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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２回） 

議 事 録

１．日 時：令和３年７月２０日（火） １０：００～１２：００ 

２．場 所：熊本地方合同庁舎 A 棟 10 階農政第 7 会議室 

【 開 会 】 

○農政調整官

時間前ではありますが、皆様おそろいですので、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２回）を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙のなか、お集まりいただき、誠にありがとうございます。

私は、事務局を担当しております土地改良管理課の永野でございます。私の方で技術検討会委員長

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

 ここで、本日の配付資料のご確認をお願いします。配付資料一覧にありますように議事次第、出

席者名簿、資料１－１（筑後川下流白石平野地区事後評価結果（案））、資料１－２（筑後川下流

白石平野地区評価書基礎資料（案））、資料１－３（第 1 回技術検討会（筑後川下流白石平野地区）

の質問事項等に対する回答）、資料１－４（筑後川下流白石平野地区事後評価資料（案）の訂正等）、

資料２－１（尾鈴地区事後評価結果（案））、資料２－２（尾鈴地区評価書基礎資料、資料２－３

第 1 回技術検討会（尾鈴地区）の質問事項等に対する回答等）、資料２－４（尾鈴地区事後評価資

料（案）の訂正等）、資料３(関係機関からの意見聴取回答)、参考（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（筑後川下流白石平野地区、尾鈴

地区））でございます。お手元にございますでしょうか。資料の欠落等がございましたら、事務局

までお申出をお願いいたします。 

 それでは、最初に、土地改良管理課の中村課長よりご挨拶を申し上げます。 

【 挨 拶 】 

○土地改良管理課長 

 皆様、おはようございます。 

 本日は大変お忙しいなか、また、大変暑いなかですね、早朝より本検討会にご出席をいただきま

して、誠にありがとうございます。 

 本来ですと私ではなく、国営事業管理委員会の委員長の地方参事官の馬場の方からご挨拶申し上

げるところだったんですけれども。実は先日、自己都合により退職されました。それで、私がです

ね、本日の検討会の挨拶を担当させていただきました。よろしくお願いします。 

本日はですね、前回６月 24 日の尾鈴地区、ならびに６月 29 日の筑後川下流白石平野地区の技術
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検討会におきまして、皆様からいただいたご意見への追加の説明をさせていただいた後、評価結果

（案）に対する技術検討会の意見の取りまとめをお願いしたいと思っております。委員の皆様には、

忌憚のないご意見をいただきたいと考えております。 

 本日は、限られた時間ではありますが、ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

○農政調整官

 ありがとうございました。 

 本日は、傍聴及び取材の申込がなかったことを報告させていただきます。 

 本日の出席者につきましては、出席者名簿にて代えさせていただきます。 

それでは、ここからの議事は中野委員長にお願いいたします。 

【 議 事 】 

○中野委員長

それでは、私が引き続き議事進行させていただきます。 

現地、尾鈴地区と白石平野地区を案内いただきまして、どうもありがとうございました。 

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２回）の議事に入りたいと思います。 

 なお、技術検討会の公開方法については、前回、傍聴を認めることとして、議事録は発言者を記

名にて公開としておりましたので、その旨よろしくお願いします。 

（「異議なし」） 

 それでは、議事に入りたいと思います。議事次第３の（１）の「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」について事務局より説明をお願いします。 

○事務局

 (資料１、資料３に基づき説明) 

○中野委員長

ただいま事務局から、この前の検討会のいろいろ議論を踏まえまして、回答や基礎資料の修正、

加筆等、説明がありました。 

 ただいまの説明につきまして、何か深く確認したいという点がありましたらお願いいたします。

この前の現地調査について、思い出しながら意見交換をしていきたいと思います。何か確認したい

ことがありましたら、よろしくお願いします。 
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○原口委員

よろしいでしょうか。 

資料の１－３の４ページの確認ですが、このドローンを使った散布に夏場の追肥時とあります。

これ、水稲ということでよろしいでしょうか。水稲か大豆かと思いますが。 

○事務局 

北部九州に回答をお願いします。ドローンの追肥の件で、水稲ということでよろしいですか。 

○北部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

北部九州です。追肥につきましては、水稲です。 

○原口委員

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。ほかに何か確認したい点がありましたらお願いします。いかがでしょ

うかね。 

 この前の、私たちの質問に対しての回答をしていただいておりますが、何かその点について、も

う少し意見を聞きたいということがありましたら、お願いします。 

 これまでのご説明、現地調査を踏まえ、最後の私たちの評価に移っていきます。そのことも考え

て、何か質問がありましたら、お願いします。 

 よろしいですかね。また、あとで思い出したら質問していただくということで、先に進みたいと

思います。 

次はですね、「尾鈴地区」について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局

 (資料２、資料３に基づき説明) 

○中野委員長

はい。ありがとうございます。 

ただいま事務局から説明がありましたけれど。これまでの検討会の質問事項に答えていただいて

おります。 

いかがでしょうか。何かさらに確認したいことがありましたら、お願いしたいと思います。詳細
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に回答していただいておりますが。 

○齊藤委員

 資料２－３の 1ページですが、鉄製コンテナで、北海道とか広域でリレー出荷されていることは

わかりました。これと、人材も北海道に行ったりこっちに来たりしているとの説明がありましたよ

ね。コンテナと人材と連動しているのですかね。 

 農閑期は北海道の方に行きますとかいう話がありましたよね。ああこれなのかなとちょっと思っ

たのですけれど。 

○事務局

 南部九州に回答をお願いします。鉄製コンテナを使用したリレー出荷に人の移動も連動している

のかどうか。 

○南部九州土地改良調査管理事務所調査課長 

 南部九州です。 

先ほどのキャベツのリレー出荷の件ですけれど、鉄製コンテナを時期をずらして使用するなど、

モノの連動はありますが、人材の連動はないと聞いています。 

○中野委員長 

 はい、ありがとうございます。ほかに何か、ございませんか。 

 計画時点で予定されていた作物が、現時点で作付けされてないのは、価格とか天候とかいろいろ

な事情が背景にあるということがよく理解できましたね。農家の方、なるべく収入のいい方向でが

んばってもらっているのがよくわかります。ありがとうございます。 

 ほかに何か、確認したい点等がありましたら、お願いいたします。 

 今までの情報をもとに私たちの意見をまとめるということになります。よろしいですかね。また、

不明な点があったら後ほど発言していただきたいと思います。 

 次の議事に移ります。 

 次はですね、議事次第３の（２）ですね。「評価結果（案）に関する技術検討会の意見について」

に入りたいと思います。 

前回の検討会において、各委員からの意見をいただきまして、それを踏まえまして私の方で委員

長素案として取りまとめることとしておりました。いちおう素案は作成しておりますが、今日の説

明もありましたので、それを踏まえ、別室で、時間は議論次第ですけれど、いちおう１５分程度で

まとまると思っております。そういうことで別室に移動して検討に入りたいと考えておりますがよ

ろしいでしょうか。 
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（各委員了解） 

○農政調整官

それでは、これから委員長におかれましては、別室でご検討いただきますので、そのほかの出席

者につきましては一時休会といたします。 

時間については１５分程度ということで、１０時４５分頃を目処に、この会場にお集まりいただ

ければと思います。 

                  ― 休 会 ― 

○中野委員長

 はい。そしたら、議事を再開させていただきます。 

 事務局から委員長素案を配っていただきましたので、地区ごとに進みたいと思います。 

まず事務局から筑後川下流白石平野地区についての、私のまとめたものを読み上げていただけま

すか。 

○事務局

【筑後川下流白石平野地区】

 事業の実施により農業用水が確保され、水不足の解消、地盤沈下抑制や湛水被害防止の効果がみ

られ、大規模な平野を活かした米、麦、大豆、たまねぎを中心とした土地利用型の農業が展開され

ている。耕畜連携が行われている点も評価できる。また、施設の管理も土地改良区や地域住民によ

り適切に行われている。

 今後、世代交代が進む中で、後継者や新規就農者の支援が行われ、あわせて女性の活用が広がる

ことを期待する。

 ＧＰＳを取り入れたスマート農業に取り組む農家も見られ、今後も技術の導入が推進されること

を期待する。一方で、年間の雇用を確保するためにも、かんがい用水を利用した施設園芸を取り入

れた多角的、複合的な経営の展開にも期待したい。

○中野委員長 

 はい。以上、私の素案ですけれど、いかがでしょうかね。 

 最初の段落は、事業においてですね、農業が大規模化したというですね。そして耕畜連携という

現地で農家の人に聞いた話なんですけれど、「肥料をどうしていますか」と聞いたら、畜産の堆肥

を利用していると言われました。そのためかソルゴーとかですね、イタリアンライグラスが栽培さ
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れている、そういう具合に利用されているとわかりましてですね。天候によってちょっと収量が減っ

たということがありましたけれど。平野なんですけれど、畜産もあるということで。印象が深かっ

たもので、この文言を入れさせていただきました。 

 それからですね。二段落目はですね、後継者とか、女性の活用というものについて述べさせてい

ただきました。 

 そして三段落目は、ＧＰＳですね。スマート農業についての話を、それをいっそう導入していた

だきたい。さらに最後の「一方で」のところは、年間雇用ですね。農閑期に継続して雇用というの

がなかなか難しい。そのために、できればかんがい用水を利用した施設園芸ですね。複合的な経営

をされてはどうかというものを私たちも期待するとして入れたのですけれど。 

 この辺、どうですかね。私たちの委員会の意見として、こういう形でまとめてよろしいでしょう

かね。なんかあの、ちょっと言い過ぎじゃないかと。 

○古賀委員 

 よろしいでしょうか。 

 言い過ぎと言うことはないかと思います。 

 私が申し上げたいのは、一番はじめですが、「事業の実施により農業用水が確保され」その後で

す。「水不足の解消、地盤沈下抑制」こう並列的に書いてあるんですが、この地域の特徴は恒常的

な水不足、それを解決しようとして地下水をくみ上げたがための地盤沈下、そこを少しですね、強

調しておく。 

 ちょっと今から文面を申し上げてよろしいですか。 

「確保され」のあとですが、「恒常的な水不足に加え、地下水採取に伴う地盤沈下という二重の

苦しみの改善が行われ」、そして「また」ということで、今日のご提案の文章ですが「湛水被害防

止の効果がみられ、」という風に続けられたらいいかと思いました。 

○中野委員長

 いかがですかね。 

 古賀委員が言われたように恒常的な水不足というのがあって、そしてその原因が地下水採取とい

う。そういうものであったということを、はっきり明記させるということです。 

○齊藤委員

 すみません。 

 知っているからさっと流して読んでしまったけれど、初めて読む人は説明が要りますよね。 

○中野委員長
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因果関係がですね。 

○齊藤委員

 はい。ちょっと説明がいりますよね。 

 ただ、ここの「二重の苦しみ」て、ちょっと情緒的なので、「二重の問題」くらいでよろしいの

ではないですかね。 

○中野委員長

 なるほど。古賀委員、どうですか。 

○古賀委員

 お任せします。 

○中野委員長

この事業の一番要点、ということですから。詳しく因果関係を説明すると言うことですね。あり

がとうございます。 

 あとはどうでしょうかね。 

今日は補足説明で、後継者とかですね、そういう話もありましたけれどもね。支援もさらに行っ

てほしい。女性の活用ももっと広がってほしいという気持ちを込めました。 

あと、どうですかね。この二段落はこれでよろしいですか。 

そしたら次のＧＰＳの段落ですけれど、これも今日説明がありまして。現地で感じたのはスマー

ト農業という言葉が農家の方から出てくるという、そういう時代になったのだなと。そしてドロー

ンというのも普通の農機具になりつつあるという印象を受けました。自動運転というのも試験的な、

先駆的な取り組みだったと思いますので。それが全域で期待するという気持ちでこれを書きました。 

つぎはよろしいですかね。雇用問題も言われていたので。こういう形で年間の雇用を確保すると

いうのも期待したいという。実際、農家の方、収入のいい方向に作物を選択されておりますけれど、

雇用というのも非常に悩ましい問題。その辺を解決するために施設園芸とかそういうものをですね、

取り入れてはいかがでしょかという。他の地区のやり方を見て、そう感じたところです。 

こういう形でよろしいですか。またあとで文章にして、活字でもう一回確認したいと思います。 

 はい、ありがとうございました。それでは次の「尾鈴地区」についてですね、読み上げていただ

けますか。 

○事務局

【尾鈴地区】
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 高鍋藩政より農地開発に取り組み、戦後開拓の日本三大開拓地である歴史あるこの地域において

事業が行われたことは意義深い。

 事業の実施により、農業用水が安定的に供給され、栽培作物の多品目化が図られ、単収の増加、

耕地利用率の上昇など、農業生産性の向上が認められる。また、整備された施設は、町と土地改良

区の連携により適切に維持管理されている。

 担い手については今のところ確保されており、今後、高齢化や人材不足を補うため農地の集約化

や機械化、省力化に向けたＩＣＴ、ＡＩを利用したスマート農業の推進が期待される。

 地元農産物を活用した様々な部会による商品開発は地域の活性化に大きく役立っている。また、

ひまわり祭りでは女性の活躍も見られ、交流活動に一役買っている。農業委員会や教育委員会によ

る学校給食での食育や農業体験の取り組みは高く評価できる。さらに、子供への土地改良事業への

理解を深めるため、切原ダムでの施設見学のような交流活動が行われることが望まれる。

○中野委員長 

 ありがとうございました。 

 今読み上げていただいた第一段落はですね、古賀委員のですね、現地調査でパンフレットをいた

だきまして、これは素晴らしいということで高鍋藩の農地開発の取り組み、戦後の日本三大開拓地

という事をですね、いろいろ取り入れたらというお話ありました。このように入れさせていただき

ました。 

 第二段落はですね、農業用水が来たことによって、多品目な作物ができるようになったと。そし

て耕地利用率があがり、農業生産性も向上してきたと。そして、整備された施設は町と土地改良区

の連携により適切に管理されているということも、私たち確認できたと思います。 

 そして次の三段落目は、担い手については今のところ確保されており、ただ今後高齢化や人材不

足を補うため農地の集約化や機械化、省力化に向けた新しい技術、ＩＣＴやＡＩを活用したスマー

ト農業を推し進めたいと。私たちが見たのは、一つはしそ畑でございます。しそ農家の方も、あれ

だけ広いところだから土壌の水環境がいろいろ微妙に違う。それを目視で判断されておられる。そ

ういう質問したら、将来はＩＣＴやＡＩを活用できたらという発言をされました。それを思い出し

て、入れてみました。 

 四段落目は「地元農産物を活用した様々な部会による商品開発は地域の活性化に大きく役立って

いる」これは、いただいた資料を読みますと色んな部会や研究会がたくさんありまして、地元産物

を利用した商品開発が行われているということがよくわかります。それと、ひまわり祭りですね、

これは一大イベントですけれど女性が活躍されておられる。いろいろ説明いただきましてですね、

頑張っているなという感じはしました。そういうのを思い出して入れています。あと、「農業委員

会や教育委員会による学校給食での食育や農業体験の取り組み」これは私が資料を見てですね、確

認したところが農業委員会や教育委員会がこういう学校給食や農業体験の取り組みをしているとい
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うのは新鮮に感じて入れましたけれど、こういう委員会の名前を出していいのかどうか。もうちょっ

と柔らかく、地元によりなどと入れた方がいいのかもしれません。そこはちょっと、検討してくだ

さい。そして、「さらに、子供への土地改良事業への理解を深めるため、切原ダムでの施設見学の

ような交流活動が行われることが望まれる」と、こんな感じでまとめましたけれど、どうでしょう

かね。 

 これを叩き台としてご意見をいただきたいと思います。 

○齊藤委員

 いいですか。 

 四行目「農業生産性の向上が認められる」はそうなんですけれど、まだ導入されていないお茶畑

でしたっけ。スプリンクラーに変えればいいのに。まだ導入されない。そういうマイナス面もちょ

こっと入れておいた方がいいのではないか。今後、それを推進していかなくちゃいけないというと

ころを入れるというのと。 

 それから、最後の方の「女性の活躍もみられ、交流活動に一役買っている」と。これは事実なん

ですけれど、ちょっと表現が軽いかなと。女性部が主導でひまわり祭りなど開催するとともに、若

い世代、お嫁さんが孤立しているのを取り込んで、すごい活性化しているというか農業に力を与え

ているというようなところがあったと思うんですよね。その辺で、女性がすごく頑張っているよと

いう表現にならないかなと。お祭りの時にちょっと女性が売店でもして頑張っているよ、みたいな

感じにしか受け取れないので。 

○中野委員長 

そうですね。 

○齊藤委員 

 声かけから始まって、お嫁さんたちが孤立しないようにして、どんどん力を発揮しているみたい

なことを言われましたよね。ひまわり祭りはその手段なので、「女性グループが若い世代の育成に

も取り組んで、ひまわり祭りなども開催し、活性化をしている」みたいな、そういう表現でどうな

のかな。「支えている」とかですね。 

○中野委員長 

 積極的な活動を催す。 

 もうちょっと具体的に、誰かご意見をお願いします。 

若い世代も育成。そういう対応でしょうね。 
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○齊藤委員 

「参加を促し」ですかね。 

参加を促し、祭りなどの開催を通じて文化を支えていると。 

 支えるじゃないですね。前面に出て頑張っていると言うことですよね。 

○中野委員長 

 女性の積極的活動・・・。 

○齊藤委員 

 積極的に活動しているでもいいと思うんです。 

 支える、一役買っているというと、まだまだ後ろにいる感じなので、前面に出て頑張っています

よという表現になれば。 

○中野委員長 

 そして、そういう後継者の育成にも積極にですね。 

 また、若い世代の育成にも、尽力している。 

○古賀委員 

よろしいでしょうか。 

今のお話ですけれども、「また、ひまわり祭り」のところの「また」のところから始まるんです

が、「また、地域農業運営に於いても、女性の積極的な参画がみられる」そして今おっしゃった、

後継者云々という風につなげられたらどうでしょうか。 

 運営に参画しているというところがポイントになりますね。 

○齊藤委員 

「若い世代の育成やひまわり祭りの開催など」ということですよね。こういう形で、「尽力して

いる」とかいう形で。 

○中野委員長 

 ひまわり祭りは大きなイベントで、お祭りを通して若い世代を育成しているという形でよろしい

ですかね。そうすると、「ひまわり祭り等を通して、若い世代の育成にも尽力している」と。 

○古賀委員 

「若い世代の育成等、都市間交流」 
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 あの、交流を入れた方がいいのではないでしょうか。都市から一万人以上でしたか、やってくる

ということでした。 

○中野委員長 

都市間交流ですね。 

○齊藤委員 

ひまわり祭りは大きなイベントですけれど、毎月じゃないけれど、女性部の交流とか狙っている

ということですよね。お嫁さんが孤立しないようにというようなことを言ってらっしゃいました。  

○中野委員長 

そうすると、ひまわり祭りだけではないけれど。 

○齊藤委員 

 そうですね。ひまわり祭りはその一部だということですよね。 

○中野委員長 

 若い世代の育成にも尽力しているということで。ひまわり祭りは入れなくても、よろしいですか。 

○齊藤委員 

いいえ、「ひまわり祭りなど」ということで、入れていいのではないでしょうかね。 

○中野委員長 

 「ひまわり祭りなどを通して」いいですかね。ひまわり祭り以外にも、こんな活動されています

よと、それがわかるようにしたいということです。 

○齊藤委員 

 一歩下がってじゃなくて、積極的にやっているんだよという表現にしたいですね。 

○中野委員長 

 交流活動に一役買っているという。今、先ほどの言われたような事を強調したい。 

 はい、ありがとうございました。 

 それから、これも今いろいろ文章言われましたが、活字にしてから確認したいと思います。 

 また、さっき言われた二段目のですね、農業用水の利用についてですか。 
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○齊藤委員 

 まだスプリンクラーの導入が進まない茶畑もあるということでした。 

○中野委員長 

 お茶については、ファンがあるので、それが劣化するまではお金を出すのは厳しいと。利用でき

るだけファンを利用して、その後ということですね。ただそういうことをいうためには、「認めら

れるが」というところですよね。 

○齊藤委員 

 利用が進まないところがあって、今後とも支援が必要であると。そういう風な表現でいいのでは

ないかと。 

○中野委員長 

 ただ、水利用があるというのをどういう風にしましょうかね。「認められるものの」ですかね。 

○齊藤委員 

 全てうまくいっているのではない。問題点を書かないといけない。 

○中野委員長 

 給水栓を設置していない農家があると言うことですかね。 

まだ、水を活用していない。みられるものの、一方では水を活用できていない農家もみられる。

そこでそういう現状をここで述べさせていただくと。 

そして、これを続けるためにはどうしたらいいか。 

事業によって整備された施設については適切に維持管理されておられるわけですよね。 

○齊藤委員 

「認められる」のあとに、「しかし一方で、まだ給水栓が設置されず、水利用が進まない農家も

見られ、今後とも支援が必要」とか、そんな感じですかね。 

○中野委員長 

 あとは補助事業になるんですかね。そういう推進はですね。補助事業に対する期待ということを

入れてよろしいですね。 

 ここで切っても、もうちょっと頑張ってくださいという気持ちは伝わりますよね。「整備が望ま
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れる」としてもいいけれど。ここで「まだ利用していない農家も見られる」と。それは頑張ってく

ださいというような気持ちを込めて、そのような表現にする。そして、「また」のあとはいいです

かね。「また」の続きが「整備された施設の」では、どうですかね。 

○能本委員 

 いいところを先に書いてしまって。この文章はこの文章で残していただいて。先ほど言った「た

だし」みたいな感じで、「一部の農家の」と続けては。 

○齊藤委員 

 一番最後に持ってくるんですね。 

○能本委員 

ここは全部いい評価でつながっている。まとまりなので。 

○中野委員長 

「また」に続けにくいなと思って。そうそう、わかりました。「ただし」ね。 

○能本委員 

「ただし、一部の農家では」と。 

○中野委員長 

 そうですね。 

「給水栓を設置していない農家も見られて」くらい書きましょうか。 

「給水栓を設置していない農家も見られる」と。「見られるので」、「見られる」もうちょっと

正しい文章にするなら、「見られ」ですかね。「継続した支援が望まれる」と。 

○古賀委員 

「将来に向けた」ぐらいで。 

 要するに十年後の話も含まれているので、「していない農家も見られ、将来に向けた支援が期待

される」では。 

○中野委員長 

「支援が期待される」ですね。 
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○古賀委員 

 そうですね、「求められる」より「期待される」の方がいいのではないですか。 

○中野委員長 

いいですね。「期待される」にしましょう。 

 そういうことでこれを締めて、次の担い手についても期待されるということで、いいですね。切っ

てあるし。 

○古賀委員 

 あまり強い表現は避けた方がいいと思います。「求められる」とかよりもですね。文体は悩まし

いですが、「期待される」でいいと思います。 

 先ほどの委員長からの「農業委員会や教育委員会による」というところで、農業委員会がこれだ

け積極的にやっている例というのは、私もあまり知りません。そういった意味でも、ここを書かれ

てもいいと思います。 

○中野委員長 

 入れてみましょうか。私も印象深かったもので。 

 農業委員が食育をやって、教育委員会が農業体験を取り組んでおられると。素晴らしいなと。 

○古賀委員 

 一体的な取り組みというのが見られましたので。そして正直言って、個々の農家ではなかなかそ

こら辺が難しいということもありますので。むしろ行政によってこれだけ取り組まれているという

こと、事実として示すことはいいと思います。 

ちょっと併せてよろしいでしょうか。 

 一番はじめなのですが、「高鍋藩政」のところですが、一般的に歴史では農地開発ではなくて新

田開発ということですが。新しい田んぼです。 

「高鍋藩政により積極的な新田開発に取り組む」この一文で歴史的な背景は説明できる。 

○中野委員長 

 はい、わかりました。おかげでこういう歴史的なものが発掘できたというか。事務局の資料、よ

く集めていただいてます。 

 そしたら、事務局により印刷していただけますか。 

                  ― 休 会 ― 
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○中野委員長 

 そうしたら、もう一度配り終わったら、確認するために読んでいただけますか。 

○事務局 

 それでは読み上げます。 

【筑後川下流白石平野地区】

事業の実施により農業用水が確保され、恒常的な水不足に加え、地下水採取に伴う地盤沈下とい

う二重の問題が改善され、かつ湛水被害防止の効果がみられる。大規模な平野を活かした米、麦、

大豆、たまねぎを中心とした土地利用型の農業が展開されている。耕畜連携が行われている点も評

価できる。また、施設の管理も土地改良区や地域住民により適切に行われている。

 今後、世代交代が進む中で、後継者や新規就農者の支援が行われ、あわせて女性の活用が広がる

ことを期待する。

ＧＰＳを取り入れたスマート農業に取り組む農家も見られ、今後も技術の導入が推進されること

を期待する。一方で、年間の雇用を確保するためにも、かんがい用水を利用した施設園芸を取り入

れた多角的、複合的な経営の展開にも期待したい。

○中野委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 先ほどの議論した点はいかがでしょうか。 

○齊藤委員 

 内容はいいんですけれど、文章的に。 

 一行目の「確保され」で、二行目も「され」なんで、これ「された」でいっぺん切ったらいいの

ではないですか。 

「された」で切って、「恒常的な水不足に加え、～改善された」と。 

○中野委員長 

「された」にしたら、どうでしょう。言葉のつながりはいかがでしょうか。 

○齊藤委員 

 続きすぎている。「され」「され」だと。 

で、「された。かつ」ではなく、「それによって」とか、そういう風にすれば通じますかね。「さ

れた。また」ですか。「被害防止の効果がみられる」二行目を「された。」にして。 
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○中野委員長 

 二行目を「された。」にする。 

「農業用水が確保され、恒常的な水不足に加え、地下水採取に伴う地盤沈下という二重の問題が改

善された。」と。 

○古賀委員 

 今のところよろしいですか。 

「事業の実施により農業用水が確保されることにより」 

 農業用水の効果を示すわけですから、言ってみれば因果関係。 

○中野委員長 

「確保されたことにより」ですね。 

○斎藤委員 

「恒常的な水不足に加え、地下水採取に伴う地盤沈下という二重の問題が改善された。」ここは

切った方がいいですね。 

○中野委員長 

「また」ですか。 

「また」にします。 

 どうですか。文章の流れを確認したいと思います。おかしいところあったら言ってください。 

○齊藤委員 

 じゃあ切らずに、「改善され、」ですか。でも、続きすぎますよね。やっぱりここで切った方が

いいですね。 

○中野委員長 

 切った方がいいですね。「また、効果が見られる」と。 

 はい、ありがとうございます。 

○能本委員 

 二段目の「女性の活用」ではなくて、「活躍」の方がいいですね。 
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○中野委員長 

「活躍が広がることを期待する」、そうですね。 

○中野委員長 

 はい。あとはいいですね。 

 もう一回修正して、三回目をもう一回検討していただきたいと思います。気がついたらまた言っ

てください。 

次は尾鈴地区いきましょう。 

○事務局 

 読み上げます。 

【尾鈴地区】 

 高鍋藩政より積極的に新田開発が取り組まれ、戦後開拓の日本三大開拓地である歴史あるこの地

域に於いて事業が行われたことは意義深い。 

 事業の実施により、農業用水が安定的に供給され、栽培作物の多品目化が図られ、単収の増加、

耕地利用率の上昇など、農業生産性の向上が認められる。また、整備された施設は、町と土地改良

区の連携により適切に維持管理されている。ただし、一方では、給水栓を設置していない農家も見

られ、将来に向けた支援が期待される。 

 担い手については今のところ確保されており、今後、高齢化や人材不足を補うため農地の集約化

や機械化、省力化に向けたＩＣＴ、ＡＩを活用したスマート農業の推進が期待される。 

 地元農産物を活用した様々な部会による商品開発は地域の活性化に大きく役立っている。また、

地域農業運営に於いても、女性の積極的な参画がみられ、ひまわり祭り等を通して若い世代の育成

に尽力している。農業委員会や教育委員会による学校給食での食育や農業体験の取り組みは高く評

価出来る。さらに、子供への理解を深めるため、切原ダムでの施設見学のような交流活動が行われ

ることが望まれる。 

○中野委員長 

 修正しましたけれど、何かありますか。 

○齊藤委員 

 一行目の「高鍋藩政より」というのは時代の「より」じゃなくて、高鍋藩政「が」行ったという

ことですか。 

 藩政時代よりという時間じゃなくて、高鍋藩政が新田開発を行ったということなんですよね。高

鍋藩政「により」の方がいいかもしれない。 
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「積極的に新田開発が取り組まれ」というのも、主語がわかんないし。 

 高鍋藩が行ったということですよね。高鍋藩時代からというような事じゃないから、「より」と

いうのが曖昧で、「により」の方がいい。 

「により積極的に新田開発が行われ」 

○古賀委員 

「高鍋藩」にしたらいいですよね。「政」を抜いて、「高鍋藩により」。 

○中野委員長 

「高鍋藩により積極的に新田開発が行われ」 

「行われ」その次も「行われ」ですがよろしいですか。 

○古賀委員 

それだったら、「新田開発が進められ」 

○中野委員長 

「高鍋藩により積極的に新田開発が進められ」、あとはどうですかね。 

○古賀委員 

 そのあと、「日本三大開拓地」をカギ括弧で閉じられたら。たぶん「ある」「ある」と言われる

次のところも解決です。 

○中野委員長 

 日本三大開拓地を強調しましょうというね。 

 あとは、次のところは、二段落は「ただし」のところを追記しましたけれど、いかがでしょうか。 

○齊藤委員 

 下から四行目、「若い世代の育成に」は「にも」で。 

「ひまわり祭り等を通して若い世代の育成にも尽力している」 

○中野委員長 

「にも」にします。 

 あと、二段落の「ただし」 
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○古賀委員 

 そこなんですけれど、「給水栓を設置していない農家」というのがちょっと気になります。 

 むしろ「給水栓未設置の農家」意図的に設置していないというニュアンスが出るとまずいので。 

○中野委員長 

 ちょっとしたことで取り方が変わってきますもんね。「給水栓未設置の農家」 

 あとは変更した点は、さっきのひまわり祭りのところですね。あとは、よろしいですか。 

 これでもう一回最終案の確認をします。 

○土地改良管理課長 

 すみません。 

 あと、一番下の「地元農産物」から始まる行なんですけれど。二行目なんですけれど「また、地

域農業運営に於いても」の「於」が、これは漢字ではなくてひらがなの方がいいのではないでしょ

うか。 

○中野委員長 

 そうですね。 

そうしたら、もう一回印刷、確認します。 

                  ― 休 会 ― 

○中野委員長 

 お願いいたします。 

○事務局 

 読み上げます。 

【筑後川下流白石平野地区】 

 事業の実施により農業用水が確保されたことにより、恒常的な水不足に加え、地下水採取に伴う

地盤沈下という二重の問題が改善された。また、湛水被害防止の効果がみられる。大規模な平野を

活かした米、麦、大豆、たまねぎを中心とした土地利用型の農業が展開されている。耕畜連携が行

われている点も評価できる。また、施設の管理も土地改良区や地域住民により適切に行われている。 

 今後、世代交代が進む中で、後継者や新規就農者の支援が行われ、あわせて女性の活躍が広がる

ことを期待する。 

 ＧＰＳを取り入れたスマート農業に取り組む農家も見られ、今後も技術の導入が推進されること
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を期待する。一方で、年間の雇用を確保するためにも、かんがい用水を利用した施設園芸を取り入

れた多角的、複合的な経営の展開にも期待したい。 

○中野委員長 

 いかがでしょうか。修正した点を特に見ていただいて。 

 いいですね。 

（各委員了解） 

 はい。次は「尾鈴地区」をお願いします。 

○事務局 

【尾鈴地区】 

 高鍋藩により積極的に新田開発が進められ、戦後開拓の「日本三大開拓地」である歴史あるこの

地域において事業が行われたことは意義深い。 

 事業の実施により、農業用水が安定的に供給され、栽培作物の多品目化が図られ、単収の増加、

耕地利用率の上昇など、農業生産性の向上が認められる。また、整備された施設は、町と土地改良

区の連携により適切に維持管理されている。ただし、一方では給水栓未設置の農家も見られ、将来

に向けた支援が期待される。 

 担い手については今のところ確保されており、今後、高齢化や人材不足を補うため農地の集約化

や機械化、省力化に向けたＩＣＴ、ＡＩを活用したスマート農業の推進が期待される。 

 地元農産物を活用した様々な部会による商品開発は地域の活性化に大きく役立っている。また、

地域農業運営においても、女性の積極的な参画がみられ、ひまわり祭り等を通して若い世代の育成

にも尽力している。農業委員会や教育委員会による学校給食での食育や農業体験の取り組みは高く

評価できる。さらに、子供への土地改良事業への理解を深めるため、切原ダムでの施設見学のよう

な交流活動が行われることが望まれる。 

○中野委員長 

 はい、いかがでしょうか。修正した点を特に。直ってますかね。よろしいですかね。おかげさま

で、流れは大変良くなったような感じはしますけれど。 

 委員の皆さん、これを最終案としてよろしいですか。 

（各委員了解） 
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 そしたら、ただいま事務局から読んでいただいたものを、私たちの委員の意見として提出させて

いただきます。 

 これをもちまして今日の議論は終わりました。これでもう事務局にお返ししてよろしいですかね。 

 それでは私の議事進行はこれにて終わりとさせていただきます。事務局へ進行をお返ししますの

でよろしくお願いいたします。 

【 閉 会 】 

○農政調整官

委員の皆様方には熱心にご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。また、中野委

員長におかれましては意見の取りまとめ、大変お疲れさまでした。 

 本日の議事録につきましては、事務局で作成し、委員の皆様にご確認をいただいた後に公表させ

ていただきます。 

 以上をもちまして、本日の技術検討会を終了いたします。 

 どうも、ありがとうございました。 

○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。 


