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平成30年度 第１回東北農政局国営事業技術検討会（事後評価） 

 

開 会 

○事務局 

定刻になりましたので、ただいまから平成30年度第１回東北農政局国営事業技術検討会（事

後評価）を開催いたします。 

本日、技術検討会の委員長が選出されるまでの間、私のほうで司会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。 

本検討会の進め方につきましては、次第の「１ 挨拶」から「４ 議事の（１）委員長選

出」までを事務局のほうで進行させていただきまして、「４ 議事の（２）」以降の議事は技

術検討会委員長により御進行いただき、12時を目途として閉会としたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、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。 

 

１ 挨 拶 

○農村振興部長 

皆さん、おはようございます。農村振興部長の髙居と申します。どうぞよろしくお願いした

いと思います。 

本日は、技術検討会委員の皆様におかれましては大変御多用の中にもかかわらず御出席を賜

り、また、日ごろから農業農村整備事業の推進をはじめ、広く農業農村の振興、発展に御指導、

御協力をいただいておりますこと、誠にありがたく感謝申し上げたいと思います。 

さて、本日の技術検討会は、５月11日に現地を御案内させていただきました国営かんがい排

水事業「馬淵川沿岸地区」事後評価結果（案）に係る審議をお願いするものでございます。 

私ども国営事業管理委員会において、現場の農家をはじめ関係機関、団体からの情報も踏ま

えた上で議論し作成しました評価結果案でございます。内容につきましては事務局から説明を

申し上げますので、忌憚のない御意見や御助言等をお願いいたします。 

限られた時間ではございますが、十分な審議をお願い申し上げ、簡単ではありますが開会に

当たって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したいと思います。 

 

２ 国営事業事後評価技術検討会委員等の紹介 

○事務局 

ありがとうございました。 

それでは、東北農政局国営事業事後評価技術検討会委員の皆様の御紹介をさせていただきま

す。 

まず初めに、弘前大学農学生命科学部教授の泉委員でございます。 

続きまして、株式会社はなやか代表取締役の伊藤委員でございます。 

続きまして、宮城大学食産業学部教授の郷古委員でございます。 
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続きまして、岩手大学農学部教授の佐藤委員でございます。 

続きまして、地域デザイン事務所ｅｓｔ代表の高橋委員でございます。 

最後に、東北大学大学院農学研究科教授の冬木委員でございます。 

 

３ 国営事業管理委員会（事後評価）委員の紹介 

○事務局 

続きまして、本日出席の東北農政局国営事業管理委員会の委員を御紹介させていただきます。 

初めに、本委員会の委員長であります高居農村振興部長でございます。 

続きまして、本委員会の副委員長であります大内地方参事官（特命・事業計画）でございま

す。 

同じく副委員長の實井地方参事官は欠席しております。 

続きまして、畠山土地改良管理課長でございます。 

続きまして、勝部農村環境課長でございます。 

続きまして、齋藤事業計画課長でございます。 

続きまして、奥水利整備課長でございます。 

続きまして、千田農地整備課長でございます。 

続きまして、西尾防災課長でございますが、所用により畠山課長補佐が出席しております。 

なお、名簿に記載の細井設計課長につきましては、本日所用により欠席しております。 

続きまして、北上土地改良調査管理事務所の坪田所長でございます。 

それから、東北農政局水利整備課、土地改良管理課、北上土地改良調査管理事務所の各職員

が出席しておりますので、よろしくお願いします。 

それでは、議事に入る前に配付資料を確認させていただきます。本日配付の資料につきまし

ては、４つのホチキス止め資料を配付させていただいております。 

最初の資料として議事次第があり、出席者名簿と座席表が含まれております。続きまして、

右肩に資料番号１から３と振られているホチキス止め資料３冊が配付されておりますので、御

確認をお願いいたします。 

 

議 事 

（１）国営事業事後評価技術検討会委員長の選出 

○事務局 

それでは、議事次第に従いまして進めてまいりたいと思います。 

まず、「次第４ 議事（１）国営事業事後評価技術検討会委員長の選出」ですが、東北農政

局国営事業管理委員会設置要領第２の３に基づき、２年間の委嘱期間内の委員長を各委員の互

選により選任します。技術検討委員の皆様の互選により選出していただきたいと思いますが、

いかがでございましょうか。（「泉委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか」、

「異議なし」の声あり） 

ありがとうございます。ただいま泉委員に委員長をお願いする旨の御提案があり、皆様から

異議なしの声がありましたので、委員の互選によりまして泉委員を本委員会の委員長に選出と

いうことで、よろしくお願いいたします。 
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それでは、泉委員長から御挨拶をいただきますとともに、あわせて委員長職務代行委員の指

名をお願いしたいと思います。 

また、ここからは泉委員長に議事の進行をお願いしたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 

○泉委員長 

技術検討会の委員長を仰せつかりました弘前大学農学生命科学部の泉と申します。 

国営かんがい排水事業「馬淵川沿岸地区」の事後評価結果の案について検討して参りますが、

委員の皆様の忌憚のない御意見等をいただき進めて参りたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

職務代行者については、東北農政局国営事業管理委員会設置要領別紙１第２の４項に、委員

長の職務を代行する者を指名することとされておりますので、職務代行者を郷古委員とさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（２）技術検討会の公開方法 

○泉委員長 

それでは、早速、議事を進めさせていただきます。 

（２）技術検討会の公開方法についてですけれども、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

それでは、本検討会の公開方法につきまして提案させていただきたいと思います。 

本検討会の公開については、傍聴については可とし、本検討会への提出資料は検討会終了後

ホームページで公開、また局内に閲覧場所を確保することとしております。議事概要につきま

しては、検討会終了後ホームページで公開します。議事録は検討会終了後、発言者を明記の上、

ホームページへの掲載及び閲覧により、それぞれ公開することとして、本検討会を公開とする

旨、提案させていただきます。 

 

○泉委員長 

ありがとうございました。 

ただいま御提案のありました技術検討会の公開方法について、御意見等ございませんでしょ

うか。よろしいですか。 

それでは、技術検討会の公開方法については了解されたということですので、よろしくお願

いいたします。 

 

（３）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 

それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。 

（３）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、事務局か

ら御説明をお願いいたします。 
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  （事務局より説明） 

 

（４）質疑応答 

○泉委員長 

ありがとうございました。 

ただいまの事後評価基礎資料に基づく評価結果の案の説明に対しまして、委員の皆様、御質

問あるいは御意見等ございませんでしょうか。 

 

○郷古委員 

先日、現地を見させていただきまして、今の説明にもありましたとおり、畑地かんがいの効

果というのを確認させていただきました。併せて、例えば宮城のほうですと、畑というとどう

しても排水対策が問題になるのですけれども、用水確保に向けて解決すべき排水の問題もある

というところも再確認をさせていただきました。また、先ほど説明にあったところですが、排

水対策をきちんとやらないと用水の需要というのも出てこないということを現地で確認させて

いただきました。 

そのようなところから２点確認させていただきます。 

１点目は、先ほど説明のありました共同給水栓についてです。県営の畑総等で整備する個別

給水栓については、これから計画的に設置していくこととなると思うのですけれども、場合に

よってはもう共同給水栓で良いと、個別給水栓までは要らないといったケースが出てきていな

いかどうかということについて、跛行問題にも絡むので難しいところだと思うのですが、実態

としてどうなのか確認させていただきたいと思います。 

２点目は、今の跛行とも絡むところなのですけれども、事業費ベースで37％の進捗という点

については、現地で確認させていただいた「畑かん」のいろんな効果、成果、そういったとこ

ろを、今もやっているとは思うのですけれども、きちんとＰＲしていけば、おそらく段階的に

解消していけるのかなと思います。そういう何かしらの取り組み等に関する情報がありました

ら教えていただきたいと思います。以上２点です。 

 

○泉委員長 

事務局より回答願います。 

 

○事務局 

１点目は、現時点で48カ所設置されている共同給水栓について、「それでいい」というふう

な意識が現場にあるのではないか、ということについては、明確に調べたものは手元にないの

ですけれども、少なくとも、平成29年度には、新たに関連事業が見込まれるということで県が

アンケート調査をしているという実態がございます。 

畑かん事業が行われるわけですので、「共同給水栓で満足しているという状況ではない。」

ということが、推察とはなりますがいえるのではないかというところでございます。 

２点目は37％の実施状況に関してということでしたでしょうか。 
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○北上土地改良調査管理事務所 

評価書でも少し触れているのですけれども、「馬淵川沿岸通信」ということで、普及所、県

事務所等が試験をしまして、その試験結果を皆さんにＰＲするということを続けているところ

でございます。 

先ほど申しましたとおり、実際、耕作者の皆さんは畑かん事業による効果をよく御存じのた

め、「整備したい」という意向があるのですけれども、所有者の方が、「将来的に借りてくれ

なくなる」ことを不安視しておりまして、合意形成に少し時間がかかっているという状況でご

ざいます。 

それに対しては、市が中心となって集落説明を行い合意形成を進めていく中で、随時次の事

業化に向けて進んでいるというふうに聞いてございます。 

 

○泉委員長 

私からも少しよろしいでしょうか。 

今の郷古委員の質問にも関連するのですけれど、計画においては、給水栓まできちんと整備

され実際に使われることとなる水量を算定していますし、それにより各施設も整備されていま

す。 

それに対し、５年後の評価時点において、実際にどのように水を使っているのかという観点

も、重要な評価事項の一つではないかと思います。 

農業水利学的な側面から考えれば、そういうふうなデータを掲載することで、より積極的な

評価になるのではないかと感じます。今、そういうデータがなかなかないということですが、

もし何か調べられるようでしたら、フォローアップできれば良いと思います。 

もう一点、水利用に関するアンケート調査を農業経営者に対してしています。これは基礎資

料の47ページにあるのですけれども、有効回答数が64名となっていますけれども、実際アンケ

ートの配付数がどれぐらいで、回収率が何％という資料も添えると、例えば80％の人がそうい

うふうに考えているという、そういうふうな意識が読み取れるのではないかと思います。どれ

ぐらいの回収率なのかという点ですね。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

水量の使用実績については、データ等を整理の上で、記載方法を検討させていただきたいと

思います。 

アンケートの回収率につきましては、基礎資料の75ページのほうにございます。農業経営者、

農家女性、地域住民という区分でアンケート配布を行いまして、約３割、農家女性は２割とい

うことで少ないのですけれども、平均すると３割の回収率となっています。 

 

○泉委員長 

そうすれば、先程のアンケートの回答者数というのは、75ページによれば農業経営者に対し

ては400部配付して113部の回収だったということでしょうか。（「はい」の声あり） 

例えば47ページの水利用云々というところに関しては、113名回答している中で64名という
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ことになると、そういう解釈でいいのですか。（「はい」の声あり） 

では、半数以上の方の回答という理解でいいのですか。（「はい」の声あり） 

「約９割の方が・・・」と記述していますけれど、適切かどうか、整合性を図った記述にさ

れたら良いのではと少し感じます。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

正確に「回答者のうち」等、そういう書き方にされたら良いということでしょうか。「やや

そう思う」までを含めると87％なので９割というふうな表現になっています。回収率が低い点

については委員長御指摘のとおりです。 

 

○泉委員長 

３割ぐらいでどうなのかなという。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

記述については、検討させて頂きます。 

 

○泉委員長 

説得し得るか、という感じを少し持ちました。 

ほかに御意見等ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

○冬木委員 

資料３についてですが。資料３の４ページの作物生産効果の年効果額の算定の数字がよくわ

からないところがあります。何と比較しているかというと、資料２の39ページ、基礎資料との

関係で、作付面積について何をどう見ているのかがわからなくて、水稲は現況10haに対して計

画10haと理解できるのですけれども、大豆のほうの６ヘクタールは対比ができない。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

資料３のこの部分については、田の部分と畑の部分とを分けて記述してございます。資料２

の作付面積は田畑を全体で整理したもので、大豆でいえば全体22ヘクタールのうち６ヘクター

ルは水田で作付けされている分として資料３に記述されています。 

 

○冬木委員 

資料３の波線は、省略されているということですか。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

 省略されています。効果の詳細資料が添付されていませんでした。 

 

○冬木委員 

わかりました。 



7 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

波線の部分を省略していない詳細資料を作成しておりますので、送らせて頂きます。 

 

○冬木委員 

牧草もそういうことですね。 

もう一点、仕方のないことかもしれないのですけれども、以前から思うところがありまして、

「ありせば、なかりせば」の単収を見るときに、新設に係る分の「なかりせば単収」が事業計

画における現況単収とされることは理解できるのですけれども、更新の分の「ありせば、なか

りせば」については、「なかりせば単収」は現況から用水の機能が失われたときの単収、「あ

りせば単収」は計画の現況単収となっています。 

これは、「マニュアルに沿ってこういう計算となっています。」ということなのですけれど

も、それが何か少し、いまひとつ前々から納得がいかない。 

これは事後評価なので、要するにこの事業そのものというよりも、事業評価をすることによ

って将来の事業評価の手法だとか、そういうことに反映させるということだったと思いますの

で、その点ちょっと意見として述べさせていただきたいと思います。 

 

○泉委員長 

ただ今の御意見については、そういった考え方もあるということについて、どう対応される

か検討をお願いします。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

できれば、具体的にどのようなことが考えられるかお教えいただけると参考になるのですが。 

 

○冬木委員 

用意がなくて具体的な数字は示せないのですが、更新の場合の「ありせば」においても、単

収が増えても良いのではないかと思うのですが。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

更新の部分でしょうか。 

 

○冬木委員 

そうです、今計算して示すことはできないのですが、増えても良いと思うのです。 

要するに、水稲の場合で言えば、「更新ありせば」の場合でも単収を530kgにしてはいけな

いのでしょうか、ということです。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

「なかりせば」と「現況」と「事業をやった後」という、この３段階でみています。 

更新の部分は、用水がなかった状態から現況まで、新設による機能アップの部分は、現況か
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ら整備後までという、そういう一連のセットで考えている関係で、「新設のなかりせば」と

「更新のありせば」というのが同じになっているという状況です。 

 

○冬木委員 

そういうことですね。 

もう一つですけれども、大豆の場合は、これは水田での大豆ですから、転作大豆がなかった

ということですね。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

はい、そうです。 

 

○冬木委員 

そういう場合の単収の「ありせば、なかりせば」は、そもそも現況の作付がないわけですか

ら、更新に係る「なかりせば単収」はゼロということですね。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

はい。 

 

○冬木委員 

それで、「ありせば」はそのままの単収になるので、ここに関していうと、効果算定単収が

過大に評価されはしないかというと、水田だから事業なかりせば大豆は植えられなかったと考

えて、算定するという考え方なのですね。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

はい、おっしゃるとおりです。作付増の要因は多様ですが、事後評価においては、計画から

の作付面積の増減を算定に反映するとしております。 

 

○冬木委員 

具体的にどうしたらいいのかというのがわからないのですが、練りに練られてマニュアルが

つくられている部分があって。これは、今までの経験の蓄積だと思うんですけれども、何か感

覚的にしっくり来ないところが以前からあったので発言させて頂きました。 

 

○泉委員長 

今の先生の御意見は、算定方式についてのコメントということで受けとめていただければと

思います。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

ありがとうございます。 
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○泉委員長 

よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 

○佐藤委員 

基礎資料44ページに記載の、キャベツ、レタスの10アール当たり現況機械経費についてです

が、一般的に機械経費というと、償却費に燃料費等があたると思うのですけれども、直感的に

高く感じられます。 

なにか高くなる根拠はあるのでしょうか。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

おっしゃるとおり実際の生産費ですと使い方によりますがもう少し低くなると思われます。 

費用対効果分析上は、新品の機械を購入し法定耐用年数期間で償却するといった前提で、現

況及び計画の機械経費を求めるため、実態よりは高めに出る場合があります。 

また、現況における農家の営農規模が零細であったことも影響しているものと考えられます。 

 

○佐藤委員 

もう一点、本事業は「畑かん」を内容としていますが、例えば、土地の形状とか区画の整形

を内容とする事業であれば、傾斜が緩傾斜になったとか、テラスになって機械の走行時間が短

くなったとか言えますが、「畑かん」だと、走行時間が短く能率が良くなるとは言えないので

はないでしょうか。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

過去の資料によりますと、現況は、零細な規模でもそれなりの機械装備をしているという実

態をもとに算定しており、計画は、関連事業による区画整理の実施等ある程度整備された状況

下の機械作業効率の向上を算定しています。 

 

○佐藤委員 

他地区の事例等も踏まえ、記述につい検討して頂きたいと思います。 

 

○事務局 

横並びも見つつ検討したいと思います。 

本事項は、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化を述べるところですので整理上は

適当と考えておりますが、御指摘のとおり、実態との比較において違和感を抱かせる部分もあ

りますので、表記の仕方も含め内容を検討させていただければと思います。 

 

○佐藤委員 

現況に対して計画が６分の１となったという表現は少し極端に感じます。以上です。 

 

○泉委員長 
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ただ今の佐藤委員の御意見、御指摘に対しては、もう一度、御検討いただくということでよ

ろしいでしょうか。 

ほかに御質問、御意見等々ございませんか。 

 

○郷古委員 

１点、資料２の68ページ、景観・環境への配慮というところですが、ここでサクラソウとか

カワシンジュガイの話を記述されて、工事の実施に当たって配慮をしたということになってい

ます。 

事後評価という点からすれば、事業後のモニタリングなどによって、結果としてそれらが今

もきちんと生息している等の記述があれば、より良い評価になるかと思うのですけれども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

 

○事務局 

事後評価において、緻密に生息調査等を実施するというのは実際上困難ですので、生息が確

認されている根拠にできるような既存資料を再度収集、整理して記載するという形でもよろし

いでしょうか。 

 

○郷古委員 

いつも環境配慮については言わせて頂くのですが、どうしても土地改良事業の場合、事業主

体と管理主体が違いますので、事業が終わってからのモニタリングについては行われない場合

が多いと思っています。 

現実として、よっぽど計画の時点から土地改良区や地域が参入して取り組んでいなければ、

その後の持続性というのが確保されないものだと感じているところです。 

これは、意見なのですが、環境配慮したことについての事後評価があることを踏まえ、計画

の時点から地域参加型で取り組んで頂ければ、事業完了後においてもある程度評価できる状況

になり得ると思うのですけれども、何らかの形で余りお金をかけずにでも、生息の確認等をし

て頂く方向にすべきではないかと思います。 

 

○泉委員長 

ありがとうございました。私も同様の意見です。 

ほかに、高橋委員、伊藤委員の両名から御意見等頂けますでしょうか。 

 

○高橋委員 

現地を見させていただきましてありがとうございました。 

感想なのですけれども、実際にレタス農家さんですとかキュウリ農家さんを見させていただ

きまして、この畑地かんがい施設の整備の影響の大きさというものを改めて実感させていただ

きました。 

例えばレタス農家さんですと薬剤散布のときに水を溜めますが、畑かん事業が入る前だとタ

ンクに溜めるのに30分くらいの時間がかかっていたのが「畑かん」が入った後では、共同給水



11 

栓を使うことによって５分に短縮された。そういったことの結果として、薬剤散布の途中で雨

が降るといったことを避けることができるようになって、作業効率も非常に良くなった。また、

歩留まりを増やすことができたという話を聞きました。 

そのため、データとして示された例えば43ページの労働時間の削減などを、非常にリアルに

理解することができました。また、46ページの農業生産性の向上についても、事業と直結した

効果ということを実際に現地を見たことにより理解することができました。 

さらに、39ページの作付面積のところでは、牧草を計画ではゼロとするところが、実際の評

価時点で増えていることにつきましても、地域のいわて奥中山高原ブランドの推進等を背景と

した理由があるということ、計画とは異なる評価時点の数値にはなっているけれども、費用対

効果で見たときに決して１を割ってはいないということも数値として見させていただきました。 

 

○泉委員長 

ありがとうございました。伊藤委員如何でしょうか。 

 

○伊藤委員 

感想なのですけれども、畑地かんがい施設を整備することによって、レタス農家の山下さん、

キュウリ農家の工藤さん、りんご農家の中村さん、皆さんが規模拡大を達成されているという

ことに感銘しました。 

私たち農家にとっての規模拡大は、収量が安定して品質の確保にもつながりますので、規模

拡大できるということは本当にいいことずくめとなります。 

皆様方には、規模拡大に伴って後継者もいるということですが、そのことが現在の農業経営

にとって一番大事なことなのかなと思って伺っていました。 

また、ダムの湖面を利用したワカサギ釣りでレクリエーション人口を確保しながら農村交流

も図られています。今、農村地域における人口減少の抑制が模索されている中で、このように

昼の人口を増やす取り組みが定着しているというのは非常に良いことと感じました。 

さらに、生産物のブランド化や、横浜のアンテナショップとか地域の農産物直売所での販売

ができるということは、私たち農家にとって付加価値の増大や販売ルートの確保、地産地消や

営農意欲の増進など所得増大以外の点からも重要ですし、それができるということが評価され

た良い地区かと思いました。 

最後に、小水力発電について、土地改良区の理事長さんが地区の農家経営の強化に繋げるた

めの施設であると言われたことについて、現時点における意識の有り様として重要と感じまし

た。 

 

○泉委員長 

ありがとうございました。 

ほかに御意見等ございますか。 

 

○郷古委員 

感想のような意見となってしまいますが、70ページ「６今後の課題」の農業水利施設の長寿



12 

命化の部分を見ますと、今後老朽化に伴う維持管理費の増加が想定されるということ、関係機

関が一体となった云々等、一般的な表現となっています。 

現地調査では、理事長さん等にお伺いして将来の更新整備も視野に入れた施設管理の話を聞

かせて頂きました。その中で印象的だったのは、行政の支援が非常に手厚いということでした。 

例えば、土地改良区の賦課金の上限を設定しているとか、末端の個別給水栓については作付

け作物によって賦課金を変えているとか、上限を決めてそれ以上は賦課金を取らない等の支援

をされており、その原資は市町が賄っているという話もありました。 

お話を聞く中で思いましたのは、この支援を持続的にしていくには、よほど関係機関が一体

となって取り組まなければならないということと、本来の土地改良区や農家のオーナーシップ

の発揮が重要と思いました。 

また、今後どういった方向性としていくことが本当に良いのか考えると悩ましいところでは

あるのですが、いずれにしても、いつまでも行政の手厚い支援を続けていけるのかと考えます

と、現場で「すごく良い取り組みだな」と思いつつ、「ちょっと大丈夫かな」と思う両面があ

るというところです。 

 

○泉委員長 

今の御発言に対して、事業管理委員会、事務局及び担当者から何かコメントがありましたら

お願い致します。 

 

○農村振興部長 

今のお話も含めまして、我々としては、基本的に地元の皆さんの支援をする立ち位置です。 

先ほど環境の話なども、地元で本当に管理してもらうのであれば、例えば、農地維持支払と

いう日本型直接支払という制度の下で、地域の農家以外の方にも随分と参加頂いて取り組んで

います。 

また、今回、土地改良法を改正しまして、そういう地域の人を施設管理准組合員として土地

改良区の中に位置づけ、一緒になって地域を守るという一つの軸に置くという制度の改正もし

ております。 

今ほどのお話しからすれば、市町として『農家が元気になり儲けてくれることで見込まれる

税収を見込んで先行還付する。』といった考えは、呼び水的な支援をする中で元気な農家を増

やして、安定・定着してくれば徐々に支援を減らしていくという考え方であろうかと思います。 

そうなってくると、土地改良区がきちんと自らの経営をできるかという問題が出てくるので

すけれども、その点に関しましても、複式簿記の導入を促すということで、きちんとした経営

管理の下での団体の運営をして欲しいというメッセージを、法律改正するという中で発信して

おります。 

突き詰めますと、地域の経済が土地改良事業によってどのように変化していくかをきちんと

見据えた上で仕組むということが重要で、例えば、産地収益力の向上に資する土地改良事業な

ど、農地の集積などの政策の方向に沿ってどこまで地域が変化していけるかを一つの指標に、

国、県の支援も入る。これら事業を呼び水にして地域経済が安定し、結果的に関係団体の経営

も安定するという方向に持って行かなければならない。 
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かんがい排水事業にあっても、単に農地に水を送るためだけの事業というより、農家なり法

人経営体の「どういうふうに農業に取り組んでいくべきか」というところを刺激するような事

業に今以上にしていかなければならないと考えています。 

今回の地区では、牧草との競合という中で、実際に、野菜の作付けに十分に移行しきれてい

ないのですけれども、一方で畜産が元気になっているという事実があり予想外ではありますが、

そんなに地域は簡単には変えられないのだなという認識もあります。 

また、本事業の関連事業の進捗率37％については、用水の問題の外に農地所有との問題も絡

んだものであり、所有農地がしっかり利用されていくという目途が立てばおそらく投資のステ

ージに入り動くと思われるのですが、なかなか踏ん切りがつかない。この点に関しては、きち

んとリーダーシップを持って合意形成する人がいて、農業法人なりが地域農業の担い手として

の意識をもって出てくれば事業化になびいていくかと思うのですけれども、まだ十分啓発しき

れていないという印象もあります。 

最後に、儲かっている農家が多数おられるというのは事実ですし、土地改良区とすれば小水

力発電を有効に活用され、運営上あまり厳しさがないというところもあるかもしれませんが、

「農家の皆さんにきちんと儲かる農業をしてもらえるよう土地改良区としてどういう働きかけ

をしていくべきか。」という点に関しては、我々も引き続き支援をしていかなければならない

と思っています。 

 

○泉委員長 

後半部分のお話は、「今後の課題」に大分含まれてくるのではないかと思いますが、少し加

筆もして頂ければよろしいかと思います。 

私から少し質問なのですが、69ページの今後の課題等の（１）の後半に記述されている二戸

地方営農推進対策委員会の取り組み内容として、「展示実演会の実施」等と記載されているの

ですが、その根拠事例を前段に述べて頂くと説得力が増すと思いますのでご検討下さい。 

 

○北上土地改良調査管理事務所 

ありがとうございます。 

 

○泉委員長 

ほかにご意見等ございませんでしょうか。 

 

○冬木委員 

農業政策への取り組みのうち、農地中間管理機構に関する記述なのですけれども、農地中間

管理機構の仲介による実績はあるようですが、担い手への農地の集積率等は記載されないので

しょうか。集積率にもよるのでしょうが、何かしら書けるのであれば記載したほうが良いと思

うのですが。 

 

○事務局 

現場の温度感としては、「農地中間管理機構にはもっと頑張ってもらわなければならない。
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このままではいけない。」というところもあり、すごく頑張っているとし辛いところもござい

ます。 

 

○冬木委員 

書きづらいところですね。 

 

○事務局 

基礎資料においては、今後、皆さんが期待していますというところは書かせていただいてい

ます。 

 

○冬木委員 

あと、細かい点ですが、基礎資料の40ページの参考のところ、一戸が市になっているので誤

植だと思いますので修正願います。 

 

○事務局 

大変失礼しました。修正させていただきます。 

 

○泉委員長 

ほかにございませんか。よろしいでしょうか。 

では、委員の皆様からの御意見等を頂き、一通りのご審議を頂けたものとして、馬淵川沿岸

地区の質疑応答を終了させていただきます。 

本地区の評価結果（案）等に対しては、頂いた御意見等を踏まえながら、次回の技術検討会

で最終的な意見を取りまとめたいと思います。 

事業管理委員会及び事務局には、懸案となりました事項について委員の方々からの御意見を

踏まえまして整理等をして頂き、次回の検討会で再提示して頂きたいと思います。 

それでは、預かりました議事を終えましたので、進行を事務局のほうに返します。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。泉委員長には、議事の進行等大変お疲れさまでございました。 

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より御挨拶を申し上

げます。 

 

○農村振興部長 

本日は、馬淵川沿岸地区の事後評価結果案につきまして御意見、御指導いただきまして、誠

にありがとうございます。 

本日の御意見を踏まえまして、評価結果等の内容の一部修正等を検討して参りますとともに、

７月13日に予定しております第２回技術検討会において、本日の御意見、御指導を踏まえた最
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終の案を示させて頂きますので、よろしくお願いしたいと思います。 

簡単ではありますが、閉会の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 

ありがとうございました。 

ただいまの挨拶にもありましたとおり、次回の技術検討会につきましては７月13日金曜日と

なりまして、今日と同じ会場であります仙台合同庁舎Ａ棟７階会議室で行う予定としておりま

す。 

詳細についてはまた改めて連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、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。ありが

とうございました。 


