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令和３年度 国営事業管理委員会（事後評価）第２回技術検討会 

 

国営かんがい排水事業「両総地区」及び「中信平二期地区」関係 議事録（案） 

 

 日 時：令和３年７月14日（水）13:30～15:40 

 場 所：関東農政局会議室（さいたま新都心合同庁舎２号館11F防災対策室１） 

web参加（技術検討会委員、土地改良調査管理事務所長） 

 出席者：・web参加の技術検討会委員（東京農業大学名誉教授_中村委員長、千葉大学教授_秋田

委員、十文字学園女子大学教授_石野委員、NPO法人埼玉農業おうえんしたい代表理

事_梶島委員、東京農業大学非常勤講師_北田紀久雄） 

     ・農政局（清野農村振興部長、山田地方参事官（各省調整）、農村計画課_宗田課長、

土地改良管理課_飯田課長、農村環境課_生玉課長、事業計画課_磯貝課長補佐（代理

出席）、用地課_小林課長、水利整備課_渡邊課長、農地整備課_大黒課長、地域整備

課_松尾課長、防災課_辻課長補佐（代理出席）、設計課事業調整室_稲垣室長、土地

改良管理課_對馬農政調整官、水利整備課_橋本課長補佐） 

     ・web参加の土地改良調査管理事務所長（利根川水系土地改良調査管理事務所_葭井所

長、西関東土地改良調査管理事務所_小嶋所長） 

     ・傍聴者_１名 

 

 資 料：別添のとおり 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶（清野農村振興部長） 

 

３ 審議（中村委員長進行による） 

（中村委員長） 

 改めまして、皆様こんにちは。 

ただいま御紹介いただきました、この度、技術検討会の委員長を仰せつかりました中村でござ

います。委員の皆様はじめ御出席の皆様には、これからの議事進行について御協力いただきます

よう、どうぞよろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に、本日は傍聴者が１名おられるということですので、事務局は傍聴者の会

場への誘導をお願いします。 

 

～傍聴者１名入場～ 

 

それでは議事を続けさせていただきます。 

本日は第２回の技術検討会となります。 

進め方としましては、まず農政局から、前回委員の皆様から示されました意見等を踏まえた評

価結果の修正内容等を説明していただきたいと思います。 

委員の皆様には、修正内容を含めた評価結果の内容について御審議いただくこととなります。 
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 今日は限られた時間ですので皆様の御協力をいただきまして進行して参りたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それで早速ですが、お手元の第２回技術検討会次第の２の「議事」に入りまして、２の（１）

第１回技術検討会における審議事項報告並びに、（２）事後評価（案）について、農政局から説

明いただきますようお願いいたします。 

 

（事務局） 

 （資料に基づき評価結果（案）について説明） 

 

（中村委員長） 

 ありがとうございました。 

ただいま農政局の方から、第１回技術検討会において各委員の皆様から示していただいた御意

見に対します、追加なり修正などについて説明をいただきました。 

各委員には、これより御意見又は御質問をいただきまして、必要に応じて農政局からの回答を

いただくという形で進めて参ります。 

時間の関係から、各委員の皆様には申し訳ないですけど10分以内の範囲で進めさせていただき

たいと思います。 

両総地区と中信平二期地区としてまとめて御報告いただきましたので、各委員の皆様、ただい

まの御説明につきましてさらにお聞きしたい点あるいは御意見などいただければと思います。 

私のほうから勝手で申し訳ないのですが、順番に御指名させていただければと思います。 

秋田委員は今回初めての御参加ということで、申し訳ないですけれども後の方でお願いしたい

と思います。 

それでは、北田委員の方から、ただいまの農政局の説明につい、御意見、御質問等をいただき

たいと思います、突然の御指名で申し訳ないですが、よろしいでしょうか。 

 

（北田委員） 

分かりました。 

両地区とも既に前歴事業があって、今回の更新事業において、効率的な水利用あるいは排水の

ための施設、あるいは基盤整備というものが進んで、農業生産の維持あるいは将来的には拡大す

る。そういう問題意識をもって国営事業が行われてきたということについては、高く評価できる

のではないかと思います。 

かなりの規模の前歴事業が行われ、それ以前には、配布されましたＤＶＤにありますように、

前歴事業に至るまでの長い間、地域の皆さんが御苦労される中で、国営事業が行われ、改善され

ながら今の営農基盤となっている。その辺りのことはおそらく計画案にはあるのでしょうけれど

も、せっかくですからもう少し、簡単でも良いので、１００年、２００年というタームでみると

地域の農地の維持保全に役立ってきているし、水利用の関連を含め農業生産の振興に寄与してい

るというところをさらに強調したら良いのではないかと思いました。 

それから、先ほど御説明があったように、農地・農業・農村を維持するということが大きな目

的であって、その場合には、先ほど説明があったように一定の投資効果といいますか、費用に対

する便益が発現するということが大事だと思うのです。 

そのためには、２事業地域とも現実的にはかなり農家数も減少しておりますし、その中で地域

農業を再編して、基盤整備を進める中で、農業における経営組織の育成とか、具体的には集落営
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農や法人化など、そのようにして新たな担い手、あるいは将来の継続的な営農スタイルの形成に

結びついていくということが大事です。そのような本地域における将来の営農ビジョンを明らか

にしてもらいたいと思います。 

この点、特に両総地区については計画の達成について、現状がなかなかついていかないという

ところがありますので、そこに関して受益地の関係機関や農家と連携してしっかりやっていただ

ければと思います。 

その他今回、細かい点について質問をさせていただいたところもありますけれども、なるべく

データがあるところはしっかりと示していただくと説得力があると思いますので、可能な部分は

提示していただければと思います。 

質問というよりも感想や要望というところですが、よろしくお願いします。 

 

（中村委員長） 

ありがとうございます。一巡して何かありましたらその際にお願いいたします。 

ただいま、北田委員の方から御発言いただきましたが、農政局の方から何か御意見等あります

でしょうか。御回答でも結構です。 

 

（事務局） 

事務局からですけども、今後の整理に向けての有効なサジェスチョンをいただいたというふう

に思ってございます。 

関係部局としっかり調整して事務局としてもしっかりと整理して参りたいと思っています、よ

ろしくお願いします。 

 

（中村委員長） 

ありがとうございました。北田委員よろしいでしょうか。 

 

（北田委員） 

特に質問というわけでなく意見ですので、よろしくお願いします。 

 

（中村委員長） 

それでは続きまして梶島委員から、御意見等ございましたらよろしくお願いします。 

 

（梶島委員） 

是非お伺いしたいと思うことは一つです。ほかのところはきちんと直していただけたと思って

ありがたいと思っています。 

一つ問題になるのは、両総地区の関連事業の未着手率の高さといいますか、着手率の低さとい

ったら良いのでしょうか。 

今回は、やむを得ず「今後の課題」という形でとりまとめようとなさっているのですが、関連

事業がなぜ上手く進んでいかないのだろうかという背景を拝見しますと、米の値段が下がってと

てもじゃないけれど農家としての経営が維持できない、そのために農家が減っているとか、ある

いは高齢者が多くて経営者が不足しているとか、それによっての事業への参加意欲が減退してい

るとか等々は、今後急速に改善していきそうもない背景というか事情だと思うのですね。 

私としては、それをそのまま「今後頑張って取り組んで行くのだ」という絵に描いた餅をひた
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すら唱えていくことの意味というのがどこにあるのかなと、ある意味ではやはりこういう社会情

勢の変化というものに対して、計画を「これはもうできない」とどこかで諦めていくとか、ある

いは関連事業の計画に関しては、「ここに関しては取り扱わない」というような計画の見直しと

いうようなことを何かそろそろしていかないとと思います。 

この事業に関しては、関連事業があまりにもできてなさ過ぎて、私としては、事業全体の成否

といいますか評価に非常に大きな問題を残すのではないかというふうに思います。 

ですので、こういう非常に長いスパンで行われる土木事業ですから、当然どこかで見直しをし

ていかなければならないし、関連事業に関してもやはり時代の状況、情勢によって「ここについ

ては無理なのだ」という、どこかで諦めていく、そうタイミングも必要になってくるのではない

かと思いながら読んでおりました。以上です。 

 

（中村委員長） 

ありがとうございました。 

ただいまの梶島委員の御発言に対して、農政局の方から何かコメントありますでしょうか。 

 

（清野農村振興部長） 

どうもありがとうございます。農村振興部の清野でございます。 

ここに示す関連事業の部分は、おっしゃったとおり10％しか進んでおりません。 

事業が長い期間おこなわれ、完了してから５年経ってこのような状況という点について、その

背景となる要因が、おっしゃったように「今後ドラスティックに改善していくような要因では無

い」ということ、「どこかで計画の見直しとか関連事業を諦めるということが必要なのではない

か」ということは、御指摘としてもっともなことと私ども捉えているところです。 

しかしながら、前回資料にも示させていただいていますが、この事業は、国営事業として 

1,000億円以上の予算を投資して長い期間にわたり事業を行いようやく基幹的な施設が出来たと

ころです。 

その中で、小さいなりでも関連事業に取り組んでいこうということで、改良区も含めて動かれ

ている現場もございますので、我々としては、今できていない関連事業の全てを現時点で諦めて

しまうことは、時期尚早というふうに考えております。 

この関連事業に関しては、ほかの国営事業地区でも関連事業がなかなか進んでいないというよ

うな地区もございまして、私ども関東農政局及び農林水産省としての大きな課題ではございます

けれども、こと両総地区につきましては完了してから５年ということですので、我々としてはも

う少し地元なり、県、市町村も含めまして関連事業を出していくという取組に務めていきたいと

いうふうに考えておりまして、評価に当たって「課題」ということで今回とりまとめさせていた

だいております。 

いずれ、どこかの時点でおっしゃったように「もうだめだ」というところが出てくることも可

能性としてはあるのだとは思いますけれども、現時点では、我々としましては地元の方も含め「関

連事業が行われないと国営事業の効果が十分発揮されない。」ということになってしまいますの

で、できる限りにおいて、県なり市町村と一緒になって取り組んでいきたいという思いでござい

ます。私どもからは以上でございます。 

 

（梶島委員） 

よろしいでしょうか、もう少しというその「少し」は、どれ位とお考えなのでしょうか。あと
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５年とか１０年とか、やはりある種の目標を持たないと、「頑張る」というだけではなかなかや

はり上手くないのではないかと思いますし、これから色々な事業が仮に行われてゆくときも、そ

ういう実現の目途のなかなか立ちそうに無いようなことも含めての事業費を計上していくという

ことがあるとするなら、やはり慎んだ方が良いというふうにも思っています。 

これが一つのモデルというわけではないのだけれど、やはり、ここではこういう社会情勢の変

化というものに抗えなくて、ここについては事業完了後から５年とか10年とか15年とかいう年度

を区切って、もう一度計画の見直しをかけたというような、そういう事実を積んでいくことが必

要なのではないかなというふうに思うのです。 

これで５年経ったのだけれどもあと５年後には最終的に見直しをかけていくというようなおつ

もりでしょうか。それとももっと長いのでしょうか。 

 

（清野農村振興部長） 

はい、ありがとうございます。おっしゃることは、本地区における課題として的を得ておりま

して、私どもとしては「そのとおりでございます」としか言い様がないところです。 

我々としては、あと５年ということではなくて、もう少し長いスパンで10年くらいのスパンで

考えているのですけれども。 

 

（梶島委員） 

 あと10年ですか。 

 

（清野農村振興部長） 

その辺につきましては、今回、県、市町村から、この評価案について意見をもらうような形に

なります。そういう中にあって、いずれ関連事業を出していくのは県営事業という形で計画を整

理させていただいておりますので、県の意向はもちろん、関連事業の経費を市町なり地元も負担

しなければならないというところもありますので、そういったところの意向も確認しながら意見

をいただいて、それらの意向を踏まえて書きぶりを考えさせていただければというふうに思って

おります。 

現時点で、あと10年で諦めますということではありませんので、誠に申し訳ないのですが最大

限可能な記述に務めさせていただきます。 

 

（梶島委員） 

 分かりました、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

（中村委員長） 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして石野委員からよろしくお願いします。 

 

（石野委員） 

 よろしくお願いします。 

色々と御説明ありがとうございました、私の方からは細かなところではないのですけれども、

事後評価が終わった段階で受益農家を対象とした意識調査とか、それから地域住民の方へのアン

ケートとか、そういう調査はされているし、今回もそういう調査をされたことの結果は色々出し
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ていただいています。 

こういう色々な今回作成いただいた資料に様々な統計のデータとか数値的なものが豊富に用意

されてはいるのですけれども。対象地域に暮らす人、あるいは農業に従事する人達が、実感とし

てこの事業に対する恩恵なり、あるいは評価的な感想をどのように持っているかということを、

もっと具体的な形で表した方が、地区、地域の外の人も含めて、より事業の評価結果が伝わりや

すくなるのではないかというふうに思います。 

例えば、アンケートにおいて意識調査を行うのは当然のこととして、その分析なり或いはその

表現方法、伝え方等をもう少し工夫する余地があるのかなということが印象としてあったところ

です。 

せっかく調査された結果をさらりと流すのではなくて、やはり事後評価の実感として、一番に

関わる人たちの事業への評価・実感とか、捉えられているところを少しまとまった形で示す方が

わかりやすくなるのではないかなという印象を受けました。ということが第一点目です。 

二つ目としては、両総地区に関してですけれども、耕作放棄地が増えているという一方で、農

地が宅地転用され、公用・公共用施設用地として転用されているということで評価対象面積が減

っているというようなお話がありました。 

それは致し方ない部分も当然あるとは思いますし、事業地域によって様々な特色があって、宅

地化とか或いは人口増とかが進んでいないところはあまり問題とか無いのでしょうけれども、こ

の両総地区のように首都圏に多少近い場所で今後宅地転用ですとか、公用・公共要施設用地とし

て農地が転用されるようなケースは、事業評価においてどのくらい反映させておくのかというこ

とを少し伺いたいと思ったところです。 

以上二点についてよろしくお願いします。 

 

（中村委員長） 

 ありがとうございました。それでは農政局の方からよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 事務局の方から答えさせていただきます。 

一点目でございますが、非常に充実したデータ等を掲載されていると、その一方でそれを生

かした記述になっていないという御指摘かと思ってございます。 

この点、事務局含めて評価の整理ぶりというのを再考させていただければというふうに思い

ます。 

二点目ですが、耕作放棄地の増加等の関係でございます。特に宅地転用とか公共転用によっ

て対象面積が減少するという今の状況やこれからの状況も踏まえた評価ができないものでしょ

うかという御質問と受けとめさせていただきました。 

結論から申しますと、当然ながら農業生産基盤整備を行った農地は、そうでない農地に比べ

れば優良な農地ですので、例えば土地利用規制或いは土地利用振興に係る各種法令等において

一定程度転用が制限されています。 

それでもなお減少するというのは、例えば宅地転用とかにあっても転用を制限しつつも減少

するという実態にありますが、こういった需要がどれだけ発生してくるのかということはなか

なか想定しづらいので、将来も見込んだ評価というのはできないのではないかというふうに思

います。 

あえて整理するとなれば、こういった農業投資された優良農地ですから、今後優良農地確保
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のための施策を展開していく県、市町村等の団体と連携しながら当該事業の受益地の確保が図

られるよう努めていく必要がある。ということが御回答になるかと考えております。以上、事

務局からの回答でございます。 

 

（中村委員長） 

 ありがとうございました。石野委員よろしいでしょうか。 

 

（石野委員） 

 分かりました、ありがとうございました。 

 

（中村委員長） 

 続きまして、秋田委員の方からよろしくお願いしたいと思います。 

 

（秋田委員） 

 よろしくお願いします。始めて委員として参加しますので良く分からないことが多くて的外れ

かもしれませんけれども御容赦ください。 

ただ、今回の評価対象の１つが千葉県の両総地区ということで、私自身、職場が千葉大学であ

るため非常になじみのある場所でした。このため、それぞれの自治体の特徴も私なりに理解して

いるつもりで、今回、書類を拝見させていただきました。 

その中で感じたのは、梶島委員がおっしゃっていたことと同じことかも知れませんが、農家さ

んがその時々の状況に合わせてかなり柔軟に作物を変えるような調整をされているという点につ

いてです。そのときに必要になってくる施設や基盤も結構変わってくるのではないかと思ってい

ます。農家さん達が時代に合わせて作物を変えていくことに対し、柔軟に整備の態様を合わせて

いくことと、骨太な基盤を整備することは、ある意味で矛盾する部分もあります。このため、柔

軟な基盤をするためには、「どういうふうな方向を目指せば良いのだろう」ということが気にな

りました。 

特に、この事業というのは、何十年もかけて先ず骨太の骨格の部分を作るということを目指し

ていると思いますが、その一方でトレンドに合わせて作物を変えていったりするために必要な施

設は結構変わってくるというふうに農家さんもおっしゃっています。そういう部分は、この評価

において、この事業の中でどういうふうに受けとめていらっしゃるのかということを教えていた

だければというふうに思いました。 

 

（中村委員長） 

 ありがとうございました。それでは、農政局の方からよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 事務局から、若干的外れかもしれませんけれども答えさせていただきます。 

 地元の両総地区ということで、秋田委員が実感されている地区の農家の意識からすると、意欲

ある農家が指向する「作物選択の自由とか拡大」そういったものにどういうふうに資していくの

かというところかと思うのですけれども。 

 基本的に、当該事業のみでみれば水田及び畑に対する用水の補給ということになりますので、

その水を使ってどういった具体的な営農をするかという点に関しては、例えば水稲単作であれば
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水田であるだけで良いのですけれども、きちんと、水稲と麦と大豆とローテーションをかけてい

きたいとなれば、やはり大豆、麦作が可能ないわゆる「湿田でない」ような状況を作り出してい

かなければならない。 

 労働集約型の作物を集落縁辺でやっていくということに関してもそれなりの整備が必要となっ

てくる。 

 本事業に関していえば、そのための、委員もおっしゃっていた「基礎」をしっかり作り上げた

と。あとは、その基礎を生かして農家のニーズに合ったような可搬性のあるというか汎用性のあ

る農地をどうやって確保していくかというところで冒頭からあげられています関連事業の実施を

以て実現していくのかなというふうに考えてございます。 

関連事業のところに戻ってしまうのですけれども、現在両総地区では評価の中でも御紹介して

ありますけれども、経営に主眼を置いた組織的な営農、さらには集落の営農を一手に担う組織的

な営農、さらには土地利用型作物部門を担い手組織などに預けて、自分は労働集約型の経営に専

念する個別経営の方など色々な意欲的な営農が展開されているというのも秋田委員が実感されて

いるように事実なのですね。 

そういった方々のニーズが高まり、拡大すれば、横展開するというのもこの地区の課題だと思

うのですけれども、おっしゃるような多様な営農・経営に合うような農業生産基盤の整備という

のが目指されていくというふうに理解しております。 

 

（中村委員長） 

 ありがとうございました。秋田委員よろしいでしょうか。 

 

（秋田委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（中村委員長） 

最後ということで、私の方からとなりますが、今日は２地区に関して御丁寧な説明ありがとう

ございました。 

また、前回色々と意見を届けさせていただきまして、それに対してまた、丁寧にまとめていた

だきまして大変良く理解できました。 

私は、九十九里の南の方の生まれなのですが、両総用水は学生のころから非常に興味を持って

おりましたので、何回となく現地には行っているのですが、今回２地区を比べてみますと、両総

用水は極めて機械に頼る用水と排水を前提とした農業水利システムが必要となっているというこ

とで自ずと様々なコストもかかるし整備も必要となっています。 

一方、中信平の二期地区は河川が形成した扇状地の地域で基本的には自然のエネルギーを使っ

た水の配分であり、水力発電を上手く活用した日本における典型的かつ合理的な国営土地改良事

業だと思います。 

 そういった２地区の違いの中で、その効果というものについて委員の皆さんから色々な意見を

伺ったことについては私も大体同じ意見なのですが、今日説明を伺った中で確認したい点が少し

ございます。 

 両総地区の場合、利根川から水を取って地域内の２級河川に水を落として、またその受益内の

水も使ったりするという、反復利用も含めた水利システムとなっています。 

この中で、水利権について前回も質問させていただのですが、今回の回答として資料の84頁に
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水利権の一覧表が掲載されています。この両総地区も中信平二期地区も水田農業と畑作農業とい

う複合的な経営が特徴なのですが、両総地区の場合は、いただいた資料ですと３月１日～８月31

日までの期別の水利権水量がここに記載されているのですが、畑作を考えてみますと畑かん用の

水利権というのがどういうふうにしてこの一覧の中に関わってくるのか少し分からなかったもの

ですみませんが御説明いただきたいと思います。というのも、９月１日から翌年の２月28日まで

の水田農業の非かんがい期に当たる期間ですが、この間に畑作用水として利用しているのかどう

か。 

利用しているのであれば、水利権の期別水量も関わってくるのではないかなと思いましたので

教えていただければと思うのですが。如何でしょうか。 

 

（事務局） 

中村委員長御指摘のとおり、両総地区の水利権はかんがい期間だけの水利権になっているので

すが、水利権としては補給水という扱いになってございまして、基本的に地区内水源で賄い、水

が足らないときに利根川の方から水を取るということとなっています。 

基本的に補給水は、面積が大きく水量も多くなる水稲を根拠としてかんがい期の水利権水量が

割り当てられています。畑につきましては、基本的に地区内水源の方で賄えるとして整理の方を

させていただいているところでございます。 

 

（中村委員長） 

これは、利根川から取水する水利権水量ということでしょうか。 

 

（事務局） 

これは、利根川から取った水となります。また、栗山川にいったん注水させてもらって２級水

系栗山川から千葉県知事申請に基づいて取水しているところでございます。 

また、地域には、ため池や普通河川がありますので、畑については、これらを水源として活用

しているというふうに改良区から聴いているところです。 

 

（中村委員長） 

その中に畑かんの水も入っているとそういうことでよろしいのでしょうか。 

 

（事務局） 

詳細については、確認させていただきたいと思うのですが、水利権としては、そのようなかた

ちで整理をさせていただいているところでございます。 

 

（中村委員長） 

畑作農業も非常に重要なウエイトを占めていると思いますので、この国営事業で用水の手当が

十分に機能を果たしているという中に、この畑かん用水がどのくらい効果を発揮しているかとい

うところが気になったものですから。そのことが水利権との関わりの中で見えてこなかったので

質問させていただきました 

 

（事務局） 

河川管理者の方からは、水の方に余裕がないというような回答を毎回いただいている状況で苦
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労している実情となっています。 

 

（中村委員長） 

分かりました。 

次に、両総用水は、昔から九十九里平野が水不足で排水を犠牲にして用水源を手当てしてきま

した。その中で、資料にもありましたが「地下水止め」という非常に独特な水の使い方をしてい

ます。 

先ほどの今後の関連事業の展開にも関わる話ですが、もし、関連事業が急激に進展して、かな

りのスピードでほ場整備あるいは排水改良が進んだ場合に、今の水利権水量の中で要水量が果た

して足りるのかどうかということに少し懸念を持っておりまして、先ほどの関連事業の進展と今

後の用水の需給の問題が少し気になりますので、今日でなくとも良いのですけれども、何か今後

の見通しなどがありましたら教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

今回両総地区の事業の実施に至った要因ですが、国営で実施する前は、幹線水路、支線水路、

末端水路ともにオープンの水路になっておりまして、水路のロスが非常に大きい地区となってお

りました。 

委員長からのお話にもあったとおり、水は大事だというふうに地域の方達も思っていまして、

今回両総地区の事業で基幹水路の方はパイプライン化が進みロスが少なくなったのですけれど

も、その先にある県営の支線水路だとか末端の方はまだオープンのままとなっています。 

改良区の方に以前お話を聞きましたら、できれば県営以下の水路もパイプライン化を図ってい

ってロスの方をなるべく少なくし、農家の方の水需要に応じられるようにある程度幅を持たせた

水運用を図っていきたいということが思いとしてあるようですし、また、量については精査して

いく必要があるのかなと思うのですが、関連事業が10％未満という少しまだ低いところではあり

ますが、これから少しずつでも進んでいけば農家や改良区のニーズに応えられていくのではない

かと考えているところです。 

 

（中村委員長） 

分かりました、長くなりましたけれども私の方は以上です。ありがとうございました。 

以上、各委員からの御質問等いただきましたが、一巡しましたので、ほかの委員の皆様、言い

残したなどありましたらよろしくお願いいたします。 

 

（梶島委員） 

はい、是非お伺いしたいということが一つあります。この両総地区の場合、この事業が行われ

る前は結構洪水の被害にあっておりますよね、もちろん灌水等の水が足りないという被害もあっ

たけれども、この事業によって被害が非常に少なくなった。２年ほど前の台風の時、あのあたり

はすごい被害にあったのですけれども、この地域は比較的無事だったっていうこととか、この事

業によって得られる防災上の便益というのは、この総便益の中でどう見積もられているのでしょ

うか。教えていただけると嬉しいです。 

 

（中村委員長） 

ありがとうございました。農政局から如何でしょうか。 
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（事務局） 

おっしゃるとおり、利根川筋の佐原区域に関しては排水不良による湛水被害の解消というとこ

ろを目的として事業の方を進めて参りましたので被害をおさえるような効果を事業計画時点から

入れ込んでございます。事後評価時点においても当該区域に係る湛水被害の防止効果を前歴事業

から引き継いでいると、農業生産を継続できているという効果については当然に費用対効果分析

の中に包含されているというふうに御理解いただいて結構かと思います。 

 

（梶島委員） 

項目としてはどういう効果に入ってくるのでしたでしょうか。 

 

（事務局） 

資料13頁からの「両総地区の事業の効用に関する説明資料」で整理されてございます 

この中に例えば15頁を見ていただきますと作物生産効果というものを整理してございます。詳

細手元になくて、数値的なところを明確に答えることができないのですけれども、この作物生産

効果に関していえば、当該地区の中で施設を更新した、いわゆる古くなった施設をきちんとその

機能が発揮できるように新しく更新。それから機能増強した部分については、例えば、従前10ト

ンしか排水できなかったところを12トン排水可能としたとなれば２トンは機能増進なので機能増

進分も含め合わせて整理することになっています。佐原区域に関していえば更新整備として排水

のシステムがきちんとこの事業でも受け継がれておっしゃるような湛水被害が発生しない状況に

なっていますよという前提で算定している。それがどれだけという点については、必要であれば

梶島委員の方に別途資料提示をして御説明したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（梶島委員） 

あまり、細かいところに分け入っていくつもりはないのです。ただ、作付面積がどれだけ増え

たか、単収がどれ位増えたとか、或いは農業人口がどれぐらい減ったとか、減ったのを抑えたと

か、かなり狭義の「農業」という面だけでこの事業を評価しているという、私としてはそういう

印象を強く持ちました。 

それこそ、両総地区は、都市部が結構近くにあったりして、そういうところにも被害が及ばな

いような効果をこの事業は持ったとか、或いは都市用水として提供することになったことでそこ

に都市が形成されたとか、少しオーバーかもしれませんが、そこの人たちが安心して暮らせるよ

うになったとか、なにかそういうところまで幅広くみて、或いはまあ、国土の防災上の観点から

も非常に大きな効果があったというようなことを併せてみていかないと、何かこの農業用水とか

の事業評価というのは今後ますます厳しくなっていくし、私は何か都市と農村が近づいていく中

で、そういうもう少し違う観点から拾っていかないと、正しい事業評価もできて行かないし、ど

んどん今後農業系の事業に関しては評価が厳しくなるというふうに思います。 

なので、国土防災上の観点とか、都市を都市たらしめる観点とかも、もっと積極的にこの事業

評価に加えていければ良いのではと思っての質問をさせていただきました。 

 

（事務局） 

ありがとうございます、おっしゃるよう、当該事業を行った範囲だけではなくて、周辺への波

及効果、国民経済的な評価、国土保全・国土強靱化、そういったものにも資するという書きぶり
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をしていければベストだと思っています。 

一点言えるのは、少なくとも国営で造成した、日本国内のみならずアジアにも誇るような大規

模な基幹水利施設を整備したということに関していえば、災害等に対するレジリエンス機能を確

保したというのは書き得るのかなと、事務局の思いつきで恐縮ですが思ってございます。 

その他、幅広になると、関連性を論証することも難しいので、努力しますけれども場合によっ

ては先ほど言いましたような内容で抑えさせていただく場合もあるかと思っております。 

 

（梶島委員） 

今回は少し、おそらく資料もそういう観点で整えられてないから、あまり変な書き方をすると

「作ってる」と言われてしまうかもしれないのだけれども、今後この手の事業を評価する際には、

そういうもっと幅の広い観点からの評価が必要だと思っていて、そのための準備を少しずつでも

取り組んでいらした方がいいのではないかと思います。これは、私の意見でほかの先生方がどう

思いになるか分からないけれども、どんどん事業評価が窮屈になっていくと思います。以上です。 

 

（中村委員長） 

ありがとうございました。ただいま、重要な御指摘いただきまして、農政局の方で梶島先生の

御意見を踏まえて、次回までにコメントいただければと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（梶島委員） 

もちろん構いません、次回までになにか答えが上手く出てくるような感じもあまりはしません

けども、これからのそれこそ「課題」としていただくのが良いかと思います。 

 

（中村委員長） 

これは、農水省全体の話でもあると思いますので何かそういう構想とか動きとか、別な観点か

らの情報などあれば次回示していただければと思います。 

 

（秋田委員） 

 すみません、よろしいでしょうか。 

 

（中村委員長） 

はい、どうぞ。 

 

（秋田委員） 

私は、どちらかというと、農林水産省よりも国土交通省の仕事が多いのですけれども、実際に

今年４月には流域治水法というものが制定されまして、農地の湛水機能ということもこれから激

化する気候変動にあわせた中で入れていこうということが、国の社会資本整備審議会の中で議論

されています。実際にいくつかの河川では、農地の湛水できる量というものが科学的にはまだ明

らかにはなっていないけれども、治水の施設として入れてしまおうというふうなことが判断され

ている状況にあります。 

さきほど梶島委員がおっしゃったように、これだけの大事業は、ただ農業生産のためだけでは

なくて例えば国土保全だとか、あるいは農業だけではなくて農地を営む人たちの生活や財産を保

全するとか、そういう観点での評価が十分にできると思いますし、あるいはこのエリアだけでは
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なくて周辺の都市エリア、市街地を守る機能を果たしているとか、もっと幅広くこの事業は評価

するに値するものじゃないかなと私自身も思っています。 

 

（中村委員長） 

ありがとうございました。 

補足的に委員お二方からいただきました。 

ほかの委員から何かありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは時間も過ぎておりますので、以上、各委員からの御意見御質問をいただきました。あ

りがとうございました。 

 農政局の事務局におかれましては、本日の各委員の御意見を踏まえました評価結果案の修正を

していただきまして、次回の技術検討会において再度説明されるようお願いいたしたいと思いま

す。 

 また、これは各委員への御提案となりますが、次回の技術検討会では、農政局によります「技

術検討会からの意見聴取」が予定されております。 

このため、次回開催までの間に、私の方で作成します「意見の私案」を各委員にお示ししまし

て、また委員の皆様から「私案に対する御意見」を頂戴したいというふうに思います。 

第３回技術検討会では、皆様の御意見を反映した「意見案」を示して調整することで、技術検

討会の意見とする進め方としたいと思っております。 

委員の皆様から御賛同を頂くことできますでしょうか。 

（「お願いします」の声あり。） 

 はい、ありがとうございます。 

 

 それでは、議事の（３）ですが、その他について、事務局から御説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 連絡事項ですけれども、冒頭清野部長からのお話にもありましたとおり、今後のスケジュール

としましては、第３回の最終の技術検討会ですけれども７月29日に向けて進めていくこととなり

ます。 

 また開催方式が今回同様Web方式となりまして、また、秋田委員には御面倒おかけして恐縮だっ

たのですけれどもできるだけ事務局として円滑にできるように進めて参りたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

以上その他についての事務局からの連絡でした。 

 

（中村委員長） 

 はい、ありがとうございます。ただいまの御説明に対して、何か委員の皆様からありますでし

ょうか。 

 

（石野委員） 

 29日は同じ時間13時半からということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 
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 はい、意見調整がありますので、終わりの時間が30分ほど余計にとってございますが、開始時

間は同様の13時30分となってございます、予め御案内させていただきますのでよろしくお願いい

たします。 

 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。次回７月29日と言うことで、今の緊急事態宣言が続けば当然のことで

すけども、もし、万が一解除され或いはまん延防止になった場合等はまた改めて御連絡いただけ

ると思いますが、原則WEBでやるというかたちでよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

 そうですね、状況見ながらですけれどもおそらくwebとなるかと思います。現時点では皆様にご

足労いただくという前提の調整としていません。 

 

（中村委員長） 

 以上でお預かりしました記事の進行を終わらせていただきます。 

傍聴していただきました方におかれましては、これにて退出となりますので、大変申し訳あり

ませんけれども事務局は傍聴者の方の退出の御案内をお願いいたします。よろしくお願いします。 

それでは、事務局に進行をお返しします。委員はじめ御出席の皆様には、議事進行への御協力

を頂きまことにありがとうございました。 

 

（事務局） 

 中村委員長、御進行ありがとうございました。 

それでは技術検討会を閉会するに当たりまして、山田地方参事官から一言挨拶を申し上げさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

 

４ 挨拶（山田地方参事官） 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

～ 以上 ～ 


