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令和３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〔国営事業〕（第１回） 

議 事 録

１．日 時：令和３年６月２９日（火） １３：３０～１５：００ 

２．場 所：白石町役場会議室 

【 開 会 】 

○土地改良管理課長

 定刻よりも若干超過いたしましたが、ただいまから令和３年度農業農村整備事業等事後評価技術

検討会（国営事業）第１回を開会いたします。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙の中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

私は、事務局を担当している、土地改良管理課長の中村でございます。私のほうで、技術検討会委

員長に議事をお渡しするまでの間、進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 お手元に本日の配付資料をお配りしております。確認をお願いいたします。配付資料一覧にあり

ますとおり、まず議事次第、それから出席者名簿、それから右上のほうに書いてます、資料１－１、

それから資料１－２、それから資料２、それと参考資料ということで、参考１から参考３まで別冊

として１つにまとめている関係要領等の資料でございます。お手元にございますでしょうか。資料

の不足等ございましたらお申し出ください。よろしいでしょうか。 

 それでは初めに、九州農政局事業管理委員会委員長の馬場地方参事官から御挨拶を申し上げます。 

【 挨 拶 】 

○地方参事官

 改めて、馬場でございます。 

 先週の 23、24 日、尾鈴地区の現地調査並びに評価書案を審議をいただき、本当にありがとうござ

います。本日は、先ほども現場に行きましたように、白石平野地区の現地視察ということでござい

ましたけれども、尾鈴と比較して、ここは完全に平地の水田地帯であるという特徴があります。そ

れでも、たまねぎ、れんこんなどの作付けがあり、甘くておいしいたまねぎと市場の評価をいただ

いているような大産地です。そのためには、その水が必要だという、あるいは潅水が必要だという

ことで事業を実施し、少しずつ効果が発揮できていると思います。 

ここからは、書類審査ということで、忌憚のない御意見を賜りと思います。 

○土地改良管理課長

 ありがとうございました。 

 本日は報道関係者の方、取材の申込みが１件ございましたことを報告いたします。 
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 本日御出席いただいています委員の皆様を御紹介いたします。 

 私から向かって右側の席からでございますけれども、熊本大学名誉教授、古賀委員でございます。 

○古賀委員

 古賀でございます。本日はよろしくお願いします。 

○土地改良管理課長

 そのお隣ですが、熊本消費者協会理事の齊藤委員でございます。 

○齊藤委員

 齊藤です。よろしくお願いします。 

○土地改良管理課長

 そのお隣ですが、中野灌漑利水学研究所所長の中野委員でございます。 

○中野委員長

 中野です。よろしくお願いいたします。 

○土地改良管理課長

 そのお隣ですが、佐賀大学農学部准教授、原口委員でございます。 

○原口委員

 原口です。よろしくお願いします。 

○土地改良管理課長

 そのお隣ですが、鹿児島大学農学部教授、豊委員でございます。 

○豊委員

 豊です。よろしくお願いします。 

○土地改良管理課長

 なお、本日、九州経済調査協会次長、能本委員につきましては、所要のため欠席でございます。 

 それでは、ここからの議事は中野委員長にお願いしたいと思います。 
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【 議 事 】 

○中野委員長

 それでは、委員長を務めさせていただく中野です。本日は現地を案内していただき、ありがとう

ございました。ただいまより、先ほどの現地調査の知見を踏まえまして、意見交換をいたしたいと

思います。皆さん、御協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから、令和３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（国営

事業）第１回を開催いたします。 

 前回の尾鈴地区の検討会におきまして、傍聴を、かつ議事録を記名にて公開としておりましたが、

今回も同様としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」） 

○中野委員長

 はい、ありがとうございます。 

（１）令和３年度国営土地改良事業事後評価結果（案）筑後川下流白石平野地区について 

○中野委員長

 それでは、早速議事に入りたいと思います。議事次第の３ですけれども、３の（１）令和３年度

国営土地改良事業事後評価結果（案）についてであります。筑後川下流白石平野地区について、事

務局より説明をお願いいたします。 

○事務局

 (資料１に基づき説明) 

○中野委員長

 ありがとうございました。 

 続いては、ただいまの事務局からの説明と私たちの現地調査を踏まえまして、意見交換に移りた

いと思います。 

 それと、今日インタビューした農家の方に、水問題を伺ったところ、水は代かきとか大量に水を

使うときも自由に使ってますと。それで不都合がないということですね。問題はないと思いますけ

ど、何か皆さん、ほかにいろいろ意見等ございましたら、どうぞお願いします。いかがでしょうか。 

 私は一つ確認したいのは、この地区の農家の年齢構成ですね。年配の方が結構多い構成となって

ます。後継者の存在とか新規参入者の支援とか、そういう話題が今日なかったんですけど、後継者

問題とか新規参入者という、そういう取り組みがあれば何か紹介いただきたいと思います。 
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 今日インタビューした人は若い人でした。あの場で聞けばよかったけど、話題にならなかったも

のですから。もし分かれば、お聞かせください。 

○農政調整官 

 資料の１－２で、ちょっとページを打ってなくて申し訳ないんですけれども、担い手の育成とい

うところに記載してます。 

○中野委員長

 今、資料のほうに記載があるということで、担い手の育成について白石農業塾、取り組んでおら

れますね。県外からの希望者を受け入れていると。そして、入塾した 10 名全員が町内に定住してい

る。はい、分かりました。取り組まれているという確認ができました。ありがとうございます。 

○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 確かに数字的には若手の農家さんというのは少ないと思います。ただ、調査に入っていく中で、

資料の１－２の事例にも挙げておりますが、今日行った農家さん以外にも、れんこんをやられてい

る農家さんで、29 年に就農した若手さんとかの話も聞くことができました。実際、畑を回ってみる

と、結構若手の方々がたまねぎの収穫とかれんこんの収穫を行う風景というのを見ることができ、

他にもそういった農家さんもいらっしゃるんだなと、元気がある地域だなとは思ったところでした。 

○中野委員長

 分かりました。65 歳以上が結構多いなと、気になったわけですけれども、そういう取り組みもさ

れているという感じですね。ありがとうございます。 

 委員の皆様、何かお聞きしたいことありますか。 

○古賀委員 

 ただいまの御質問に関してなんですが、先ほど話していただいた若い方ですね。あの方をひとつ

モデルにして、後継者世代とお父さん世代というか、その辺りにどういう役割分担の違いがあった

り、あるいは、今日ちょっと見えなかったのが、若い方の配偶者、妻がどういう役割をしているの

か。その辺がある程度、これ、プライバシーの問題は置いといて、ある程度、この地域における世

代交代がどういうふうな現世代と次世代の役割分担があるとスムーズにいくのか。 

 今日、若い方がおっしゃったのは、出荷とかいうのは、お父さんがＪＡが大好きだから、だけど、

自分の代になったら個人出荷とか、あるいはインターネット販売を考えてるとかね。そこら辺、少

しあの農家さんをモデルにして記述があると、ちょっと面白いのかなと。可能な限りで結構ですの

で、少し農家内の役割分担、そして、それが 10 年後、20 年後の将来にどういうふうにつながって
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いくんだろうかという見通しがあると面白いなと思います。これだけ大規模で安定した平野ですか

ら、その辺りがあると、本当にこの事業の評価にもつながるかなと、そういう感想は持ちました。 

○齊藤委員 

 前回のときは、女性の婦人会みたいなグループが頑張っておられましたけど、今回は女性はちょっ

と表に出なかったですね。本日紹介があった菜の花の取り組みは 11 人全員男性だと言ってましたよ

ね。女性の活用というか、それも今後の課題ですね。こういう研修生の中に女性がいるのかなと。

ファッションを取り入れて、女性が農業に関わるとか、いろんな動きはあってるんですけれども、

それがここには見当たらないように見えました。新規就農なんかでも、都会の女性がここで頑張る

とか、そういう事例があれば面白いんだけど。 

 機械化とか、そういうのが進んでくれば、女性でも活躍できる場が非常に多いんじゃないかなと

思うので、もしそういう事例でもあれば、取り上げるという形も面白いかなと思います。 

○中野委員長

 ありがとうございます。今日インタビューした農家さまの紹介の中に、スマート農業を活用した

機械の説明で、経験未熟な人とか女性でも大きな機械を動かせますということだったけど、ひょっ

として、女性がああいう大型の機械を操作されているかもしれませんね。そういう女性が農業に関

わるという姿は今日は見えなかったからですね。 

○齊藤委員 

 当然、家族経営としては女性が大きな役割を果たしていくのはもちろんなんですけど、もっと表

舞台に立って活躍してる人がもう出てきてるんじゃないかなと思うんですけど。 

○中野委員長

 何かそういう取り組みを女性の方がされている姿ですね。イベントとか６次産業とかの中で、ど

う活躍されているかを知りたいですね。そういう女性の感性というのを積極的に取り入れることも

必要ではないかと思います。 

 今のに関連して、何かありませんか。 

関連事項以外でも何かありませんか。 

○原口委員 

 確認させてください。受益地が田と畑で、今回の現地調査では、畑のほうには残念ながら回って

ないんですけど、畑ではどういった作物が育てられてますでしょうか。この資料にある作付面積で

畑のところで栽培されているものがありましたら教えてください。 
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○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 やはり畑のほうでも、冬場ですとたまねぎ、キャベツ、麦、レタス、そういったものは多いです

ね。 

○原口委員 

 夏場は何を栽培されてますでしょうか。 

○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 ５月まではたまねぎなどがあり、今はちょうど空いてるのかなと思います。 

○原口委員 

 水はあるけど。 

 秋に入ったらすぐキャベツとかの植付けですよね。 

○齊藤委員 

 水はもう当たり前に定着してるんだという感じがします。改めて水というんじゃなくて、水はあ

るということで栽培されているという感じですよね。 

○中野委員長

 水を前提とした経営をしている。 

○齊藤委員 

 改めて水を考えてるってことじゃなくて、水はあるということで対策して、ああいう地盤沈下と

か乗り越えてここまで来てるということはすばらしい。 

○中野委員長

 かつての水に関わる問題ですね。地盤沈下、水不足、そういうものは完全に解消していると、そ

ういう感じが、今日はしましたですね。この事業はそういう効果を狙ったものですからね。 

○齊藤委員 

 水管理もうまくされているようでした。スマホを使ってですね。 

○地方参事官 
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 これが形骸化しないように、毎年、嘉瀬川ダムで関係市町とか改良区の人たちが感謝祭を行って

ます。水没した家屋の方々の犠牲のもとに嘉瀬川ダムができたということで、水没した方々も案内

され、参加されてます。その嘉瀬川ダムの水を一番使っているというのがこの白石地区なので、関

係機関が主体となって、記憶から消えないように毎年感謝祭を行ってます。 

○齊藤委員 

 それは大事ですね。当たり前になってしまうとですね。 

○中野委員長

 今日話にあったことで、水を使えるようになったけれど、あとの排水路の補修ですね。そういう

のは地元と協力してやっておられるという話でしたけど、排水路が完備されてこそ初めて立派な営

農といえますので、そういうことに力を入れておられますので、ぜひそういう動きが続けばいいと。

年配者が多いとなかなか難しいかもしれません。それを後継者とか新規参入の若い方と一緒に。そ

れから、地区住民もそういうのに参加してもらって、関係者全員による環境整備ですね。もうやっ

ておられるかしれないですね。 

 あと何か。 

○豊委員

 今日の現地を見学させていただいて、特にほかの地域と違って地盤沈下を抑制したというところ

がちょっと印象に残ってるんですけども、その地盤沈下を抑制した効果として、もちろんこの総便

益と総費用の数字が出てますけれども、総便益の中には相当大きく入ってきてるのかどうか、その

辺の、地盤沈下の金銭的な効果の考え方、ちょっと教えていただければと思います。災害防止効果

になるんですかね。 

○農政調整官

 そうですね、災害防止効果のところです。 

○豊委員

 そこは分かったんですけど、年効果額とかの中で相当大きな額を占めることになるわけですよね。 

 あと、私は 21 ページを見てるんですけれども、21 ページ、災害防止効果、各年度、4,299,049 と

いう数字がありますけれども、その中で多くを占めるのかとか、その地盤沈下を防いだことが災害

防止効果につながってますけど、ほかの事業とかと比べて、やっぱりこの災害防止効果がこの事業

の場合は大きく現れてるのかどうかとか、分かる範囲で教えていただきたい。 
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○農政調整官

 災害防止効果の内訳につきましては、資料１－１の 14 ページ目に記載してます。 

 算定の内訳として、農業関係、あと、一般資産、公共資産という形で分けておりますけれども、

農業関係が半分以上です。 

○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 若干補足をさせていただければと思います。 

 14 ページに、年効果額の算定ということで項目ごとに被害額を算出しておりますけども、農産物

被害は、湛水被害に伴う農作物の被害を計上しております。一方で、農地被害以外は地盤沈下の年

効果額を復旧費で算定しております。 

 地盤沈下が進行していた場合、バスの中でも話をしたんですけども、県単独事業などで住宅の補

修、道路の補修とか、そういった事業をやっておりました。そういった事業の事業費実績や沈下量

で算定していまして、地盤沈下が進行していた当時と今の沈下量と比べまして、その差に応じて事

業費の差を出して、それを年効果額だとしております。 

 一方で、農作物被害については、今日、現地のほうを見ましたけども、排水能力の違いによる湛

水被害の違いを年効果額として出しております。湛水被害と地盤沈下による被害というのが区別し

づらいので、単純に、農作物は湛水被害、それ以外を地盤沈下被害だと切り分けて数字を出してい

ます。 

○豊委員

 ほかの地域と比べたら、農地被害を抑制したことによる年効果額というのが、農作物の被害より

も明らかにこの表の中で多くなってますけど、ほかの地域と比べての、事業と比べた場合でも、そ

の辺が大きくなっているんですね。 

○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 ちょっと具体的に他とは比べてはないんですけれども、大きいのではないかなとは思います。 

○豊委員

 ちょっと事業の特徴をつかむためにですね。 

○地方参事官

 ８ページに、総費用と総便益で B／C値が 1.72。1.72 というのは、ほかのかんがい排水事業と比

して 0.5 ポイントぐらいは大きいんじゃないかなと。普通、1.2 か 1.1 とかその辺が普通の地区な

んですけど、ここは 1.7 もあるんです。 
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 また、９ページのところの総便益のところの比率見ても、災害防止効果は結構大きい額を占めて

いるので、これが利いてるかなという印象はあります。 

○豊委員

 分かりました。ありがとうございます。 

○中野委員長

 ありがとうございました。 

 私がこの地区で感じたのは、栽培作物の土地利用型が非常に盛んで、水稲、大豆とか、麦、そう

いうのが非常に盛んだと感じまして、一方、施設栽培というのが、最初、計画ではメロンというの

が入っておりますけど、メロンが現時点では栽培なしということで、何か、そういう施設栽培系が

あまり伸びていないなという感じがしたんです。まあ、それは経営の問題で、それでうまくいって

るからこうなってるんでしょうけど。そういう感じがしまして。 

 よその地区は、水が来たら施設栽培をして、結構、高収益を上げているところがありますので、

それと比較して、生産量が少ないかなと。私が言うのもなんですけど、もう少し多角的に経営でき

ければ、まあ、労働力も、結構施設栽培は労力がかかるので、そういう部分になるでしょうけども、

もう少し多角的、複合的に経営をされたらもっと高収入になるんじゃないかなと思ったりしてます

けど。この地区は、土地利用型の農業という感じがしました。 

 施設栽培だけが減ってますよね。 

○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 道の駅でもあったんですけども、施設栽培ですといちごとか、アスパラガスが多いし、あと、きゅ

うりを施設で通年つくられてらっしゃる方も最近は多くなっているようでございます。 

 今回、表にまとめているのは、夏秋のきゅうり、露地物分しかカウントしていませんけども、きゅ

うりの施設栽培というのも最近は増えてきているようでございます。ただ、全体としては、計画当

時からは伸びていなくて、減ってるような状況でございます。 

○中野委員長

 新規就農者ですね、10 人あったという話なんですけど、そういう人たちは土地基盤がなければ、

やっぱり狭いところで高収益上げなきゃいけない。ほかの地区を見ますと、そういう支援をしてる

制度があるんですね。新規就農、経営安定させるためにですね。そういう就農支援をしているとこ

ろもある。どこの地区でも、よそから就農される方々に対して支援をですね。そういう支援はある

んでしょうけど。 
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○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 去年、白石町でいちごトレーニングファームの研修を始めた方が３名いらっしゃって、そのうち

１人が女性の方です。 

○中野委員長

 そういう方がおればね、また後から入ってくる方がそれを見て、頑張ろうという気になられると

思うんですね。 

 何かほかに気がついた点がありましたら。何かこの地区で私たちが評価をするわけですけれども、

懸念材料とか、もう少しこういうところをしたらいいよとか、そういうことがありましたら。何か

ないでしょうかね。 

○齊藤委員

 見たところ、まだ何も植えてない田畑って今から植えるんだろうなと思って見てるんですけど。 

○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 大豆とかがまだ入ってないと思います。 

○齊藤委員

 耕作放棄地っていうのはどうなんですかね。たくさんあるんですか。 

○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 いや、この地区の耕作放棄地は若干数のようでございます。 

○齊藤委員

 そうですね。解散した法人から引き継いで農地を引き受けてやってますと農家の方がおっしゃっ

てたから、例えば大型化しながら、放棄地はないのかなというふうに思って。耕作をされてるんだっ

たらいいですね。 

○地方参事官

 白石地区だけじゃなくて佐賀県の一番の特徴は、耕地利用率が 130％ぐらいあるんですね。表は

水田、大豆、それから裏が麦というのを基本ベースにしてある。 

○齊藤委員

 放棄地があると、そこに新規就農者が入ったりすればいいんですけど。新規就農の人たちは農業
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法人に入ってくるんですね。 

○地方参事官

 新規就農者は、先ほど説明があったように、収入をすぐ安定させるためには施設園芸で入ってま

てます。 

○齊藤委員

 いや、法人に入って、そこから独立される人もいるということ？ 

○地方参事官

 研修でそのまま、先ほど紹介のいちごを研修をして、新規参入するというケースもあります。だ

から、土地を多くするということ、借りるという手段はあるんですが、やっぱり基本、自分のとこ

ろに大きな投資が必要になるじゃないですか、大型機械を導入したりとか。いきなりそういうのを

新規の人は無理だと。なので、まずは施設栽培のほうで始めてるのが実態だと思います。 

 今日伺ったところでは親父さんがもともと土地利用型農業やっていて、親元で農業を始めて、人

の家の農地を借りて規模拡大するとかっていうふうな感じでした。典型的な土地利用型の親元就農

の形態じゃないかなと思います。 

○中野委員長

 よろしいですかね。 

○齊藤委員

 ありがとうございます。 

○中野委員長

 それから、今日インタビューした農家の方は、スマート農業と言われてましたですね。というこ

とは、農家レベルでスマート農業という在り方で出てくる時代になったのかと感じました。 

 知りたいのは、あそこではＧＰＳを取り入れて、スマート農業と言われましたけど、ほかの農家

の方々、どの程度の規模の農家の方々が取り入れているかどうか、それが普及しているかどうか、

どうでしょうかね。それを私たちがコメントするとすれば、足らなかったらそういう評価を、コメ

ントをさせていただくことになるんですけれども、その辺、実態が分かれば、何か。どの程度、あ

あいう機械を、ＧＰＳとかを使って営農されてるかってのが分かれば教えていただきたいと思いま

す。 
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○齊藤委員

 でも、規模が大きくなると楽なんでしょうね。農業機械メーカーが教えてくれたって。農協じゃ

なくて農業機械メーカーが。普及すれば、そういう機械も売れるしということなんでしょうけども

ね。ああいう役割をしてくれるのはいいことですけどね。 

○地方参事官

 私、ほかの農家がどうかっていう情報を今、持ってませんけども、ここの白石町は、佐賀大の農

学部初のＩＴ企業がいるんですよ。そこが協定を結んで、農地の管理を一手にやるということを今

やってます。 

 で、具体的にどんなことをやるのかっていうと、ドローンを飛ばして、作付けの状況とか、それ

から転作の状況なんかを、ドローンを飛ばすだけで農業委員の人たちが現地に行かずに済むんです

ね。今はどういうやり方してるかというと、ここ、転作しましたよねっていう確認を農業委員の人

たちが現地に行って、「ああ、ちゃんと転作しとる」とか、そういうのを確認して一々やってるん

ですけど、そのたびにものすごい、人の動員をかけて手間暇かけてやってると。そんなのばかばか

しいとか、もう労力がきついと、農業委員の人たちもいなくなっちゃってるしというような状況が

あって、ドローンを飛ばしてそれでやっちゃおうと。で、書類まで、そこまで作ろうというような

話があるんで、今後、災害だとか、そういうのにやってるんで、ここは非常に行政も先進的なＩＴ

技術というか、導入、そういったものを取り入れようとしてるので、恐らく今日午前中見たスマー

ト農業、ここの農家の人たちも、やってるところはたくさんあるんじゃないかなという印象は持っ

てます。何か情報があれば、また調べて、もし提供できるようであれば、次回提示します。 

○北部九州土地改良調査管理事務所長 

 町とか農業機械メーカーとか、あと、農業試験場もあるんで、そこに聞けるかとは思います。 

○中野委員長

 そうですね。実態が分かればですね。よろしくお願いしたいと思います。 

 ほかに何かございませんか、何か。どうぞ。 

○豊委員

 資料１－１の４ページの生産量なんですけれども、ソルゴーとイタリアンライグラスは、平成 11

年と比べたら令和２年の評価時点、生産量は伸びましたけれども、この比較は、単収がだいぶ、こ

の２時点を比較しただけでは落ちてるんですけれども、これは一時的なものなのか、何らかの要因

があるのか、その辺、分かったら教えていただけませんか。 

 ソルゴーが 66.57 から 32.13 で半分、イタリアンライグラスも同程度に落ちてるんですけども、
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飼料作物の単収だけが。ほかは全部、単収が上がってるか横ばい、ちょっとその落ちてるのが気に

なったので、要因が分かれば教えていただければと思います。 

○中野委員長

 そうですね、落ち方が大きいですね。この要因が分かれば、調べて頂きたいですね。 

○北部九州土地改良調査管理事務所事業評価係長

単収については、事業計画時点の現況、評価時点とも農林水産省の作物統計を使用していますが、

平成 22 年頃から徐々に減少しており、近年は、一番多かった頃に比べると半分ぐらいの単収になっ

ております。 

 これについて、普及センターに確認をしておりますが、平成 27 年～令和元年については播種時期

の降雨量が多かったなど、天候の影響が大きく、播種作業の遅れから飼料作物の生育量が十分確保

できなかったことも収量減の要因の一つではないかとのことでした。 

 ただ、実際のところ、分かりかねない部分があるのかなと思っております。 

○豊委員

 確かに単収を追求せずにつくるという考え方もあるとは思うんですけど、土地が余裕があれば。

そういうつくり方かも分かりませんね。 

○北部九州土地改良調査管理事務所事業評価係長

 そうですね。作付け体系等が変わって刈り取りの回数が減ったとか、そういった状況が実際ある

のかも分かりませんが、詳細な調査まではできておりません。 

○中野委員長

 そういう刈取りの方式も変わった可能性もあるでしょうね。何か要因がはっきりしないというか、

そういうことですね。もしそういう情報があったら、また次回、よろしくお願いしたいと思います。 

○北部九州土地改良調査管理事務所事業評価係長

 はい、再度確認をさせていただきます。 

○中野委員長

 それで、一応時間ですが、ほかに何かぜひ発言したいことがありましたら発言していただきたい

と思います。閉めてよろしいですかね。 
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（「なし」） 

○中野委員長

 それでは、次の議事に移りたいと思います。 

（２）その他 

○中野委員長

 議事次第の２番、その他。その他として、技術検討会の意見集約について、次回どのように進め

ようとするのか。一応、私から提案させていただきたいと思います。 

 ６月 24 日の尾鈴地区と本日の筑後川下流白石平野地区で、各委員からいろいろな御意見いただき

ました。それを踏まえまして、私のほうで委員長素案として取りまとめて、次回の７月 20 日開催の

第２回技術検討会において素案を基に、私のほうで意見を参考に取りまとめるということで進めた

いと思います。 

 それでは、そういうことで、私が意見の素案をつくるということでよろしいですかね。それをた

たき台にしてもんでもらうという方向で行きたいと思います。 

 また、事後評価の別紙要領において、関係団体の意見を聞いたうえで事後評価結果を取りまとめ

ると記載されております。事務局のほうで、関係県ですね、関係市町、土地改良区からの意見聴取

の結果について、次回報告をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 ほかに何かございますかね。 

○農政調整官

 すみません、事務局から。 

○中野委員長

 はい、どうぞ。 

○農政調整官

 スケジュールの確認をさせていただきたいと思います。前回、尾鈴のときも言ったので、確認と

いうことで、資料２です。 

 次回、７月20日に第２回の技術検討会をすることになっております。よろしくお願いいたします。 

 本日の議事録につきましては、事務局で取りまとめまして、委員の皆様に御確認をいただいた後、

公表したいと思います。尾鈴地区の議事録と併せて７月の上旬にはメール等で御連絡したいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

○中野委員長

 ありがとうございました。それでは、本日の議事は全て終了させていただきたいと思います。委

員の皆様方は、次回も引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、ここで私の進行を事務局にお返ししますので、よろしくお願いします。 

【 閉 会 】 

○土地改良管理課長

 長時間にわたりまして、大変熱心に御審議いただきましてありがとうございました。また、本日

配付した資料、ページが抜けておりまして大変御迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでし

た。 

 本日は、令和３年度事後評価技術検討会、筑後川下流白石平野地区につきまして、各委員の皆様

方に御審議をいただき、本当にありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の検討会を終了いたします。７月 20 日技術検討会第２回を行う予定でご

ざいますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 


