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平成 30年度 第１回 東北農政局補助事業評価技術検討会 

 

開会 

○事務局 

  皆様、おはようございます。 

  定刻になりましたので、ただいまから平成 30年度第１回東北農政局補助事業評価技術検討会

を開催させていただきます。 

  技術検討会の議事に入るまでの間、私の方で進行をさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

 

挨拶 

○事務局 

  それでは、開会に当たりまして、東北農政局農業農村整備事業等補助事業評価委員会の副委

員長であります加藤特命・事業計画担当地方参事官より御挨拶を申し上げます。 

 

○加藤地方参事官 

  皆さん、おはようございます。地方参事官の加藤でございます。 

  本日は、年末の御多忙の中御出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

  委員の皆様におかれましては、本技術検討会の開催に先立ちまして、10月２日、３日の２日

間にわたりまして、青森県及び岩手県におきまして評価地区の現地調査を行っていただきまし

た。大変お疲れさまでございました。その中で、限られた時間ではございましたが、事業主体

及び関係機関、そして代表農家の方々から評価地区における事業の実施状況や効果の発現状況

を確認いただけたものと考えております。 

  さて、本日の技術検討会については、御確認いただきました再評価地区と事後評価２地区に

ついての御審議となります。再評価地区につきましては、事業実施後の地区の取り扱いについ

て、そして事後評価地区につきましては、事業完了後の施設の利用状況や効果発現状況などに

つきまして、局内委員会で検討してまいりました評価結果の案を示させていただきますので、

委員の皆様方におかれましては専門的見地を初めとしましたさまざまな御意見を賜りますよう

お願いしまして、簡単ではございますが私からの開会の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。 

 

○事務局 

  ありがとうございました。 

 

委員等紹介 

○事務局 

  それでは、本日御出席の皆様をご紹介させていただきます。 

  最初に、福島大学教授、荒井委員でございます。 
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〇荒井委員 

  荒井です。よろしくお願いします。 

 

〇事務局 

  小山編集室主宰、小山委員でございます。 

〇小山委員 

  小山です。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

  秋田県立大学准教授の中村委員でございます。 

〇中村委員 

  中村です。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

  弘前大学教授、藤﨑委員でございます。 

〇藤﨑委員 

  藤﨑です。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

  山形大学准教授、渡辺委員でございます。 

〇渡辺委員 

  渡辺です。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

  岩手大学准教授、梶原委員でございます。 

〇梶原委員 

  梶原です。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

  続きまして、私ども事業評価委員会の委員を紹介させていただきます。 

  先ほど御挨拶を申し上げました副委員長であります加藤地方参事官です。 

○加藤地方参事官 

  どうぞよろしくお願いします。 

 

○事務局 

  続きまして、副委員長であります真鍋生産部長でございます。 

〇真鍋生産部長 

  生産部長の真鍋です。よろしくお願いいたします。 
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〇事務局 

  続いて、委員の生産振興課長代理の佐藤課長補佐でございます。 

〇生産振興課 佐藤課長補佐 

  佐藤でございます。よろしくお願いします。 

 

〇事務局 

  蛯名畜産課長でございます。 

〇畜産課長 

  蛯名でございます。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

  畠山土地改良管理課長でございます。 

○畠山土地改良管理課長 

  畠山でございます。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

  事業計画課長代理の小形課長補佐でございます。 

〇小形事業計画課 課長補佐 

  小形でございます。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

  奥水利整備課長でございます。 

○水利整備課 奥課長 

  奥でございます。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

  山浦地域整備課長でございます。 

○地域整備課 山浦課長 

  山浦でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

  防災課長代理の畠山課長補佐でございます。 

○防災課 畠山課長補佐 

  畠山でございます。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

  ただ今紹介致しました委員の外、本日御審議いただきます地区の事業担当課及び事務局が出

席しております。よろしくお願いいたします。 
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  続いて、配付資料の確認をさせていただきます。 

  上から、「議事次第、出席者名簿及び座席表」を綴じたものがございます。 

その下のダブルクリップ留めの資料は、事後評価関係の資料となります。資料一覧のほかに、

右上に資料番号１から３まで添付しております。 

次のダブルクリップ留めの資料は、再評価関係の資料となります。同様に、資料一覧及び資

料番号１から３まで添付してございます。 

また、本体資料とは別に補足説明用として参考資料を添えさせていただいております。不足

等ございませんでしょうか。 

 

 

議事 

 

 １．補助事業評価技術検討会委員長の選出 

○事務局 

  それでは、議事の１としまして、技術検討会委員長の選出に入らせていただきます。 

  本年度は、２年を１期とする技術検討会委員任期の初年度になります。このため、技術検討

会を主催する委員長の選出までの進行を、事務局のほうで進めさせていただきます。 

  なお、委員長の選出につきましては、「東北農政局農業農村整備事業等補助事業評価委員会

設置要領」別紙の第２の３に、委員長を各委員の互選により定めるとされております。 

  委員の皆様から、委員長のご推薦等ございませんでしょうか。 

 

〇梶原委員 

  昨年度まで委員長をして頂いた藤﨑先生にお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

 

〇事務局 

  ただいま梶原委員より藤﨑委員を御推薦いただきました。皆様、いかがでしょうか。（「異

議なし」の声あり） 

  異議なしとの声がございました。それでは、藤﨑委員を技術検討会委員長として選出します

ことを、委員皆様の拍手をもって確認させていただきたいと思います。（拍手） 

  ありがとうございます。 

  それでは、藤﨑委員長から、御挨拶を頂きますとともに、あわせて委員長職務の代行委員に

ついて御指名頂けますようお願いします。 

  なお、委員長職務の代行委員の指名は、要領別紙の第２の４に、「委員長に事故あるときは

あらかじめその指名する委員がその職務を代行する」という規定にもとづくものでありますこ

とを、念のため申し添えさせていただきます。 

  それでは、これよりの議事の進行を、藤﨑委員長にお預けしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
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○藤﨑委員長 

  あらためましておはようございます。弘前大学の藤﨑でございます。 

  前期に続きまして、委員長に御選任いただきましてありがとうございます。 

  この補助事業評価技術検討会といいますのは、ご存知のように農業農村整備事業の事業制度

のうちの補助事業について、特定の地区を素材にしつつ事業制度自体のあり方について意見す

るということです。 

たかだか１つの事例をもって事業の制度そのものを評価して良いものかという思いは私の中

に若干あるのですけれども、そういうことを通じて、農業農村の持続的な活性化に向けて役立

つものとなるように、委員の皆様方の忌憚のない御意見をいただきたいと思います。 

特に、農業農村整備事業に直接関わらない分野の方々からの意見も貴重と思いますので、消

費者の立場も含めて忌憚のない御意見をいただきたいと思っています。 

委員の皆様方はじめ事務局も含めまして、関係の皆様方の御協力をいただき進めて参りたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

  

  それでは、委員長の職務代行者の指名ということでございます。 

事前に内諾をいただいております福島大学の荒井委員に職務代行をお願いしたいと考えてお

りますが、委員の皆様方、よろしいでしょうか。（「異議なし」の声あり） 

  ありがとうございます。 

  それでは、技術検討会規定第２の４に基づきまして、荒井委員を、委員長職務を代行する委

員として指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

 ２．補助事業評価技術検討会の公開方法 

○藤﨑委員長 

  続きまして、議題の２に進ませていただきます。 

  技術検討会の公開方法についてということです。こちらにつきましては事務局からご説明い

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

  それでは、本検討会の公開方法につきまして、口頭で３点提案させていただきます。 

  １点目は、技術検討会の公開方法について、「政策評価に関する情報の公表に関するガイド

ライン」の規定に基づきまして、本検討会に係る会議を一般傍聴による公開の取り扱いとする

こと。 

  ２点目は、資料等の公表について、会議に係る提出資料及び議事の概要は、検討会終了後、

速やかにホームページで公表し、議事録は取りまとめ次第、発言者を明記の上、ホームページ

で公表すること。 

  ３点目は、本会の取り組みの紹介といいますか、いわゆる広報活動についての御了解となり

ます。技術検討会による事業評価への多様な意見の反映や客観性、透明性の確保に係る取り組

みを広く知っていただく趣旨から、会の様子を撮影して、ホームページで紹介する取り組みが
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見込まれていますので、委員の皆様方にあらかじめご了解をいただきたいということでござい

ます。 

  以上３点について提案させていただきます。 

  なお、併せまして、本日の検討会の開催に当たり一般傍聴の申し込みを募集しましたが、申

し込みがなかったことを報告させていただきます。 

 

○藤﨑委員長 

  ただ今、事務局から技術検討会の公開方法等について３点提案されました。１点目は、一般

傍聴を認めるということです。本日はたまたま傍聴希望者がいなかったようですけれども、本

会について一般傍聴による公開とするということ。２点目は、本会議に提出されている資料及

び議事録を発言者明記の上で公開するということ。３点目は会議風景を写真に撮って公開する

見込みということですので、皆さま方のお顔が公表され得るということです。以上３点につい

て、お認めいただけますでしょうか。よろしゅうございますか。（「異議なし」の声あり） 

  ありがとうございます。 

  それでは、事務局からありました３点とも認めるということですので、発言者明記の議事録

を含めて公表され、会の様子を撮影した写真データについて広報に使われ得るということにな

ります。よろしくお願いしたいと思います。 

 

 ３．事後評価について 

（１）補助事業評価（事後評価）の進め方 

○藤﨑委員長 

  それでは、続きまして議題の３、「（１）補助事業評価（事後評価）の進め方」について、

事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

  それでは、私のほうから説明させていただきたいと思います。 

  （資料１説明） 

 

○藤﨑委員長 

ただ今、進め方について御説明いただきましたけれどもよろしいでしょうか。 

今年度の技術検討会は２回予定されています。本日の第１回では、これから説明されます地

区別の結果書（案）に対して、忌憚のない御意見を委員の皆様からいただきます。 

その意見等に対しまして、第２回に向けた修正等を事務局中心に作業していただきます。 

第２回では、修正等された結果書を踏まえて、事業制度のあり方等についての意見の取りま

とめを行うという流れになるかと思います。 

何か進め方についての御質問等はございますか。よろしゅうございますか。 

それでは、お認めいただいたということで、続きまして本題に入りたいと思います。 

 

（２）補助事業評価（事後評価）地区別結果書（案） 
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○藤﨑委員長 

  議事３、（２）補助事業評価（事後評価）地区別結果書（案）について、御説明をお願いしま

す。 

 

【かんがい排水事業「二本柳地区」】 

○藤﨑委員長 

最初に、かんがい排水事業「二本柳地区」についてお願いいたします。 

 

○水利整備課 

（資料２、資料３説明） 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございました。 

それでは質疑に入ります。各委員より御意見及び御質問をお願いしたいと思います。 

五十音順で荒井委員からお願いすることとなりますがよろしいでしょうか。 

 

○荒井委員 

  それでは少し発言させていただきます。 

  だいたい全体の概要は理解できました。 

書類に正確を期すということで、幾つかの確認事項と、教えていただきたいことを発言させ

ていただきます。 

まず、結果書の１頁、非常に細かな点なのですけれども、事業内容の３つ目に「受益者数」

318 人とあります。別の資料では「戸」ということになっています。「受益者」は経営者だけ

ではなくて家族にも関わるような気もするので、どちらの記述が適当なのかということを感じ

ました。 

次に２頁ですが、表の注書きに、認定農業者数については平成 17 年度のデータがないとさ

れていますが、この時点では、市町村の認定農業者数は統計として整理されているのではない

かと思いますので、どうして平成 17 年度のデータがないのか少し説明していただければと思

います。 

次に、事業効果の中で、地産地消促進効果という非常にいい効果が出ているということを確

認されたと思うのですけれども、その中で直売所等への野菜の契約出荷ということでしょうか。 

これは非常に珍しい形態だというふうに感じまして、もし直売所でそういうふうな、この事

業をきっかけに新たな契約方法での栽培が発展したということであれば、わかる範囲で結構で

すので、少し御教示いただければ幸いと感じました。 

次に、これも細かな点で恐縮なのですけれども、４頁の（２）の②担い手の体質強化という

ところで「5.5ヘクタール以上」という非常に細かな単位で区分しています。通常は「５ヘク

タール以上の農家が何％」という形で示すのが一般的なのですけれども、この区分単位とされ

た理由を教えていただきたいと思います。 

次に、これも細かな表現なのですけれども、５頁、５の（２）自然環境の①のところで、「特
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に貴重な動植物」とういう表現をされ、その直後には「希少な動植物」という表現もされてい

ます。この表現については、生態学の専門家の意見を聞かないと少し分かりかねるのですけれ

ども、「貴重な動植物」と「貴重でない動植物」の区別をすることは理論的には少し難しいよ

うな気がするのですね。 

希少であるか希少でないかという点は明確にできたとしても、貴重であるか貴重でないかを

価値判断するのは少し学問的には難しいと思いますので、表現について御検討いただきたいと

思います。 

次に、５頁、事後評価結果のところで、これもかなり細かいところで恐縮なのですけれど、

１行目の「主にそばから大豆、トマト、ばれいしょ、かぼちゃ等の野菜類」という書き方をさ

れると、大豆も野菜類に含まれるということになりますので、例えば、「大豆及びトマト、ば

れいしょ、かぼちゃ等」として、野菜はトマト以降と示されたほうが文章表現として正確にな

るのではないかとの印象を受けました。 

最後に、評価結果の柱として「複合化による生産の向上」という点を前面に出しているので

すけれども、全体の事業効果を見ると、排水路が整備されて、土砂上げなどの労働時間が削減

され、経営規模が拡大できているという、イメージとしてはこの点の効果が大きいと見受けら

れます。 

一般的には、「水稲生産における省力化による規模拡大の効果」と「複合化の効果」のどち

らの効果もあるのですけれども、本地区の評価結果では、複合化の評価が意識的に前面に出さ

れているような気がします。具体的にどんなふうにすれば良いかという対応意見は特にないの

ですけれども、評価結果に対してそんな印象を受けたということです。 

 

〇藤﨑委員長 

  ありがとうございます。 

  評価書の書きぶりも含めての意見ですので、委員の皆様には、細かい表記の点も遠慮なく御

指摘いただけますと幸いです。 

 今のご意見につきまして、評価主体から、この場でお返事いただける部分はある程度いただ

ければと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 

○事務局 

それでは、事業担当課の回答の前に、事務局から少し形式的なところをお答えしたいと思い

ます。 

まず、受益者数の記載において、「人」及び「戸」と表記がばらついているところですが、

表現をきちんと合わせるということで、御了解いただければと思います。 

次に、統計数値を示す付表中に、認定農業者の平成 17 年数値がないというところですが、

御指摘のとおり地区に係る関係機関・団体に聴取すればデータとしては明確となるところでご

ざいます。 

ただし、ここの事項については、個別地区に係る統計データを示すというよりも、当該評価

対象地区を取り巻く地域の状況を述べ連ねている部分でございます。その指標となる統計数値

については、農業センサスを主体として整理してございます。 
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このため、農業センサスには平成 17年の数値が残念ながら無いということでございます。 

なお、過年度評価地区も同様な取り扱いとさせていただいてございますので、事務局として

は、現行のこのままにさせていただきたいと考えております。 

なお、現場の平成 17 年の認定農業者の実態値について、後ほど別途委員の皆様に御提示す

る対応をさせて頂きたいと思います。 

 

〇藤﨑委員長 

今の件ですけど、「平成 17年がないから、平成 25年を使用した」ということは、17年の欄

に 25 年の数字を書いていると理解できるのですけど、２年間で 300 人も増えるというのは考

えにくいので、「平成 27 年の数値がないから 25 年を使用した」という誤記ではないかと私は

理解しているのですけども、いかがですか。 

 

○水利整備課 

これに関しては、聞き取りのデータになります。17年に書いてある 536人というのは 25年

のデータを記載させていただいております。 

 

〇藤﨑委員長 

ということは、３年間で 300人増やしたということですね。 

 

○水利整備課 

聞き取りの結果によればそうなります。 

 

○事務局 

すみません、ちょっと整理できていなくて恐縮なのですけれども、これは市域全体ですので

すので、合併等々の影響もありますので、もう少し体系的に整理して、説明させていただきた

いと思います。 

 

○藤﨑委員長 

事務局から回答いただくのは今の部分だけということでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

いいえ、あとは現場からの聞き取りによる、地産地消の状況とか担い手の体質強化の表記の

関係とかという部分ですので、事業担当課のほうから説明させていただきます。 

 

○水利整備課 

野菜の契約出荷に関しては、今データを持ち合わせていないため、確認の上後ほど回答させ

ていただきます。 

経営規模の 5.5以上という区分は、5.0が一般的ではないかという点に関しては、ききとり

において、「実態は 5.5以上が 35％を占めている」という結果を踏まえたものになります。5.0
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というのが一般的な書き方ということですので記述を改めたいと思います。 

「貴重な動植物」としたり、「希少な・・・」としたり、二つの記述が存在しているこ点に

ついては、確認させていただいた上で記述内容を検討させていただきます。 

 

○藤﨑委員長 

この場で全てご回答をいただく必要はないのですけれども、コメントできる部分があればい

ただきたいということです。 

特に最後の事後評価のところで、複合化のほうを上に立てているけれどもというところにつ

いてのご意見は、そのようなことでよろしいですか。 

「稲作農家の規模拡大よりも、複合化をまず評価の前面に押し立てている」といった順番の

問題をご指摘いただいたかと思うのですけれども、それはまたゆっくり考えるということであ

ればそれで構いませんけれども。 

 

○水利整備課 

少し検討させていただきたいと思います。 

 

○藤﨑委員長 

それでは、続きまして梶原委員、よろしくお願いします。 

 

○梶原委員 

よろしくお願いします。 

質問等はないのですけれども、まず環境関係について少し。 

環境の変化について、水はけをよくすると同時に、動物、植物が多様性を持って生息できる

環境配慮型の排水路ということにされているので、少し環境配慮型のほうは見せる部分だけと

いうような印象もあったのですけれども、ある程度は成功しているのかなと思います。という

のは、住民の方々、それから子供会、あるいは小学校ですか、小学校は「水の学習」は３年生

ぐらいだったと思うのですけれども、その中にちゃんと取り込まれているということで、評価

できると思っています。 

それから、現地調査のときに青年部会長さんが、「田んぼのほうも見てほしい」というよう

なご発言をされていました。 

対立的に農業と生活があるのではなくて、むしろ農業のほうからふだん農家の方々が見てい

る土の様子とか、それからその中にいる生物とか、そういうものを見てほしいという意味で、

排水路だけではないところにも何か環境配慮の、県が言うところの環境公共ですか、そういう

取り組みへの理解が進んできているのかなと思いました。 

ただ、このあいだは豪雨の後で現地調査に行ったのですけれども、非常に排水の状態がよか

ったのは確認できました。その後の生物調査についてですが、２回ほど行われているようです

けども、もう少しデータを根拠としていろんな多種類の生物がどれ位いたのか、ということが

少しでも書けるような評価のあり方になると、文字だけではない良い評価になるのではないか

と思っています。 
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○藤﨑委員長 

ありがとうございます。今の件については広い視点からの御意見ですので、盛り込めるかど

うかも含めて御検討いただくということでよろしいでしょうか。 

（事務局了解） 

ありがとうございます。 

それでは、続きまして小山委員、よろしくお願いします。 

 

○小山委員 

先日の現地調査で拝見し、この資料にある事業が実施される前の写真と比べても、やはり以

前の大変老朽化した排水路というのは、それを維持していく生産者はじめ地元の方たちのご苦

労も大きかったのだなということはよくわかりましたので、このような事業を実施する意味と

いうものが大きいということは実際感じました。 

特に印象に残ったのが、今、梶原委員もおっしゃいましたけれども、あのときの豪雨の後も

非常に排水がスムーズであったということと、それから生産者の方が言っておられた、「以前

はお米の収穫前の時期に田んぼにあふれて非常に困った」というふうなお話が印象に残ったの

ですが、４頁の③に、「降雨時の災害リスクの懸念が払拭されている」というふうな書き方が

あるのですが、そこをもう少し一般の方にもわかるような、具体的に今までどういうふうな災

害というかそのようなリスクがあったのかという記述がもう少しあってもいいのではないか

という、特に４番の、例えば台風ですとか収穫時のいろいろな被害などの状況が少し書かれて

もいいのではないかという気がいたしました。 

あと、13 ページの表中の排水路の転落防止柵ですが、全てに転落防止柵が付いたわけでは

なくて一部であるということ、それから特に大きな転落事故のようなものはなかったというこ

とで、今後起こるかもしれない事故に対する安全性の確保という点では意味があることだなと

思ったのですが、この表で耐用年数が４年となっているのですが、これは非常に短くはないか

なと思いました。 

このような事業において、耐用年数が４年ということは、４年経ったらまた新たに更新しな

ければならないということになるのでしょうか。同様の事業をするときにはもう少し耐用年数

の長いものにしたほうがよろしいのではないかと思いましたが、この辺は一般的にこのぐらい

のものなのかどうか、少し教えていただければと思います。 

以上です。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

○水利整備課 

４頁の災害の内容といった点については、もう少し具体的な記載内容とすることを検討した

いと思います。 

また、13 頁の安全性向上に関する転落防止柵の耐用年数なのですけれども、これは平成 24
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年の事業完了時点から今回の事後評価時点まで６年経過しております。 

もともとの転落防止柵の耐用年数は 10 年と設定されておりますので、整備後から事後評価

時点まで６年経過しているため、10 年の耐用年数からマイナス６年した残り４年が、事後評

価時点における耐用年数という意味合いで「耐用年数４年」という書き方としています。 

 

○小山委員 

すると、耐用年数そのものは 10年あるということなのですか。 

 

○水利整備課 

事業を実施し完成した時点で、転落防止柵については 10 年の耐用年数を有しているという

ことです。 

 

○小山委員 

そうですか。何かわかりにくい書き方かなと思いますがどうでしょうか。 

 

○水利整備課 

わかりました。もう少しわかりやすくしたいと思います。 

 

○藤﨑委員長 

今のお話は、確かに経過年数が４年だからという言い方にすると、ほかのところで「24年」

とか記載されているところはどういうことになるのだろうと思います。 

 

○水利整備課 

これも本来の耐用年数 30年から、経過年数６年を引いて 24年という表記になります。 

 

○藤﨑委員長 

そういう意味なのですね。経過した分を引いてということですね。残り部分がということな

のですね。 

それでは、中村委員、お願いします。 

 

○中村委員 

中村です。 

私からは、５点ほど気がついたことを少し申し上げたいと思います。 

まず２頁についてです。先ほども少し議論になったところですけれども、農業センサスを使

った地域の概況の説明のところなのですけれども、「農家戸数」とありますが、これは販売農

家に限った数字なのかどうか。一応統計では販売農家と自給的農家は分かれているわけですけ

ど、自給的農家も結構な数となりますので、もし販売農家に限った数字であればそのことを明

記されたほうが良いのかなと思いました。また、センサス上の経営体には、販売農家の外に法

人等もあると思うのですが、農業経営体ではなくて販売農家戸数のみの表示となっているので
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すけども、農業法人等の動向、あるいは集落営農組織の動向はどうなっているのかというのも

少し気になったところであります。これが１つ目です。 

２つ目は、３頁の中ほどにあります（２）維持管理費の節減のところですけれども、この節

減効果は大きいと思うのですが、これが実際の農家の負担といった農業経営への影響というこ

とでいきますと、経常賦課金の節減、低減に若干でもつながる面があるのかどうか。金額的に

は 316万円ですか、大きくはないのかなと思いますけれども、一応その点を確認させていただ

きたいと思いました。 

３つ目は、４頁の水田畑利用の推進というところで、①の部分ですね、６行目あたりに、そ

ばから転換が進んで、「輪作体系下での複合的な経営への移行が促進されている」とあるので

すけれども、輪作体系とまで言って良い状況なのかどうかというところが少し気になります。

輪作となると高度な土地利用調整なども必要になると思いますので、その辺はどうなのかなと

思いました。 

４つ目は、同じ頁、先ほど荒井委員からも御指摘あったところとなります。「5.5 ヘクター

ル以上」とありますが、「１戸当たりの経営規模は」云々とはじまる記述としては少し日本語

がおかしいかなと思います。「１戸当たりの経営規模は 5.5ヘクタール以上の農家が 35％を占

めるまで拡大しており、」とあるので、規模階層別の戸数のことを言っているのか、１戸当た

りの経営規模のことを言っているのか、少し混在しているのかなと思いました。そこを整理し

ていただいたほうが良いのかなと思っております。 

５つ目は、５頁の中ほどのところ、５の（２）自然環境の②です。生き物調査等を行ってい

るという記述ですけれども、調査を行ったというだけでなくて、これが今求められている環境

教育にも役立っているのだということを、積極的な面を明記されたらどうかと思いました。 

もう１点、事後評価結果の下のほうですが、「そばから大豆への転換、あるいはトマト、ば

れいしょ、かぼちゃ等の野菜類への転換」とありますが、転換だと従前そばを作付ていたとこ

ろが変わったということを意味すると思うのですけども、それ以外に畑作の部分が面積的に拡

大しているのかどうか、その点はどうなっているのかと思いました。作物で見ると、そばとい

う非常に粗放的な作物から大豆への転換ということは、結構機械も使うと思うのですけれども、

そういう点では大豆作を行えるような担い手が育成され出現してきているのか、そのあたりも、

効果という点で記載されても良いのではないか思ったということです。 

以上です。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。 

 

○水利整備課 

２頁、１つ目の質問なのですけども、販売農家だけではなくて、総農家戸数として統計デー

タから拾ってきているものになります。販売限定ではありません。 

 

○中村委員 

総農家を対象にしているということですね。センサス上の農業就業人口などは、販売農家の
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みの調査になっていると思いますので、農家戸数を販売農家と自給的農家に分けて、農業就業

人口は販売農家のみという形に正確に表記されるなどしたほうが良いと思いました。 

 

○水利整備課 

わかりました。ありがとうございます。 

営農組織が地域としてどうなっているのかという点は、確認の上、後ほど回答したいと思い

ます。 

３頁の維持管理の軽減によって農家の賦課金が下げられているかという点は、おそらく下げ

てはいないと思うのですけれども、改良区に聞き取り確認の上、後ほど回答したいと思います。 

４頁の輪作体系下にあると言えるのかという点は、こちらも確認が必要ですので後日回答し

たいと思います。 

１戸当たりの経営規模に関する記述については、再度検討させていただきたいと思います。 

５頁の環境教育に実際に役立っていることも記述したほうが良いとの点は、追記できる内容

を検討の上記載したいと思います。 

最後に、評価結果において、畑において作物が転換されているという記述の点についてです。 

２頁から３頁にかけて作付面積の変化を記述しています。水稲の面積が全体で 290ヘクター

ルに増えている中でそばが大幅に減っています。小麦はほぼ同水準でトマト、ばれいしょ、か

ぼちゃは増えていますので、そばから転換したという記述になります。 

本地区としてみれば、水稲面積の拡大に応じて畑としての利用面積がトータルでは減ってい

るということになります。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。 

続いて渡辺委員、お願いします。 

 

○渡辺委員 

渡辺です。 

私のほうからは、ご教示いただきたい部分と、気づいた点というところとなります。 

まず２頁ですが、先ほどから御指摘のある農林業センサスについては、この農林業センサス

の示す数字というのが４つの農業集落を合わせた範囲となっております。一方、２頁の下「作

付面積」から始まって「生産額」までに至るところについての地区というのは、これは事業内

容にも書かれている二本柳地区ということになるのでしょうか。 

 

○水利整備課 

そうなります。統計数値のところは、地区を取り巻く情勢の変化を示しておりまして、受益

地区内に限定したものではなく五所川原市全体としての数字となります。 

「２」以降がこの地区に特化した記述に通常なっております。 

 

○渡辺委員 
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出典のところには、その範囲を示す地理的名称として五所川原とか南部土地改良区というふ

うになるので、わかりやすく書くのであれば、何か表の上のほうに「二本柳地区における」の

ような注記があったほうが親切かなというふうに思いました。 

続きまして、その２頁の作付面積のところなのですが、そばからの転換というところがこの

地区を説明するには重要になってくるような気がするのですが、そばの作付面積が 10 年間で

45 ヘクタールから 3.5 ヘクタールに減少したということになるのですが、それに伴う生産量

の数値というのはこれで間違いないのかというふうに少し気になったのですが、具体的には、

3.8トンから 0.7トンへ減少したということになるのですが、面積減少度合いに比してはずい

ぶんと生産量の変化の幅が小さいようにも思うのですが、これは間違いないということでよろ

しいでしょうか。 

 

○水利整備課 

生産量は面積かける単収で求めています。面積は減少しましたが単収が平成 18 年度の８㎏

から 29年度には 20㎏と増大していますので面積の変動の割に生産量はあまり変動があるよう

に見えていません。 

 

○渡辺委員 

単収が非常に伸びたということになるのですね。 

 

○水利整備課 

面積の減少を補って単収は伸びているという形になります。 

 

○渡辺委員 

わかりました。 

それから、４頁で、先ほど中村委員のほうから輪作体系の話が出ていたのですが、私も少し

気になりまして、ここで言う輪作体系に該当するような作物というのは、文章から読み取りま

すとトマト、大豆、かぼちゃ、ばれいしょということになるようなニュアンスでよろしいので

しょうか。 

 

○水利整備課 

先ほどありました御質問も踏まえて、輪作体系と言えるものかどうか検討したいと思います。 

 

○渡辺委員 

輪作体系というのが正しいとなれば、事後評価の一時点だけの整理を以て各作物の例えば生

産量とか単収をはかることが妥当なのかどうかというような疑問が出てきますので、その点も

配慮というかご検討いただければと思います。 

 

○水利整備課 

はい、わかりました。ありがとうございます。 
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○渡辺委員 

続きまして、４頁の②の担い手の体質強化について、本事業の実施前と実施後という形での

記載が散見されるのですが、担い手の体質強化のところにも、１行目に関しまして本事業がき

っかけとなって認定農業者数が増加すると書かれておりますので、これはできれば客観的な数

値を出したほうがいいのかなと思っております。認定農業者数が事業前と事業後で数値として

何％とか、あるいは何戸増えたのかという記載とされたほうが、よりわかりやすいのかなと思

いました。 

それから、４頁の（３）事業による波及的効果等における①の部分なのですが、ここの３行

目に「少量多品目の多様な農産物が販売」というふうになっています。 

この記述は、「本地区において」と１行目に書いていますので、二本柳地区についてという

ふうに理解できるのですが、それを上記の作物のみで少量多品目と言えるのかどうかというこ

とも少し気になったところでした。 

私からのご教示のお願いは以上になります。 

 

○水利整備課 

輪作体系下の部分と少量多品目の部分に関しては、確認の上、適宜修正したいと思います。 

 

○藤﨑委員長 

ほぼ一問一答の感じで進めていただきました、ありがとうございました。 

渡辺委員の中の冒頭の「本地区」とか「本地域」という言葉の使い方なのですけれど、やは

り厳密性に欠けると感じます。１頁の一番上、１の（１）の１行目では、「旧五所川原市」と

して、それが金木と市浦と合併し現市となるのですけど、「以下「本地域」という」としてい

ます。これは旧五所川原市と書きながら、現市は金木、市浦と合併しているから金木と市浦を

含んでいないという意味で本地域と言っているのか。 

ここの文章は少し意味がわからないので、合併したので除いているのか含んでいるのかよく

わからなく、かつ、ここを「本地域という」と言いながら、２頁の一番上の表のすぐ下の※印

のところに「本地域は、本地区と近似となる」といい４つの集落を本地域という言い方で定義

しています。少しこれは混乱を招きますので、全体を通じてどの地域の広さを対象とした数値

なのか厳密に表現いただきたいと思います。 

あと、後の生産額等の「土地改良区聞き取りによる」といったところは、二本柳地区の数値

というふうに地元がされているからそうなのだということで、それがどの程度妥当な代表値な

のかについては、聞き取りをする上で厳密さが乏しくなるのはしようがないと理解しています。 

ただし、繰り返しになりますが統計による部分についてその辺少し厳密な取り扱いをお願い

できればと思います。 

ここまで時間がだいぶ長くなっているのですけれども、私のほうからも若干コメントをさせ

ていただきたいと思います。 

この地域は、先ほどの説明にもありましたように、「水稲作がぶり返している」という部分

が現実としてあるにもかかわらず、水田畑利用の推進とか促進とか、それから地産地消という
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ほうに何か無理やりもっていっている感を強く感じるのですね。 

例えば、現地事情で飼料米の振興とかそういう国策の変化もあって、水稲作に回帰している

ということをもう少し真正面から正直に受け止めたような表現の中で、土地利用型ではない野

菜作についても芽が出始めているという言い方にしてはどうかと思います。 

水田畑利用が進んだと記述しながら、実数字を見ると、水田利用のほうが進んでいて畑利用

の合計値のほうが減っているという状況がありますので、畑利用が進んでいるというふうに繰

り返し強調されると、誤解を招くのではないかというような気がしています。全体としてそう

いうことを感じるので、文面全体を少し考えていただきたいと思います。 

それから、事後評価の最後のまとめのところでも、私はどちらかというと水田経営に及ぼす

影響のほうを第一の評価として掲げて、２番目に畑利用の中での野菜作が始まったというほう

が良いかというふうに個人的には感じています。それを受け止めて、かん排事業としてどうこ

うという話はまた少し別な話になるかとは思うのですけども、本地区の評価としてはそちらの

ほうが良いのではと思っているところです。 

それから、細かいことで２頁の２の施設の管理状況のところで、県営事業に対して国営造成

施設管理体制整備促進事業が使われているということで、少しどういう事業なのかなというこ

とを教えていただきたいと思います。 

それから、３頁の農業生産性の下段なのですけども、農業生産性の向上につながったという

ことで、「畑作物の生育障害の抑制につながったことから、」という記述になっているのですけ

ども、その直後の単収の表を見ると、現況と評価時点で単収が増えているのは、そばが２倍以

上に増えていて、これはある意味そばが育たないところの作付が減ったからだろうなと思って

いるのですけれども、野菜で見るとトマトの単収は減っているし、大豆も単収が減っている、

ばれいしょは単収が増えているけども生産性が向上したと言っていいのかどうなのか。 

ここの生産性が土地生産性を指すのか労働生産性を指すのかということはあるのですけど

も、前段の記述ぶりの生育障害の抑制といったことから土地生産性だと私は解釈しているので

すが、少し単収の表との整合がとりにくいということがございます。 

それから、もう一つ、５頁の③波及効果で周辺地域への波及という整理をされていますけど

も、本事業の実施によりということですが本事業はかん排事業であって、特に本地区は排水路

の整備で排水性の改良につながった地区となります。それが隣接地区のほ場整備事業の取り組

み機運につながるという点、排水路を整備したのがほ場整備につながるという文脈になってい

ます。 

当然、周辺が全く未整備の地区であれば、ほ場整備をすることによって小排水路が整備され

て、全体に地下水が下がるというのはわかるのですけども、もし周辺地域の整備が３反区画農

地の再整備みたいな話だとすると、ひょっとするとほ場整備ということに直結するかどうか少

し微妙とも考えられますので、なぜ線の整備が面の整備の意欲につながるのかというところを

もう少し説明する必要があるのではないでしょうか。今の記述では、水路の整備をしたのにな

ぜ面の工事に波及するのかといった疑問を持つ人がおられるのではないかと思いました。 

次に、同じ頁の５の（１）生活環境の後半の１段落は、これは（２）自然環境の②の話と重

なるので、生活環境に記載しなくとも良いのではというふうに思います。 
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次に、「今後の課題」で施設の長寿命化について記述している点について、大事な視点だと

思うのですけども、工事が終わって５年経過して施設が適切に維持管理されている状況、言い

換えれば老朽化施設の改修を行って５年しか経過していない時点において、本評価の今後の課

題において「長寿命化を図るべき」と求めるというのは、せっかく改修した直後に今後の課題

として長寿命化を突きつけられるのかといった印象が個人的にはあります。言葉のトーンの部

分かもしれませんけど、少し気になる表現ではあります。 

以上、各委員の発言内容につきまして対応をお願いしたいと思います。 

委員の先生方、追加の御発言等ありますでしょうか。特に最初のほうで御発言された方、大

丈夫ですか。 

ないようですので次の地区に進めさせていただきます。 

少し時間が押しておりますのでよろしくお願いします。 

 

 

【草地畜産基盤整備事業「二戸広域第２地区」】 

○藤﨑委員長 

それでは、もう一方の草地畜産基盤整備事業「二戸広域第２地区」の説明をお願いします。

よろしくお願いします。 

 

○畜産課 

（資料２、資料３説明） 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございました。 

予定では 12時 10分に終えることになっていましたけども、このまま事後評価について質疑

応答の終了まで進めさせていただいて、昼休みにさせていただきたいと思います。 

それでは早速質疑に入らせていただきます。本地区については渡辺委員から順番でお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

○渡辺委員 

10 月の現地調査のときには、先進的な事例というふうに私は位置づけたのですけれども、

大変興味深く拝見しました。岩手県の平均の１頭当たりの搾乳量も 9,000㎏を超えていて、山

形県が 7,000㎏台だと思いますので、非常に高いなと思いました。例えばこの地域について見

れば、このＴＭＲとかそういうような部分の効果の発現なのだろうなというふうに感想として

思いました。 

私のほうからは、時間も限られていますので、２点だけ気づいたというか気になったことが

ございました。 

18ページの（２）営農経費の節減のところなのですが、現地調査で説明いただいたように、

搾乳機が 10 ㎏ぐらい、かつての先代の時代はあったけれども、現在はキャリロボで非常に省

力化しているということはよくわかりました。 
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一方で、（２）①のところなのですが、下から３行目の肥育経営においては、肥育期間の短

縮化や自家育成に取り組んだ結果、生産費が非常に想定を下回るという表現なのですけれども、

この生産費というのは肥育経営における肥育期間の短縮化や自家育成の結果についての生産

費の節減を言っているのか、あるいは全体として言っているのかというところの混乱があるか

なというのが１点です。さらに言えば、この肥育期間の短縮化及び自家育成というのは本事業

の効果の発現として位置づけて良いのかということが少し気になりました。 

それから、東北で言えば一番の酪農県、畜産県でありますが、その先進的な岩手県において

は、国際的な管理飼養基準とか、例えばＪＧＡＰとか、あるいは生乳生産の面におけるＨＡＣ

ＣＰのような衛生管理基準との、認定の状況とか、そういうことについては全く触れていない

のですが、そういった点は如何かということと、認定農家数は増えているという話だったので

すが、そこにも事業効果の発現が見えるのであれば、積極的に評価の報告に盛り込んでいいの

かなというふうに感じました。 

以上です。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。 

 

○畜産課 

ありがとうございます。 

ＨＡＣＣＰ等々のご指摘については、表記なりを検討させていただければと思います。 

あと、肥育期間の短縮とか自家育成の部分ですけれども、もともと肥育牛しか飼っていなか

った経営体です。この事業をやることによって、生産ではないのですけれども早い段階から子

牛を導入してきて、育成部門も行うという計画になっておりましたので、これは計画の中での

効果として見ていいのだろうと思います。 

肥育期間につきましては、これは畜舎等の構造なり、計画との関係は全く関係ないとは言い

ませんけれども、確かにご指摘されるところも一部あると思います。聞き取りをしたところ、

実態とすれば、事業実施前は出荷時期が 29カ月であったものが、27.5ヶ月になっているとい

うふうに聞いておりますので、この事業の効果の程度がどれぐらいかというのはあるかもしれ

ませんが、それもコスト低減の効果にはつながっているということだと思います。 

 

○渡辺委員 

ありがとうございました。 

 

○藤﨑委員長 

では、続きまして中村委員、お願いします。 

 

○中村委員 

私のほうからは、まずこの事業の問題意識というか背景にあります輸入飼料の価格高騰とい

うのが、動向等の何かデータ的なものがあると、事業の意義というのがより明確になるのかな
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と思いました。それがまず１点です。 

それから、飼料作物の生産に関してなんですけれども、現地調査のときにライ麦を導入して

いるという、そういう試みをされているということでしたので、草地基盤を整備することによ

って草地の利用も高度になっているという面があるのではないかと。そういうことも書き込む

ことができないかなと思ったのが２つ目であります。 

それから、20 頁の上の③担い手農家の育成というところなのですけれども、現地調査を行

った農場でしたか、従業員の方を３名ほど雇っているということです。これは担い手育成とい

う面もありますし、あと地域で就業機会を提供している、若者に対してですね、そういう面も

あると思いますので、その効果も表してもいいのかなというふうに思いました。 

あと、その下の（２）土地改良長期計画における施策と云々とあって、①担い手の体質強化

の文章で、「飼料基盤の整備等を契機に、事業参加者への農地の集積が進んでおり」というふ

うにあるのですけれども、集積が進んでいるのはこの事業地区だけじゃなくて、この事業に参

加した農家に、事業に参加していない農家の離農跡地だとかというのが集まってきているとい

うことですよね。その辺のメカニズムというか、草地基盤を整備したことでそういう拡大の余

力が経営に出てきて集積につながったと見てよろしいのかどうかですね。この点は質問という

感じですけれども、よろしくお願いいたします。 

 

○畜産課 

資料の反映の部分については、検討させていただくということにさせていただければと思い

ます。 

先ほどの飼料価格についてお話しさせていただきますと、まずは購入飼料というと一般的に

濃厚飼料が流通している飼料で、これが経営内でもかなり高い割合を占める費用になります。

これの動向を、農業物価統計の数字の話を若干させていただきますと、平成 18 年で配合飼料

の乳用牛飼育用というものを例にとりますと、バラ１トンで 52,580 円です。29 年が 67,670

円ですから、29％ぐらい上がっているというような数字になってございます。あと、基本やっ

ぱり草地の造成整備、この事業をやられるという方は基本的に規模拡大の意欲のある方たちと

いうことでございます。今後も拡大していきたいという意思のもとで、事業に着手したのを契

機としてまた離農跡地を集積して、効率的な大きい経営体になっていっているというのが実態

だと思います。ですから、先ほど言われたようなことも働いてはきているのだろうとは思いま

す。 

 

○中村委員 

この事業を契機に、基盤、草地そのものも使いやすくなって、また機械、施設も良いものに

して、それによって規模拡大が可能になり、より効率的化が進み、集積が進んだという、そう

いうことで、もちろん意欲もあるのだと思います。ありがとうございます。 

 

○藤﨑委員長 

それでは、続きまして小山委員、お願いします。 
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○小山委員 

先進事例を見せていただいて、いろいろと勉強になりました。 

特に草地というのは、一般的に私たち素人は平地というイメージがあったものですから、あ

れだけの山間部の急斜面の中でも機械化が進んでいるということを、現地を見ることで初めて

わかりました。なおかつ、現地調査の時に質問したことに対して、後日の事務局からの御返答

の中で、とにかく飼料を自給していくということがこれからの日本の畜産、酪農で本当に重要

なことだと思いますし、それからそれを飲食する側としても大変ありがたい、そういう方向に

進んでいくことがいいことだなと思っている立場からいたしますと、自給飼料の確保が岩手県

は元々ほかの県に比べて進んでいた、その中でも当該地域は特に自給飼料の確保が図られてい

る上に、岩手の中でもかなり進んでいるというご回答がありました。29 年の畜産統計からと

いうことで。その辺のところが、先進の事例としてもう少し具体的にあってもいいのかなとい

う感じがいたしました。 

あともう一つは、かんがい設備のようなことと違って、かなり絞られた経営体への補助とい

うことにこういうケースはなるわけなのですが、現地調査のときに、こういうふうな補助事業

があったから規模拡大ができたのだというお話を伺いましたので、非常に意味のあることだと

いうことを感じました。ただ一方では、例えば今の乳価が非常に安いと。大体㎏当たり 117円

で、これであれば結局ずっとこのような補助金に頼っていくということにならざるを得ないと

いうことで、これが本当は㎏当たり 200円ぐらいでもいいのではないかと思うけれども、せめ

てやっぱり生産費等、補助金がなくても経営できるようになるためには、㎏当たり 150円ぐら

い必要なのだというふうなお話を現地で伺いました。このような補助事業は非常に重要である

と同時に、補助金に頼らなければ経営ができないということにならないためにはどうあるべき

なのか、私は、乳価が安過ぎる、ペットボトルのお水よりも安いというような乳価のあり方が

一番の根本の問題だと思いますし、それは飲む側の意識を変えていかなければいけないことだ

とは思うのですが、この事業そのものについて、流通のことにまで踏み込むことは当然できな

いわけですが、国の農業のあり方や食のことを考えたときに、やはり一方ではその辺を考えて

いかないと、これだけの事業を国の予算を使って実施しても、その先がちゃんと健全な、より

発展的な経営ができる方向に行くのかなと、ちょっとその辺は危惧を覚えたところもございま

した。とは言いつつも、とにかく草地を拡大して、自給飼料を広げていくという点では非常に

よい事例だと思いました。 

 

○藤﨑委員長 

いかがですか。よろしいですか。 

 

○畜産課 

貴重なご意見、ありがとうございます。 

今、乳価のお話をいただきましたけれども、現行の㎏当たり 110 円程度の乳価というのは、

これは実は加工原料乳の価格と飲用乳の価格を合わせた通称プール乳価とか総合乳価とか言

われているものでございます。確かに農家の方たちがおっしゃるとおりに、今の補助金に頼っ

た経営体質が果たしていいのかという、そういう疑問をいっぱい持たれている方も確かにいま
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す。我々も、施策として一生懸命取り組んでいるのが、販売乳価ではなくて農家の手取り収入

としてどう確保するのかという部分が非常に今大きな課題になっているところです。小山委員

がおっしゃるとおりに、㎏当たり 100円ぐらいの牛乳がという話がございますけれども、いわ

ゆる食育の一環として乳飲料と牛乳の違いとかそういうのも含めて、いろいろな形で食育、そ

れから酪農体験とかそういうことも取り組んでいるところでございます。本当に酪農家も手取

りがもっと増えればそれはそれでいいのでしょうけれども、一方でやっぱり一番危惧するとこ

ろは、これは牛乳だけではなくて畜産物価格全てがそうなのですけれども、あまりにも価格、

いわゆる販売価格、流通価格が高くなり過ぎることによって、そこから消費者の方が離れてい

くということもあるので、そういう意味で販売収入という視点ではなくて、手取りとして収益

性の向上という意味で、コストの低減化であるとか、労働負荷の軽減であるとかということで、

本事業とか、もう一つ畜産の目玉であります畜産クラスター事業とか、そういう各種施策を使

いながら、コストを下げて、消費者に安くておいしい畜産物を安定的に供給するというところ

が今一番大きな課題になっております。いろいろな意味で、高品質化を図って、より高付加価

値を付けて、手取り収入を上げるという施策と、こういう畜産の各事業、それから草地基盤整

備、これも飼料コストを下げるという意味で一生懸命今推進しているところでございます。乳

価については、現在も来年度の乳価、まさしく 12 月３日から食料・農業・農村政策審議会の

畜産部会が始まって、畜産物価格について今議論しているところでございますので、こういっ

た事業も議論の中に反映させて、進めているところでございます。 

 

○藤﨑委員長 

よろしゅうございますか。ありがとうございます。 

それでは、続きまして梶原委員、お願いします。 

 

○梶原委員 

私の解釈で良いのかどうかわからないのですが、非常に成功していると思います。草地面積

も、１戸当たりの拡大がすごく進み、肉用牛はそうでもないのですけども乳用牛も増えた、そ

のほかもいろいろな数値が上がっているのですが、とにかく牛乳がたくさんとれるようになっ

たことと、それから飼料の供給もできるようになって、ＴＭＲもつくれるような形で進んでき

ているのですが、最終的に今後の課題を読むと、飼料をつくり過ぎてしまったみたいな感じが、

全部一戸町の公共牧場ですか、そこがあまり肉用牛の預託頭数を増やしていないから、これだ

け草地を増やしたけれども何かにつながっていないというふうな感じに読めるのですけれど

も、そういう感じでよろしいのでしょうか。確認ですけれども。 

 

○畜産課 

預託頭数だけでいけばそういうことなのですけれども、牧草を供給、販売しているという事

業も行っているわけです。ですから、それがつくり過ぎて無駄になったかというと決してそう

いうことではないと思います。あともう一つ、地域の中での分担としまして、事業には参加し

ていないのですけれども、周年で預託を受けてくれる公共牧場もあります。夏場に預かるよう

な公共牧場もありますので、そういうのもリンクさせながら、牛を受け入れるというのもある、
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そういうところとの牧草の供給のやりとりの動きもあるということで、最終的にはトータルで

効率的に使えればいいということだとは思うのですけれども、一戸町からすればぜひ牛をもっ

と集めたいという気持ちで今後進めていきたいということも考えているということです。 

 

○梶原委員 

そういう現場の御希望を後押し、支援するような別な事業が必要という、用意されているの

かなと。 

 

○畜産課 

それも国の補助事業だけではなくて、例えば牧場を持っている側と使いたい側とのマッチン

グをするような事業とか、またいろいろな仕組みもありますので、そういうのも活用していき

ながらという、別の手だてもございます。 

 

○梶原委員 

そうですね。ぜひ。 

 

○畜産課 

牛飼い屋さんの心理的な部分の話になるのですけど、酪農家は比較的考えないのですけど、

特に和牛の繁殖農家で、自分の飼っている大事な牛を人に任せるくらいなら牛飼いをやめたほ

うがいいという、そういう思いの人がやっぱりまだまだ多いですね。そういう意味で、地域内

生産であるとか、それから労働負担の軽減であるとか、そういう意味も含めて、地域内での分

業化というところでの公共牧場の役割をもっと前広にアピールするべきではないですかと。そ

ういう意味で、地域の中の潜在的能力として牛を飼っている人たちはまだまだいっぱいいて、

なおかつ公共牧場でも使える土地がまだまだあるので、要はそういう人たちに対してもっと牛

を預けてよというアピールのために新たなサービスとか、理解醸成とかというのはまさしくそ

ういう意味です。新たなサービスの中に、例えば公共牧場で預かるときに牛の健康診断なんか

もあわせてやりますよとか、いろんな県組織との連携とかそういうのも含めて検討の余地があ

るんじゃないでしょうかねと。決してつくり過ぎたからとかという話ではないですし、牧場で

つくった粗飼料を地域の畜産農家に供給するということから公共牧場へという、そういう意図

も十分含まれています。 

 

○藤﨑委員長 

それでは、荒井委員、お願いします。 

 

○荒井委員 

この場では３点だけ、発言したいと思います。 

１点目は 19頁の上にある生産費の数値ですけども、まず細かいところから、上の単位、円/

頭の項目は、これは必要ないですね。キログラムだけの単位でまずはいいだろうということだ

と思います。 
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○畜産課 

円／頭を削ります。 

 

○荒井委員 

それで、この事業の目的として経営の低コスト化を図る、実際資料では低コスト化が図られ

ていると、そういうことまで言い切っているのですね。ところが、この数字で見ると生産費は

上がっているということで、表現していることと実際のデータが違っているという、そういう

大きな矛盾があります。それは飼料生産コストということではなくて、初妊牛の価格の上昇と

いう、それがこういう生産費の数字になっているのですけれども、低コスト化が図られている

という表現とはちょっと矛盾しますので、例えば飼料生産コストだけをここにデータとして記

入して、飼料生産の低コスト化が図られているというような形で、データ等が記述内容の整合

性を図る必要が一つはあるだろうというふうに感じました。 

それと、20頁の③担い手農家の育成のところで、これはこれでよろしいかと思うんですが、

ちょっと私の記憶が定かでないのですが、コントラクター組織がこの地域でこの事業をきっか

けに育成されて、それでかなり効率的に飼料生産、収穫作業とかをやられている。これが非常

に事業の効果としては大きいのではないかなという印象を受けましたので、その辺の記述もあ

ったほうが良いのではないかというふうな印象を受けました。 

最後に、21 頁の事後評価結果の内容、非常にあっさりと書かれているのですけれども、い

ろんなやっぱり効果がこの事業を通じて発現しているわけですね。国内飼料生産の安定効果と

か、あるいは飼料生産の低コスト化とか、さらには環境改善とか、堆肥を畑作農家に供給して

畑作の振興を図るとか、たくさんの効果が確認されていると思いますので、前の五所川原地区

でも結構具体的に評価結果を主張していましたので、その辺もう少し具体的に主張していただ

くということと、あとできれば国民目線での評価といいますか、15 億円という多額の事業が

15 戸の農家に対して実施されている。１戸当たり１億円ぐらいになるわけですね。確かにそ

れを実施した農家の経営に寄与しているのは確かなのですが、それ以上にやはり国民に対して

安定した畜産物、生乳の供給体制がさらに強化されたという、そういったような視点が、どう

しても受益者が少なくなることの対応としてちょっと付け足しておいたほうがいいのではな

いかなという、そんな印象で、その辺の判断はお任せしますが、一度ご検討いただければと思

います。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。 

 

○畜産課 

実は先ほどのコストのところなのですけれども、これももうちょっと書き方を検討したほう

がよかったのかもしれませんが、最初に書いているのは自給飼料、いわゆる粗飼料部分のコス

トのことを書かせていただいていまして、後段のほうは購入飼料、濃厚飼料のコストのことを

書かせていただいているということで、トータル的には肉用牛は下がっているのですけれども
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乳用牛は上がっているというような状況になっているというのが１点です。 

あともう一つ、コントラクターですけれども、確かに現地調査でもだいぶコントラクターの

効果があるという話はいただいていたのですけれども、実はコントラクターがこの事業参加者

ではないというところもありまして、事業参加者がやったことによる事業の効果と書けないも

のですから実は入れていないということでございます。 

あと、最後の１点は検討させていただきます。 

 

○藤﨑委員長 

よろしいですか。 

今の荒井先生の１点目のコストの話は、やはり少し書きぶりをどこか工夫して、うまく対処

していただきたいと思いますし、コントラクターの話は場合によったら波及効果かどこかで書

けそうな気もします。直接的な効果ではないのですけれども、場合によったら環境の変化のと

ころに生産環境と入れるとかですね、見出しのつくり方が全国統一かもしれないので難しいか

もしれませんけれども、何か入れられれば入れたほうが良いかなということを個人的に思いま

した。 

時間がかなり超過している中恐縮ですけれども、私からも少し。 

１つは法人化のような話、例えば 20 頁の③で「法人化を果たした」とあるのですけども、

具体的に事業参加者のうち事業期間中に法人化されているのであれば、実績として数字を挙げ

て示すなどされてはいかがでしょうか。 

それと、今後の課題のところですけども、法人化を図って、地域の雇用環境の改善にも寄与

するとか、そんなことも課題に入れてみても良いのかなということも少し感じました。 

もう一つ、今後の課題のところの書きぶりが、あまりに一戸町の公共牧場のことだけを書い

てある印象になっているので、事業実施後の当該地区の課題という観点の中の一つに公共牧場

も絡んでくるような書き方にしなければ、事業の話ではなくて一戸町の公共牧場をどうするの

だということだけを書かれているような印象となりますので、少しその辺の表現を工夫してい

ただいたほうが良いのではないかと感じております。 

 

以上、２地区とも想定時間を超過し申し訳なかったのですけれども、以上で二戸広域第２地

区についての質疑応答を終わらせていただきたいと思います。 

 

 

（３）今後の予定 

○藤﨑委員長 

それでは、（３）今後の予定について、事務局のほうからご説明いただきたいと思います。 

 

○事務局 

今後の予定でございますけれども、冒頭触れさせていただきました。第２回の１月 17 日ま

での間に局内で調整、検討の上で、あらかじめ原案等を示させていただくというところが大き

な予定でございますので、それをもって説明のほうを終了させていただきたいと思います。 
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○藤﨑委員長 

追加の質問は今週中ぐらいで大丈夫ですか。 

 

○事務局 

大丈夫でございます。事務局のほうに一括でいただければ、関係課のほうにふりまして対応

したいと思います。 

 

○藤﨑委員長 

第２回目の場で追加の質問が出てきますと、成果のまとめに支障がありますので、何かあり

ましたら今週中くらいに事務局のほうに連絡頂くということでお願いしたいと思います。 

それから、２回目には我々第三者の意見をまとめる必要があるのですけれども、今回につき

ましては事前に委員長案を委員会開催前に委員の皆様方にお示しするような形で進めさせて

いただいて、委員会当日の時間節減に努めさせていただきたいと思いますので、その点につい

ても御了解いただければと思いますけれども、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 

そういうことで、委員の皆様、大変いろいろと重要な御意見、御質問等いただきましてあり

がとうございました。予定の時間を超過し進行役として申し訳ない状況ですけれども、以上で

終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

事務局、よろしくお願いします。 

 

○事務局 

大変ありがとうございました。 

本日の補助事業の事業評価に関する議事を全て了しました。大変ありがとうございました。 

これからお昼休憩をとらせていただきまして、再開を午後１時 20 分ということでさせてい

ただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

 

では、午前の部をここで終了させていただきます。いろいろありがとうございました。 

 

 

～ 休 憩 ～ 

 

 

○事務局 

それでは、皆さんお揃いになりましたので、議事の４の再評価についてから再開させていた

だきたいと思います。 

まず、再開に当たりまして、東北農政局の高居農村振興部長よりご挨拶を申し上げます。 
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○高居農村振興部長 

委員の皆様、こんにちは。農村振興部長の高居でございます。 

午前の部に引き続きまして、再評価関係の審議となりますが、引き続きよろしくお願いした

いと思います。 

本年度の再評価地区は、現地をごらんいただきました岩手県一戸町の水利施設等保全高度化

事業の奥中山地区となります。本地区は、本年８月に国営事業としての事後評価結果を公表し

ました馬淵川沿岸地区に関連する県営事業でございます。国営事業ではダムを築造しまして、

揚水機場、幹線パイプライン、ファームポンド等を整備し、地区内まで排水しているところで

ございます。本地区では、国営事業で整備したファームポンド等から支線となるパイプライン

を接続し、ほ場までの個別給水栓や共同給水栓を順次整備しております。本地区は、平成 31

年度完了予定ということで、おおむね施設の整備は完了しており、既に効果を発現していると

ころもございます。本地区で発現します効果をもって、他地区のかんがい施設の整備推進に資

するよう、国、県及び地元が一体となって取り組んでいこうというところでございます。 

少ない時間ではありますが、委員の皆様方には本地区の実態を踏まえた忌憚のない意見等を

賜りますことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが私からの再開の挨拶とさせてい

ただきます。どうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 

○事務局 

ありがとうございました。 

それでは、以降の進行につきましては藤﨑委員長のほうにお預けします。よろしくお願いい

たします。 

 

○藤﨑委員長 

それでは、午前はちょっと長引きましたので、午後は手際よく進めさせていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

 ４．再評価について 

（１）補助事業評価（再評価）の進め方 

○藤﨑委員長 

議事の４の「（１）補助事業評価（再評価）の進め方」について、事務局より御説明をお願

いします。 

 

○事務局 

それでは、資料１を説明させていただきます。 

（資料１説明） 

 

 

○藤﨑委員長 
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再評価については、当該地区の事業をこのまま続けることで良いかが主たる論点であるとい

うことで、御理解いただければと思います。特に御質問よろしいでしょうか。 

 

（２）補助事業評価（再評価）地区別資料（案） 

○藤﨑委員長 

それでは、議事４の「（２）補助事業評価（再評価）地区別資料（案）」について、説明をお

願いします。 

 

【水利施設等保全高度化事業「奥中山中央地区」】 

 

○水利整備課 

（資料２，資料３説明） 

 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございました。それでは、質疑応答に入ります。各委員より御意見、御質問をお

願いします。 

 

○荒井委員 

結論には特に異論はございませんが、この事業によってかなり畑作、レタス関係の作物の生

産が盛んになったということですが、これで輪作体系が、たぶんこの地域である程度形づくら

れてきているのではないかと思います。この畑地帯で、この事業をきっかけに新たな作付体系

なり栽培方法が確立されてきているという、そんなことが多少あったような記憶がありますが、

そのあたりを、もし具体的にわかるようでしたら教えていただきたいと思います。 

あとは、外食、総菜等への販売ということで、総菜や外食関係は結構契約栽培的な形で生産

が行われるところはあると思います。この事業をきっかけに、これまでとは違った新しい畑作

の生産、販売体系がつくられたということがあれば、そういったところを打ち出していただく

と、非常にこの事業の効果が理解できて、継続の意味というのが非常に説得性を帯びるのでは

ないかなと、そんな印象を受けました。 

 

○水利整備課 

最初の点に関しては、資料を持ちあわせておりませんので、確認の上、改めて回答したいと

思います。 

２点目の新しい販売ルートでしたりその辺の記述に関しては、検討させていただきます。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。 

それでは、梶原委員、お願いします。 
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○梶原委員 

私も特に問題はないと思っています。現地調査のときに利用されている方々の御意見を伺っ

て、昔に比べて営農が非常に楽になったというのが、まさにその一言だろうと思っています。

このまま続けていただければと思いますが、中には個別給水栓を要望されている方があるよう

に伺ったのですが、その方々への今後の対応が気になったところです。 

○藤﨑委員長 

ありがとうございました。 

では、小山委員、お願いします。 

 

○小山委員 

私はこの地区に現地調査で伺ったときに、若い後継者が２～３人いらっしゃると伺ったので、

決して多くはないと思いますが、これから若い人が、将来にわたってここで営農をされていく

上では、このようなかんがい施設が整っていくのというのは非常に重要だと思います。また、

供用開始から 12 年ということでしたけれども、今の使用状況なども伺うと管理が適切にされ

ているという印象を受けました。あと１年ぐらいで施設整備が完了するということですので、

特に問題はないと思いました。 

１つ伺いたいのですが、３ページのところでも計画変更ということで、１回目、２回目、３

回目と行われておりますが、このような国営事業に附随して行う事業に関しては、その時々の

地元の要望等に基づいて、特に期限なく事業が継続するということはあるのでしょうか。最初

の段階と、それからどんどん要望が増えていって、事業が長期化していくということについて、

どのような考え方があるのか、教えていただければと思います。 

 

○水利整備課 

事業の工期としましては、決まっているものはあります。本地区の場合、１回、２回、３回

と計画変更の度に地区を編入してきておりますが、３回目の計画変更の時点で事業工期を平成

31 年ということとしております。このため、事業工期内に要望が間に合ったものまでを本地

区内に編入している形になりますので、無期限にどこまでも追加して、そのたびに工期を延ば

していくということではありません。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございました。 

中村委員、お願いします。 

 

○中村委員 

高原レタスの産地維持には必要な事業だと思っております。 

私から３点ほどお伺いしたいことがあります。 

１つ目は２ページの中ほど、エの②に費用対効果分析の結果というのがありまして、聞き漏

らしてしまったかもしれませんが、計画時の 2.34から 2.14に変わっているというのはなぜで

しょうか。 
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２つ目はキの地元の意向というところで、下から２行目に「市場へのアクセス向上による農

作業の効率化や省力化など」とありますが、市場へのアクセスが向上するとなぜ農作業が効率

化、省力化されるのでしょうか。そこの仕組みがちょっとピンと来なかったので、教えていた

だければと思います。 

もう１点は、資料３の１ページ目、事業概要、（１）地域の概要のところの４段落目、ここ

で「農家同士の連携が少なく、個別完結的な営農を行っている状態で中核農家の育成・確保が

課題である」とありますが、確かにそうかもしれませんが、事業との関連という点で、ちょっ

と唐突な印象を持ちました。これが書かれている特別な理由があるのでしょうか。 

以上、教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○水利整備課 

１点目の費用対効果分析の変化の要因ですが、それぞれ総費用と総便益で出したものの合計

値の割り算の数値になりますので、当該事業や関連事業で、その辺の数字をそれぞれ突合して

いかないと、一概にこういう要因で 0.2落ちましたと言うのがなかなか難しくて、その辺は確

認が必要になります。 

 

○中村委員 

実際やってみたらこうだったということだけでしょうか。 

 

○水利整備課 

そうです。それぞれ算定した結果で 0.2落ちましたというだけですが、その中身については、

それぞれの項目を比較して整理しないと御説明できない状況です。 

なお、市場へのアクセスの向上によって農作業の効率化につながったという記載ですが、市

場と書いてあるのが農協の出荷先のことで、農道を整備したことによって移動時間が短縮され、

それによって軽減された時間をほかの農作業に充てられているということで、効率化や省力化

という記載をしております。 

○中村委員 

意味は理解しましたが、それは農作業の効率化、省力化とはちょっとちがうのではないかな

と思いましたので、表現を検討していただければと思います。 

 

○水利整備課 

検討します。 

資料３の概要のところの４段落目ですが、現地調査の意見交換のときに、どのようなことで

連携がないと問題なのかという質問がありまして、そのときに、畜産農家と農業用用排水施設

の整備の連携がなっていないという回答をしたところです。御指摘のとおり、本地区について

特に記載しなければいけない文言ではないかもしれませんので、この文言を削除する方向で検

討したいと思います。 

 

○藤﨑委員長 
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ありがとうございました。 

渡辺委員、お願いします。 

 

○渡辺委員 

現地調査を踏まえて、この事業が行われる前はメダル式の給水栓で各農家さんがトラックに

水を汲んでという話を聞いて、本当にこの事業の有用性みたいなところを考えながら聞いてお

りました。その上で１つ今後に向けてということですが、このような大規模な畑地かんがい施

設や農道の整備をする事業を通して、農家さんの作物選択の幅がどのように広がったのかとい

うこと、あるいは単収のような土地生産性の話というのがたぶん数値的に大きく変わったので

はないかというふうに予測しますが、そういったところを盛り込んでいただければと思います。

事業が 90％近く終わった中で、かつ 10年以上前から動き出しているので、そういうところが

見えるのであれば、途中経過的な意味も含めて状況を知りたいなと思いました。 

それから、現地調査の時、十分に理解できなかったことですが、今回の事業でかんがいが可

能な面積と農家さんが実際に使われている面積に違いがあるとお伺いしました。現在、この事

業で整備可能な面積のほうが広くて、農家さんが利用している、事業に参加している畑地の面

積のほうが小さいということで、その差はどういうところにあるのかという質問に対して、そ

のときの御回答では将来的に検討するというようなニュアンスをお受けしたのですが、それは、

現在は給水施設が必要ない、あるいは意欲とか、余力がないというような農家さんの土地を、

意欲がある農家さんが将来的にそのような土地を集積することを見越しての事業なのかとい

うことにつきまして、ご教示いただければと思います。 

 

○水利整備課 

資料３の６ページの部分も若干関連はあるのですが、受益面積というところで、今実施して

いるのは「地元の熱意が高い地域等」と書かせていただいておりますが、要望があったところ

から順番に進めているという状況で、今後も計画的に町と調整を図りながら、順次事業に着手

していくということになりますが、資料３の２ページの図を見ていただきまして、今実施して

いる当該事業は赤丸のエリアで、これまでに終わっているところは地区を赤囲みで、実施中の

地区を緑囲みで、未着手の地区を青囲みで表しており、まだ未着手の地区というのが周辺にあ

る状況です。事業実施中には要望が上がらなかったが、事業完了後、様々な事情で新たにに個

別給水栓等の整備要望が出た場合は、青囲みの地区を実施する時に、随時取り込んで、一緒に

施工していくというような流れになります。 

 

○渡辺委員 

この質問は、現地調査の際に数人の委員から出た質問で、恐らくそれに関係する御回答とい

うふうな形で承ったのが、事業評価技術検討会の補足資料の１ページの部分に関わるのだろう

なというふうに推察しまして、先ほどから拝見しておりますが、今の御回答だとそれ以外の青

く囲まれている地区について熱意があるところからということでしょうか。 

 

○水利整備課 
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奥中山中央地区としては 353haという数字を出しておりますが、そのうち本事業で整備を実

施しているのが要望のあった 224haで、単純に受益面積のうち 129haが本事業ではかんがい施

設等を整備しないという形になりますが、今後、要望があれば、先ほどの青囲みの未着手地区

の中で取り込んでいって実施していくという流れになります。 

 

○渡辺委員 

353haはあくまでも整備可能なという意味でしょうか。 

 

○水利整備課 

そうです。 

 

○渡辺委員 

わかりました。ありがとうございました。 

 

○藤﨑委員長 

今の御質問、委員長もわかってないのですが、青く囲まれた地区を実施する時に、奥中山中

央地区で未着手、未整備だった農地を事業区域に取り込む可能性もあるというお答えですか。 

 

○水利整備課 

はい、そうです。 

 

○藤﨑委員長 

理解いたしました。ありがとうございました。 

委員長から、単に見た目だけの話なのですが、資料３の８ページ、９ページに写真が入って

いて、事業の効果とかどういう事業なのかというのはわかりやすくていいなとは思っているの

ですが、見出しが地元の意向みたいな話になっており、再評価で整備前と整備後の例えばかん

がい状況、無かん水かかん水かというのと、あと未舗装か舗装かというのをどこに入れればい

いのかなとわからなくているのですが、何となく写真の座りが悪いなという印象を持っている

というぐらいです。だからどうしろということは特段ございません。逆に言うと午前中の事後

評価のほうが事業前と事業後の比較するような写真があまりなかったなという印象がでてき

てしまったという感じです。 

 

委員の皆さん方、一通りお話しいただきましたけれども、そのほか何か質問し忘れとか、コ

メントし忘れはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

基本的には皆さん続けていいという、趣旨については御理解いただけているというふうに受

け止めております。 

 

（３）今後の予定 
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○藤﨑委員長 

それでは、議事といたしましてはこの件についても今後の予定ということがございますので、

今後の予定につきまして事務局のほうから御説明いただければと思います。 

 

○事務局 

今後の予定でございますけれども、口頭で説明させていただきます。 

再評価についても１月 17 日に第２回の技術検討会を予定しております。先ほどいただいた

意見等につきまして、反映できるものは反映するということで、資料のほうを作成していきた

いと思います。そして次回、御説明させていただきまして、技術検討会の意見をいただきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

○藤﨑委員長 

再評価の第三者委員の意見は、そんなに長い文章を書くことはないので、事前に委員の皆様

方にお示しすることはなく、次回の技術検討会の場でまとめさせていただければと思っており

ます。よろしいでしょうか。 

 

 ５．その他 

○藤﨑委員長 

そのほか、全体を通じて委員の皆様から何かございますか。 

特段なければ、事務局から何かございますか。 

 

○事務局 

ございません。 

 

○藤﨑委員長 

そうしましたら、午前中は大変長引いてしまって申し訳なかったのですが、午後の再評価の

部分につきましては議事の進行を終えさせていただきたいと思いますので、本日午前、午後の

部分も含めまして委員の皆様方、関係の皆様方の御協力に感謝いたしまして、進行を事務局に

お返ししたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

○事務局 

ありがとうございました。 

これにて補助事業の再評価及び事後評価に関する議事の全てを了しました。 

 

閉会 

○事務局 

本日の技術検討会の閉会に当たりまして、東北農政局補助事業評価委員会の副委員長であり

ます真鍋生産部長より御挨拶を申し上げます。 
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○真鍋生産部長 

生産部長の真鍋でございます。 

藤﨑委員長を初め委員の皆様方におかれましては、先般の現地調査、それから本日の長時間

にわたる御審議、大変お疲れさまでございました。 

現地調査及び本日の御審議におきまして、貴重な御意見を賜ることができたと考えておりま

す。改めて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

今後の予定でございますが、先ほどから何度も事務局のほうから御連絡いたしておりますよ

うに、新年１月 17 日に第２回技術検討会ということで開催させていただきたいと思います。

本日いただいた御意見も踏まえまして、また評価結果を見直して御提示させていただきたいと

思っております。 

委員の皆様方におかれましては、新年の何かと慌ただしいときかとも思いますが、御足労い

ただきますとともに、またその後も３月末の結果の公表までいろいろと手を煩わせることも多

いかと思いますけれども、引き続き御協力賜りますようどうぞよろしくお願いいたしたいと思

います。 

最後に、間もなく平成最後の年末年始ということになります。暖かくなったり寒くなったり

非常に不順な天候が続いておりますが、御参集の皆様方の御健勝を祈念いたしまして、簡単で

はございますが挨拶に代えさせていただきたいと思います。本日はまことにありがとうござい

ました。 

 

○事務局 

ありがとうございました。 

それでは、平成 30年度第１回補助事業評価技術検討会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

 


