ・＜大正期～昭和20年代における中信平地区に係わる用水改良事業＞の3行目「激しい水争いへの発展し」→「激しい水争い

へと発展し」【北田委員】

B_3 中信平 4 １_(1)_②_イ_＜国営土
地改良事業「国営中
信平二期農業水利事
業」の実施＞

・「近年の土地利用形態の変化に伴い水需要が集中化」という記述について、具体的にどのような土地利用の変化が発生し、
水需要が集中化したのか簡潔に記述いただきたい。22頁の「土地利用」の項目を見ても、特段「近年の土地利用形態の変化」
について言及されていないので違和感がある。【秋田委員】
・次のような表現があります。「近年の土地利用形態の変化に伴 い水需要が集中化し、その変化に対応した適正な農業用水の
配分が困難になっていた。」それを裏付ける資料があればご提示ください。【北田委員】
・「近年の土地利用変化による水需要の集中化」の部分は、先ぶれ的にも、少し説明を加えた方が良い。【梶島委員】

【C_第２章_１ _「社会経済情勢の変化」 関係】

C_1 両総 32 (3)_⑧耕作放棄地の
推移

・耕作放棄地の増加が気になる点です。事業目的との関連性はどう評価するのでしょうか。【石野委員】
・県全体と比較して、耕作放棄地面積割合は低いものの、最近では耕作放棄地面積の増加率が県平均を上回っています。その
要因は何でしょうか。本事業との関係はあるでしょうか。【北田委員】
・【耕作放棄地の推移】の表において、本地域の増加率が県全体と比べて49ポイント高くなっているが、その理由が分かれば示
してほしい。国営事業の効果の一つに耕作放棄地を減少させることがあると思います。【3中村委員】

C_2 両総 42
-44

(3)_⑫農業産出額の
動向

・農業産出額の割合で平成22年のデータがないのはなぜですか。【石野委員】

C_3 中信平 9 (1)_①総人口の動向 ・「県全体に占める本地域の人口は相対的に増加」は、人口割合が相対的に増加ではないか？人口が増加する訳ではない。
【秋田委員】

C_4 中信平 16 (3)_③経営規模別農
家数の動向

・県全体と比較し5・0ha以上の経営規模増加率が高くなっていることは事業成果の１つと言えるのではないか。今後も規模拡大
傾向をどう進めるかが事業成果のカギではないか。【石野委員】

C_5 中信平 22 (4)_③農業構造 ・「水田地帯での離職による専業化」とは、定年退職による専業化のことか？「離職」と表現すると農業を辞めるのかと誤解しや
すく、専業化ということを踏まえると、公務員との兼業をしていた農家が５０代くらいになり兼業が難しくなり、定年前に離職して専
業になると理解してしまうが、その理解でよいのか。【秋田委員】
・「本地域では水田地帯での離職による専業化等により専業農家数は増加し、第二種兼業農家が半減している状況がみられ
る」と記載されていますが、もう少し具体的な説明を加えて下さい。【中村委員】

C_6 中信平 22 （4）④本事業が農業
構造へ及ぼした影響

・『安定的な品質が確保安定できている』ではないでしょうか。【中村委員】

番号 地区 (頁) 項目 意見等の内容

番号 地区 (頁) 項目 意見等の内容



【D_第２章_２_「事業により整備された施設の管理状況」 関係】

D_1 両総 50 ②.事業により整備さ
れた施設の管理状況

・国営事業による利根川からの水利権の内容（期別、総量など）を【用水】の項目欄に記載してほしい。【中村委員】

D_2 両総 51 計画排水系統図 ・系統図にある万世排水機場の役割と本事業との関係はどうなっているでしょうか。【北田委員】

D_3 両総 58
-59

【各施設の使用水量】 ・平成29年までは増加の傾向を示したのち、それ以後は減少の傾向を示している理由が分かれば記載して下さい。【中村委員】

D_4 両総 60
-61

（4）施設の多目的利
用

・房総導水路との供用について本事業が初のケースであったとありますが、どのようなメリットが生じているのか説明があると本
事業に対する評価が高まると思います。【中村委員】
・都市用水との共用は望ましい利用方法だと思う。これに関する説明（課題や解決方策、現況の問題）をもう少し詳しく知りた
い。またこれによって、管理面での便益（管理費等の軽減、県民、住民の関心の強弱等）も書いてはいかがか。【梶島委員】

D_5 両総 65 ③施設の維持管理費
の状況

・定期的な経費の項目で電力料が1.7倍に増大し、その要因が電気料金の高騰と必要電力の増大にあると記載されています
が、p93で示された各施設の使用水量が低減していることとの関連性が分からないので説明下さい。また、両総土地改良区の
最近の経常賦課金についても教えて下さい。【中村委員】

D_6 両総 65 (5)_③施設の維持管
理費の状況

・施設が改修されて点検整備費も大幅に軽減されているのに、施設管理費が150%以上増加しているのはなぜか。【秋田委員】

D_7 両総 68 ・両総地区の太陽光パネルについては収入は維持管理費（のマイナス）に計上されないのか？【秋田委員】
・自然エネルギーの活用についても、積極的に書き込んだほうが良いと思う。【梶島委員】

D_8 両総 68 【維持管理費の負担
軽減の取組】

・「反復水の更なる利活用等」を提言されていますが、受益者や一般の人から見ると国営事業で用水改良を行ったことによって
従来の反復水利用という不安定な用水利用は基本的に解消されたものと理解されると思うのですが、上記のことを記載する意
義について説明下さい。【中村委員】

D_9 中信平 30 (2)_③小水力発電 ・小水力発電所の設置は評価できる。電力がどう使用されどの程度効果があるかをもう少し具体的に記述していただきたい。
【石野委員】

D_10 中信平 32 (4)施設の管理状況 ・この頁は漢字で埋まっており、読む気が無くなる。改行や段落変えを活用しながら、読みやすい紙面づくりを行う必要がある。
【梶島委員】

番号 地区 (頁) 項目 意見等の内容



【E_第２章_３_「費用対効果分析の基礎となった要因の変化」 関係】

E_1 両総 69 (1)_①効果算定対象
面積の変化

・効果算定対象面積が計画を下回っています。事業評価の影響はないのでしょうか。【石野委員】

E_2 両総 71 単位面積あたり収量
の変化

・この単収の減少は事業効果の測定に影響するのではないでしょうか。【北田委員】

E_3 両総 77
-78

②機械経費 ・事業計画時点と評価時点の比較において、ほとんんどの作物において機械経費が計画どおりの節減効果が得られていない
理由が分かりましたら説明下さい。【中村委員】

E_4 両総 79 （3）維持管理費節減
効果

・計画時点と評価時点との比較で維持管理経費が16％節減されていると記載されていますが、その要因についての考察がある
と理解しやすいです。【中村委員】

E_5 中信平 34
-36

作物別の作付面積の
変化

・表において日本なしの作付面積が記載されていない。Ｐ44には本地域の日本なしが県内の栽培面積シェアで14％を占めると
記載されています。【中村委員】

E_6 中信平 37 ③単位面積当たり収
量の変化

・【単収の変化】の表は、計画時点と評価時点のみの比較で評価していますが、経年変化で示してもらえると単収の動向を理解
できると思います。【中村委員】

E_7 中信平 37 ③単位面積当たり収
量の変化

・計画時点に比較すると多くの品目で単収が減少しています。これは統計数値に基づくためだと思いますが、受益地の実態を的
確に反映しているのでしょうか。46ページでは安定的な収量の確保に対する農家の意向が高くなっているという結果との関係性
はどうでしょうか。【北田委員】

E_8 中信平 37 （2）営農経費節減効
果

・「適正な水配分により水管理回数が減少し」と記載されていますが、このことを説明するデータがあれば示して下さい。【中村
委員】

意見等の内容番号 地区 (頁) 項目



【F_第２章_４_「事業効果の発現状況」 関係】

F_1 両総、中信 全
体

・事業による効果が農家ベースでコラム的に掲載されているのは非常にわかりやすくて良い。【秋田委員】

F_2 両総 - ・受益農家を対象にした意識調査は実施していないのでしょうか。【石野委員】

F_3 両総 82 (3)①農業生産の維持 ・①における営農組合などの経営体育成状況を示すデータはないでしょうか（後段には営農組合事例がありますが）。関連し
て、本地区に限定して農業の法人化の進展を示すデータはあるのでしょうか。【北田委員】

F_4 両総 90 (4)_ウ農業生産基盤
整備の状況と農地利
用集積への期待の高
まり

・【農地の整備状況】の表において、本事業の関係市町村では「担い手への農地集積が進展している」と記載されていて、本事
業の効果がより発現していくものと思われるが、そのための基本要件として50a以上の田の区画整備や畑地かんがい施設整備
が今後どのように進展していくのかが気になるところである。今後の見通しが分かれば説明下さい。【中村委員】

F_5 両総 130 (6)事後評価時点にお
ける費用対効果分析
の結果

・この地区ではすでに3回の再評価をしていると思いますが、それとの比較でいうと今回の総費用便益比はどう評価されるでしょ
うか。【北田委員】

F_6 両総 130 (6)
【効果算定項目一覧】

・事業計画時と事後評価時で効果項目が違っているのはなぜでしょうか。また、再評価時の効果項目はどうなっていましたか。
【北田委員】

F_7 両総 130 (6)
【効果算定項目一覧】

・事業計画時に「品質向上効果」が算定項目の対象とならならなかった理由は何でしょうか。【中村委員】

F_8 中信平 39- アンケート概要 ・アンケート対象者数と回答者数など、調査概要をどこかにまとめて表示する必要がある。回答者数が明示されない状態で％だ
けで話を進めてしまうのは危険。【梶島委員】

F_9 中信平 42 (2)①イ産地収益力の
強化に資する農産物
のブランド化推進の取
組
野菜における取組事

・下から3段落目に、朝日村等ではレタス等の二期作が行われ高単価で取引されると記載されているが、ｐ43のレタスとキャベツ
の単価のグラフを見る限り、平成27年以後単価の下落傾向が見られることから、上記の説明と齟齬があるように思いますので
検討下さい。【中村委員】

F_10 中信平 42 (2)①イ産地収益力の
強化に資する農産物
のブランド化推進の取
組
野菜における取組事

・ここでの野菜収穫量の全国順位は市町村単位ということですか。また、すいかとながいもは平成18年の値を示していますが、
他の野菜と同様に令和元年の値はないのでしょうか。【北田委員】

F_11 中信平 49
-50

(2)③ウ担い手の育
成・確保に資する農業
生産基盤整備と農地
集積の状況

・今後の田の区画整備や畑かん整備の進展の見通しがあればその旨を記載して下さい。p50に農地集積率が県全体より14％
高いと記載されていることにも関係すると考えます。【中村委員】

F_12 中信平 51 (2)④ア生産基盤を生
かしたりんごの～取組

・新わい化栽培についてメリットとデメリットが記載されていますが、その有利性を示す経済データはあるのでしょうか。【北田委
員】

F_13 中信平 55 （3）再生可能エネル
ギーの活用①小水力
発電施設

・発生電力が205kwとありますが、最大電力か常時電力か不明ですので確認下さい。また、発電した電力は農業施設で利用さ
れることも記載した方がよいと思います（同ページにアンケート結果の記載がありますが、そこにはこのことが記載されていま
す）。【中村委員】

番号 地区 (頁) 項目 意見等の内容



F_14 中信平 55 （3）再生可能エネル
ギーの活用①小水力
発電施設

・小水力発電施設の売電収入によって維持管理費を賄い、それによって収支がプラスになっているが、小水力発電施設の設置
はこのような施設であれば標準装備されているのか。売電価格の変動によって維持管理費が賄えなくなることはないか。水力
発電の売電価格は安定しているので、あまり影響はないと思われるが、小水力発電施設に収支を依存していて良いのか疑問を
感じた。本来、事業単体で収入がプラスになることが目指されるのではないか。初めてなので的外れな質問かも知れません。
【秋田委員】

F_15 中信平 55 （3）再生可能エネル
ギーの活用①小水力
発電施設
　アンケート回答結果

・受益農家の意識調査を見ると、事業効果を実感している様子がよく分かる。この点を冒頭で強調してもいいのではないでしょう
か。【石野委員】

F_16 中信平 66 (4)⑥地下水の浄化と
涵養への寄与

・説明文の内容は定性的な面からは理解できますが、事業効果の発現を客観的に証明するには定量的な考察が必要と考えま
す。例えば、地区内で地下水位の観測データや地下水の水質測定データなどがありそれで証明できるのであれば理解が深ま
ると思います。【中村委員】

F_17 中信平 66 （5）事後評価時点に
おける費用対効果分
析結果

・【効果算定項目一覧】の表において、事業計画時に「作物生産効果」と「品質向上効果」が対象とならず、事後評価時に対象と
なったこと、「更新効果」と「安全性向上効果」がはずされたこと、「水辺環境整備効果」が対象とならなかったこと、「国産農産物
安定供給効果」が対象となったことなどを説明して下さい(両総地区資料p130のように備考欄をつけて記載するとよいと思いま
す）。【中村委員】

F_18 中信平 66 （5）事後評価時点に
おける費用対効果分
析結果

・事業計画時の総便益や総費用、総費用総便益比はどうなっていたのでしょうか。【北田委員】

F_19 中信平 66 （5）事後評価時点に
おける費用対効果分
析結果

・老朽化した施設改修を中心とした事業は費用対効果分析の値が低くなることが想定されると思いますが、本事業の効果が高
いのはなぜでしょうか。【北田委員】

F_20 中信平 66 （5）事後評価時点に
おける費用対効果分
析結果

・事業計画時と事後評価時で効果項目が違っているのはなぜでしょうか。【北田委員】



【G_第２章_5_「事業実施による環境の変化」 関係】

G_1 両総 134 (2)_②第１揚水機場 ・上屋の色の決定について、地道に地元の意向を反映している点が高く評価できる。可能ならば、上屋のデザイン自体も地元の
意見を反映できると地域の人たちに愛着を持ってもらえると思う（意見です）。【秋田委員】

G_2 中信平 全
体

－ ・きめ細かにアンケートなど実施されているのが評価できる。【秋田委員】

意見等の内容番号 地区 (頁) 項目
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