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平成30年度 第２回東北農政局国営事業技術検討会（事後評価） 

 

開 会 

○事務局 

  皆さん、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２回東

北農政局国営事業技術検討会（事後評価）を開催いたします。 

  開会に当たりまして東北農政局国営事業管理委員会委員長の髙居より御挨拶を申し上げま

す。 

 

挨 拶 

○農村振興部長 

  皆さん、おはようございます。委員の皆さんにおかれましては、お忙しい中、技術検討会

に御出席賜りまして、まことにありがとうございます。厚く御礼申し上げます。 

  本日の技術検討会は、６月15日に開催しました第１回技術検討会で頂いた多様な意見を踏

まえ、当方で修正しました事後評価結果（案）についての審議を頂くとともに、その評価内

容につきまして、技術検討会としての意見を頂戴するという運びでございます。 

評価結果等につきまして事務局から説明申し上げますので、改めて忌憚のない意見や助言

を頂きたいと思っております。特に、今後の馬淵川沿岸地区の関連事業のあり方の検討とと

もに、うまくいっている部分とそうでない部分の様々な課題の解消による事業効果の発現に

関する御意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  限られた時間ではございますが、十分な御審議をいただくことをお願いしまして、簡単で

はありますが、開会の挨拶に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。 

  本日の技術検討会には、弘前大学農学生命科学部教授の泉委員長をはじめとしまして、６

名の委員の方々全員の御出席をいただいております。委員の皆様、前回同様よろしくお願い

したいと思います。 

  また、東北農政局国営事業管理委員会からの出席は、髙居委員長、大内副委員長、實井副

委員長ほかの委員はじめ、事務局及び関係者が出席しております。詳細につきましては、出

席者名簿、座席表を御確認いただきたいと思います。 

  なお、本日の同委員出席者名簿のうち、設計課長の細井及び水利整備課長の奥の２名は欠

席となっておりますことを報告させていただきます。 

  続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。 

  クリップを外していただきまして、次第、出席者名簿、座席表を綴じたもの、続きまして、

右肩に資料１、資料２、資料３と記したもの、その外、補足資料を添えさせていただいてお

りますので御確認いただきたいと思います。不足等があれば申しつけください。 

  続いて、本日の傍聴者については、おられないことを御報告申し上げます。 
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  それでは、ここから泉委員長に議事の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

議 事 

（１）国営かんがい排水事業「馬淵川沿岸地区」事後評価結果（案）等について 

○泉委員長 

  委員の皆様、前回に引き続きよろしくお願いいたします。 

  本日の第２回技術検討会では、髙居事業管理委員会委員長からの御挨拶にもありましたと

おり、前回の意見等に対する修正等内容の審議と、審議結果を踏まえました技術検討委員会

の意見の提示ということになります。これからの進行を私のほうで行いますけれども、終了

の目途を12時として進めて参りたいと考えておりますので、円滑な審議等への御協力を頂け

ますようよろしくお願いいたします。 

  それでは、議事に従って進めて参ります。 

  まず、（１）の国営かんがい排水事業「馬淵川沿岸地区」事後評価結果（案）等について、

事務局より、前回出された意見等を踏まえた修正内容を中心に説明をお願いいたします。 

 

 （事務局より説明） 

  ～以下は、説明内容のうちの、「今後の課題等」に係る補足部分～ 

 急遽の本省指示を踏まえた今後の課題等の修正案を示させて頂くので、併せて審議

をお願いします。 

 修正内容の１点目は、「（１）産地収益力の強化に向けた事業効果の更なる発現」

の２段落目末尾に、「・・・更なる単収の増大や品質の向上を内容とする農業生産性

の向上を図る必要があるとの考え方が定着するとともに、牧草からデントコーン等の

飼料用作物への転換が見通される状況となっている。」との記述を追加するものです。 

 ２点目は、３段落目末尾に、「・・・共同給水栓の利用を余儀なくされている経営

体にあっては、個別給水栓を利用した高収益型農業の拡大が図られる中で、共同給水

栓から個別給水栓の設置に向け早期事業化の要望が高まっている。」との記述を追加

するものです。 

 ３点目は、６段落目の後に、「加えて、今後の具体的取り組み内容として、関係機

関・団体の連携を図りながら、一戸町においては、経営耕地規模の拡大が困難化する

中にあって、露地野菜経営における単収の増大及び品質の向上並びに営農の合理化に

よる農業生産性の向上を図る前提となる畑かん用水の高度利用が不可欠であること、

畜産経営における自給飼料基盤として牧草から飼料用作物に転換する上でその生産の

安定を図る畑かん用水の利用が有効であることについて重点的に啓発し、未着手関連

事業地区の早期着工を図ることが重要である。」 

 「二戸市においては、これまでの耕作者主体から、土地所有者の参加も促しつつ地

域としての事業参加意識を醸成するとともに、個別給水栓を整備した先行地区におけ

る耕作者と農地所有者の合意プロセスや長期的な賃借を担保する措置の紹介・地区に

適用する検討を行いつつ、個別給水栓設置意向農家の要望の早期実現に向けて関連事
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業の着実な実施を図ることが重要である。」との記述を追加するものです。 

 なお、以上の修正内容は事務局案であり、地元への事実確認をする過程で変更され

る可能性があることを申し添えます。 

 

（２）質疑応答 

○泉委員長 

  ありがとうございました。 

  それでは、議題（２）の質疑応答に入るわけですけれども、事務局より、前回の意見及び

指摘事項について、基礎資料を用い対応内容等について説明をいただきました。 

各委員の皆様方からは、意見等への対応内容について、御意見あるいは御質問等々につい

て頂けますようよろしくお願いします。 

  私から事務局に一点確認させて頂きたいのですが、「今後の課題等」の修正に係る補足説

明がありました。これは、資料２評価結果書の71ページ「今後の課題等」に対して加筆した

上で差し替えるという理解で良いのでしょうか。 

 

○事務局 

  現場への確認を了していないものですので、最終的な判断はできていないのですが、変更

され得るという前提で審議頂きたいというものでございます。 

 

○泉委員長 

  変更要素があるということを踏まえて、補足説明の表現になり得るということで良いです

か。では、本日は、この補足説明についてもコメント等を頂きたいと思います。 

  先ずは、前回の意見に対しての対応状況についてということで、各委員より御意見及び御

質問を頂きたいと思います。 

 

○冬木委員 

  私の意見に対する対応については良いのですけれども、少し気になったのは、耕作放棄地

の関係なのですけども、評価結果の５ページ目、詳細資料でいくと63－１の表現なのですけ

れども、（３）②の一番下の段落で「県全体が12％増加するなか、関係市町は２％の減少に

止まっている」との表現は不適切ではないかと思います。 

「増加するなか」という書き出しに続けるのであれば、仮にこれが２％増加だったら「２％

の増加に止まっている」となるのでしょうけれども、「２％の減少」に続けるならば「止ま

っている」ではなく「転じている」などの表現ではないでしょうか。以上です。 

 

○泉委員長 

  事務局、お願いします。 

 

○事務局 

  冬木委員御指摘のとおりでございます。適切な表現にここは変えさせていただきたいと思
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います。 

「関係市町は２％の減少に止まっている」または、「２％の減少に抑制されている」、い

ずれにしてもセンサス上の主観データですので、ストックの減少量とも異なり、そういう点

も含め適切な表現に修正させていただきたいと思います。 

 

○泉委員長 

  よろしいですか。 

 

○郷古委員 

  少し確認させて下さい。私も同じところが少しわかりづらかったのですが、これは「販売

農家」が、岩手県の県全体の「販売農家」が12％増えているのですかね。 

 

○佐藤委員 

  これは、「販売農家の耕作放棄地は、」という文脈ではないでしょうか。販売農家自体が

増えていると捉えられてしまいますね。 

 

○事務局 

  すみません、ここの記述としては「総農家については」という書きだしが抜けてございま

して、なお書きの部分は、「平成17年を100％とした平成27年における耕作放棄地の増減割

合は、」の後に「総農家数で見ると、県全体が」云々と。「また、販売農家数で見ると」と

いう形で整理するべきでありました。表記の修正が追いついていませんでした。 

 

○泉委員長 

  では、その点も含めた上で、両委員の意見を踏まえ、わかりやすい表現とされるようお願

いします。 

 

○郷古委員 

  併せて、今の②の一段落２行目、「畑面積は、県が５パーセント」については、「畑面積

は、県全体が５％」とした方がわかりやすいかと思います。 

 

○泉委員長 

  事務局、よろしいでしょうか。 

 

○事務局 

  はい。 

 

○冬木委員 

  今のところですが、農林水産本省からの指摘を踏まえるならば、なお書き以降は残さず、

耕作放棄地の記述そのものをなくしてしまっても良いとも捉えられますが、どう整理された
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のでしょうか。 

 

○事務局 

  この部分は、事業による波及効果として記述しています。そういう点では、あってしかる

べきと考えてございます。本地区の事後評価という点においてはきちんと評価されるべきも

のと考えておりますので、除くとなりますと事務局としては抵抗感があるところです。 

 

○冬木委員 

  そうですね。 

 

○高橋委員 

  同じところですけれども、販売農家については、県全体が12％増加する中、関係市町は２％

の減少に止まっているという表現は、グラフデータをもとに書かれたことですよね。 

 

○事務局 

  はい。 

 

○高橋委員 

  そうすると、文章としてみれば「減少に止まっている」ということなので、減少したこと

をマイナス面と捉えていたのですけれども、このグラフと照らし合わせてみれば、平成17年

には100であった耕作放棄地がその後減ったということですので、この減少はプラスの面と

捉えて良いということですよね。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

  そうなります。委員の御理解のとおりです。 

 

○高橋委員 

  わかりました。ありがとうございます。つまり耕作放棄地が農地として活用されるように

なったということでよろしいのですね。 

 

○泉委員長 

  高橋委員の御指摘のとおりであれば、そのような表現に修正したほうがわかりやすいので

はないでしょうか。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

  はい。 

 

○泉委員長 

  では、その辺、若干の修正をしていただけますようお願いします。 



6 

 

○佐藤委員 

  もういちど、確認なのですけれど、図を見れば、関係市町村は２％減っているということ

ですね。 

 

○事務局 

  そうです。 

 

○佐藤委員 

  この文章だと、そういうふうに読みづらいところがありますね。 

 

○冬木委員 

  「県全体が20％増加する中、関係する市町は逆に２％減少している」といったような表記

でしょうか。 

 

○佐藤委員 

  「止まっている」という点に違和感があるので、「減少している」としたほうが良い。そ

れにより下の文章にも繋がって「防止」は言い過ぎでも「抑制」しているとの表記はできる

ものと考えられます。 

 

○泉委員長 

  よろしいでしょうか。具体的な修正すべき内容が示されたと思います。 

 

○事務局 

  ありがとうございます。 

 

○泉委員長 

  ほかにございませんか。 

  私から示した意見に対しては、揚水量の増加が示され、きちんと使われていることが分か

る資料となったと思います。 

  あと何点か。 

  少し細かいのですけれども、評価結果の３ページ、（２）の「施設の管理状況」の３行目

の後半に「同土地改良区へ管理委託し、適切に・・・」という文言がありますけれども、主

語が小水力発電施設なので、「委託され」という表現のほうがいいのではないでしょうか。

少し細かいのですけれども検討願います。 

  そのほかありませんか。 

  それでは続きまして、「今後の課題」の加筆に係る説明内容について御意見等ありました

らお願いします。 

  では、私から、表現の仕方なのですけれど、段落の結びに見られる「早期着工を図ること
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とする」及び「着実な実施を図ることとする」といった記述ですが、いずれも「図ることと

する」とされていますが、例えば、「図る必要がある」及び「図ることが重要である」とい

う表現にされたほうが好ましいかと思います。 

  今後の課題として示すとすればそのような表現のほうが馴染むかと思われますので御検討

願います。 

 

○事務局 

  御意見のとおり「図ることが重要である」というふうな表記が適切と思われますので、修

正させていただきます。 

 

○泉委員長 

  ほかの委員の方々から意見等ございませんか。 

 

○冬木委員 

  加筆部分に関する審議ですが、「牧草からデントコーン等の飼料用作物への転換が見通さ

れる状況である」としたことについて、なにかしらの根拠があるのかという点が１つ。 

  また、「今後の事業の方向性」についても述べており、関連事業に関する具体的な内容と

して、「共同給水栓の利用から個別給水栓の設置・利用に向けて早期に事業化する」として

いますが、事業の見通しに基づいた記述となっているということで良いのか。 

  今回の議論の中でも出ていましたけれど、地元における個別給水栓の設置意向をしっかり

確かめた上での記載となっているかという点です。以上２点について質問させていただきま

す。 

 

○事務局 

  今回の事後評価において、現地調査等で聞いているのは、例えば二戸市側では、先導的な

取組が浸透する中で耕作者の事業参加意欲は高まっているという実態がございます。 

  このため、「意欲が高まっている」という事実に基づく記述は差し支えのないものである

と考えております。 

  ただし、今後の課題等として書くということが適切かどうかという点については、現場に

下ろして再確認するという手続を踏んだうえで判断する必要があるという状況です。 

 

○冬木委員 

  この中で、「関連事業」という場合は、必ずしも国営事業というものではなくて、補助事

業も含めてということで良かったでしょうか。 

 

○事務局 

  「国営馬淵川沿岸地区」の関連事業は、県営の畑地帯総合整備事業ということになります。 

  もう１点、「飼料用作物への転換が見通される状況であるか」という質問でございますが、

こちらは実はそんなに関係機関・団体でしっかり了知されているところであるかというと、
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若干不透明な部分もあります。 

  現地調査の際に皆様にもお聞きいただきました土地改良区理事長のお話を根拠にしている

というものです。このため、若干修正される可能性はありますけれども、現場の営農者であ

り団体の代表という立場からのお話ですから、十分な根拠となり得るものと考えてございま

す。 

 

○泉委員長 

  ほかに御意見等ございませんか。 

 

○郷古委員 

  今のところですが、大変微妙な表現だと思いますので確認させて頂きたいのですが。 

  段落の前半では「関連事業の実施に向けた地域の合意形成に時間を要している状況にある」

となっていて、後半では「共同給水栓の利用を余儀なくされている経営体にあっては」とあ

ります。 

  このことから、個別給水栓にしたい農家もあるのだけれども、そういった農家つまり推進

したい農家については当然早期事業化の要望が高いのだけれども、全体とすれば、そうでは

ない農家も多数おられて合意形成がとれない。というふうに、私は捉えてしまうのですが、

実態としてはそういうことでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

  そのとおりです。いわゆる新規関連事業への着手について何が課題かと言われれば、二戸

市を例にすれば、まさに今御指摘いただいたとおりとなります。 

  この実情を前振りした上で、後段では、今までの耕作者を対象とした事業啓発というもの

から、可能な限り土地所有者を始め地域の方の参加も促していきましょうと提言し、実際に

は、土地所有者に強制はできないので、参加を促しつつ地域全体としての事業参加意識を醸

成していきますよ。との内容としてございます。 

 

○郷古委員 

  これは意見ですが、おそらく、地元のこれ以上に具体的なところについては、今の段階で

はなかなか書けないのではないかと思います。これは事後評価とは別な話になりますが、跛

行の問題でもいろいろな議論がされているとすれば、もう少し具体的に「事業化を進めるた

めにどういうふうにしていくか」が明らかになってこないと、はっきりしたことは書きづら

いのではないかと思います。 

 

○泉委員長 

  ほかにありませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、前回の意見等に対応した修正内容等に関する質疑応答を終了させていただきま

す。 
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（３）国営事業事後評価技術検討会の意見聴取 

○泉委員長 

  続きまして、議題の（３）国営事業事後評価技術検討会の意見聴取ということになります。 

  技術検討会からの提示意見については、各委員の皆様にあらかじめ委員長私案を示させて

いただいております。本日のこれまでの審議を踏まえて、提示意見の内容の追加あるいは修

正、あるいは御意見等をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  お手元に資料は届きましたでしょうか。 

  それでは、平成30年度かんがい排水事業『馬淵川沿岸地区』事後評価結果に対する国営事

業技術検討会の意見（委員長私案）について、読み上げさせていただきます。 

 

  『冷涼寡雨で農業用水の確保が困難であった本地区において、安定的な農業用水の確保の

下、育苗、定植等適正な栽培管理による生産性の向上及び病虫害や霜害等回避による品質の

向上並びに経営規模の拡大と大型機械化体系への移行による営農の合理化が図られ、レタス、

キャベツ、りんご、おうとう等について県下有数の産地が形成されるなど、収益性の高い農

業が取り組まれている。 

  今後は、一定の規模拡大が図られた一方で、顕在化しつつある経営耕地の分散や土地利用

の混在といった問題の解消と更なる生産性の向上を目指す上で、関連事業の着実な推進を図

るとともに、経営体への農地集約と露地野菜、施設野菜、果実、飼料畑等の別に、段階的に

団地の形成を図っていくことが必要である。 

  また、地域農業生産の維持・増進という観点からは、生産の均質化及び安定化の下で確立

された契約出荷を主体とする大規模な経営体に加え、多様な担い手を確保していく必要があ

り、実需者ニーズに基づく農産物の販売方式や加工品の開発と定着による農業所得の増大の

下で、経営感覚に優れた担い手の育成と確保につなげるといったことも重要である。 

  加えて、地区全域における高収益型農業の展開を目指す上では、先進的経営の事例ととも

に、農業振興が地域全体に及ぼす波及的効果について、農家をはじめとする地域住民に広く

ＰＲしていくことが重要である。 

  さらに、良好な自然環境や景観と調和した地域の農業は、消費者をはじめとする実需者に

とっての付加価値となり得ることから、農家及び地域住民が主体となって自然環境の保全や

モニタリング活動等を継続的に実施していくことも重要である。』 

 

  以上、委員長私案ということですけれども、これに対して追加、修正あるいは御意見等ご

ざいましたらよろしくお願いします。 

  １点事務局に確認なのですけれども、「実需者」という文言は農水省において使われてい

る表現ということでよろしかったでしょうか。 

 

○事務局 

  最近農林水産本省において提示しました「農林水産業・地域の活力創造プラン」において

も、「生産・流通といった面において実需者の動向に配慮する」というふうな記述がありま

すので、よく使う表現だと思っています。 
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○泉委員長 

  一般用語という理解でよろしいですね。 

 

○事務局 

  はい。 

 

○泉委員長 

  委員の皆さんからどうぞ。 

 

○郷古委員 

  後ろから２段落目のところですけれども、少し皆さんの御意見を伺いたいのですが、「加

えて、地区全域における高収益型農業の展開を目指す上では」、これはやはり「本事業を契

機とした先進的経営の事例とともに、農業振興が」云々としたほうが良いと思います。 

  今までの説明や資料の内容、委員の皆様方の御議論とも合致しますし、現地調査の結果か

らしても、先進的経営などを見させていただいた中では、やはりこの事業を契機として実現

されていると思ったのですけれども、一言入れてもよろしいかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

○泉委員長 

  今、郷古委員からありました御提案により、具体的でわかりやすくなると思います。では、

「目指す上では、本事業を契機とした」という文言を加筆して修正するというふうなことで

よろしいでしょうか。 

 

○事務局 

  はい。 

 

○泉委員長 

  ほかにございませんでしょうか。 

 

○佐藤委員 

  細かいことですけれども、さき程の３段落の「実需者ニーズ」のところについてです。 

  段落の前半ではどちらかというと「契約出荷」にも触れていますし、前半を「実需者ニー

ズ」としたほうが良いのではないでしょうか。後半は「多様な担い手」の在り方の話ですか

ら、ここは「消費者ニーズ」としたほうが良いのではと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○泉委員長 

  佐藤委員からの御提案を踏まえますと、「さらに」から始まる最後の段落にあります「消

費者をはじめとする実需者にとって」は、「消費者ニーズ」というかたちでしょうか。 
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○佐藤委員 

  そうですね。具体的に言いますと、「・・・観点からは、実需者ニーズに対応した生産の

均質化及び安定化の下で確立された、契約出荷を・・・」として、「・・・多様な担い手を

確保していく必要があり、消費者ニーズに基づく・・・」とされたほうが良いかもしれない

ですね。 

  「多様な担い手において、農産物の販売、加工・・・」との記述は、産直等を活用すると

いうニュアンスですので消費者ニーズとして、一方の実需者は例えばカット野菜製造事業者

とか中間流通業者とか、そういうニュアンスがあるので、前半に据えることができますね。 

 

○泉委員長 

  今の御意見、少し確認させていただきますと、上から３段落目「また、地域農業生産の維

持・増進という観点からは、実需者ニーズに基づく・・・」とし、３行目「実需者ニーズ」

は「消費者ニーズ」とすることでよろしいでしょうか。 

 

○冬木委員 

  最後の段落１行目は、「・・・、消費者にとっての付加価値・・・」だけで良いのではな

いかと思います。 

  「実需者」は、幅広い意味で言えば消費者も含むのですけれども、上のほうでそういう明

確な形で使い分けをしたならば、下のほうはむしろ「実需者」を列記せず「・・・、消費者

にとっての付加価値・・・」でよろしいかと思います。 

 

○泉委員長 

  実需者という意味の取り扱いですね。 

 

○冬木委員 

  良好な自然環境や景観と調和した地域農業は、事実上、実需者にとっての付加価値となる

かもしれませんが、表記としては、「・・・、消費者にとっての付加価値・・・」としたほ

うが、すんなりと受け取れると思います。 

 

○泉委員長 

  委員の皆様いかがでしょうか。 

  それでは、「さらに」から始まる最後の段落、「・・・、消費者をはじめとする実需者に

とって・・・」というところは、「をはじめとする実需者」を削り「・・・、消費者にとっ

て・・・」とするということでよろしいでしょうか。 

  そのほかに御意見等ありますでしょうか。 

 

○冬木委員 

  表記の確認です。最初の段落の４行目の作物名が片仮名表記と平仮名表記が混在していま
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す。学術的には全部片仮名表記になるのですけれども、「りんご」とかどうすれば一番自然

なのか、統一されていないことがすごく気にはなります。 

  あえてする必要が無ければそのままで良いのですけれど。 

 

○事務局 

  基礎資料に整理しております作付状況の変化も同様の表記となっています。これは事業計

画から引用しておりまして、事業計画における表記は、農林水産統計、作物統計上の表記と

整合を図っています。 

 

○冬木委員 

  はい、結構です。 

 

○泉委員長 

  ほかにございませんでしょうか。 

  それでは、意見はほぼ出尽くしたということで、委員長私案を先ほどの御意見を踏まえて

さらに修正するということでよろしいでしょうか。 

  それでは、時間も限られておりますので、審議についてはここまでとさせていただいて、

修正による最終の案の作成については委員長預かりとさせていただいて、後日修正版を各委

員並びに事業管理委員会に示すということにしたいと思いますけれども、よろしいでしょう

か。(「はい」の声有り。) ありがとうございます。 

  それでは、技術検討会としての議事進行を閉じさせていただきたいと思います。進行を事

務局にお返しします。 

 

閉 会 

○事務局 

  泉委員長には、技術検討会の進行ありがとうございました。また、委員の皆様には、円滑

な進行への御協力ありがとうございました。 

  それでは、閉会に当たりまして、東北農政局国営事業管理委員会委員長であります髙居よ

り御挨拶を申し上げます。 

 

○農村振興部長 

  馬淵川沿岸地区の事後評価結果案の御審議及び技術検討会としての意見をいただきました

こと、まことにありがとうございます。これまでの現地調査、２回の技術検討会と御協力い

ただきましたことに、改めて御礼を申し上げたいと思います。 

  馬淵川沿岸地区は、現地も見ていただいておるとおり、優良経営体はできているのですけ

れども、まだ全体としてはいろいろ課題が残っているというところです。 

  審議いただいた追記の部分にもありますが、農林水産省として事業はやってきたのだけれ

ども、なかなか高収益農業への転換というのは簡単にいかない。それに対しては、やはり、

いろいろな機会を通じて発信していこうということで、我々とすればやはり地域の人にどう
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いう農業をしていくのかという対話と議論を通じていろんな話をさせていただきながら、そ

の地域の経済を維持・発展させていく、そういう役割を担っていると思っています。 

  事後評価は、事業をやってどうだったかを整理するものではなくて、先ほどの「本事業を

契機にして・・・」という御議論にもありましたように、その地域の農業が元気になってい

くということが地域全体をよくしていくのだなということを改めて東北の様々な地域の農

業を見て思っております。 

  そういう意味で、技術検討会でいただいた意見等を踏まえ、県あるいは市町村、土地改良

区の皆様、農家の皆様ともお話し合いをしながら、どういうふうな農業を展開していくかと

いうことを考えていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  委員の皆様方には、さまざまな機会を通じて農業振興への御支援、御協力をいただいてお

りますことに改めて御礼申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 

○事務局 

  それでは、以上をもちまして、平成30年度第２回東北農政局国営事業技術検討会（事後評

価）を閉会いたします。本日はありがとうございました。 

 


