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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。 



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 

九 州 農 政 局 

令和３年６月 24 日（木） 

於：宮崎県農業大学校研修センター 
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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２４日（木） １０：３０～１２：００ 

２．場 所：宮崎県農業大学校研修センター 

【 開 会 】 

○土地改良管理課長

 定刻よりも若干早いところでございますけども、皆さんおそろいでございますので、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、国営事業の第１回目を開催させていただき

ます。 

 私は、事務局のほうを担当します中村と申します。土地改良管理課長の中村でございます。私ど

もで、技術検討会委員長に議事をお渡しするまでの間、進行を務めさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 本日は、昨日から現地調査に行っていただきまして、大変暑い中、また業務多忙の中、さらにま

た、新型コロナ感染防止対策に積極的に取り組んでいただきまして、お集まりいただき、誠にあり

がとうございます。 

 お手元の資料のほうを御確認願います。クリップで留めている資料でございますけれども、まず、

表紙に配付資料一覧でございます。それから議事次第、３枚目には出席者名簿となっています。な

お、出席者名簿の中で、南部九州土地改良調査管理事務所長、平山所長でございますが、本日所用

で欠席させていただいております。それから、さらに資料のほうですけども、右上のほうに資料１

－１と書いております尾鈴地区の事後評価結果（案）、特に表題はございませんけども、この評価

案、それから、厚めの資料で、右上にあります資料１－２、尾鈴地区の事後評価の評価書基礎資料

案、それから、資料の２のほうですね、資料２ということで、事後評価のスケジュールということ

で、こちらのほうは筑後川下流白石平野地区と尾鈴地区と併せて掲載してございます。さらに、参

考資料として、参考１から３まで、これは別冊として一つにまとめておりますけども、関係の実施

要領等をつけてございます。 

 資料のほうは以上でございますけれども、おそろいでしょうか。資料の不足等ございましたらお

申出願います。よろしいでしょうか。 

 それでは、まず初めに、九州農政局国営事業管理委員会委員長の馬場地方参事官から御挨拶申し

上げます。 

【 挨 拶 】 

○地方参事官
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 改めまして、おはようございます。ただいま紹介いただきました馬場と申します。よろしくお願

いいたします。日頃より農業農村、それから農村振興の推進につきまして、委員の先生方、皆様に

御理解、御支援を賜りますことを感謝申し上げたいと思います。 

 昨日から、この尾鈴地区、現場を見ていただいたところでございますけども、この事後評価とい

うことで、平成 12 年度から、国営事業が完了後どのようになっているのかというような、事業の実

施の透明性とか効果、そういったことについて評価を行っていただいているところでございます。 

 今年度は、尾鈴地区、ここの地区も含めまして、下流白石地区というのが来週、また委員の先生

方には御足労をお願いして、現場の視察ということをさせていただきたいと思っておりますけども、

今日は、尾鈴地区につきまして、現場の状況等を御覧になった結果等を踏まえて、いろいろ御意見、

御審議等をよろしくお願い申し上げたいと思いますので、忌憚なき御意見等をいただきたいと思い

ます。本日も御審議よろしくお願いいたします。 

○土地改良管理課長

 どうもありがとうございました。 

 本日の検討会につきましては、去る６月 14 日に、九州農政局のホームページにて検討会の開催を

プレスリリース、お知らせしておりましたが、傍聴及び取材の申込みがなかったことを報告させて

いただきます。 

 それでは、ここで、本日御出席いただいております６名の委員の皆様方を改めて御紹介させてい

ただきます。 

 私のほうから向かいまして右側のほうから、社会が御専門の古賀委員でございます。 

○古賀委員

 古賀でございます。どうぞよろしくお願します。 

○土地改良管理課長

 よろしくお願いいたします。 

 そのお隣でございますけども、消費生活が御専門の熊本消費者協会理事、齊藤委員でございます。 

○齊藤委員

 齊藤です。よろしくお願いいたします。 

○土地改良管理課長

 よろしくお願いします。 

 そのお隣ですが、農業土木が御専門の九州大学名誉教授、中野委員でございます。 
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○中野委員

 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、経済が御専門の九州経済調査協会次長、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。 

○土地改良管理課長

 よろしくお願いします。 

 そのお隣ですが、農村環境が御専門の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

 よろしくお願いします。 

 そのお隣ですが、農業経済が御専門の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

 本日の検討会の委員長でございますけども、委員長につきましては、規定により、委員の互選に

より選出するということになっておりますけども、事務局のほうからの御提案としまして、昨年度

は、技術検討会は開催しなかったところでございますけども、都城盆地地区の意見の取りまとめに

当たっていただきました中野委員に、昨年度に引き続きとなりますけども、お願いしたいと思って

いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」） 

○土地改良管理課長
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 ありがとうございます。 

 それでは、中野委員、よろしくお願いいたします。 

【 議 事 】 

（１）技術検討会の運営について 

○中野委員長

 委員長を務めさせていただくことになりました中野です。 

 昨日、今日と、現地を見学させていただきまして、農家の方々からのいろんなお話を聞きました。

そういう知見を基に、これから当地区について忌憚のない意見交換をしたいと思いますので、皆様、

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委員会（国

営事業）第１回を開催させていただきます。 

 まず、議事次第ですけれど、議事次第の（１）ですね。技術検討会の運営についてですが、私、

委員長が何かの都合で出席できないとき、そういうときのために、副委員長をあらかじめ指名する

ことになっております、その職務を代行していただく委員をですね、私から指名させていただきた

いと思います。古賀委員にお願いしたいとお願いしますが、よろしいでしょうか。すみませんけど、

お願いします。 

○古賀委員

 よろしくお願いします。 

○中野委員長

 よろしくお願いします。 

 次に、技術検討会の公開方法については、これまでどおり委員会の傍聴を認めること、また、委

員会の議事録の公開に当たっては、発言者の氏名を記入することということで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。 

 それでは、委員会の傍聴を可とし、議事録において発言者を記名にて公開することとさしていた

だきます。 

（２）令和３年度国営事業事後評価結果（案）尾鈴地区について 
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○中野委員長

 それでは、次の議事に移りたいと思います。次第の２番ですね、令和３年度国営事業事後評価結

果（案）尾鈴地区について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

 （資料１に基づき説明） 

○中野委員長

 ただいま事務局のほうから説明いただきました。これから意見交換に入りたいと思っています。 

 私たちが現地でインタビューした中で、非常にこの畑かん事業、役立っているという御意見とと

もに、悩ましいという御意見も、幾つか聞きました。そういうことを含めまして、ここで議論を進

めさせていただきたいと思います。 

 早速ですけど、どなたか御意見がありましたらお願いいたします。 

 ちょっと、まず私が最初にですね。 

 この事業の次に県営事業が引き続き行われているわけですけれど、そういう中で、昨日、県の方

からお話を聞いたところ、給水栓をつけたら、もうちょっと効果的な営農ができるのに、なかなか

農家の方は、まあ、費用の面を言われたですかね。特にお茶についてですね。ファンを設置して、

それが老朽化するときがチャンスかもしれないけど、今それが機能しているから、なかなか新たな

給水栓をつけるという動きがありませんという話がありました。 

 将来、その給水栓が、皆さんつけたとして、私が気になるのが、特にお茶の場合は防霜用の水が、

集中するという話を聞きますよね。この地区のシステムは水道方式で、下流で使った分が補給され

ると、昨日お話聞きました。その時間集中というのがよく問題になるんですけれども、今は問題な

いと思いますけど、そういうときに備えてどういう対策を練っておられるか。ほかにも何か水使い

――干ばつのときに集中して水を使ったりするときとかですね。今のところ自由に使われているよ

うですけれども、時間集中がしたときに、水が足らないという事態が起きないかと。そういう対策

を何か考えておられるかどうか。その辺、もしそういう対策があれば、教えていただきたいと思い

ます。どうでしょうかね。 

○水利整備課長補佐

 水利整備課、山口でございます。 

 お茶が集中した場合、あと時間が集中した場合に水が足りるかのご質問については、今のところ、

そういう検討はしていないというのが現状ですが、近年の尾鈴地区の水使いを３年調べてみたとこ

ろ、かなり余裕がございます。今のところ、どれぐらいの規模でお茶が増えるかは分からないです

が、今の水利権でもまだ十分対応できると思っております。 
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○中野委員長

 分かりました。今のところ自由に使われているということで、大変喜んでおられたということで

すが、一つ将来が気になりましたので。ありがとうございます。 

 ほかに何か気がつかれた点がありましたらお伺いしたいと思います。どうですかね。 

○原口委員

 よろしいですか。 

○中野委員長

 はい。 

○原口委員

 資料１－１の３ページですね、作付面積のところなんですが、はくさいは当初、現況計画ではゼ

ロ、あまり予定に入ってなかったんです。それで実際は 167 ヘクタールということで、はくさいは

冬の作物だと思うんですけど、この 167 が入ったことによって、ほかに何か、初め考えていた作物

が栽培されなくなったとかいうのはありますでしょうか。 

○南部九州土地改良調査管理事務所企画情報管理官 

 はくさいにつきましては、当初、平成８年計画策定時においては、少なからず作付けはあったわ

けですけれども、代表作物としては計上されてないと。本地区においてはキャベツが主体ではある

のですが、キャベツの拡大に合わせてはくさいも、同じ冬場の作物で一緒に拡大をしております。 

 現在、加工用とかも含めて、出荷先のほうが確立してきているようなので、キャベツ、はくさい、

それからにんじん、ほうれんそう、ブロッコリー、こちらが冬場の作物としてかなり力が入って拡

大しているという状況でございます。 

○原口委員

 ありがとうございます。冬場の栽培作物の面積が増えたということは、耕地利用率が上がったと

判断してもよろしいんでしょうか。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 そうですね。耕地利用率が上がったという理解でよろしいかと思います。 

○原口委員
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 はい、ありがとうございます。 

○中野委員長

 ほかに何かございませんか。何か気がついた点とか、質問したい点。 

○齊藤委員 

 人の問題ですね。どこに行っても、やっぱり人が足りないというところで、一番うまくいってるっ

ていう最初に見学に行った農家は、「５人常雇いができてます」と。でも、そこもよく聞いてみる

と、その５人の人手に合わせた作付けをしておると。だから、これが例えば７人、８人であれば、

もっとたくさん作付けができて、収穫を上げることもできるのかなっていうようなお答えだったと

思うんですね。そして、今日見たところでは、いわゆる農閑期といいますか、空いてしまうところ

もあって、ほかの作付けでなんとかできないのかとか。人の問題をやっぱり解決しないと、農業は

うまくいかないなと。 

 ただ、担い手というところでは、割と育ってらっしゃるのかなというところで、少し安心した部

分もありました。この人の問題はコロナの関係もありますし、何か打つ手がないものかなというと

ころを感じました。 

○中野委員長

 ありがとうございます。農家の人の悩みを聞かせていただきましたけど、手というか、こういう

ことに何か行政として支援するような動きがありましたら、お願いします。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 農家の方から労働力の確保が経営上の課題であることはよく聞きます。現状としては、家族、常

時雇用の他、パートや海外研修生を活用するなど、いろいろ工夫されているようです。 

また、担い手の育成については、各自治体でもいろいろ支援を行っており、川南町では、就農支

援対策として、アグリトピアおすずが管理運営するトレーニングハウスで研修を行っています。 

○中野委員長

 ありがとうございます。昨日聞いた中で、何か研修生はこちらの作業が終わったら北海道に移動

するという話をちらっとされたですね。そういう広域的な連携があるといいですね。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 雇用については、地域、日本全国で移動したり、そういう連携・循環の動きもありますので、い

ろいろ工夫の余地はあるかと思います。 
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○地方参事官 

 私も沖永良部に居たんですけど、ジャガイモはやっぱり人手でやるんですよ。沖永良部の場合の

ジャガイモは、３月に収穫するんですけど、北海道は秋に収穫するんで、その人たちが北海道のジャ

ガイモを。あと冬にはまた島に戻ってきてと、行ったり来たりしてますね。結構多いんです、そう

いう方は。 

 それで最近は何か、そういうことをしながら、日本人ですけれども、それぞれの地域の、何とい

うか、楽しみというか、若い人のライフスタイルっていうんですかね、釣りだったりとか、スキー

だったりとか、何かそういった類の遊びと仕事とアルバイトが一体化したようなライフスタイルと

いう方が結構、最近聞きますよね。 

○中野委員長

 なるほど。若い人がそういう傾向があるということです。そうすると、そういうライフスタイル

をもうちょっと、何か宣伝するとか、そういうやり方もありますよという。 

○地方参事官 

 はい、結構最近、ユーチューブで、そういうやり方とかですね。今日はジャガイモ畑へ行って、

あしたは釣りで何とか捕ったみたいな感じとかって、何かそんなのをやってる人で、結構視聴回数

が 100 万ぐらいあるというようなとこがあったり、たぶんそういうのに影響された若者は結構いる

のかもしれないなと。実態はちょっとつかんでないんですけど、そういう方はいますね。 

○中野委員長

 そういうのをやはり、行政としても把握して、しっかり農家のサポートをしていくという動きが

あるとありがたいですね。 

 ほかに何かございませんか。 

○豊委員 

 この事業によって多品目化が図られていることも分かりましたし、作付面積が減っていたとして

も、単位当たりの収量が上がっていて、また生産力が上がってるというような効果が表れていると

思いました。 

 質問はですね、（５）の高収益作物の拡大というところになりますけれども、この高収益作物、

高収益というのがどういうふうに捉えられたものなのかっていうことですね。もちろん、キャベツ、

はくさい、ブロッコリー、またお茶も拡大し、高収益作物としての効果が上がっているということ

ですけども、ここに入ってないのはじゃあ高収益じゃないのかと。この「高収益」というのをどう
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いうふうに考えたらいいのかということをお聞きしたいんです。 

 もう一つ質問は、新しい作物、多品目化が図られているんですけれども、そのような作物のマー

ケットですね、どこか、大都市の大消費地で高い評価を受けているということがありましたけれど

も、具体的に言ったらどの辺に供給されているのかということがお分かりでしたら、教えていただ

きたいなと思います。 

 以上の２点です。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 高収益作物の定義ですが、農水省では、野菜指定産地における指定野菜や果樹振興計画に位置付

けられた農作物等、県や市町村の振興作物になっているもの。ただし、主食用米や、麦、大豆、WCS

用稲、飼料作物、そば等の交付金対象作物は除いています。 

○豊委員

 地域で振興されているけれども、交付金が支給されてるのは除くという。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 そのとおりです。 

○豊委員

 実際に収益の高低を見ないと分からないのかなというのがあったもんですから。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 幾ら以上とか、そういう基準はないです。 

○豊委員

 ああ、そういうことではないんですか。 

 なるほど、分かりました。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 あと、２点目の新しい作物の販売先、マーケットについてですが、例えばどんな作物ですか。 

○豊委員

 特に生産量が増えたような作物についてお聞きしたいんですけれども。たくさん伸びてますよね。

例えばキャベツとか、それからはくさいもそうですよね。キャベツ、はくさいとかがぐっと生産量、
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平成８年と比べたら伸びましたけれども、例えばどういうところに供給されているのか。地元なの

か、それとも大都市に供給されているのか、分かったら教えていただきたい。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 キャベツ、はくさいをどこに出しているかについては、後で調べて報告します。 

○豊委員

 それを聞きましたのは、鹿児島のほうで、私、最近、農業産出額を見てたら、キャベツとはくさ

い、2010 年から 2017 年までぐっと伸びたんですけれども、最近になってまた元に戻ってまして、

何でこういうことが起こってるのかというのが、原因がつかめないまま今日ここに来ていまして。

まあ、ここは伸びてるんですけど、しっかり安定的に継続して販売できてるのかどうかが気になっ

たもんですから。また、継続的に販売できることが生産の維持にもつながってくると思ったので、

ちょっとその辺が、どうなっているのか知りたいと思ったんです。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 農協とか市場とかという話は、伺っているんですけど、具体的にどこに、それからどこに出して

いるかとかという話を聞いてないところがありますので、調べておきます。 

○中野委員長

 今の話と関連して、昨日聞きました、だいこんを作ったけど気候の関係ですかね、だいこんが不

作になったときに、中国から生だいこんが入ってきたという話がありましたね。そういうことで何

か、当地の農産物を逆に中国とか台湾とか、あっちに輸出するという動きもしていいような気もす

るんですけど。お茶については、何か、たしか鹿児島のお茶農家だと、海外へ輸出しているという

話も。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 お茶については、宮崎県で計画を立ててカナダ等の海外に出すというような動きがあるのですが、

ほかの作物については、なかなか難しいようです。 

○中野委員長

 この地区はかんしょでも、加工用のかんしょはものすごく伸びてるけど、食用はもうなくなって

ますよね。何か、昨日、その理由はお聞きしましたが、採算が取れないということでした。しかし、

これは海外じゃ人気じゃないですか。だからね、そういう市場開拓をしてね、何か、もう食用かん

しょの手間をかかる分だけ収入増えるように、何かそういう工夫はできないものかとちょっと思っ
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たりもしたんですが。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 かんしょについては、串間市のほうで海外に輸出している業者がありまして、児湯地域でも契約

栽培農家の募集を行っているそうです。小ぶりのかんしょは、焼き芋用として、香港、タイ等に人

気があり、民間レベルではそういう動きもあると聞いています。 

○中野委員長

 計画ではね、食用かんしょは、たくさんになってるけど、評価時点ではゼロになってますね。こ

れはもったいないと思うんですね。はい、分かりました。何かほかに御意見、どうですか。能本委

員、何か御意見ありませんか。 

○能本委員

 先ほど、作業をする方の人手不足ということで、いつまでも外国人の技能研修生で、作業員では

ないので、そういった方々に頼るっていうのも限界が来るだろうなと思っているんですけども、特

にそういった重たいものですよね、はくさいとかキャベツとか、この地域でまだ若い人が後継者に

なっているので、何とかできているとは思うんですけども、例えば、機械化とかっていうところで、

何か実験がほかの場所で先進的に進んでいるとか、そういった事例をもし御存じだったら教えてい

ただきたいんですけど。宮崎だけじゃなくても結構なんですけれども。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 キャベツの機械化一貫体系は、北海道、群馬県、愛知県、広島県等、全国で進んでいると思いま

す。本地区でも徐々に機械化が進んでいるのですが、収穫機までは進んでいないようです。 

 お染ヶ丘管理組合の話にもありましたが、補助、助成制度の活用等の話もありますので、県市町

村とかと連携しながら進めていく、ＰＲしていく必要があるかと思います。 

○能本委員 

 機械化となったときに、今はそこそこ広いほ場ではあるんですけれども、もっと広い形で集約化っ

ていうのを進めていかないと、なかなか機械の効率性というのが図れないのかなとは思ったんです

けれども。今日見学させていただいたところだと、そこそこ個人の方々がまだ頑張っていらっしゃ

るので、また大面積っていうのはもうちょっと先で、今、頑張ってらっしゃる方が高齢化になった

ときとか、何かそういった形なのかなと思ったので、ちょっと人手不足のところは、なかなか解決

が難しいところだろうなと感想として思いました。感想ですけど。 
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○古賀委員 

 お世話になりました。本当に、ヒアリングを通じて、何といいましょうか、農業に関わる人、年

齢を超えて、みんな熱い思いが伝わったと思います。また、先ほどの口蹄疫センター、伺いますと、

まさに本地域である都農町から発生して、そして川南町がほかのところよりも１桁多い牛や豚を殺

処分したという、本当に宮崎県全体の縮図になる農業地帯であり、そしてそこがどういうふうに再

建していくのか、復興していくのかというのが鍵だろうというふうに思っています。 

 そういった意味では、ちょっと私の話は直接的に農業に関わることではないんですけれども、三

つ申し上げます。 

 一つは交流の問題ですね。先ほど、ひまわりのことがありましたけれども、やはり切原ダムその

ものをもう少し交流できるような方向ができないのか。これ、土地改良区ですが。そういった意味

では、青鹿ダムと一体化した、何か活性化のプログラム、特に小学生をどういうふうに巻き込んで

いくのか、あるいは、本当に水は大切ですというよりも、水があって今の宮崎があるといったね、

何かそういった形での啓発みたいな意味では、交流は大事だろうと考えています。 

 二つ目は女性の活躍です。先ほど、女性団体「農奥」、これは農村の奥様の省略かもしれません

けれども、十五、六年前の結成ということですから 2005 年ぐらいです。ちょうど私も農政局のお手

伝いで、認定農業者のシンポジウムなんかあちこちでお手伝いしてたときなんですが、家族経営協

定から認定農業者制度へ大きく移るときに、ああいった組織が立ち上がったと。しかも、お話しい

ただいた方は、非常にそのときの経験を踏まえながら、ああいった、私たちが突然押しかけていっ

て、そこで若いお嫁さんの問題だとか、どういうふうな形で家庭から引っ張ってくるか、まずは夫

婦で、そして妻だけ切り離してという、ああいうテクニックは、本当にやはり事業や活動で苦労さ

れた人たちの知恵だったろうと思います。 

 それが今ね、ひまわりという形で、たくさんの人たちを呼んでるという意味では、女性の活躍、

これはきちんと書き込む必要があるし、それは一つは交流ということになります。 

 昨日、本当に二つのヒアリング、ともにいろんな知恵、創意工夫されたり、シソについても、工

夫されました。たまたまですね、昨日、夜、お世話になった後でホテルに帰りましたら、こういう

「高鍋学のすゝめ」という冊子がロビーに置いてありました。これを読んで、合点がいきました。

つまり、どういうことかというと、よく農業の世界、農政では、米沢藩の上杉鷹山が随分高く評価

されています。実はここ高鍋藩の――ここは福岡から秋月氏が移封されてきたんですけれども、第

７代の秋月種茂という方が上杉鷹山のお兄さんなんですね。種茂が高鍋藩で行った人づくりとか、

新田開発とか、あるいは学校をつくったり、あるいは薬草、こういった知恵を上杉鷹山はまねした

というふうに、町の資料ですが、書いてありました。 

 何かそこら辺のね、人材養成に関わる藩政期以降の蓄積というんでしょうかね、単に農業という

ものをやっているだけでなくて、農業に籠もっている魂――農魂がこの地域の歴史と伝統の中にあっ

て、そして今後に向かうエネルギーになるみたいなね。そんなことを強く感じました。 
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 ちょっとこれは本報告書の中に入れるのか、あるいは私たち委員のコメントの中で入れたほうが

いいのか、ちょっとそこは議論が必要かと思いますが、少しやっぱり高鍋藩の歴史が、もうちらっ

とでいいんですが、そういった触れる中でね、この農業のパイオニアたち。例えば、これも昨日聞

いた話ですが、戦後すぐの、戦後開拓で、この地域は日本３大開拓地と、あれもびっくりしました。

熊本では矢部開拓なんかが一番大きいと承知してたんですけれども、本当にびっくりしました。そ

ういった歴史。あるいは先ほどの、土地管理組合の、自分たちの先輩たちが、昭和 40 年代の、まあ、

第１期のほ場整備ぐらいでしょうかね、構造改善ぐらいでしょうか、その頃からという、私たちは

知らないというぐらい蓄積がある。 

 何かああいったところをきちんと評価すると、尾鈴地域の評価の独自性というか、「ここのポイ

ントはこういうことだ」というのが少しアピールできる、そういうふうに考えたところです。まあ、

意見というよりも感想になってしまいましたけれども。 

 本当にすばらしいところだなと、そう思いました。やっぱり、知事も含めてね、マンゴー知事っ

て悪口ばっかり言われましたけど、やっぱりしっかりした歩みというのを、みやざきブランド戦略

も含めてね、つくられている、その中の尾鈴地区だというような認識を持ったというところです。 

 ちょっと長くなりましたが、以上です。 

○中野委員長

 ありがとうございます。昨日もね、切原ダムのところですね、もうちょっと子供が喜ぶような仕

掛けができないか。例えば監査廊見学とか。それ可能かどうか分かりませんけど。そういうのがあ

ると、子供を引きつけるしですね、もっと土地改良事業のですね、理解が深まるという気はします。 

 ただいまの御意見について、何か事務局のほうから説明することありますか。 

○地方参事官 

 ダムの交流については私もそう思いますので、県を通じて、あるいは市町を通じて、土地改良も

21 世紀運動とかいろいろやってますんで、アワードもありますんで、それ目指してやってみないか

ということで、ちょっと強力にやっていきたいと思います。 

 それから、高鍋学、ちょっと私も拝見してなくて、勉強しようと。そういう歴史的なところを私、

そういうのをやっぱりちゃんときちっと評価書の中にも少し書き込めれば、書き込んだほうが逆に

いいのかなというふうな感じをちょっと思いました。 

○古賀委員 

 一応、高鍋町が出している刊行物なんです。 

○南部九州土地改良調査管理事務所企画情報管理官 
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 こちらの高鍋、川南地域は、資料でも少し触れていますけど、全国の中で３大開拓地ということ

で、戦前・戦後開拓を進めてきた地域ですけども、この川南地域は、基本的に畑地帯としての開拓

地、未墾地がいっぱいあり、適作として食用のかんしょが非常によく育つ地域じゃないかというこ

とで開拓の適地にされております。そこに、全国に多くの入植者を募り、１人当たりの土地面積は

非常に小さいがかんしょ等を主体とした営農を始めています。そして畜産業の拡大も進み、昔の営

農としては、かんしょと畜産業を両輪に、ほかの根菜類あたりの拡大も進んできていると。 

 事業着手時の土地利用計画では、かんしょの原料用から食用へ主体を移し拡大するとしていた。 

 県北地位のかんしょは、県南や南九州で作付けしているような、黄金千貫などの品種ではなくて、

紅系統の食用に適するような品種のほうが多かったと聞いており、食用転用といったものは結構や

りやすいのではないかという計画でありました。 

 併せて露地野菜は、営農技術的なものも含めて取り組みやすいのではないかということで、露地

野菜の拡大、このほか畜産と果樹、茶については、現状を維持すると形でございました。 

 しかし、事業を実施し、平成 12 年、平成 22 年に口蹄疫により、畜産業に非常に大きな打撃を受

けたということもあり、平成 24 年に宮崎県農林振興局にて「尾鈴地区畑作振興方針」を定めまして、

その中において畜産業を専業で行っていたところは、口蹄疫で農業をやめざるを得なくなったとい

う農業者の方々もおり、経営を確立していく中でリスク分散して行く必要があったと。畜産業をや

りながら、露地野菜や施設野菜と絡めた複合経営をやっていかないと、もしもの際のリスク管理に

なり得ないということがあり、かなり露地野菜のほうが、平成 22 年度以降から一気に拡大していま

す。その結果が事後評価においても、冬場の作物の拡大というものにつながってきている状況です。 

 当初、事業計画として定めていた方向性とは若干バックボーンが変わってきていることではあり

ますが、新たに露地野菜や施設野菜に取り組まれている農業者の方々では、水使いのほうも含めて、

まだまだ勉強していく必要性もあるというところもあり、県の農業改良普及センターを中心に、定

期的な畑かん施設のレクチャー、実証展示ほといったものを実施しながら畑作振興の推進に取り組

まれている状況です。 

○中野委員長

 ありがとうございました。計画時点と今に至る間に口蹄疫という問題があって、それで農業が大

きく転換せざるを得なかったという話、昨日も聞きまして、その理解はできますというところです

けど。 

 あと、私が気がついたのが、６次産業というのがちょっと影が薄いと感じたんです。説明書の６

ページですね、６次産業というのは（６）ですね。２行だけ書いているんですね。昨日のお話なん

かでも、そういう６次産業のお話はなかったし、何かもし、そういう農産物を加工して販売すると

いうような６次産業が育てば、雇用の解決にも幾分か役に立つんじゃないかと思っています。どう

なんですかね。この地域で、この産物を利用して６次産業を発展させる、何かそういう道があるの
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か、ないのか。何かそういう模索をされているのかどうか、地元がですね。そういうお話がなかっ

たような。 

 シソはですね、１次加工して、愛媛のほうに流しているというお話ですね。あれも一つの６次産

業に近いものかもしれませんけど。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 ６次産業化については、資料１－２の基礎資料の 60 ページに、宮崎県農業振興公社ホームページ

から引用し、認定者と事業名を記載しています。 

○地方参事官 

 ここには載ってないんですけど、よくここでは有名なのはギョーザですよね。たかなべギョーザ

だとか、馬渡ギョーザとか。非常に全国的に有名なので、ここの産地のを使ってるっていう話なの

で、農家自らがギョーザやってるわけじゃないんだけど、ギョーザの業者がここの農産物を使って

るという意味では、間接的な６次産業化というものの一つの目玉的なものはあるのかなという感じ

はちょっとします。 

○中野委員長

 これを見ると、それぞれいろんな製品をつくっているという話は分かりますね。 

 もう一つ、水がせっかく来たのに、意外と施設畑が少ないですね。南薩みたいに水を使ってると

ころもありますけど、何か大々的にやってることはないですね。メロンが計画ではあったけど、メ

ロンはなくなっている。施設畑があれば、また年間の雇用に結びつく可能性がある。その辺の行政

的な力の入れ方というものはどうなんですかね。メロンが計画であったけど、現時点でゼロになっ

ていると。施設畑がなかなか厳しいかなと。やっぱり手が回らないんだろうね。雇用の点で、施設

畑はどうしても無理なんですね。 

○地方参事官 

 昨日訪ねた農家もおっしゃっていたように、自分たちの手駒の農地と労働力と機械能力、それに

応じた作付体系になってしまうということだと。トマトもつくりたいとかっておっしゃっていまし

たよね。手がかかっちゃって、時間がないっていうことだったんじゃないかなと、私は想像してる

んで、メロンも基本的にものすごく集約的な手のかかる作物なので、基本的に土地が広いところだ

から、そこまで手が回んない、別の戦略が要るんじゃないかなという印象を持ってますけど。その

辺をもう一回確認してもらって。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 
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 確認させてもらいます。宮崎県だとマンゴー、最近だとライチ、いろいろ、売れるものを作ろう

という動きがある中で、相当技術が必要だそうです。ライチだと、作っている途中で割れて商品に

ならないとか、冬場に温度を上げないといけないので経費がかかる。あと、木だと最初５年ぐらい

はもうからないので、なかなか一歩が踏み出せないという話を聞きます。 

○中野委員長

 水と土地はあるからね。あとは技術がなければですね。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 温度が高いとか、気候が亜熱帯性のものが作れるというような有利な点もあるかとは思うんです

けれど、やっぱり技術という壁があります。 

○中野委員長

 この資料に、何かビニールハウスの張り替えを農家の青年団が手伝っているという、ああいうの

はいいですね。 

 ほかに何かありますか。何でも気がついた点があったら。お聞きしたい点がありませんか。はい、

どうぞ。 

○古賀委員

 直接関係ない話ですが、今、宮崎県は農協の統合、大型化、これはどういう状況なんですか。私

も尾鈴農協で一本でやってるから、正直言って驚いたんですけれど。その辺りの何か動きみたいの

があったら教えていただきたいと思います。 

 自分で調べればいいんですが、ちょっとね。しかも川南の中に、農協関係の工場だとか青果場だ

とかが集中して置いてありましたでしょう。だから、あんなところが働き口として若い人たち、そ

こに勤めているから、人はたぶん住んでいるはずなんですよね。そういった意味では、尾鈴農協と

いう存在は非常に大きいですし、サンＡでしたっけ、ああいった、あれも農協でしょうけれどもね、

そういった意味での出荷とか、市場占有力ですかね、あんなところもちょっと気になったところで

す。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 調べてみます。 

○古賀委員

 すみません。自分で調べればいいんですが、昨日から引っかかっていましてね。 
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○地方参事官 

 佐賀県では統合化が進んでいるんですけど、あれは基本的に、米麦の交付金で集団的な転作をし

ないといけないからっていうニーズがあるからだと思うんですけど、恐らく畑地帯はそれぞれの単

協が頑張っているっていう、そんな印象を持つんで、統合化が遅れているという感じです。土地利

用型の米麦が主体の北部九州なんかは統合化の傾向が強いんじゃないかなという印象を持っていま

す。 

○中野委員長 

 ありがとうございます。もう一つお願いしたいものがあるんですけど、昨日のアグリトピアおす

ずで、広いシソほ場ですね、水管理についてお伺いしたら、やはり、土壌環境で違って、多湿なと

ころは育ちが悪いですと。そういうのは、見たら分かるわけですけど、そういうのを広いところを、

ドローンなんかね、ドローン飛ばしてという計画ありますかと言ったら、そうしたいけど、今のと

ころ、そこに至っていないというお話されていましたですね。 

 あんな広い、シソほ場で、目視で今、水が多いところとか分かるんでしょうけど。ぜひ農水省で

も、ＩＣＴ、ＡＩを利用した農業、それは省力化に向けて力を入れてもらえれば、ぜひそういう指

導をしていただきたいという感じがするんですけどね。農家独自では、なかなか大変でしょうから。 

 行政から支援をして、省力化とかに結びつくような、そういう農家に対する支援をぜひお願いし

たいと思うんですけれども、そういうのはどうですかね。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 ＪＡ出資会社ですので、周りのモデルになるような取り組みが期待されますので、今は、経験を

基に排水対策を行っているとのことでしたが、将来は、そういった省力化の方向性という話をさせ

ていただこうかと思います。 

○中野委員長 

 将来ね。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 はい。 

○中野委員長 

 ほかに何か、私たち委員から、農業支援のために何か行政として工夫していただきたいことがあっ

たら言っていただきたいんですけども。よろしいですかね。もう皆さん、いろいろ言われたから。 
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 分かりました。時間がまだ少しありますけれども、一応、議事の意見交換は終わらせていただき

たいといます。どうもありがとうございました。 

（３）その他 

○中野委員長 

 それでは、次に移りたいと思います。次の議題はですね、その他となってますけど、これについ

て、事務局のほうから何かありましたらお願いいたします。 

○農政調整官 

 事務局から、スケジュール案についてお知らせいたします。資料２という一枚紙の資料あると思

いますけれども、本日、６月の 23、24 日で尾鈴地区の現地調査と技術検討会ということでございま

して、その下に、白石平野地区を６月 29 日に現地調査と技術検討会を行う予定としてございます。

第２回を７月 20 日に行う予定としております。 

 議事録につきましては、本日の議事録と白石平野地区の議事録と併せて、各委員の皆様方に御確

認いただいて、その後に公表するということで進めさせていただきたいというふうに思っておりま

す。議事録が出来次第お送りしたいと思います。７月の頭ぐらいにはお送りしたいと思いますので、

御協力のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 その後、事務局のほうの手続になってきますけれども、７月末までに本省のほうに事後評価の結

果の報告をいたしまして、８月の末までに、ホームページで事後評価の結果の公表を行う予定とは

しております。 

 スケジュールにつきましては以上でございます。 

○中野委員長 

 ありがとうございました。ただいま事務局から連絡事項ありましたけど、皆さんよろしいでしょ

うか。 

（「なし」） 

○中野委員長

 それでは、ほかに何か御意見がないようでしたら、本日の議事をこれで終わらせていただきたい

と思います。 

○原口委員 

 すみません、一つ。29 日の現地調査に向けて、こういった資料は御準備されてますでしょうか。
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もしされてたらで、事前にファイルでいいんで送っていただくと、ちょっと予習ができるかなと思

いまして。お願いします。 

○事業効果係長 

 すみませんがまだ準備ができておりません。現段階の評価書について、明日、一度メールでお渡

しさせていただきます。資料の１－２の基礎資料のほうはファイル容量も大きいので、当日配付と

いうことにさせていただきたいと思います。評価書を明日メールで送らせていただきます。 

○中野委員長 

 お願いします。 

 ほかにないですか。 

（「なし」） 

○中野委員長

 それでは、本日の議事を全て終わらせていただきたいと思います。次回、白石平野、よろしくお

願いします。 

 それでは、進行を事務局に返させていただきます。 

【 閉 会 】 

○土地改良管理課長

 本日の検討会、大変熱心に御審議いただきありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の尾鈴地区の技術検討会を閉会いたします。 

 また、来週６月 29 日は、先ほど御案内のとおり、白石平野地区の技術検討会を開催いたしますの

で、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。どうもお疲れさまでした。 


