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令和元年度九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会

議  事  録

１．日 時：令和２年１月２４日（金） １０：１０～１１：４０

２．場 所：熊本地方合同庁舎 農政第７会議室

【開 会】 

○土地改良管理課長

 皆さんお集まりでございますので、ただいまより、令和元年度九州農政局農業農村整備

事業等事後評価技術検討会を開会いたします。

 委員の皆さま方におかれましては、ご多忙の中、お集まりいただき、誠にありがとうご

ざいます。また、先月の現地調査では、大変お世話になりました。

 私は、本日の司会進行をさせていただきます土地改良管理課長の中村でございます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

 ここで、本日の配付資料について、ご確認をお願いします。「配付資料一覧」、それから

裏面になりますけれども、「議事次第」でございます。それから、別紙になりますけれども、

本日の出席者名簿、裏面は座席配席図でございます。それから、別紙でございますけれど

も、「令和元年度農業農村整備事業等補助事業事後評価説明資料」と題した資料－１でござ

います。それからもう一つ、別添でございますけれども、「参考資料」ということでござい

ます。

 資料は以上でございますけれども、不足等ございますでしょうか。もし不足などござい

ましたら、事務局までお申しつけいただくようお願いいたします。

 本日の技術検討会の開催につきましては、今月 10 日、プレスリリースを行っておりま
す。報道機関からの取材や傍聴の希望はございませんでしたので、ご報告させていただき

ます。

 それでは、技術検討会の開会に当たりまして、九州農政局補助事業評価委員会副委員長

であります農村振興部の佐々木参事官より、ご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。

○地方参事官

 改めまして、おはようございます。

 中野委員長初め委員の先生方には、年度末が近づいてまいりましたこのお忙しい時期に、

技術検討会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

 さて、ご案内のとおり、農業農村整備に係る補助事業の事後評価につきましては、総事

業費 10 億円以上の事業を対象としまして、完了後５年後の時期に総合的かつ客観的に事
後評価を行うということにしているところでございますが、この事後の段階での評価検証

ということが政策を進める上では非常に重要なポイントであろうというふうに思っている
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ところでございます。

 本日は、12月 20日の現地調査に引き続きまして、第３川薩地区それから川副西地区に
つきまして、前回ご指摘をいただきました点などを補足的にご説明させていただきながら

ご審議をいただきまして、最終的に皆さまのご意見を取りまとめさせていただければ大変

ありがたいというふうに思っているところでございます。

 大変限られた時間でございますが、ぜひ忌憚のないご意見をいただければ大変ありがた

いと思います。

 簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

○土地改良管理課長

 それでは、議事に入ります前に、本日ご出席いただいております委員の皆さま方をご紹

介いたします。

 向かって左側のお席からでございますけれども、放送大学熊本学習センター客員教授の

古賀委員でございます。

○古賀委員 

 どうぞよろしくお願いいたします。

○土地改良管理課長

 続きまして、熊本県消費者団体連絡協議会代表の田中委員でございます。

○田中委員

 おはようございます。きょうは遅くなりまして申しわけありません。

○土地改良管理課長

 そのとなりですが、九州大学名誉教授の中野委員でございます。

○中野委員

 中野です。よろしくお願いします。

○土地改良管理課長

 お隣が、九州経済調査協会主任研究員、能本委員でございます。

○能本委員

 よろしくお願いいたします。
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○土地改良管理課長

 お隣が、佐賀大学農学部准教授、原口委員でございます。

○原口委員

 よろしくお願いします。

○土地改良管理課長

 鹿児島大学農学部教授、豊委員でございます。

○豊委員

 よろしくお願いします。

○土地改良管理課長

 農政局の出席者につきましては、お手元の出席者名簿で紹介にかえさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

 本日の委員会、委員長につきましては、委員の任期が２年となっておりまして、本年は

２年目ということで、昨年に引き続き中野委員に委員長をお願いいたします。

 それでは、これ以降の議事進行は、中野委員長に、よろしくお願いいたします。

【挨拶】 

○中野委員長

 委員長を仰せつかっております中野です。

12月 20日だったですね、佐賀の川副西地区を案内いただきまして、ありがとうござい
ました。そして、そのときいろいろご説明いただいて、意見交換をしまして、そうした知

見を踏まえまして審議をきょうは進めていきたいと思います。円滑な議事進行に皆さま、

ご協力いただきますように、よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入らせていただきます。

 九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会の議事に今から入ります。

【議 事】 

（１） 九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会の運営について 

○中野委員長

 まず、議題の「（１）九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会の運営について」

とあります。これについて、技術検討会の公開方法を確認したいと思います。昨年同様、

委員会の傍聴を認めること、そして委員会の議事録の公開に当たっては、発言者の氏名を
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記入するということでよろしいでしょうか。

 「異議なし」

○中野委員長

 ありがとうございます。

（２）令和元年度農業農村整備事業等補助事業事後評価地区別結果（案）について 

○中野委員長

 それでは、次の議題ですけれど、「（２）令和元年度農業農村整備事業等補助事業事後評

価地区別結果（案）について」、審議していきたいと思います。

まず、農業競争力強化基盤整備事業「第３川薩地区」について説明をお願いいたします。

〇畜産課長

 資料 1により説明

○中野委員長 

 ただいま、委員の皆さまから質問していただいたことについての回答がありました。

 それぞれ質問をされた委員は、今の回答について、何か不明な点とかありましたら、ま

た質問していただきたいのですけれど。――よろしいでしょうか。今、丁寧に説明してい

ただきましたので、理解できたと思いますけども。よろしいですか。

 それでは、次に移りたいと思います。次の地区、農村地域防災減災事業「川副西地区」

について説明をお願いいたします。

○防災課長

 防災課長の石山でございます。

 先月は、現地調査で大変お世話になりました。ありがとうございました。

現地調査で、事業主体であります佐賀県から概要説明、それから管理者で土地改良区か

らの管理状況の説明等ありまして、大体事業の状況はご理解いただけたのではないかなと

思っております。

 その中で、事前説明の中でいただいたご質問等につきまして、担当の課長補佐から説明

させていただきますので、よろしくお願いいたします。

〇防災課長補佐

 資料 1により説明
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○中野委員長

 ありがとうございました。今、委員からの質問事項について回答いただきました。

 いかがでしょうか、今の回答について、再確認したいとか、何か不明の点がありました

ら、ご意見いただきたいと思いますけれど。確認したい点はございますか。どうぞ。

○田中委員

 溝さらえ、これに関してですけども、堆積量が５センチくらいですか、想定してと、「想

定」ということで書いてあるのですけども、実際に測定するということは難しいのですか。

○防災課長

 水を下げないと、どれだけたまっているかというのはわかりません。堆積土は粒子が小

さくヘドロ状であり、棒を差しても、すぽっと入ってしまうので、よくわからないです。

一番わかるのは、比較的に法面が例えば崩れている状況があれば、当然、土砂が下にたま

っていくということになりますので、現状としては、見ていただいたとおり、法面の崩れ

というのは大きく出ていませんので、現状としては、土砂が大きく堆積している状況には

ないのだろうということを考えております。

○中野委員長

 現地で質問したことなのですけど、将来の維持管理について、豪雨があったときには緊

急にゲート操作とか、そういうことについて、何か最近、新技術ですね、そういうものを

導入したりする動きがありますけど、ＩＣＴですか、そういうものはまだ具体的には考え

ておられないのですね。

○防災課長

 そうですね、今のところ。ＩＣＴというと、恐らく、ポンプ場、ゲートとかを遠隔操作

するとか、クリークの水位を見るとか、そういうことになると思うのですけれど、まだ今

のところ、そこまでのことをやっていこうということは、聞いていないです。ただ、豪雨

があるときには、人力になりますけれど、クリークの水位をできるだけ下げて貯水ポケッ

トをつくろうということは、各自治体で声かけをしています。ただ、もともと水が厳しい

地域でしたので、クリークの水を下げてしまうと、これは用水にも使いますので、もし雨

が降らなかったら、今度は用水不足になるというようなこともあるので、なかなか雨が降

るからといって、簡単に水位を落とさないというのはこれまであったのですけれど、ただ

最近、上流からかんがい排水事業で用水が供給できるようになったりしてきていますので、

そういうこともあるので、比較的、昔よりは最近は、雨が降るたびに、できるだけ水位を

下げようという動きはあります。その施設の管理者が今までも判断しながらゲートを操作

して、クリークの水位を下げるのですけれども、ある自治体では、有線放送とか一斉放送
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して、水位を下げようとか、そういった動きは今ありますけれど、それを自動的にやると

か、そこまでの動きは、ちょっと今のところはまだ聞いておりません。

○中野委員長

 将来は可能性が。

○防災課長

 将来は可能性があると思いますけれど。

○中野委員長

 わかりました。今は、そういう可能性がありますということ。

○防災課長

 そうですね。クリークまでは、ちょっとそこまでいってないです。まだ、ダムであると

か、大きな施設とか、そういったところで今、いろんな監視カメラとか、そういった施設

設備を取りつけようというのは、まだまだ十分できていないと。これを一生懸命やってい

るところで、末端のところまでは、まだ普及していないような状況です。

○中野委員長

 ありがとうございます。

 もう一つ、現地で質問したことですけども、草刈りですね。今、草刈り機で、ブロック

マットの上何センチか残して刈っていると。結構作業は、きつい仕事をしていますね。そ

の辺を何か自動草刈り機械で草を刈るというような、そういうものも将来できれば、もっ

と楽になるかなと。

○防災課長

 そうですね。ＩＣＴで何らか草刈り機とか、そういうものが出てきていますので、そう

いったＩＣＴの普及活動みたいなものは農政局としても取り組んでいます。現地で、草刈

り機に限らず、そういった普及、現地での実証とか、そういったものもやってはいますの

で、これからそういったものも徐々に普及させていく必要があるのだろうと思っています。

○中野委員長

 ぜひ、そういう情報発信を今後ともしていただきたいと思います。

○防災課長

 はい。
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○中野委員長

 ありがとうございます。

 ほかに何か確認したい点等はありますか。

 そしたら、今までいただいたご意見、それについての回答、それから現地での回答、そ

れに基づいた第 3者意見のまとめに入りたいと思います。
 手順は、今回は、私、委員長の素案としてまとめて、それを委員さんで見ていただくと

いう形でやりたいと思います。

 それで、別室に私が移動して、今いただいたご意見等を参考にして、素案は一応つくっ

ているつもりですけれど、今いただいた回答なんかをもとに、ちょっと加筆したりする点

があるかもしれませんので、時間をちょっといただいて。どのくらいしたらいいですか。

印刷したりするのがあるから。

○土地改良管理課長

 その作業もありますので、15分ということにいたしましょうか。

○中野委員長

 大きな修正はないと思うのですけれど、一応、印刷時間も入れて 15 分時間をいただい
て、その間は休憩でよろしいですか。

○土地改良管理課長

 ありがとうございます。

 そうしますと、ただいまから別室で委員長素案につきましてご検討いただきますので、

再開を 11時 10分からということでよろしいでしょうか。しばらくの間、会のほうは休会
とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

─ 休 憩 ─

○土地改良管理課長

 それでは、再開いたします。

○中野委員長

 それでは、お手元に委員長素案を配っていただきましたので、事務局から、それについ

て読み上げていただき、チェックをしたいと思います。お願いします。

○農政調整官（開発）
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 それでは、意見の素案ということで、第３川薩地区から読み上げていきます。

 「事業の実施により、畜産経営の体質強化が図られ、飼養頭数、飼料作物の生産量が拡

大し、肉用子牛の安定供給に貢献しており、後継者も育成されている。また、地域への波

及効果として農地集積が進むことにより耕作放棄地が再生され、里山景観保全に貢献して

いるとともに、耕畜連携が機能し、環境保全型農業の推進にも寄与していることは高く評

価できる。地域農業の安定化のためには、地域関係者が一体となった鳥獣害被害防止対策

への取り組みが必要である。」。

○中野委員長

 そこで整理しましょう。

 第３川薩地区についての素案、これは委員の方々からは、事前にご意見をいただいて、

それを参考にして、それからこれまでの議論を踏まえましてまとめました。いかがでしょ

うか、何かご意見がありましたらお願いしたいのですけれど。――大丈夫ですか。追加し

たいこととか、それから句読点の位置とか、そういうものも含めまして確認していただき

たいのですけれど。一応議論のあったところを網羅したつもりなのですけれど。

 まず、委員の方々からご意見を出していただいて、私たちの勘違い等がもしあったら、

職員の方が直していただきたいと思うのです。あるいは、こうしたほうがいいというご意

見、積極的なご意見があったら、ぜひお願いしたいと思います。

 私から、時間があるようですから、もう一回確認のために、一字一句読んで確認をさせ

てください。

 「事業の実施により、畜産経営の体質強化が図られ、飼養頭数、飼料作物の生産量が拡

大し、肉用子牛の安定供給に貢献しており、後継者も育成されている。」。

 この地区は、肉用子牛を主体に経営の体質強化が進んでいるという、そういうものに非

常に貢献しているということを評価していいのではないか。それから、後継者についても

取り組みをされている。

 「また、地域への波及効果として農地集積が進むことにより耕作放棄地が再生され、里

山景観保全に貢献しているとともに、耕畜連携が機能し、環境保全型農業の推進にも寄与

していることは高く評価できる。」。

 何か文面等で、流れ等がおかしいというか、改善点があったらお願いしたいのですけど。

 それから、「地域農業の安定化のためには、地域関係者が一体となった鳥獣害被害防止対

策への取り組みが必要である。」と。

 これは文章の流れ等はいいですか。

 委員の方々には、それぞれご意見いただいた横長のものを配っていただいております。

各委員のご意見を抽出させていただいたようなところも結構ありまので、その辺はどうか

確認をよろしくお願いしたい。

 よろしいですか。また後でお気づきの点があったら、戻って検討したいと思います。
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 局のほうから、これについて何かご意見とか、ご指摘があったらお願いしたいのですけ

れど。お気づきの点、また後でよろしくお願いいたします。

○畜産課長

 担当課としては、畜産の専門用語の使い方も含めて、特段意見はございません。

○中野委員長

 ということでございますので。

 それでは、次の地区にいきたいと思います。川副西地区ですね。これも事務局から。

○農政調整官（開発）

 読み上げさせていただきます。川副西地区、「事業の実施により、貯留機能や排水機能が

向上し、湛水被害の軽減がもたらされたこと、圃場の用排水条件や耕作条件が改善された

ことにより畑作物の安定的生産が可能となったこと、施設の維持管理にかかる労力が軽減

されたこと、通行の安全・安心が確保されていることは評価できる。また、近年多発する

豪雨災害についても軽減されることが期待できる。農家の高齢化、農家減少の中で、農業

後継者の確保のための取り組みが必要であり、施設の機能を維持する作業の効率化ととも

に、地域住民と連携した維持管理作業の推進も望まれる。また、水棲生物の生息という好

条件を生かした環境学習についても、イベント等により一層の充実を期待したい。」。

○中野委員長

 ありがとうございます。

 もう一回、私が一字一句確認させてください。川副西地区、「事業の実施により、貯留機

能や排水機能が向上し、湛水被害の軽減がもたらされたこと」、これは事業の報告書には、

洪水調節機能が向上して湛水がなくなったという表現だったのですけども、それをもうち

ょっと具体的に、委員の方々のご意見の中に、下の堆積土を取り除いたりしてという、そ

れで貯留が改善されたと、そういう表現もありましたので、もうちょっと具体的に、なぜ

湛水被害が軽減されたかというのを書きまして、「貯留機能や排水機能が向上し、湛水被害

の軽減がもたらされたこと」。

 それから、「圃場の用排水条件や耕作条件が改善されたことにより畑作物の安定的生産が

可能となったこと」、これはあえて「圃場の」と入れたのは、上のほうはクリークの機能を

向上させたということで、それをしたことによって圃場の用水条件が改善されたという、

そういうクリークと圃場を分けるために、あえて「圃場」という言葉を、「圃場の用排水条

件や耕作条件が改善されたことにより畑作物の安定的生産が可能となったこと」。

 それから、「施設の維持管理にかかる労力が軽減されたこと」、これはブロックマットな

どで改善しやすくて、道路が崩れたり、そういう維持管理の作業がなくなったりとか、そ
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れで「施設の維持管理にかかる労力が軽減されたこと、通行の安全・安心が確保されてい

ることは評価できる」、これは生活道路として利用されて、そういうものが安全・安心にな

ったということで、「通行の安全・安心が確保されていることは評価できる」と。

 「また、近年多発する豪雨災害についても軽減されることが期待できる」と。これはす

ぐ近くの大町町で被害があった直後ですので、そういう質問を現地でしましたですね、ど

うだったですかと。それを受けて、こちらは大丈夫でしたという話もありました。ここで

これはぜひ入れたいと思いました。「また、近年多発する豪雨災害についても軽減されるこ

とが期待できる」と。

 次です。「農家の高齢化、農家減少の中で、農業後継者の確保のための取り組みが必要で

あり」、これは、この地区は後継者育成という話が見えてこなかったということがありまし

て、高齢化して、農業後継者も少なくなっているという不安がちょっと現地でも感じまし

たので、この「取り組みが必要であり」としました。

 「施設の機能を維持する作業の効率化とともに、地域住民と連携した維持管理作業の推

進も望まれる」と。これは施設の機能を維持する作業の効率化というのは、先ほど話題に

なりましたいろんな新技術を積極的に導入して効率化してほしいという気持ちですね。「効

率化とともに、地域住民と連携した維持管理作業の推進も望まれる」、これは先ほどの説明

で、そういう体制は整っているということも述べました。進んでいるのは確認できました

けれど、さらに推進していただきたいということで、もう一回読みますが、「施設の機能を

維持する作業の効率化とともに、地域住民と連携した維持管理作業の推進も望まれる」。

 最後に、「また、水棲生物の生息という好条件を生かした環境学習についても、イベント

等により一層の充実を期待したい」、これは既にいろんな取り組みがされているのを教えて

いただきましたけれど、教育面で、子供たちに、さらにイベント、例えば、人とクリーク

の生態環境との調和と言って良いかわからないけれど、そういう中で君たちは生きている

んだよと、そういうものを理解してもらいたい、例えば、そういうものを学習する、生物

と人間とのかかわりとか、そういうものを一つ入れると。古賀先生がコメントで書いてお

られたのを利用させていただいたのですけれど、「イベント等により一層の充実を期待した

い」。

 これはいかがでしょうか。これ、ちょっと文章が長くなりましたけれど、こんな感じで。

修正点あれば、委員の皆さま、ご自分が書かれた、言われている等を抽出した点もありま

すので、確認していただきたいのですけれど。いかがでしょうか。

○古賀委員 

 先日の現地調査、大変お世話になりました。そのときに感じたのですけれども、どうも

管理団体というか、維持管理について、余り積極的ではないと言うと語弊があるかもしれ

ませんけども、多面的機能支払交付金関係で動きましたよというような、ちょっとそうい

ったニュアンスが私なんかは感じられたものですから、それがあるもので、もっと積極的
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な地域の共同作業としての取り組みを期待したいという、ちょっと一歩踏み込んだ書きぶ

りをさせていただきました。農政局が書かれる文章としてはちょっとなじまないと思うの

ですけれども、やはり第三者評価としての立場からは、少しそのあたりのニュアンスも出

してもいいのかなと思っています。

 具体的に申し上げますと、下から２段落目、農家の高齢化というところの部分です。そ

の２行目の「作業の効率化」、ここまでは先ほど中野委員長さんがご説明されたとおりで、

そのとおりだと思うのですが、その後です。「作業の効率化とともに、地域住民や関係団体

と連携・協働した維持管理」ということで、関係団体、先ほど、ＮＰＯのことがありまし

たので、ぜひこの地区も、少しそういった情報発信していいのではないかと。それととも

に、この地区は混住化が進んで、子供たちがあんなにいるといいましょうか、小学生がた

くさんいるというのは、正直言って、これは農村地区では考えられないことなので、そこ

ら辺を頭に置いてということでもあるのですけども、学校というふうに明示せずに、「関係

団体と連携・協働」という形で、少し積極性を期待したいみたいなニュアンスが出せるの

ではないか。それは私の感想というか、思ったところです。とりあえず申し上げます。

○中野委員長

 ありがとうございます。古賀委員からご意見いただいておるのを私がこういう形で書き

ましたけども、さらに強く。委員の皆さん、どうでしょう。今言われたように、第三者の

意見ですから、そういうことを書いてもよろしいですか。「地域住民や関係団体と連携・協

働した維持管理作業の推進も望まれる。」。いかがでしょうか、委員の皆さん。確かに印象

が、維持管理について質問しましたけれど、私たちも古賀委員と同じような印象を受けま

したね。ちょっと維持管理が手薄だなという感じは受けましたので、その辺を第三者の意

見として強調させていただくことでよろしいですね。――ありがとうございます。

 ほかに何か強調するべき点がありますか。下の２行もいいですか。環境学習をやってい

るけれど、さらにもう少し、子供たちの教育にもっと利用したらどうかということで、そ

のイベントを仕組めるのではないかというご意見も委員の方にいただきました。

○古賀委員

 それについてコメントを補足させていただきますと、現地での説明の中で、生態系を配

慮したいろんな努力していますよということがありましたので、せっかくそういう好条件

があれば、こういった形で、水棲生物の生息というのは、本当にこれは念頭にあるのは子

供たちなのですが、先ほどのＮＰＯの報告みたいに、とにかく、コイがいた、あれは外来

種のほうが本当は問題だろうとは思うのですが、それは置いておいて、楽しんでいるとい

う姿がみんなの地域でもこれから見られると本当にいいなという気持ちがありましたので、

こういうふうな提案をさせていただいたところです。
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○中野委員長

 ありがとうございます。

 それから、今気がついたのですけれど、「また」の後ろに点をつけますかね。上のほうは

点がついているから。「また、」ですね。

 この前の事前調査を踏まえてですね。この地区は現地に行きましたので、よく私たちは

理解しておりますけども、ヒアリング等ありまして、その印象をまとめさせていただいた

という感じです。豪雨災害ですけども、これ、私たち委員、積極的に質問しましたが、法

面も満水状態のとき、崩れませんでしたということ、そういうふうなお話をいただきまし

たので、こういう豪雨災害についても被害が軽減される、されているということを確認し

ました。これも評価、期待できるということで入れさせていただきました。

 いかがでしょうか何か。委員の方々、もっとご意見いただいていますけれど、そういう

感じで一応網羅できたのではないかと私は思っているのですが、どうですか。よろしいで

すか。

 そうしたら、局のほうから何かご意見等々、川副西地区について何か。

○防災課長

 現地を見ていただいた状況をずばり書いていただいているとは思います。ちょっとこっ

ちの話なのですけれど、この事業は防災事業ということで、クリーク法面の整備をしてい

るのですけれど、中ほどにあります、「農家の高齢化、農家減少の中で、農業後継者の確保

のための取り組みが必要」というふうにあるんです。これは確かにアスパラガスの農家の

方が、後継者がいないということで、それを多分、強く意識していただいて入れられたも

のなので、この地域として間違いない内容ではあるのですけれど、この防災減災事業の中

で、担い手を育成するとか、農地を集積するということがこの事業の目的の中に入ってい

ないものですから、この事業の事後評価として、この文言がどうなのかなというのは、私

個人的には、ちょっとどうかという気持ちはあるんです。これは第三者意見ということな

ので特に問題はないでしょうか。

○地方参事官

 「問題ない」と思います。

○中野委員長

 私たちは、防災事業だけじゃなくて、地域の発展というのを、それにどう貢献している

かというのを反映させて、これは確かに防災事業の直接の取り組みとは関係ないけれど。

○防災課長

 この事業の中で取り組みが足らなかったということではなくて、現地を見ていただいた
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上でのご意見としては、これは正しいご意見だったと。すみません、以上です。

○中野委員長

 せっかくクリーク整備されたのだから、そういう心配なくなったので、農業後継者の取

り組みをやってくださいという私たち委員の気持ちがこれでございます。

○防災課長

 はい。ありがとうございました。

○中野委員長

 ありがとうございました。――よろしいですかね。

 そうしたら、修正はどうしようか、私が確認するということで、皆さん、よろしいです

か。改めて印刷したりしたら時間かかるから。私が責任持って確認するということで任せ

てください。

 そうしたら、ありがとうございました。

 私たちの第三者の意見は、取りまとめとしたとおりであります。

 これで本日の議事は全て終了したということで、進行を事務局にお返ししたいと思いま

す。

 委員の皆さま、ご指摘をありがとうございました。

【閉 会】 

○土地改良管理課長

 委員の皆さま、本日は熱心にご審議いただきまして、どうもありがとうございました。

また、取りまとめいただきました委員長におかれましては、大変お世話になりました。

 本日の議事録につきましては、事務局のほうで作成いたしまして、委員の皆さまにご確

認いただいた後に公表させていただく予定でございます。

 委員の皆さま方におかれましては、昨年度から２カ年にわたりまして、大変お世話にな

りました。

 これからも、何かとお世話になる機会もあるかもしれませんけれども、引き続きよろし

くお願いいたします。

 以上をもちまして、本日の技術検討会を終了いたします。皆さま、どうもお疲れさまで

した。


