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平成 30年度 第２回 東北農政局補助事業評価技術検討会 

 

開会 

○事務局 

  おはようございます。 

  皆様おそろいになりましたので、ただいまから平成 30年度第２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。 

 

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委員

長であります髙居農村振興部長より御挨拶を申し上げます。 

 

○加藤地方参事官 

  皆さん、新年明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしたいと思います。 

  本日は、藤﨑委員長はじめ委員の皆様におかれましては、業務御多忙の中、技術検討会に御

出席いただきましてまことにありがとうございます。 

  また、昨年の現地調査、12月の第１回技術検討会と、貴重な意見を賜りましたことに改めて

御礼申し上げます。ありがとうございました。 

  さて、本日の第２回技術検討会につきましては、前回、前々回の現地等でいただきました御

意見等を踏まえまして、農政局として取りまとめた事業評価の結果を御説明させて頂きたいと

思います。 

委員の皆様方には、三つの評価地区の評価結果に対しまして、これまでに御審議いただいた

内容も踏まえまして御意見を賜りますことをお願い申し上げ、簡単ではございますが本会の挨

拶に代えさせていただきたいと思います。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。本日の技術検討会の出席者でございますけれども、藤﨑委員長を

はじめ、６名の第三者委員の全員の御出席をいただいております。ありがとうございます。ま

た、農政局側の事業評価委員会からは、髙居委員長はじめ10名が出席してございます。なお、

防災課については急遽の所用により欠席という状況でございます。御理解頂ければ幸いです。 

  このほかに、事務局、評価対象事業の担当が出席してございます。詳細につきましては、お

手元の出席者名簿を以て代えさせて頂きたいと思います。 

  続いて、配付資料の確認をさせていただきます。お手許の資料、クリップ留めを外していた

だきますと、まずは、議事次第、出席者名簿、座席表がセットになったもの、それから、事後

評価関係資料一覧という１枚紙、さらに資料１、資料２、資料３というふうに続きます。それ

から資料４に括弧手持ちというものがございます、更に説明御参考括弧手持ちというふうにな

っておろうかと思います。続いて、再評価関係資料一覧というものでございます。後に、参考
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農業農村整備事業等再評価地区別資料としてＡ３の折ったものが付いているかと思います。ま

た、技術検討会委員の皆様方には、委員長私案というものが配られているかと思います。以上

御不足等ございませんでしょうか。 

  なお、第１回技術検討会におきまして本会が公表の扱いとされたところです。今回予めプレ

スリリースによって傍聴及び取材の申し込みを受け付けましたが、申込者おらずということを

申し添えさせて頂きます。 

それでは、ここからの議事進行につきましては、藤﨑委員長にお願いしたいと思います、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

議事 

１ 事後評価 

（１）補助事業評価（事後評価）の進め方 

○藤﨑委員長 

  皆さんこんにちは、今日はよろしくお願いいたします。今年度の第三者としての意見を取り

まとめる日ということを踏まえまして進行への御協力をいただければと思います。 

それでは、次第に従いまして、議題の一つめは事後評価ということでございます。１の（１）

事後評価の進め方ということでございますので事務局のほうから説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

  お手許に配っておりますところの資料１というものでございます。こちらは、第１回技術検

討会の場で皆さま方に御了承頂いたというものでございます。技術検討会の進め方、いわゆる

意見聴取方針を記したものでございます。内容的には変更ございませんので説明の方は割愛さ

せて頂きたいと思います。 

 

○藤﨑委員長 

  前回の技術検討会で審議され了承したものであるのですけれども、念のため本日も案件とし

てあげたというものですので、よろしゅうございますね。 

それでは、本題になるかと思いますけれども、１の（２）農業農村整備事業等の事後評価結

果地区別評価結果書の案について進めてまいります。 

 

（２）農業農村整備事業等事後評価地区別評価結果書（案）について 

【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」について説明をお願いいたします。 

 

○水利整備課 

（資料２、資料３説明） 

 

○藤﨑委員長 
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ありがとうございました。 

資料２について、変更箇所を中心に説明頂きました。もう一つ説明参考として、資料３があ

りますが、この中身には一切触れていないのですけれど、見ておいて下さいと言うことでよろ

しいでしょうか、写真等が多く掲載されている資料ですけれども。 

 

○水利整備課 

資料３ですが、直売所への出荷されている野菜の種類を補足等してございます。 

 

○藤﨑委員長 

事務局の方から補足ありますか。 

 

○事務局 

若干の補足です。資料３は「二本柳地区」及び「二戸広域第２地区」関係の一枚概要と参考

写真を掲載させいて頂いております。 

二本柳地区ですけれども、１枚概要をめくって頂きますと写真が添付されていますが、先ず、

事業の実施状況、ビフォー・アフターを左側上下に掲載させて頂いています。土水路における

矢板２面装工が３面張りになったというところです。また、水田畑利用の状況として大豆、小

麦、トマトいずれも地区内において実践されている状況でございます。 

また、その下には平成 25年の台風 18号による排水路氾濫時の被害状況を掲載してございま

す、台風並みのものが来れば、計画で想定した以上の雨が降るので、そのときにはさすがにこ

れくらいの被害が生じてしまいますというところを示した資料でございます。 

それから、３頁には評価結果書に書いてございますが、小学校の総合学習といったものにも

寄与している、普通に田植えして収穫してというだけでは無くて、直売所などでの販売まで総

合学習の中で体験させるといった取組について写真を掲載させて頂いているというところでご

ざいます。 

４頁には皆様にも見て頂いた直場所における、多様な品目の取扱い状況、いわゆる少量多品

目と言ったものが直売所で見て頂いたイメージのとおり、本地区においてもありますよという

ところでございます。 

それから、５頁は、先程事業制度担当課長から説明のありました、直売所の取扱品目が非常

に多いものとなっているという資料を根拠として付けさせていただいております。 

７頁は、作付面積の推移動向につきまして前回まで色々と評価結果書に書かせていただいて

ございましたが、今回は、総論的なものを評価結果書の方にまとめてさせていただき、個別具

体の増減の要因というものを参考として付けさせていただいたということでごいます。以上で

す。 

 

○藤﨑委員長 

はい、有り難うございました。それでは前回の委員会で我々第三者の方から色々と要望、等

コメントしたことを踏まえて、先程御説明頂いたような形で文章の手直し、場所によっては見

出しの付け方や並べ方も含めて修正いただいておりますし、今後の課題であるとか事後評価結
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果は全面的に見直して頂いたような改正をしていただいた形になっています。 

各委員からは、本日提示された評価結果書について、また、それを踏まえた今回の排水改良

事業に関するご意見も含めて御発言頂ければと思います。荒井委員から順番にと言うことでよ

ろしいでしょうか。 

 

○荒井委員 

  それでは最初に私から述べさせて頂きます。 

  全体を通して、前回指摘事項を踏まえた修正内容になっているというふうに感じました。 

しかしながら、直したところについては、もう少しこのへんはどうだろうかといったところ

が１・２箇所ありましたので再確認と言うことで意見を述べさせて頂きます。 

かなり細かなところで、２頁の表の中のところなのですけれども、「出典：農林業センサス上

の販売農家、平成 17年の認定農業者についてはセンサス上の数値が存在しないため平成 22年

の数値を記載」とされ、だいたい意味は分かるのですれども二つのことが一つの文章として表

現されているので、「農林センサス上の販売農家」のところで「。」で区切る。 

そして「平成 17年の認定農業者数についてはセンサス上の数値が存在しない」というのは自

明のことであれば、表現としては要らないのでは無いかと思います。この点についてコメント

を頂ければと思います。 

それと、細かなところになるのですが、４頁の下から４行目のところで、産地収益力の向上

として、「主食用米の単収が漸増し」という表現になっていますが、その上の「単収」というと

ころの表を見ますと平成 18年が 612kg、評価時点が 611kgということで漸増では無くて漸減し

ているのですね。ただ、水稲全体でみると飼料米、当然多収性品種ということで 636kgと高め

になっていますので、多分これを入れると「水稲」としての単収は上がっているということに

なるのですが、先程の主食用米の単収が漸増というのは、これは事実と異なっているので修正

が必要になると思います。 

今のことと関連して、例えば３頁辺りの表で作物の区分が、水稲（主食用米）、新規需要米と

して加工用米、飼料用米という括りがあるのですけれども。事業計画時ではおそらく主食用米

という概念なり文言は無かったと思うのですね。政策で水田フル活用が入ってきて主食用米と

いう概念が出てきた。そうして捉えると、まず、水稲として平成 18年と 29年を比較してどれ

だけ面積が増えてそのうち、割合が、主食用、加工用、飼料用というふうなかたちで整理した

方が、水稲面積の増減と言うことも直ぐに確認できるし、一方、事業評価という点では国民目

線で見ると非常に分かりやすい整理になるのではないかなという。そんな印象を受けました。

そのへんを少し御検討頂ければと思います。以上です。 

 

○藤﨑委員長 

  ありがとうございます。 

  それぞれの点について、いかがでしょうか。修正等できそうでしょうか。 

 

○事務局 

すいません、事務局からまずお答えします。 
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１点目のセンサス上の数値の扱いですが、まず、今回の認定農業者数は前回のものから出典

を変えています。というのは、前回は括弧書きになっている 259、855といった市からの聞き取

りによる市全域の数値しか掲載していなかった。今回はセンサスの該当６集落の数値を裸数値

で示し、37 人から 66 人にほぼ倍増しているという形で整理させて頂いています。その上でで

すが、平成 17年の 37人という数値については、やはりセンサスでは平成 17年現在における認

定農業者の整理をしていないため、平成 22年の数値を使っているとしたのが注書きの本旨です。  

分かりづらいという点については、御指摘のとおりですので直させて頂きまして、かつ、御

了解頂ければ括弧書きの市全域の数値はあまり意味がなさそうだというところで最終的には削

りたいというふうな事務局の考えです、御相談させて頂ければというふうに考えています。 

 

○藤﨑委員長 

今の件、荒井委員の１点目はですね、まず表全体として販売農家の数値だよと言うことなの

で、販売農家を句読点の「、」としているのを「。」として、まず販売農家の数値であるという

ことを明瞭にした方が良いのではないですかというのが一つめです。 

２点目が今おっしゃった平成 17年が云々、というところです。 

 

○事務局 

 はい、わかりました。 

もう一つの点についてですが、米の単収が 612kgから 611kgに漸減しているのでないですか

という御指摘でございました。おっしゃるとおりでございまして、この数値だけみれば漸減と

いうことになります。実は、評価結果書の記述が舌足らずなところがございます。611kg とい

うのは直近５カ年の平均単収でございまして、直近５カ年の推移で見ると 630kgまで漸増して

いるのですね、そこを丁寧に書くというかたちで対応させて頂きたいと思います。 

  ３点目は、原課含めて少し検討させて頂ければと思います。 

 

○藤﨑委員長 

３点目は、表中に水稲全体の数値を書いた上でその下に主食用米、加工米、飼料用米と３つ

並べて書いた方がわかり良いのではないかということですが、いずれ検討するということです

ね。 

 

○水利整備課 

 はい。 

 

○藤﨑委員長 

では、続きまして梶原委員お願い致します。 

 

○梶原委員 

説明有り難うございました。僕の方からは、環境学習・環境教育のところですけれども、写

真を見せて頂いて、結構大きな魚がいて、これだけの良い環境があるんだなという思いで見て
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おりますし、子ども達もなかなか一緒に川に入るというか、そのような経験はなかなか無いで

しょうから、この取組は非常にありがたくてこの点に注目して頂いたのは非常にありがたいと

思っています。 

そういう面で見ると、地域とともにやっていくということ、これを続けていくという意味で

ここに記述していただいているので、このままで良いのかなというふうに思っています。 

その外のところは少し分からないところもあるのですが、今回の資料４頁の産地収益力の向

上のところで少し観点が分かりづらいのですが、一番下の２行ですけれども、単価向上が見ら

れる「ばれいしょ」・「トマト」・「かぼちゃ」等野菜類の作付拡大が今後見込まれる状況にある。

とありますけれども、「見込まれる」というのは、この頁からだけで分かるものなのでしょうか。 

 

○藤﨑委員長 

前段は「良くなりました」とのコメントです。後段で、今後見込まれる状況というところの

根拠がわからないとの御意見ですが、いかがでしょうか。 

 

○事務局 

事務局からですが、産地収益力の向上のところの最下段落、なお書きのところですけれども、

トマトは現に平成 18年度から、新たに８戸の農家が取り組んでいるというところがございます。 

資料３の７頁を御覧頂きますと、トマトについては８名の新規農家が就農に至り、加えて新

品種の話は担当課長から説明があったとおりですし、低コスト耐候性ハウスの導入支援がある

とか、或いは若齢就農者が好んで選択するとかという状況があります。 

さらに、ばれいしょに関しても担当課長から説明がありましたとおり、ＪＡによる機械リー

ス事業があるために、播種及び収穫作業の軽減といったことが可能になってございます。 

かぼちゃに関しては、地場産品コーナーで取り扱うお店が、直売所のみならずスーパー等に

もある。というところからすれば、今後伸び得るというふうな整理をしてございます。 

評価結果書中に詳細記述がないというところが少し気にかかるところではございますけれど

も説明させていただきますと以上のとおりとなります。 

 

○藤﨑委員長 

結果書だけだとわかりにくいということは、梶原委員の御指摘のとおりだと思いますので、

もし、文章修正が可能ならば修正していただければという気がいたします。 

事実として見込まれるということについては、御了解いただけたということでよろしいでし

ょうか。 

 

○梶原委員 

はい。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。 

それでは、続きまして小山委員、お願い致します。 
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○小山委員 

最初の社会情勢の変化のところですが、前回はかなり広い範囲の数値が出ていたのですけれ

ども、今回は当該地区に一番近いエリアで整理されたのでこの地域の状況というのが、よりわ

かりやすくなっているかなという気がいたしました。 

それから、かなり写真などを参考として付けられたことで、とても状況が分かりやすくなっ

たと思います。例えば現地調査の時にみた生き物調査など、あのときは、本当にピンポイント

で数分立ち止まるだけとなって、果たしてここだけでどれほどの環境教育につながるのかとい

う疑問を持っていたのですね。 

でも、こういうものを見せていただくと、背景にはこういうものがあってということが分か

るので、現地を見るときの視点というか見方が変わってきます。できればこういう写真は、事

前に、せめて第１回の技術検討会の前に示して頂けると良いなと今日拝見して思いました。 

それと、どうしてもトマトのところだけが疑問に思いまして、３頁ですけども計画で平成 18

年の現況から９倍近い計画にしているというところが、あれ何でと、どうしても疑問に思って

しまう。 

例えばこれが公にされたときに、あまりに計画と評価時点の数値が違うのは「なんで」とい

う、全然知らない人から見るとどういうことという疑問が起こるのではないかなと、こういう

ふうな理由で計画したけれどもこういう事情でとか、なにか説明がやはり要るのではないかな

というふうに思いましたし、そういうふうにされると今後見込まれるという話がより説得力が

持てるのかもしれない。生産力が増えるというよりも農家が増えるという方がその地域として

は良いというふうに私は意味がある気がしまして評価したいのですが。 

数値だけ見ると、なんでこんなにすごい計画をしちゃったのかなという、ちょっとその点の

御説明が加わると良いかもしれないと思ったしだいです。 

 

○藤﨑委員長 

今の御発言についていかがでしょうか。 

 

○水利整備課 

トマトの計画ですが、現況の 1.8ha が 16ha までになるというものなのですけれども、評価

時点の傾向としては 5.5haまで伸びているので、今後も伸びていくものとは思われるのですけ

れども、現時点では、未だ十分とは言えず計画までには至っていないという現状です。 

途中段階といいますか、今後伸びていくことが考えられるということで、農家が増えている

ということは書かせていただいているところです。 

16ha まで伸びると計画しているのですけども、今時点で到達していないことについてはそ

の背景があると思うので記載可能か検討して参りたいと思います。 

 

○事務局 

  事務局から補足させて頂きます。事業計画における作付計画ですが、当然ながら、県本庁及

び出先並びに関係市町、そういったところにおける作付計画の将来ビジョンなどがございますの
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で、そういったものと擦り合わせて樹立するというのが一般的でございます。 

 本地区において、なぜこうしたのかというところが追える場合には、少しそこに触れる努力を

してみたいと思います。仮に見つからない場合にはなかなか書き込めないというところもござい

ますところを予め御了解頂ければと思います。 

 

○藤﨑委員長 

少し追加の努力はして頂けるということですね。見込んだほどというか、計画時点ではもっ

と値段が上がりそうだったのが実はあまりそうでも無かったとかですね、あるいは初期投資に

物怖じする農家が多かったとかですね、何か一言修飾語が付いていると分かりやすいというこ

とだと思うのですけれども。 

それでは、続きまして中村委員、よろしくお願いします。 

 

○中村委員 

はい、３点コメントさせて頂きたいと思います。 

１つは、効果の示し方、作表の仕方なのですけれども、水稲ですが、新規需要米もあるよと

いうことなのですが、例えば水稲全体で先ず数値を示して、その内数として主食用、加工用、

飼料用というふうに分けて示すと、水稲全体では作付けが増えていることが分かりやすくなる

のかなと思いました。これが１点目です。 

２点目ですけれども、事業計画、或いは現況と評価時点での差といいますか、どれぐらい拡

大したのかという点で、増減率を示してはどうかという点が２点目です。 

３点目は、５頁の（４）の費用対効果分析の結果のところで聞き漏らしたかもしれないので

すが、妥当投資額というのが 22億 7千 2百万円ということですが、これはどういうふうに出し

たのかということであります。これは少し質問になります。 

それともう一つ。資料３の説明参考資料の１頁を見ますと、事業の効果として B/C が 2.06

となっております。これと５頁の投資効率 1.99との関係はどういう関係でしょうか。 

 

○事務局 

  事務局から答えられる部分を先にお答えさせて頂きます。 

まず、増減率で示すというやり方ですが、今は、計画の現況値、計画値、それから事後評価

時点として記載しているのですけれども、増減率を出した方が分かりやすいというのはおっし

ゃるとおりでございます。この付表に関しては全国統一というところもございますので、今後

評価結果のより分かりやすい記述という観点から、「そういった意見もございました。」という

ことについて、本省に連絡させて頂きたいと考えてございます。この付表の表頭を変えるとい

うことについては難しいものと考えられます。 

水稲の区分に関しては、御指摘のとおり分かりやすい形に変えて示させて頂きたいと思いま

す。 

それから、費用対効果分析の妥当投資額についてですけれども、資料３との数値の違いにつ

いては、資料３の直し漏れでございます。すいませんでした。評価結果書にあります投資効率

1.99というものが正しい数値でございます。 
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妥当投資額の出し方というところですが、資料２の方を見て頂きたいのですが、資料２の９

頁以降に費用対効果分析の算定表を掲載してございます。９頁にはその概要が掲載されていま

して、投資効率を算定するに当たって、まず総事業費を算定して、その上で、年効果額を求め

ます、この年効果額を総合耐用年数に応じた還元率で除して妥当投資額を求め、本地区には無

いのですが廃用損失としての資産価値の喪失分を差し引き、この妥当投資額を総費用で除する

ことにより投資効率を求めているものです。 

10頁には便益、効果の内訳として、作物生産効果があります。この地区の場合も作付面積が

変動しますが、増えた作物についてはプラスの便益、減った作物についてはマイナスの便益と

いうふうに算定します。維持管理費については本地区の場合は減じられるプラスの効果として

算定しています。それから更新効果ですが、施設更新することによって農業生産が維持される

分を算定しています、具体的には、今ある施設を一番廉価な手法で作ったらいくらかかるかと、

その費用を便益として見ましょうとそれによって生産が維持されるのだからという効果でござ

います。 

後は安全性向上効果とか水辺環境関連の効果ですとか、当時は無かったのですが国産農産物

安定供給効果を生産量の増えた分について国民に対し食料を安定的に供給する効果があるとし

て全国一律の指標を以て算定しています。こういった評価項目を合わせて、先程の還元率を用

いて妥当投資額を算定するということとなっています。 

 

○藤﨑委員長 

中村委員よろしいでしょうか。基本的には資料２の方が投資効率となっていて 1.99 という

数値があり、資料３になると費用便益比として 2.06 となっている。なぜ数値が違っていて言

い方も違うのだろうというところが疑問の発端という気がします。 

 

○事務局 

  効果算定手法は投資効率方式、評価書は総費用便益比という表現とするように定められてい

るということでございます。 

 

○中村委員 

すいません、同じような質問をしたような気もするのですけれども、ありがとうございまし

た。妥当投資額という言葉でイメージとしては費用対効果で良いのかなというふうに思ったの

ですけれどもそういう用語を使うということでしたので、違和感といいますか思ったものです

から、ありがとうございました。 

 

○藤﨑委員長 

続きまして、渡辺委員お願いいたします。 

 

○渡辺委員 

私の方からは、読んでいて分かりづらいであろうという点を１点と細かいところで用語に関

することが１点なのですけれども、２頁の３の費用対効果の要因のところの（１）の①のアな
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のですけれども、第２段落の辺りで、主食用米（「つがるロマン」及び「まっしぐら」）の加工

用米需要の増大という文章があるのですけれども、この度分かりやすいようにという御配慮か

ら、加工用と飼料用米を項目立てして頂きまして新規需要米というところで書いて頂いている

のですけれども、２頁の文章を読むと主食用米を加工用米としているというふうに読めて、表

の中の主食用米と加工用米の区別というのが果たしてできているのだろうかという様な疑問

を読み手に持たれるのではないかなという懸念をしたのですけれども、これに関連して、そも

そも新規需要米というふうに聞いたときにぱっと想定するのが飼料用米と業務用米というふ

うな言葉だと思うのですが、加工用米というのは業務用米も入っているのか、あるいは米粉の

ような形をしたものとか、あるいは餅米といった、そういったものも含んだ・加味された言葉

なのか、そういったことも、分かりにくいのではないかなというふうに、まず１点思いました。 

それから２点目なのですけれども、５頁のところの事後評価結果のところと、６番の今後の

課題のところのどちらにも、実は地域資産という言葉が使われていまして、６頁の６の今後の

課題のところは下から２行目に、「地域資産としての認識を・・・」、事後評価結果のところは

４段落目の最後の文章のところの「地域資産意識・・・」という言葉なのですけれども、何と

なく一般的な用語としては、なにか「地域資源」のほうが良く聞くのではないかなと実は思い

ました。 

５頁のところの「青森県が全国に誇る・・・」というところでは「地域資源」という言葉を

使っておりまして、学問の分野にも左右されるかと思いますが、例えば生源寺先生あたりは、

「ふるさと資源」という言葉を使っているので、資産というよりは地域資源という形で統一し

ても良いのかな、という様な感覚的なところなのですが印象を持ちました。以上です。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。ただ今の件についてはいかがでしょうか。 

 

○水利整備課 

つがるロマンとまっしぐらについてなのですけれども、この２つは主食用米ですが、加工用

米も同じ品種となります、このため、単収の表でも主食用米と加工用米は同じものとなってい

ます。文章については、御指摘のとおりわかりにくい部分がありますので少し修正させていた

だきたいと思います。 

加工用米と業務用米の違いですけれども、加工用米は業務用米を含むものと数字としてはカ

ウントしています。 

 

○生産振興課 

米の表現なのですけれども、実はここで言っている主食用米には業務用米も入ります。主食

用米というのは皆さんがスーパーで買う 5kg袋などの白米、お家で炊飯しますのが家庭用向け

なります。あとは、コンビニだったりスーパーの弁当などできあいのものを買ってくることも

あると思うのですけれども、そういったものは業務用米仕向けといってどちらも主食用米の扱

いになっています。 

そして、加工用米については、青森では、お餅、それから米のお菓子ですね。そういったと
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ころに仕向けられるものとなります。 

また、米粉はあくまで新規需要米といったものになります。 

ここで「主食用米（「つがるロマン」及び「まっしぐら」）の加工用米需要」と書いてありま

すけれども、最初の主食用米という言葉を外して、例えば「つがるロマン」及び「まっしぐら」）

の加工用米需要といった表現にすると書きやすいかもしれません。 

 

○藤﨑委員長 

はい、ありがとうございます。 

 

○藤崎委員長 

資源か資産かについてはいかがですか。 

 

○事務局 

他の地区の評価ぶりにもあるのですけれども、御意見頂いた内容について少し内部で相談し

対応したいと思います。 

 

○藤﨑委員長 

はい、ありがとうございました。委員長からあまり付け足す言葉は無いのですけれども、基

本的には全体のトーンを米が増えているということを踏まえて全体的に見直して頂いたので現

地に即した分かりやすい評価結果書になったかなというふうに評価しております。ということ

が１点。 

細かいところは、文章の練り込みが時間の制約かなとは思いつつ、少し甘いかなと感じると

ころです。他の委員の方が色々御指摘されていたところに対応して頂ければというところです。 

もう一点だけ、４頁の単収の表の位置が、何となく維持管理費の節減に係る表のように見え

てしまうのですけれども、もしかしたら位置を少し上げたらわかり良いのかなというくらいで

す。 

委員の皆様、こちらの地区に関しましてはよろしいでしょうか。 

そうしましたら、ひとまず、かんがい排水事業二本柳地区の地区別評価結果書についての質

疑は終わらせて頂いて、続きまして二戸広域第２地区の方に進めさせて頂きたいと思いますが

よろしいでしょうか。 

それでは、草地畜産基盤整備事業「二戸広域第２地区」についての御説明をお願いしたいと

思います。よろしくお願い致します。 

 

【草地畜産基盤整備事業「二戸広域第２地区」】 

○畜産課 

（資料２、資料３説明） 

 

○藤﨑委員長 

はい、ありがとうございました。 
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それでは委員の方からの発言となりますけれど、今度は順番を変えて渡辺委員の方からよろ

しいでしょうか。 

 

○渡辺委員 

ありがとうございました、前回コメントした内容を反映して頂いている点が多々あるという

ふうに拝見しておりました。 

感想としてなのですけども、非常に牧草地や飼料作物の作付面積の集積が進んでいると、そ

して１事業者当たりの飼料作付面積の増大もみられている。ただ、一方で生産費全体としては

増加傾向にあるというようなことも有り、また、公共牧場の預託数も減少傾向にあるというこ

とで、全てが万々歳ということにはいっていないな、というような感想も持っています。 

やや危惧することとしては、この事業は、今回見せて頂いたなかで、非常に特定の十何箇所

かの事業参加者に対して多額の投資がされている事業であるということですが、事業参入者以

外への波及的な効果、例えば、今回の例のようなＴＭＲセンターを見本として他地域への普及

みたいなものも一部で見られるということなのですが、期待すべきところは今回の事業参加者

がより影響をもって他地域へ広まってくれることを期待しないわけにはいかない。というよう

な感想を持ちました。 

一点なのですけれども、20 頁の事業効果の発現状況のところ４の（１）の①で、ライ麦と

デントコーンの二毛作の取組というところがあるのですけれども、今回見せて頂いた２つの農

場のうち、１つはこの取組をされていたのですが、もう一つのところは、「いやいやそんなこ

とはうちでは無理だよ」というような御発言でして、これは一般的なのかどうかということな

のですけれども、もしこれが最初の大崎農場の割と特定の取組であるならば、「デントコーン

とライ麦の二毛作への試み」位のトーンで示した方が良いのかなというふうに思いました。以

上です。 

 

○藤﨑委員長 

はい、いかがでしょうか。 

 

○畜産課 

  今おっしゃられたように、一般的に、東北で長大作物であるデントコーンなどは、普通１年

１作というような栽培になっています。ライ麦も東北の酪農経営において飼料作として使うと

いうことは極めて希なケースであります。やはり地域の気象条件である積算気温とかを踏まえ

る必要があるということです。 

こういった新たな作物を地域の気象に適したものとして取り入れていくというのは、今後、

二戸地域には、県北地域の畜産の１つのモデルとして発揮していければというようなところも

あります。おそらくこの事業である程度の基盤整備であるとか一草地当たりの面積の拡大であ

るとか、そういった作業条件の改善が無ければ、ライ麦への取組というのも無かったのかなと

いうところもあります。こういった取組をどんどん横展開していければというふうな状況でご

ざいます。 

また、先程の説明から漏れましたけれど、資料３の 10頁ですけど、労力軽減につながる家畜
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保護施設である「フリーストール牛舎」プラス「パーラー」それから「つなぎ牛舎」プラス「キ

ャリロボ」というように写真を付けてあります。上の方式を、通常私どもは「フリパラ方式」

と呼んでいますが、比較的大規模な経営においてこういう飼養形態がスタンダードになってい

るところでございます。 

真ん中の写真のところで牛がたくさん首を出して餌を食べている写真があります。見切れて

いて見えませんけれども、この手前のところに作業機が入ってくるような通路がしっかり整備

されていまして餌やりも機械でできるようなかたちになっております。右隣の搾乳施設も十数

頭が一時に並んで搾乳作業ができるとか、下のロボットであるとか、こういったことでの省力

化というのも一つのモデルとして広めていければというところでございます。 

それから、特に注目して頂きたいのは、その下の「つなぎ牛舎」プラス「キャリロボ」です。 

これは、比較的中小規模の経営体に非常にマッチするようなところがございます。既存の牛

舎では、今までバケットミルカーとかそういったものを人の手で持ち歩くなど、比較的人手の

要る作業でしたけれども、こういう牽引できる搾乳機ですとか若しくはスイッチオンで自動で

搾乳の機械が稼働するようなそういったものもですね、改造牛舎といいますか改良という比較

的少ない投資で整備できるので、こういったところもモデルとして使っていければというふう

に思っております。 

二毛作の取組については、こういった試みも展開しているという表現について検討したいと

思います。 

 

○藤﨑委員長 

よろしいでしょうか。 

 

○渡辺委員 

はい、どうも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致します。 

 

○中村委員 

はい、修正頂きありがとうございます。私の方から２点あります。 

一つは、生産費に関することで、19頁に「生産費（全体）」というふうにありますけれども、

これを見ますと、私などは全参入生産費なのかなと思ったりするのですけれども、ただし、家

族労働費を含めていないということですので、少し生産費という表現は、生産費調査との関連

を考えると、例えば、農業経営費とかそういった表現の方が適切なのかなというふうに思った

というのが一点あります。また、もし家族労働費を含めていないとすればそれはなぜなのかと

いいますか、計測が結構難しいというのもあるとは思うのですけれども、フリーストールとミ

ルキングパーラーとかそういう省力技術を入れているので労働時間がどれ位減ったのかという

のも、これまで酪農経営は労働時間がけっこう長いというのも課題だったと思いますのでその

辺がどういうふうに変化したのかというのが結構気になるところであります。 
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それからもう一点は、資料３の 20頁の飼料作物及び畜産物の生産量の変化で、これは生産力

という点でいいますと、例えば単位面積当たりの単収ですとか、あるいは一頭当たりの生乳生

産量といった出し方はできないものかなと、大崎農場さんで印象的だったのは、堆肥を確保す

るために頭数を増大しているみたいなことをおっしゃっていて、それだけおそらく土づくりに

力を入れていると思うのですけれども、そうすることによって良い飼料作物をたくさんとると

いうようなところを目指している。というようなところもあるのでは無いかと思いまして、そ

の辺の効果がどれだけ発現しているという表現もあって良いのかなと思った次第です。以上で

す。 

 

○藤﨑委員長 

はい、お願いいたします。 

 

○畜産課 

はい、ただ今御指摘のありました生産費（全体）の部分の表現については再度検討します。 

家族労働費が入っていないのは、当初の計画段階で家族機労働費を除いた費用を設定してい

たという点がまず一つあります。それと、家族労働費は結局手元に入るお金で、経費を所得の

関係で捉える場合には一般的には除いて考えられる費目であるというところもありましてその

ように計上しています。 

けれども、確かに酪農の営農時間に関してはおっしゃれるとおりでございまして、まさに今

回の事業は労働時間が短縮されているのだろうと思うのですけれども、当時の計画段階での地

域としてまとめた数字に、比較できるほどの材料は入っていなかった、ということも背景とし

てあるという状況を御承知頂けますようお願いします。 

 

○中村委員 

そうするとこの生産費には、雇用労働費や支払地代など実際に支払されるものが計上されて

いるという理解でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 

○畜産課 

飼料作物等の単収の向上と一頭当たりの生乳の生産量についてなのですけれど、単収につい

ては割り算をしていけば出せるのですけれど、地域全体であるとか事業参加者それぞれの一頭

当たりの生乳生産能力の向上についてとなりますと、九戸村なり一戸町なりからの聞き取りか

らでは、詳細かつ正確な数値がなかなかつかめなかったものですからこういう表記にしており

ます。 

また、この事業を使った効果として、「堆肥生産を増やすために牛を増やす」というところは、

事業と若干趣旨を異にするものとなります。結果書には「頭数が増えて良質の堆肥も増えて」

という旨の表現は盛り込んであるのですけれど、効果として書くのは、そこは少し違うという

考えでございます。 

 

○藤﨑委員長 
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ありがとうございました、それでは小山委員お願いいたします。 

 

○小山委員 

前回の評価結果書と比べまして、詳しく説明されていて分かりやすく直して頂いたなと思い

ながら拝見いたしました。この事業はこれで私としては初めて携わらせていただいたので、い

ま、この時点で直していただきたいということでは無いのですが、このような事業参加者が非

常に少ないなかでの非常に大きな投資をしているという案件については、例えば社会経済情勢

の変化の中では一般的に地域の農家数ですとかの数値が出てきますが、例えばこの地域の中の

酪農家それから畜産農家というもの全体がどれ位あってその中でどれだけの人にあれだけの事

業が行われたのかということが分かるような説明が、今後はされるとよりこの事業の全体が分

かりやすくなるのでは無いかということと、特に、17人という受益者だとすると、それぐらい

であればそれぞれの 17経営体の事業規模くらいがあっても良いのではないかなと思いました。 

そうすると、もう少し全体が分かる様な気がします。 

最後に、先程も公共牧場についての御説明を詳しくして頂きましたけれども、今回現地を見

せていただくことはできなかったのですね。評価結果書に示す経営体の大規模な酪農施設を見

させて頂きましたけれど、１箇所くらいは公共牧場も拝見したかったなということと、公共牧

場にどれだけの生産者の方が委託されているのかということの実態も拝見できましたらこの事

業の評価ということを考えるときに、いろいろと参考になったかなという感想でした。ありが

とうございました。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございました。 

お答えできる部分がありましたら、お願いできますか。 

 

○畜産課 

今回の評価結果の見直しということでは無くて、地域の中の総農家戸数なり、地域の畜産の

概要について、今後このような評価をする場合には、しっかりと書き込んだ方がより鮮明に効

果が分かりやすいものになるというふうに理解いたしました。 

今回の評価地区の外にも現在進行中の事業地区がございますので、それらの地区の際にはそ

ういったことも踏まえて評価していければと思います。 

それから、現地視察についてですが、なかなか日程の都合で、担当も行程を組むのに苦労し

ていましたけれども、特に労働時間をどういうふうに減らしていくかという大きな課題があっ

て、その一翼を担うような大きな公共牧場というところも、今後はしっかりと委員の先生方の

視察の中に組んでいければというふうに考えてございます。ありがとうございました。 

参考の数字の紹介です。計画を作った当時の数字でございますけれど、乳用牛が主体の地域

ですので乳用牛の戸数でお話しますと、一戸町と九戸村を足して 110戸、公共牧場の預託頭数

では 46頭となります。なお、肉用牛は 200頭を超えているくらいの頭数が預託されています。 

 

○藤﨑委員長 
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よろしいですか。だいたい、地区の２割くらいの方が今回の受益者になっているということ

と、受益者としてカウントはされていないけれど公共牧場に預託されている方は地区の４割く

らいの方が預託されているという数字ということでよろしいでしょうか。 

○畜産課 

戸数はそうですけれど公共牧場は頭数です。 

 

○藤﨑委員長 

はい、よろしいですか。 

 

○小山委員 

今教えて頂いただけでも、「あーなるほど」と思ったのですが、評価書のどこか文章の中に入

れて頂くようなことはできないでしょうか。 

 

○事務局 

検討します、評価結果に書き込む分には特段問題ないと考えていますが、同事業種間での横

並び等あると思いますので原課と相談して考えたいと思います。 

 

○藤﨑委員長 

続きまして梶原委員よろしいでしょうか。 

 

○梶原委員 

どうもありがとうございます。公共牧場がここだけに出てくる意味と、それを今後の課題の

ところに預託頭数の回復が課題となっているとありますけれども本当に課題なのかどうか、少

し分かりにくいような気がしました。これが計画の中にあるのであれば預託頭数を増やすとい

うのであれば大きな課題となってくるのでしょうけれども。 

 

○藤﨑委員長 

お願いいたします。 

 

○畜産課 

先程も説明いたしましたが、梶原委員のおっしゃいますとおり公共牧場の課題という視点か

らですと、この事業の中で直接的に公共牧場の整備をするというのは少し違うところであるの

ですけれども、繰り返しの説明になりますけれども特に酪農課を中心に労働時間の軽減と労働

負荷の軽減といったところが非常に大きな課題になっているので、例えば妊娠牛であるとか子

牛であるとか、そういった牛を公共牧場に預けることによって、労働時間が減るという直接的

な効果がありますので、預けやすい環境をどうやって作っていくのかというのが一つの課題で

あるとなります。 

当然預けることで浮いた時間を自給飼料生産であるとかに振り向けることができますので、

ここで今後の課題として、預託頭数の回復ということを記載させて頂きました。 



17 

 

○藤﨑委員長 

はい、よろしいでしょうか。 

それでは、続きまして荒井委員にお願いいたします。 

 

○荒井委員 

はい、前回の指摘事項に基づいて、データと表現の整合性が図られているというふうに理解

いたしました。 

基本的にはこの内容で結構かと思うのですが、さらに内容の確認というような意味で２点ほ

ど質問なり意見ということになります。 

１点目は先程中村委員より最初に御指摘ありました 20頁の生産費のところです。事業目的の

一番の大きなところで、低コスト化を図るという、そういう言葉が最初に掲げられ明確に記載

している。結果として低コスト化は図られなかったということなのですけれども、偶発的に配

合飼料価格や初任牛の価格が高騰したと、それが主要因であるというような説明は理解できる

のですけれども、生産費の中で偶発的に上がった部分と、あとは、飼料費など、あるいは機械

費、減価償却費などですね、この事業によって変化したところですね、そのへんの中身が分か

りやすい様に表現するとですね、この事業の効果というものが良く理解されるのではないかな

というふうに思います。 

とはいえ、なかなか実際の経営下でそこまで具体的に表現するというのは結構難しいので、

例えば、配合飼料価格、初任牛を除いた生産費がどんなふうに変わったのかと、上がったのか

下がったのかあまり変わらなかったのかとかですね、そのへんの数字があると非常に分かりや

すいかなというふうに感じました。 

それと、中村委員指摘のように、家族労働費を考えない場合は、生産費というより我々の世

界では経営費という様なかたちで呼んでいるのですけれども、例えば、事業のはじめと終わり

に借地がかなり増えて地代の割合もかなり高く上がっている、後は法人経営も増えてですね、

家族経営の割合が相対的に少なくなっているということで、単純に経営費を比較するとあまり

コストが下がらないような数字が出てくるということがあるのですね。ですから、厳密には家

族労働費も含めた生産費、生産物１単位当たりに必要な経費という、そういう観点からすると

低コスト化ということがより良く説明できるというふうに考えています。なかなか、技術的に

は難しいのですけれども計画の評価にはそのような措置が必要だという、そんな風な印象を受

けました。 

もう一つ、21頁にコントラクターについて追記して頂きましたけれども、直接的にはこの事

業とは関係ありませんというような記憶があるのですが、外部支援組織の育成にも寄与してい

るとされているのですが、どのように寄与しているのか参考までにお知らせ頂ければありがた

いと思います。以上です。 

 

○藤﨑委員長 

はい、１点目はなかなか難しいところがあるのですけれども、今の御意見に対してお願いで

きますでしょうか。 
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○畜産課 

この部分を記載するときに非常に悩ましいのは、委員がおっしゃるように、低コスト化とい

うところについてどういうふうに着目するかという点で色々と悩むところでございます。 

ごく一般的に、畜産物生産という視点で、生乳の生産費という視点で記載させていただいて

おります。本来であればこれだけ自給飼料の基盤整備をしていて機械化が進んで作業効率が上

がっているということからしますと、例えば自給飼料である牧草の収穫量の生産費であるとか、

例えば自給飼料全体のＴＤＮベースでの生産費であるとかいうような表現も考えたのですけれ

ど、やはり、事業参加農家個々のそこまでの詳細なデータを集めるというのは非常に難しい部

分がありまして、一般的な表記でいうところの生乳生産費とさせていただきました。 

再度、低コスト化が進んだというデータ、エビデンスがどういうかたちで得られるか、もう

一度町なり村なりに確認をして、もし取れるようであれば考えていきたいとは思いますけれど、

少し厳しいというところも御理解頂ければと思います。それから、家族労働費といったところ

の経費的な表記の部分については、再度検討してみます。 

コントラクターの寄与について、どういうかたちでというような御質問でございますけれど

そういう外部受託組織が仮にあったとしても飼料生産技術であるとかそういったものについて

は利用者が増えないと育っていかない部分もございます。今回の事業の実施によって経営規模

が拡大して頭数が増えてくると、コントラクターに対しての作業の委託量も増えてきますので、

そういう意味で、どんどん技術であったり効率性であったりそういうところも上手く育ってい

くという意味で「寄与」といった表現をさせていただいております。 

当然そこでコントラクターでの作業受託量が多くなって効率が上がればコストも下がってく

るし、そうなってくると、外の地域でもやはりそういったコントラクター組織を育てようと、

そういうような副次的な効果も期待できるところでこういう表現をさせていいただいておりま

す。 

参考データです。いわれますとおり農家さん毎の細かいデータはなかなか作れないという実

態があるというのはそのとおりなのですけれども、一般的な生産費調査の話をさせて頂きます

と、実は酪農の場合５割から６割は飼料代である。ですから、外の部分で削減が図られても、

餌の効きがすごく大きい経営であるというのが酪農についてはあるということです。 

 

○藤﨑委員長 

はい、ありがとうございました。それでは私からはですね、前回、酪農教育ですとか、それ

から６次産業化、あるいは地産地消といったあたりの実態はないのかというところを申し上げ

て、まあ、実態がないということで一言もあがらないかたちになっているのですけれども、今

後の課題にもなくて良いのかなという、強く主張する気はないのですけれども、地域のリーダ

ー的な酪農経営体として、主たる生産面でリーダーとなっているということは非常に良く伝わ

ってくるのですけれども、一方で、特に少数の酪農家にこれだけ多額の投資をすると先程小山

委員からも御意見ありましたけれども、そういうことを踏まえると、そういった側面の地域へ

の眼差しというのも少し書いてあった方が良いかなという気がします。ということでございま

す。 
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○畜産課 

我々畜産関係者も、今、藤﨑委員長からいわれたところを非常に重要なところだと常日頃か

ら認識しているところでございます。 

全国組織でも酪農教育ファームというかたちで、中央酪農会議であるとかいろんなところで

個々の農家さんの認定であるとか、酪農教育ファームへの認定であるとか、活動費の支援とか、

そういったところもやっておりまして、特に小学生、幼稚園生、そういった子ども達に牛乳の

美味しさであるとか、家畜とのふれあいであるとか、そういうところまで酪農に対する理解醸

成の基礎であるところは私どもも重々理解しているところですが、なかなか、こういった本事

業の目標として掲げるというのは少し厳しいなというのが正直なところです。 

地産地消の話についてですけれども、酪農、特に生乳の流通の在り方として、昨年生乳の流

通制度改革がございまして、従前よりは例えばチーズ工房を自分のところで建てやすくなった

とかあるのですけれど、原則クーラーステーションというところがあって一元集荷多元販売と

いうところがあって、そういう取組が中心となっています。 

よくジャージーを飼われている農家が、ジャージーの非常に美味しい牛乳も１箇所に集めら

れて混ぜられるというような話があるのですけれど、地域の中でブランド形成というところで

はやりようによっては可能ではあるのですけれども、もう少しエリアとして広い範囲になって

くると思います。有名な栃木の那須塩原高原、あの表記が入ると牛乳がよく売れるという話を

聞くのですけれど、あそこも実は酪農の単協さんが二つ三つございまして、なかなかそれぞれ

狭い地域での牛乳のブランド形成というのは非常に難しい点があります。 

この二戸地域は、やる気のある若手の人たちもいますので、何らかのかたちでそういう誘導

ができないかという点では、この事業の外でも色々当たってみたいというふうに考えます。 

 

（３）技術検討会（第三者）意見聴取 

○藤﨑委員長 

はい、ありがとうございます。奥中山高原という名称がけっこう私の中でブランドとしての

印象があったので、一戸町が入っているかなという気が少ししていたのですけれども、あまり

直結されていないということで理解いたします。ありがとうございました。 

それでは、こちらの二戸広域第２地区関係の評価書についてひととおり御意見頂きましたけ

れど、言い忘れたことですとかございませんでしょうか。 

それでは、それぞれの地区の評価結果書についての御意見を頂きましたけれども、本来、個

別の事業を通じて補助事業自体の評価を行わなければならないということになってございます。 

そこも含めてそれぞれの委員から御意見をいたうえで第三者としての意見をまとめるべきな

のですけれども、時間節減のため、委員長私案を作りましたのでこちらをお配り頂いて、委員

長私案について委員の方々から御意見を頂きたいというふうに思います。委員の皆様方に昨日

のお昼前くらいのメールで送りしているのですけれども改めてお手許の紙で説明させていただ

きます。 

それでは、委員長案ですけれども、一つめのかんがい排水事業「二本柳地区」ということで

最初の段落は、事業そのものの趣旨がどうなっているかということで記載しております。読み
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上げますと。 

「本事業を通じ、老朽化した排水路の改良が行われ、ほ場の排水条件が改善された。これに

より、農地の冠水による農業経営上の不安定要素や排水不良による機械作業効率の低下が軽減

され、主食用以外の新規需要米の作付が拡大した。また、土地利用型畑作物や野菜類の作付が

進み、安定的な農業経営が展開されつつある。」ということで、畑作物については計画どうおり

進んでいないという事実がありますのでこういった整理にしてございます。そして、「水路の維

持管理負担の軽減が図られている。」というふうにまとめてみました。 

それから、波及的効果の方、２段落目ですが、「さらに、一部区間において生態系に配慮した

水路整備が行われたことにより、周辺住民に対する環境学習の場を提供し、農業農村への理解

を促進するなどの波及的効果も確認されている。」ということで、環境学習のことだけ少し特出

ししてございます。以上が二本柳地区に即した評価なのですけれども、最後にそれを踏まえて

かんがい排水事業自体に対するコメントを述べさせていただきますと「以上より、かんがい排

水事業は、ほ場の水利条件」、かんがい排水事業は用水も含んだ事業ですので、今回見た地区は

排水しかみていないのですけれども、一応事業としては、水利条件とした方が良いかと思いま

して用水も含めて表現しています。ということで「ほ場の水利条件を改善し、受益地の特性に

適合した農業経営の推進と水路の維持管理の負担軽減に寄与している。」というふうに、全て肯

定的な文章表現で委員長案としてはまとめさせていただいております。 

一地区ずつ御意見を伺いたいと思いますので、ここでいったん切らせていただいて、委員の

皆様方には、「てにをは」を含めてですね、少しこうした方が良いのではないかとか、或いはこ

この観点はべつのところに記載すべきであるとか、ここの観点は少し委員長の認識に誤りがあ

るとかですね意見を頂ければと思いますが、どなたかいかがでしょうか。 

 

○荒井委員 

内容的には異論はないのですが、より正確にこの事業の効果を評価するという意味では、先

程の議論にありましたように、作付全体が水稲としては増加している、中でも新規需要米を中

心に水稲の作付が拡大しているということ、そんな表現にした方が、より事業効果として水稲

生産全体が伸びたという表現になるのではないかなというところが一点ありました。 

２点目は「農地の冠水による農業経営上の不安定要素・・・」というところですが、事業効

果の中で農地の冠水というようなところは文言として出ていましたでしょうか。 

 

○藤﨑委員長 

今日配付の資料の３頁の一番下が①農業経営の安定としてはじまりまして、直ぐ４頁にいき

まして、２段落目にあります「このため、降雨時における支線排水路の溢水による農地の冠水

がほぼ見られなくなるなど、農業経営上の不安定要素が軽減されている。」という文章を引いた

ということでございます。そうしましたら、最初の御意見については、主食用米以外の新規需

要米の作付が拡大し、水稲の作付面積が増加したというふうに繋げればよろしいですか。 

 

○荒井委員 

よろしいです。表現はお任せします。 
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○藤﨑委員長 

それでは、主食用米以外の新規需要米の新規需要米の作付が拡大し、水稲の作付面積が拡大

したという趣旨で、水稲全体についても明記するということでよろしいでしょうか。 

そのほかの委員の皆様、御意見おありでしょうか。 

よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

それでは、２番目の草地畜産基盤整備事業「二戸広域第２地区」の方です。こちらも読み上

げさせていただきます。 

まず最初の段落です、「本事業を通じ、草地の造成及び整備並びに家畜保護施設等の整備が行

われ、確保された自給飼料基盤と近代化した生産環境に立脚した高品質で安定的な畜産物の生

産が行われるとともに、飼料生産における二毛作の取り組みや、酪農における後継牛の効率的

確保に基づく経営が展開されている。」ということで、酪農経営の安定にということが１段落で

す。 

それから、２段落目ですが、「また、本事業を契機として、事業参加者の経営規模拡大が進み、

TMR センター等外部支援組織の育成、耕種農家との連携や地域雇用の確保及び地域担い手の育

成にも寄与している。」ここまでが二戸広域第２地区についてのコメントでして、最後に事業制

度について、「以上により、草地畜産基盤整備事業は、飼料生産基盤の造成及び整備を農業用施

設の整備と併せて行うことにより、畜産経営規模の拡大や新技術導入による生産性向上を促し、

畜産主産地の振興に寄与している。」というふうな表現にしています。 

こちらについても少し御意見頂ければと思います。 

 

○梶原委員 

中段の担い手という表現なのですけれども、一般的にとおっているものなのでしょうか、「生

産の」担い手など、何か付け加える必要はないでしょうか。その方がわかり良いかと思います。 

 

○藤﨑委員長 

なぜ地域と入れたか良く覚えていませんが、地域担い手というと少しぼやけていますね。畜

産農家というよりも、地域づくりの担い手のような印象も出てきますね、単純に担い手だけの

方が伝わりやすいかもしれません。ありがとうございます。 

 

○荒井委員 

基本的によろしいかと思いますが、第三者の意見という場合、事業に対する期待といいます

か、あるいは事業効果がもっと発揮できる様にもっとこういうことをやったら良いのではない

かという、そんなところも含めた方が私は良いかなと思いますので、例えば、規模拡大に当た

って農地集積が進んでいないと、集積が進むことによって、より事業効果が発揮されるから、

今後その辺を期待しますとかですね。そんな表現が、あるいは地域との関係を更に強めるとか

ですね、そういった文言を第三者として付言すればよりこの事業が効果的になっていくという

そんなことが含まれる様な気がいたします。 
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○藤﨑委員長 

はい、御意見ありがとうございます。 

ただ今の荒井委員の趣旨の文言を盛り込むことについては、ほかの委員の皆様いかがでしょ

うか。今後の課題的なところを、農地が分散している、経営規模の拡大に伴って農地の分散が

少し目立つようになってきているので、面的な集約化についての用意が必要であるということ

と、また酪農教育等、そういうことも意識した生産展開が望まれるみたいな趣旨のことを、少

し直ぐ文章はできないのですけれども、そういうことも書き加えてはという御意見ですけれど

も、加えることでよろしゅうございますか。 

はい、そのほか、御意見ございませんか。 

 

○渡辺委員 

先程の議論の中で、機械化の導入というのが結構大きいなというふうに聞いていたのですけ

れど、労働時間、労働の負担の低減という文言をいれたほうが良いのかなというふうに思いま

す。 

 

○藤﨑委員長 

１段落目の方でしょうか。 

 

○渡辺委員 

はい。それから、先程の議論との関係なのですが、二本柳地区については、事業目的と合致

するようなかたちで、いわゆる結論というかたちで評価が出されているのですけれども、草地

畜産基盤整備事業においては、事業目的が大規模経営における経営の安定と低コスト化を目的

とするということを謳っているのですが、それについて、特に低コスト化に関係する目的が果

たして達成されたかどうかということに関しては触れなくて良いのだろうかと疑問に思いまし

た。 

 

○藤﨑委員長 

低コストという表現は、一番下でいうと生産性向上で、第１段落には漏れていましたが第３

段落には生産性向上という言葉で入れさせていただきました。 

低コスト化という表記の方がよろしいですかね。 

 

○渡辺委員 

ただ、先程の議論、荒井委員の発言の中で、コストのどこを見るかによっては、実は低コス

ト化が実現、発現しているのではないかという可能性と、一方総コストという意味では、やは

り低コスト化は実現していなかったという二つの見方ができるというのであれば、ここで最終

的な結論を出さなくても良いのかなと。この場で決めないといけないことなのでしょうか。 

 

○藤﨑委員長 

今年度最後の場です。文章は最終的なとりまとめがありますので、本日一字一句固めるとい
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うものではないですけれども、ここの場での議論を踏まえて速やかに事務局と委員長とでコメ

ントいただいた委員の方に、こういうかたちでまとめましたということを速やかに進める必要

があるということでございます。 

それで、言葉としては、事業目的は、大規模経営の安定と低コスト化を図る低コストという

のが、事業制度の目的ということですね。であれば、事業目的に則して、低コスト化という言

葉を中心に、生産性向上というよりは低コスト化という表現で、ただ、低コスト化の中身がで

すね、低コスト化を図っても生産費は上昇することもあり得るので、先程荒井委員がおっしゃ

ったように、事業に関連する部分では低コスト化は図られているのだけれども、生産費全体で

見るとほかの要因によってコストが見かけ上高く見られるということもありますので、そのへ

んを少し意識した、自給用飼料の生産を通じた粗飼料費のコスト低減が図られるとかですね、

そんなような字句表現を盛り込むようなかたちで文章をとりまとめさせて頂くような方向でよ

ろしいでしょうか。 

少し、二戸広域の方はここで直ぐに文章を示すというよりは、少しじっくり考えてというこ

とになるのですが、速やかに作業する必要がありますので今の議論を踏まえて修正してみたい

と思います。 

そのほかに御意見よろしいでしょうか。いま、渡辺委員の御意見の中で、それに関してお話

しさせて頂きましたけれども、以上のことを踏まえまして、委員長と事務局の方で、我々にと

って一番大事なのは第三者意見の部分でございますけれども、具体的な字句表現の最終版をも

う少し調整させて頂いて、それを速やかに委員の皆さん方にお示しして御了解頂くという段取

りで進めさせて頂いて、今日のこの場はここまでとさせて頂ければと思います。それから、事

後評価結果書の部分の書きぶりについては、直接的には我々の責任というよりも事務局を中心

とする局の皆様の部分の文章になるのですけれども、今日頂いた御意見の中でどの程度反映で

きるかというところにつきましては、これを速やかに事務局の方中心に修正頂いて、そのへん

についても併せて委員の皆様に確認させて頂いた上でこの委員会としての最終結論ということ

にさせて頂きたいと思っていますので、そういうことで委員の皆様方よろしいでしょうか。 

委員の皆様方には貴重な意見を多数頂きましてありがとうございました、それでは、予定の

時間を若干超過いたしましたけれども、議題１の事後評価について終わらせて頂きたいと思い

ます。ここで一旦事務局の方に進行を戻したいと思います。 

 

○事務局 

はい、たいへんありがとうございました。本日の事後評価に関する議事を終了させて頂きた

いと思います。御協力誠にありがとうございました。 

次の議題２の再評価に入る前にいったん休憩をとらせていただきたいと思います。35分に議

事の再開といたしますので、しばし休憩頂ければと思います。お疲れ様でございました。 

 

【水利施設等保全高度化事業「奥中山中央地区」】 

２ 再評価 

○事務局 

時間となりましたので、東北農政局補助事業評価技術検討会を再開させていただきます。こ
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れからは、再評価について検討をよろしくお願いいたします。 

引き続き、進行を委員長にお願いいたします。 

 

（１）農業農村整備事業等再評価地区別資料について 

○藤﨑委員長 

それでは、補助事業の再評価について、御審議いただきたいと思います。 

奥中山中央地区について、御説明をお願いいたします。 

 

○水利整備課 

それでは、資料１と資料２について、第１回技術検討会から修正等した箇所を中心に説明さ

せていただきます。 

（資料１、資料２説明） 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございました。 

第１回技術検討会での指摘に対する訂正箇所を中心に御説明いただきました。 

訂正後の資料について、各委員から御質問やコメント等ありましたら、よろしくお願いいた

します。 

 

○荒井委員 

２点ほど、言葉の正確を期すという観点から、確認させてください。 

始めに、資料１の２ページの後段に「荷痛み発生防止による品質向上が図られていることか

ら」とありますが、確かに、以前と比べると市場に行くまでの品質が上がるという意味はわか

りますが、正確には「品質劣化防止」とか、そのような表現が適切ではないかと思いますので、

御検討いただければと思います。 

次に、資料２の 32ページ、工期の延伸理由の文章ですが、８行で１つの文章となっており、

かなり長いと思います。理解しやすいように、内容ごとに区切った方が良いのではないかと感

じました。例えば、用地交渉や道路協議によって工期を延伸せざるを得なくなったことと、東

日本大震災によってさらに延伸が必要となったことを分けると、伝わりやすいのではないかと

思います。文章を区切る場所について、御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した。 

１点目の表現方法と２点目の文章の区切る場所について、事務局で検討していただければと

思います。 

 

○中村委員 

費用対効果について質問ですが、先ほどの事後評価の地区は「投資効率の算定」という表現

になっておりましたが、この地区は「総費用総便益費」となっていますが、評価する時点によ
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って、用語も違うということになるのでしょうか。 

 

○水利整備課 

評価手法については、「総費用総便益費」というものに変わっており、基本的には、最新の

評価方法で計算することとなっております。ただし、事後評価についてはその当時の評価手法

で検討することとなっていることから「投資効率」という手法で行っております。 

 

○事務局 

費用対効果の算定について、事後評価に関しては最終の事業計画で採用した費用対効果分析

方式に準じても良いという運用がされております。今回の事後評価については、２地区共に「投

資効率方式」を採用しておりましたので、その方式に準じて算出させていただいているところ

です。 

奥中山中央地区については、最終計画が「総費用総便益費方式」となっておりましたので、

同手法で算定しているところです。 

 

○中村委員 

あと、細かいことで恐縮ですが、資料２の 38 ページに「直売所で販売されており農家所得

の増大や地域住民の雇用の受皿としても寄与しているほか」とありますが、これは、直売所が

できて、直売所で働く人のことをおっしゃっているのかと思いますので、直売所が地域住民の

雇用の受皿としても寄与していることがわかるように修正された方がよろしいかと思います。 

 

○渡辺委員 

同じ資料２の 38ページですが、「点滴かんがい装置」という言葉がでてきておりますが、初

めて聞いた言葉なのですが、どのようなものか教えていただければと思います。 

 

○水利整備課 

ホースからチューブが出ていて、少しずつ水が出るようなものですが、資料に写真が付いて

いないのでわかりにくかったかもしれません。 

 

○渡辺委員 

点滴かんがい装置がどういうものかわかるような写真を追加していただくとか、ほかの写真

と変えるなどしていただければ、よりわかりやすい資料になると思います。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。 

点滴かんがい装置の写真があれば、それに差し替えるということで、検討していただければ

と思います。 

 

○渡辺委員 
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もう１点。資料１の１ページのアの①について、「本地区は平成 17年度事業採択されたのち、

用地調整や対外協議による遅れのほか」とありますが、対外協議というのは、具体的にどのよ

うな協議でしょうか。 

 

○水利整備課 

対外協議とは、埋設管の県道横断協議や水道管の移設協議のことです。 

 

○藤﨑委員長 

確かに、用地調整はイメージがつきますが、対外協議と言われても何の協議かわかりにくい

という印象があります。わかりやすく修正していただいた方がよろしいかと思います。 

 

○水利整備課 

対外協議ではなく、道路埋設協議やなど、具体的な表現に修正したいと思います。 

 

○藤﨑委員長 

いろいろと御意見をいただきましたが、私からは特段、意見等はありません。 

委員の皆様、地区別資料と地区別基礎資料について、ほかに意見やお気づきのところはござ

いますか。 

よろしいでしょうか。 

 

 

（２）技術検討会（第三者）意見聴取 

○藤﨑委員長 

それでは、第三者の意見についてまとめていきたいと思います。 

こちらについても、事前に委員長（案）を考えさせていただきましたので、その案文を配布

させていただいて、それに基づいて、委員の皆様方の御意見をいただきたいと思います。 

この地区は再評価ですので、事後評価とは違い、現在進行中の事業を進めていいかどうかに

ついて結論を出すのが技術検討委員の主たる任務ということで、意見（案）を考えてみました

ので、読み上げさせていただきます。 

「本地区は、現在までに整備をほぼ完了しており、用水管理施設の一部の整備を残すだけと

なっている。 

本事業により既に畑地かんがい施設の整備が行われた地域では、高収益作物の計画的な生

産が可能になるとともに、品質の向上が図られている。 

引き続き、コスト縮減に努めつつ事業完了に向けて着実な事業推進に努められたい。」 

以上です。 

委員の皆様、御意見などありましたら、お願いいたします。 

 

○荒井委員 

基本的には、これでよろしいと思いますが、事業の目的で農業経営の安定や農業経営体の育
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成というものがあると思いますので、「品質向上が図られている」の部分を「品質向上が図られ

農業経営の安定化にも寄与している」など、経営体育成の視点も盛り込んだ方がよいと思いま

した。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございます。 

地区別資料のどこかに、引用できそうな文言があればいいのですが、そういう視点で資料が

まとまっていなかったようです。 

御主旨は、事業目的に「ひいては農業経営の安定化を図るものである」とありますので、品

質向上で終わることなく農業経営の安定化も図っていくと言うことを文言として入れるという

ことかと思います。 

確かに、そのほうが良いかと委員長としても思いますので、その方向で修正をしたいと思い

ます。 

そのほかにありますでしょうか。 

 

○中村委員 

最後の部分に「コスト縮減に努めつつ」とありますが、この事業を行ったことによって生産

コストが縮減していくので、特段、必要がない文言かと思ったところです。 

 

○藤﨑委員長 

これは、事業費のコスト縮減を意味しておりますが、わかりにくい表現だったかもしれませ

んので、何か考えた方がいいでしょうか。この「コスト縮減に努めつつ」の前に事業を入れて、

「事業コスト縮減に努めつつ」とすると、事業が３回も出てきて文章として違和感があるので、

いかがいたしましょう。 

 

○中村委員 

この第三者の意見が、誰に対して言っているかということまで考えれば、何のコストかはわ

かると思いますので、必ず修正した方がよいとまでは言いません。 

 

○藤﨑委員長 

それでは、この第三者の意見については、委員長と事務局で速やかに調整し、委員の皆様に

お示しさせていただいて、最終的な御了解をいただいた後に、公表ということにさせていただ

きたいと思います。 

以上で、議事としては全て終わりましたが、最後に委員の皆様から、事後評価あるいは再評

価の進め方などについて御意見等あればお願いいたします。 

 

○小山委員 

事務局の方は、現地調査の前から非常にタイトなスケジュールで様々な調整等をしていらっ

しゃると思います。現地調査の日程を決めるにあたっては、地元関係機関や農家の方のスケジ
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ュール調整も大変だと思いますが、どこを見せていただくのかといったことをもう少し早めに

教えていただけると助かります。 

あと、今回は事業実施中のところや事業完了後のところが担当で、その立場で言えないこと

かもしれませんが、農業農村整備事業は多額の費用を投じていますが、最終的には国民の食料

を生産する、命の糧を日本の中できちんと生産していくということと、農村社会や地域社会が

守られていくということが最終的な目的なのではないかと感じておりますので、各事業の事業

目的のところは、もう少し幅広に記載してもいいのではないかと思いました。 

畜産も個々の農家と言うよりも、耕畜連携であるとか、様々なところが連携することが最終

的な目的になるのではないかと思いますし、そのことが、地域の農業にとってプラスになるこ

とだと思います。 

農業経営の安定化というものが何のために必要かということが、事業の目的のところにあっ

てもいいのではないかと思いました。 

感想のようなことですみませんが、以上です。 

 

○髙居農村振興部長 

我々としても、この農業農村整備事業を実施するにあたっては、税金を投じる訳ですから、

国民にどのように説明するかということが大事だと思っております。 

 

常に、国民に対してどのくらいの利益があるのかという説明をしなくてはいけないという思

いは持っておりますが、これまで、そのような説明を求められてこなかったので説明をしてこ

なかったわけですが、地区ごとに見れば、その地区内で生産された農産物が地区内あるいは地

区外へ食料として供給されていることは事実でして、それが、どの市場にどの程度を供給して

いるのかと言うのは地域ごとに把握し、今後もそのようなことを説明できるようにしていきた

いと思っております。 

 

○藤﨑委員長 

ありがとうございました。 

事務的な話ですが、資料の提供時期等について、事務局もいろいろと御事情があるとは思い

ますが、来年に向けて御検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

では、事務局に進行をお返ししますが、本日の委員会につきましても、委員の皆様始め関係

する皆様からも非常に建設的な御発言をいただきまして、議事運営に御協力いただきまして誠

にありがとうございました。 

 

 

閉会 

○事務局 

ありがとうございました。 

いただいた意見等につきましては、地区別資料、基礎資料また第三者の意見に反映させてい

ただきたいと思います。 
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閉会に当たりまして、真鍋生産部長より御挨拶を申し上げます。 

 

○真鍋生産部長 

生産部長の真鍋でございます。 

本日は長時間にわたり御審議いただき、また大変貴重な御意見をいただきまして誠にありが

とうございました。 

本日いただきました御意見等につきましては、評価結果の最終取りまとめに的確に反映させ

ていただきたいと思いますし、また、今後の補助事業の在り方、事業評価書の改善等に参考に

させていただきたいと考えております。 

本補助事業評価への委員の皆様の御協力に改めて感謝申し上げますとともに、農業農村整備

事業に限らず、様々な農業の振興施策全般に今後とも御理解、御協力、御支援を賜りますよう

にお願いしまして、簡単ではございますが閉会の挨拶とさせていただきます。本日はありがと

うございました。 

 

○事務局 

ありがとうございました。 

これをもちまして、平成 30 年度第２回東北農政局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。 

 


