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Ⅰ．土地改良事業計画設計基準・設計「農道」の改定について  
 
１．背景及び改定の必要性について  
 土地改良事業計画設計基準・設計「農道」は、昭和３０年１２月「道路」

として制定され、昭和４８年３月には、「農道（その１）舗装」として制定

された。  
 その後、昭和５２年１０月の全面改定、昭和５４年４月の一部改定、昭和

５７年３月の改定を経た後、平成元年４月に「農道」として制定され、平成

６年２月の一部改定を経て、平成１０年３月には、設計基準再編に沿って「基

準書」と「技術書」に区分して整理したほか、設計手法の変更や「技術書」

への設計事例や施工事例の掲載をはじめ、関連標準設計の技術的記載部分を

含め全面改定を行い、現在に至っている。  
 前回の設計基準再編に伴う全面改定から５年以上経過し、この間、平成 13
年の土地改良法の一部改正により「環境との調和への配慮」が土地改良事業

実施の際に求められており、また、農村の都市化、混住化等に対応し、地域

や目的に応じた農道の設計が求められている。  
 さらに、公共工事コスト縮減に向けた設計・施工の合理化や従来の仕様規

定から性能規定への移行などの見直しに伴い、舗装設計施工指針をはじめと

する主要な関連諸基準が改定されている。平成１０年に現在の設計基準「農

道」が改定されて以来、これら関連諸基準の改定が一巡している状況から、

本設計基準「農道」についても内容の精査見直しが喫緊の課題となっている。 
 
 主要改定内容（案）は次のとおり。  

１）地域や目的に応じた農道設計手法の明記  
（地域条件に応じた農道幅員の設定等）  

２）環境との調和に配慮した農道設計手法の追記  
３）関連技術基準類の改定に係る見直し  

  
 
 
 
 
 
 
 



 ２

２．現在までの検討経緯 
 土地改良事業計画設計基準・設計「農道」の改定については、昨年度末に食料・農

業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会技術小委員会に事前説明を行い、

食料・農業・農村政策審議会に諮問を行った後、農道に関する専門的な知識を有する学

識経験者等を構成員とする「設計基準『農道』改定検討委員会」を別途設け、現行基準

における課題の整理及び技術小委員会で審議いただくための改定原案の検討等を行っ

ている。また、検討の際には、国、都道府県、市町村及び土地改良区において農道整備

に係る業務（計画・設計・工事監督等）または管理経験のある者に対しアンケート調査

を行うことにより、改定案に対する意見・要望等を反映することに努めた。 
 
 ○ 設計基準「農道」改定検討委員会の構成員 

委員長  今井 敏行 北里大学教授（獣医畜産学部生物生産環境学科） 

委 員  小梁川 雅 東京農業大学助教授（地域環境科学部生産環境工学科） 

委 員   谷   茂 （独）農業工学研究所 造構部上席研究官 

委 員  山下 恒雄 ㈱サンテックコンサルタント 技術総括    

委 員  加形  護  鹿島道路㈱ 技術部 部長 

委 員  伊藤 隆彦 大成ロテック㈱ 総合技術部 部長 

幹 事  農村振興局計画部資源課課長補佐（計画基準班） 

幹 事  農村振興局計画部事業計画課課長補佐（農地整備班） 

幹 事  農村振興局整備部農地整備課課長補佐（農道事業班） 

幹 事  農村振興局整備部設計課課長補佐（設計基準班） 

 
 ○ 設計基準「農道」改定検討委員会における検討経緯 

平成１０年 ３月    現行基準制定 

平成１５年 ２月２１日 食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会 

            農業農村整備部会 

            平成１４年度第３回技術小委員会（事前説明） 

平成１５年 ３月１１日 食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会 

            農業農村整備部会 

            （説明、同日付けで食料・農業・農村政策審議会に諮問） 

平成１５年 ３月２０日 平成１４年度第１回委員会（通算１回目） 

平成１５年１０月３１日 平成１５年度第１回委員会（通算２回目） 
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Ⅱ．土地改良事業計画設計基準 設計「農道」の主要改定項目について 
 

１．地域や目的に応じた農道設計手法の明記 
 地域や目的に応じた農道設計、コスト縮減及び設計・施工の合理化等の観点から、

農道固有の設計手法に関して追記すべき事項について具体事例を含めて明記する。 
  
（１）地域条件に応じた弾力的な運用を可能とする緩和条件の明記 

（１．５車線的農道整備手法の明記等） 
  農道のコスト縮減及び地域条件に応じた弾力的な運用を可能とする観点から、従来

からの計画交通量により車線数、幅員等を決定する一般的な手法に限定せず、地域条

件及び地元住民のニーズに応じて、必要幅員を決定（１．５車線的農道整備）できる

設計手法等を明記する。 
○「基準の運用」の次の項目において、地域特性、経済性、地域住民等の意向に応じて弾 

力的に決定する旨を記載する。 

８－５幅員、８－９設計速度、８－１１平面線形のうち（３）曲線部の拡幅、（４）緩 

和区間、（５）片勾配、８－１３縦断線形（１）縦断勾配 

○「基準及び運用の解説」の次の項目において、地域特性、経済性、地域住民等の意向に 

応じて弾力的に決定する旨を記載する。 

８－５幅員、８－１１平面線形のうち（１）曲線半径、（２）曲線長、（７）視距、 

８－１３縦断線形のうち（１）縦断勾配、（２）縦断曲線、（３）合成勾配、 

１７－１交通安全施設（３）道路反射鏡 

 

例）８－５幅員における改定の考え方 

○ 「基準の運用」において、「幅員は、農道の種類及び性格に応じて、地域特性、経済 

性等を考慮し、計画交通量、計画交通機種、歩行者及び自転車の交通等を検討の上、 

弾力的に決定するものとする。」と記載する。 

○ 「基準及び運用の解説」において、 

①「幅員は、農道の種類及び利用形態等に応じて、利便性、経済性及び事業効果の早期 

発現等を考慮し、地域住民等の意向を踏まえ、総合的に検討した上で、地域に応じた 

幅員を決定するものとする。」旨を記載し、 

②また、車道幅員の決定にあたって、 

「主として農耕用に利用される農道にあっては、農耕上の利用を主体として幅員を決 

定することができる。」旨を追記するとともに、 

③車道幅員の特例値の適用について、現行基準では「やむを得ない場合」でなければ適 

用できなかった特例値を、地域特性等により設計選択上の下限値として弾力的に適用 

できる表記へ変更する。 
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 （２）舗装設計の性能規定化 
  舗装構造設計に関しては性能規定を取り入れた設計を行うこととする。具体的な設

計手法については「舗装設計施工指針（日本道路協会 平成 13 年 12 月）」に準拠しつ

つ、従来の「仕様規定」から多様なニーズに対応できる「性能規定」とすることとし、

その性能を満足する舗装の設計手法を明記する。 
○「１３舗装」に関する「基準の運用」及び「基準及び運用の解説」について「１３－４設計

の基本」以降を全面改定する。現行基準については、舗装の種類（アスファルト舗装、コン

クリート舗装等）毎の設計手法が明記されていたが、性能規定化に伴い、「１３－４設計の

基本」において、「舗装の設計期間」の設定について追記するとともに、「１３－５舗装の

性能指標の設定」及び「１３－６舗装の性能指標」を新たに設け、舗装に求められる性能指

標を記載するものとする。また、舗装の仕様を規定するものについては全て技術書において

参考として記載する。 

 
 （３）その他 
  小規模農道橋の適用の拡充、ゼロエミッション導入の考え方及び農道設計に係る新

技術・新工法について追記する。 
１）小規模農道橋の適用の拡充を明記 
 ○「基準及び運用の解説」の「１５―１橋梁」において小規模農道橋の適用の拡充として、 

「大型車の交通がほとんど無い場合にあっては、地域住民等の意向を踏まえた上で、通 

行上の安全性を確保することを前提に大型車の通行を規制する標識の設置や進入防止ブ 

ロック等を設置することにより小規模農道橋として設計することができる」旨を追記す 

る。 

２）ゼロエミッション導入の考え方を明記 
 ○「基準及び運用の解説」の次の各項目において、関係事項を明記等する。 

  ①「５－１関係法令の遵守」 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リ 

サイクル法）、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

を関係法令として追記する。 

②「８－１５土工計画」 建設発生土については、「極力再生利用する」旨を明記し、 

また、産業廃棄物についても極力発生しないよう計画する旨を明記する。 

③「８－１６路面高」 現行基準では、「『掘削土の土質が盛土として不適当でない限 

り』、掘削土を盛土に利用できるように土量の平衡を考慮して路面の位置、高さを決 

める」としていたが、ゼロエミッションの観点から「建設発生土は極力再生利用する」 

こととすることから、『掘削土の土質が盛土として不適当でない限り』の表記を削除 

する。 

３）農道設計に係る新技術・新工法の追記 
現行基準と同様に、新技術・新工法については技術書において、参考として紹介する。 

 

 



 ５

２．環境との調和等に配慮した農道設計手法の追記 
〔１〕環境との調和への配慮 
 昨年度とりまとめた「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の

手引き（第２編）Ⅱ農道編」を参考に、生態系等への配慮について内容を充実する。 
〔２〕景観への配慮 
 今年８月、農水省でとりまとめた「水とみどりの『美の里』プラン２１」

に基づき、景観配慮について明記する。  
  （１）「環境との調和や景観に配慮」の明記 

○「基準本文」において、次のような記載内容の改定を行う。 

「４設計の基本」 現行基準では、「設計は、農道が必要な機能と安全性を有し、かつ、 

経済的な施設となるように行うとともに、社会生活環境の改善が図られるよう自然環境や 

景観との調和にも配慮して行わなければならない」と明記してあるが、 

①農道において環境との調和に配慮すべきは、社会生活環境の改善の観点だけでなく生態 

系その他の保全の観点も含めて実施すべきものであること、 

②配慮すべき環境は自然環境のみに限定されないこと、 

③「水とみどりの『美の里』プラン２１」では、「景観との調和に配慮」ではなく、「景 

観への配慮」を原則とした計画・設計を述べていることから、 

「環境との調和や景観に配慮しつつ行わなければならない」と記載内容を変更する。 

○「基準の運用」の次の各項目において、「環境との調和への配慮」や「景観配慮」の旨 

を記載する。 

１運用の位置付け、４設計の基本、７－７工事施工条件に関する調査、１６－１擁壁、 

１８－１施工計画 

○「基準及び運用の解説」の次の各項目において、「環境との調和への配慮」や「景観配 

慮」の旨を記載する。 

４設計の基本、１６－１擁壁、１６－２暗渠（カルバート） 

（２）「住民参加や合意形成」を追記 
○「基準の運用」の次の各項目において、「地域住民等の意向の把握」や「地域住民の参 

加」の旨を記載する。 

６設計の手順、７－５環境調査、１９管理の基本 

（３）「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の手引き（第２ 
編）」から関係箇所を引用し、追記 

 ○「基準及び運用の解説」の次の各項目において、「環境との調和に配慮した事業実施の 

ための調査計画・設計の手引き（第２編）」の関係箇所を引用し、追記する。 

（※（ ）内は、手引きの該当ページを示す） 

４設計の基本（P.76）、６設計の手順（P.84）、８－９設計速度（P.87）、８－１０線形（P.90,97）、 

８－１３縦断線形（P.90）、１１法面の設計（P.95）、１３－４設計の基本（４）舗装の 

設計（P.92）、１４排水施設（P.93）、１６－１擁壁（P.97）、１７－１交通安全施設（P.101）、 

１７－１交通安全施設（２）照明施設（P.101）、１８－１施工計画（P.81）、１９管理の 

基本（P.106） 
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３．関連技術基準類の改定に係る見直し 
  土地改良事業計画設計基準・設計「農道」が改定された平成１０年３月以降、多数

の関連技術基準類の改定が行われており、これらの改定動向に対応し、現行農道基準

の見直しが必要となっている。具体的には、下記に示す関連技術基準の改定内容につ

いて、農道基準に係る部分を整理し、現行農道基準との比較検討を行い、その結果農

道基準の改定を要する部分について改定する。 
 ①防護柵の設置基準・同解説（平成１０年１１月） 
 ②車両用防護柵標準仕様・同解説（平成１１年３月） 
 ③道路土工「のり面・斜面安定工指針」（平成１１年３月） 
 ④道路土工「擁壁工指針」（平成１１年３月） 
 ⑤道路土工「カルバート工指針」（平成１１年３月） 
 ⑥土木構造物設計ガイドライン、土木構造物設計マニュアル（平成 11 年 11 月） 
 ⑦落石対策便覧（平成１２年６月） 
 ⑧道路構造令（平成１３年４月） 
 ⑨舗装の構造に関する技術基準・同解説（平成１３年７月） 
 ⑩舗装設計施工指針（平成１３年１２月） 
 ⑪舗装施工便覧（平成１３年１２月） 
 ⑫道路トンネル非常用施設設置基準・同解説（平成１３年１０月） 
 ⑬道路緑化技術基準・同解説（昭和６３年１２月） 
 ⑭道路橋示方書「共通編」、「鋼橋編」、「コンクリート橋編」、「下部構造編」、「耐震設

計編」（平成１４年３月） 
 ⑮コンクリート標準示方書「基準編」、「構造性能照査編」、「舗装編」、「ダムコンクリ

ート編」、「施工編」（平成１４年３月） 
 ⑯土地改良事業計画設計基準 計画「農道」（平成１３年８月） 
※①～⑦（社）日本道路協会、⑧政令、⑨～⑭（社）日本道路協会、⑮（社）土木学会、⑯（社）農

業土木学会 

  （１）ＳＩ単位系への移行に伴う修正 
○「基準の運用」の「１５－１橋梁」において、ＳＩ単位系による表記に改定する。 

（14tf→137kN、25tf→245kN） 

    ○「基準及び運用の解説」の「１５－１橋梁」において、ＳＩ単位系による表記に改定す 

る。（25tf→245kN） 

  （２）限界状態設計法への移行に伴う修正 
○「基準の運用」の次の各項目について、現行基準では部材設計手法を「原則として許容 

応力度法を適用して行う」としているものを、限界状態設計法への移行の観点から削除 

する。 

 １５－１橋梁（４）上部工の設計、１６－１擁壁（５）部材設計、 

１６－２暗渠（カルバート）（４）部材設計 

 

 



 ７

○「基準及び運用の解説」の次の各項目について、現行基準では部材設計手法を「原則と 

して許容応力度法を適用して行う」としているものを、限界状態設計法への移行の観点 

から限界状態設計法を原則化した表記とする。 

 １５－１橋梁（４）上部工の設計、１６－１擁壁（５）部材設計、 

１６－２暗渠（カルバート）（４）部材設計 

 

例）「１５－１橋梁（４）上部工の設計」における改定の考え方 

○ ISO2394（構造物の信頼性に関する一般原則）によると、計算方法として「限界 

状態設計法」を用いることを規定していることから、現行基準の「基準の運用」にお 

いて「部材設計は、上部工、下部工とも原則として許容応力度法を適用して行う」と 

明記している箇所を削除する。また、許容応力度法の原則適用から限界状態設計法の 

原則適用への移行については、限界状態設計法に係る普及の程度を考慮し、「基準及 

び運用の解説」において明記するとともに、許容応力度法についても経過措置として 

認めることとする。 

 

  （３）その他関連基準の改正に伴う改定 
    ○「基準及び運用の解説」の「１７－１交通安全施設（１）防護柵」において、準拠すべ 

き技術基準として示していた基準の改正に伴い、改正後の当該基準について引用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ８

Ⅲ．土地改良事業計画設計基準 設計「農道」の検討スケジュールについて 

 

◇今後の検討の進め方（案） 

当委員会において調査審議を行っていただいた結果を基に、土地改良事業計画設計基

準 設計「農道」基準書（案）を作成し、農林水産省のホームページ等で、改定案につ

いて一般からの意見・情報の募集を行う。 

その後、収集された一般からの意見・情報等を基に改定案を見直し、平成１５年度第

３回技術小委員会で調査審議を行っていただく。さらに、農業農村整備部会にて調査審

議を行っていただいた後、平成１５年度末に食料・農業・農村政策審議会より答申をい

ただくことを予定している。 

答申後は、平成１６年度中に改定の文書を施行する予定で作業を進めていくこととし

たい。 
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２．土地改良事業計画設計基準 設計「農道」の検討経緯と今後のスケジュール(案) 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 
事       項 

４～12 月 １月 ２月 ３月 ４～６月 ７～９月 10～12 月 １～３月 ４月～ 

農業農村整備部会 
における検討    

○ 3/11  
調査審議 
（諮問） 

   
○ 

調査審議 
（答申） 

 

食料・農業・農村 
政 策 審 議 会 

同上技術小委員会 
における検討   

２/21○
 

事前説明 
   

12/8○ 
 
調査審議 

○ 
2 月上旬 
調査審議 

 

一般からの意見・情報の募集 
（パブリックコメント）        

 
 

12 月中旬～１月中旬  

改定設計基準「農道」の制定         ○ 

（参考） 
設計基準「農道」改定検討委員会 

   
  3/20○ 

 
第１回 

  
○10/31  

 

第２回 

○    

1 月下旬 
第３回 

 




