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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15年度第2回技術小委員会議事録

日 時：平成15年12月8日（月） 14：00～15：30

場 所：虎ノ門パストラル新館６階 「ペーシュ」の間

○林田事業計画課長 それでは、定刻でございますので、始めさせていただきます。

本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。

只今から農業農村整備部会平成15年度第２回技術小委員会を始めさせていただきます。

それでは、開会に当たりまして、太田農村振興局長からご挨拶申し上げます。

○太田農村振興局長 農村振興局長の太田でございます。農業農村整備部会平成15年度

第２回技術小委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

先生方におかれましては、大変ご多忙にもかかわらず、ご出席を賜り、厚くお礼申し上

げます。

農林水産省におきましては、食料・農業・農村基本法の理念を具体化いたしました「食

料・農業・農村基本計画」に即して、政策の推進に取り組んでまいりましたが、８月末に

農林水産大臣から指示を受けまして、平成17年度を目途に新たな基本計画を策定すべく、

これまで省内において見直し作業を進めております。

具体的方向といたしましては、担い手の経営を支援する品目横断的な政策への移行、担

い手・農地制度の改革、そして、環境や農地・水などの地域資源保全のための政策の確立

などを目指して、検討を進めている状況にございます。

明日、基本計画の変更につきまして、食料・農業・農村政策審議会に諮問される予定で

あり、年明け以降、同審議会の企画部会におきまして議論が行われる予定となっておりま

す。

また、農業農村整備に関しましては、これからの事業の実施方向を示す指針となります

新たな「土地改良長期計画」が10月10日に閣議決定されました。

お手元に配付されておりますパンフレットを後程ご覧いただきたいと思いますが、この

計画では、基本法の４つの基本理念を、国民・消費者に対してサービスを提供していくと

いう観点から捉え、「いのち」、「循環」、「共生」の３つの視点から政策目標を設定し
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て、その目標により目指すべき主な成果を掲げております。

また、この長期計画では、農業農村の振興に関する各種施策との連携強化や社会資本整

備重点計画など他の公共事業計画に位置付けられた事業との連携推進のほか、地域の特性

に応じた整備や、工期管理、コスト縮減などを踏まえて事業を実施することが明記されて

おり、今後はその具体化に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。

本日は、土地改良事業計画設計基準の計画基準「排水」と設計基準「農道」につきまし

てご審議いただくこととしておりますが、これらにつきましても、農業農村施策の大きな

方向性に即し、環境との調和に配慮し、多様化する社会情勢や技術の進歩に対応すると共

に、地域条件に即した計画・設計手法を盛り込んだ改定内容としております。

委員の先生方におかれましては、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまし

て、開催に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○林田事業計画課長 本日は、青山委員、安部委員、小泉委員、角野委員におかれまし

ては、所用によりご欠席との連絡をいただいております。

また、今年度第１回技術小委員会におきましてご審議いただきました「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３編）」につきましては、現在、

検討部会において案を検討いただいておりまして、次回から引き続き本技術小委員会でご

審議いただく予定としております。

本日は、先程局長より話がありましたように、計画基準「排水」及び設計基準「農道」

の改定についてご審議いただきたいと存じます。

それでは、以降の議事の進行につきましては、岩崎委員長にお願いいたします。

○岩崎小委員長 それでは、会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。

まず、土地改良事業計画設計基準・計画「排水」の改定について、事務局から説明をお

願いいたします。

○澤田資源課長 資源課長でございます。よろしくお願いいたします。

お手元に資料がございまして、資料の３－１から３－３までと参考資料の３－１、２の

５種類の資料がございます。

最初に、参考資料の３－１というカラー刷りの１枚紙に沿って大体のアウトラインをご

説明させていただきたいと思います。前回の小委員会でも一度ご説明したので簡単にさせ

ていただきたいと思います。

まず、「改定の背景」でございますが、現在の「排水」の基準は昭和53年につくられ、
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25年経過したということで、様々な状況の変化がございます。

１つ目は、「背景」にございますように、混住化や耕作放棄などによる土地利用形態の

変化ということで、貯留機能の低下や降雨時の流出ピークが大きく出現するようになって

いることがございます。

また、排水解析における解析技術の進歩ということで、解析技術と併せて、コンピュー

ターの技術も進歩してきたということです。

それから、国民の環境への関心の高まりということで、先程もありましたが、環境配慮

の話を土地改良法の原則の中に盛り込んだということがございます。

また、技術の進歩に合わせた計画基準の必要性ということで、規範性と技術適用の柔軟

性のあり方を共に検討したということであります。

真ん中に「主要改定項目」ということで４つございます。計画基準降雨の考え方の記載

を充実したということと、解析手法についての記載を追加したということ。環境との調和

への配慮を追加したということ、そして計画基準の構成を再編成したということ。これら

４点が今回ご説明する中心でございます。

資料の３－１を使ってご説明いたしたいと思います。また、参考資料の３－２もお手元

に置いていただいて、適宜見ていただくという形で進めさせていただきたいと思います。

資料の３－１は、「土地改良事業計画設計基準・計画『排水』の改定について」という

ものでございます。まず、２ページ目でございますが、先程の図でご説明したようなこと

がここに書いてありますので、これは省略いたします。

次に、３ページのこれまでの検討経緯ということでございますが、「排水計画基準基礎

諸元調査委員会」や「排水計画基準検討委員会」を日本農業土木総合研究所を事務局にし

て設置し、豊田教授を含めた６名の委員の先生方に改定（案）を検討いただいてまいりま

した。

次の４ページは、その検討の経緯ということで、時系列的に整理しております。

これまで検討された結果は、各県なり農政局の技術担当の方に査読してもらってきてい

るという経緯がございます。

５ページからが内容でございます。

まず、関連諸通知を含めた全体の構成からご説明したいと思います。

下の図をご覧になっていただきたいと思います。現行基準のところですが、従来は、記

載事項として、事務次官通知の内容が枠書きでありまして、その下に、枠外解説・参考と
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いう形で局長通知の内容を書いていました。各ページ、こういう構成でできていたという

ことでございます。利用者の立場として、何が守るべきところなのか、あるいはどこが柔

軟性を持った技術的なところなのかが分かり難いと言ったことがございまして、右のよう

に改定しております。

まず、改定（案）で、①の「基準本文」――これは事務次官通知に当たるわけですが、

これを整理しまして、②として「基準の運用」ということで局長通知を整理しております。

この①、②は、すべての事業計画において守らなければいけない事項という形にしており

ます。

③のところに「基準及び運用の解説」がありますが、それを含めて「基準書」と呼んで

いこうということでございまして、先程お手元に置いていただきました参考資料の３－２

は、この「基準書」に当たります。

下の④は「技術書」でございます。一般的な技術解説や標準的な計画の事例など、参考

になることをまとめており、これが「技術書」でございます。

これらをまとめて、広い意味で「計画基準」と言います。

次の６ページでございますが、ここから主な改定の内容についての説明に入ります。

まず、（ア）ですが、現行基準では６章の構成で書かれていましたが、改定（案）では

「総論」、「調査」、「計画」という３章構成で、流れや中身をよく整理して、フロー図

も記載し分かり易くしました。それが１点目です。

その内容としては、全体的に係る内容を「総論」とし、「調査」を文献収集などを行う

「概査」と詳細な調査を行う「精査」に整理しました。また、「計画」を事業計画の方向

を決める「基本構想」、技術諸元をまとめた「一般計画」、施設の計画についての「主要

工事計画」という形で整理しております。それから計画の評価や維持管理も計画の重要な

要素として「事業計画の評価」、「維持管理計画」という形でまとめております。

基準の目的を明確にしたというのが次の（イ）でございまして、「総論」のところに、

従来は、「この基準で取り扱う範囲」という形で書かれていたのですが、表の真ん中にあ

ります改定（案）では、「目的」ということで整理して書いてございます。従来、「範

囲」として整理していた部分は、備考に書いてございますが、「『取り扱う範囲』に関し

ては、『ほ場の排水条件を支配する役割を担っている基幹的な排水施設の事業計画につい

て取り扱う』」ということを「基準及び運用の解説」のところで整理しております。要は、

圃場と一体となるような排水施設については、圃場の計画といったところの圃場整備の水
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田の部分で取り扱うという形にしまして、これは、まとまりのある農地から出てくる水を

処理する基幹的な排水路について扱うという形で整理しております。

次の７ページの（ウ）は、従来、明確に書かれていなかった排水事業の目的について、

明確に書くということで整理してございます。

まず１点目は、改定（案）、右の欄に書いてございますが、農地の過剰な水を排除して、

農業の生産性の向上や農業構造の改善に資するということと、２点目は、農用地及び農業

用施設の自然災害の発生を未然に防止もしくは軽減することによって、農業生産の維持及

び農業経営の安定を図るということで、農地防災的な観点から書いてございます。

続いて（エ）ですが、環境との調和に配慮して事業を実施することを明記してございま

す。これは、平成13年の土地改良法の改正で、「環境との調和に配慮」することが原則に

位置付けられたことを受けまして、計画基準の改定（案）においても、事業計画作成の基

本として、環境との調和に配慮する旨を明記したということでございます。

８ページの（オ）でございますが、先程少し申し上げましたように、計画の中身を次の

ように整理いたしました。

下の図にありますように、改定（案）でまず「基本構想」をつくるということで、事業

の初期に、地域の将来目標などを的確に捉えて、排水計画の骨格の構想をつくるというこ

とです。

その次が「一般計画」ということで、計画基準降雨や計画排水量などの基礎諸元を決め

ます。

次に、これらをもとに、施設の計画を行う「主要工事計画」を立てて、「事業計画の評

価」を行います。

さらに、事業実施後の維持管理についても十分検討するということでございます。

こういったことを第３章の「計画」に位置付けたということです。

９ページをお開きいただきたいと思います。これまでご説明したのは基準本文について

ですが、これからご説明するのは、基準本文に基づく諸通知の主要改定内容でございます。

基準本文だけでは規範的事項のみで分かりづらいということで、それに基づいた内容も併

せてご説明させていただきたいと思います。

まず、先程申し上げました「環境との調和への配慮」というところが基準本文に入った

わけですが、関連する諸通知にもこれが反映されて、全体的に内容を充実しているという

ところをご覧いただければと思います。
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表の左側の基準本文のところに「総論」というのがございます。これがまさに第１章に

当たる「総論」でございまして、それに基づく通知部分、①の部分がその運用部分でござ

います。環境の関係ですが、基準本文に書かれているものだけではなくて、「基準と関連

するその他の土地改良事業計画設計基準等」も組み合わせて適用する、と右上の方に書い

てございます。その内容は、その下にありますが、１つは、「農業農村整備事業における

環境との調和への配慮の基本方針」です。これは、この審議会の企画小委員会で検討して

いただいて、局長通知になっているものです。それと、先程も話がありました「環境への

配慮の手引き」がございます。参考資料のページで言いますと、４ページ、５ページにこ

の記述がございます。

②でございますが、「事業計画作成の基本」というところに「環境との調和への配慮」

を記載しているということ。内容としましては、その下の箱、27ページのところに該当す

るのですが、生態系や景観などの多面的機能の重要性に留意すべきということと併せて、

住民の意見をよく聞くという記述をしてございます。住民からの意見の反映については、

計画の初期の段階から意見を聞く機会を設けるべきだということを記載してございます。

これが「総論」に関係する部分でございます。

次が「調査」でございます。これは第２章に当たりますが、まず最初に③の計画を検討

する段階でも環境への視点を入れるということで、田園環境整備マスタープランなど、ま

た、既存文献の収集といった話がございます。

④のところは「精査」でございます。ここでも同様のことですが、現地調査といった詳

細な調査の必要性を書いてございます。

10ページは、基準の「計画」、第３章に当たるところですが、まず、⑤のところに書い

てあるのは、計画の「基本構想」のところにも「環境との調和への配慮」についての記述

がございます。

また、「基準及び運用の解説」のところでも詳しいことが書いてあります。

⑥でございますが、主要工事計画の基礎諸元を与える「一般計画」のところにも「環境

との調和への配慮」が書いてあります。

⑦は「主要工事計画」でございます。ここにも記述を入れてございます。

⑧は「維持管理計画」ですが、ここにもそういう視点を加えたということでございます。

以上が環境関係でございます。

次に、11ページでございます。これは、基準本文の第３章の「計画」に関するものでご
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ざいまして、（イ）については、参考資料－３－２の97ページに表がございます。これに

該当する記述がございます。

現行の基準作成時には、コンピューター解析という部分がまだ十分にできていなかった

ということがあります。その後、技術の進歩がありまして、そういう技術、解析手法及び

それを使えるコンピューターの開発もなされたということで、その辺りを記述しています。

解析手法としては、低平地タンクモデルや不定流法などがございますが、これは、地域

を幾つかの区域に分けまして、その区域ごとに入ってくる水の量と出ていく量を時間とと

もに追跡していく手法になります。これらは様々なパラメーターを決めてシミュレーショ

ンを行っていくので、膨大な計算が必要なのですが、コンピューターの進歩で、そういう

ものが適用できるようになっているということでございます。

その次、（ウ）の「計画基準降雨に関する内容の追加」でございます。参考資料３－２

の91ページに該当する記述がございます。計画基準降雨は、排水計画の骨格となる計画排

水量を定めるための基準値でございまして、十分な検討が必要なわけです。しかし、現行

基準には、降雨資料から計画排水量を判断することは記載されているのですが、その手法

については十分な記載がされておりませんでした。当時は、被害が出た実際の降雨を計画

基準降雨としたり、少ない資料で統計解析を行ったりしていたということでございます。

この点についても、コンピューターによって確率計算が容易になったということがござい

ます。降雨特性に合った分布関数を選択することが計画基準降雨の決定において重要なの

で、そういった手法を用いるということで、「岩井法」や「グンベル法」の解法を「技術

書」に記載するという方針でやっております。

また、アメダスの整備によりまして、日雨量だけでなくて、時間雨量などの降雨資料が

蓄積されてきたことを考えまして、実際の降雨特性を反映するために、降雨配分は実降雨

資料に基づいて決定するということについても「技術書」に記載していくことで考えてお

ります。

こういった内容が今回の改定の内容になっております。

もう一つ付け加えさせていただきたいのですが、12ページをお開きいただきたいと思い

ます。なお書きで書いてございますが、昨年度の第３回技術小委員会において、私どもか

らの説明の中で、最近は短時間に強い雨が降るということで、気象条件が変わってきてい

ることを考えまして、これらの降雨特性を反映した計画基準降雨算定の考え方ということ

で、降雨資料の収集期間を記載したいということを申し上げたのですが、その後、検討い
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たしまして、地域によって降雨特性が異なっているということが判りまして、収集期間の

一律の記載はなかなか難しいという結論を、先程ご紹介しました検討委員会で得ました。

このため、降雨資料の収集期間につきましては、現在シミュレーションにより、どの程度

の期間のデータを用いれば十分であるかという観点での検討を行っています。

次の13ページをお開きいただきたいのですが、今の話に関連したデータでございます。

左上に岡山での年最大日雨量というグンベル法でつくられているグラフがございます。こ

れは、過去99年間の年最大日雨量を、33年ごとの３つの期間に分けてプロットして線を引

いてございまして、丸印が最近のもの、三角形がその中間の段階、四角形のプロットが一

番古い33年間ということですが、例えば90％の非超過確率で見ましても、一番古いときは

100mmだったのが、 125㎜と、次第に右の方にシフトしてございます。 このように、右に

シフトしているということですけれども、下の東京のグラフを見ていただきますと、これ

が少し違っています。最近の33年の四角印のところは逆に少なくなっていまして、どうも

地域によって傾向が違うということになってございます。

14ページから16ページは、全国９地区の年最大の降雨資料を集計して、最近から30年間、

50年間、 100年間の異なった資料で、確率計算をしています。これらのグラフを見まして

も都市によって傾向が違う。つまり、真ん中の50年間の資料の方が高くなっているところ

とか、右の30年間の方が高くなっている地域とかございまして、収集期間について、降雨

特性ということからは一律に作れないなということが判ってきていまして、さらに検討が

必要だということでございます。

以上が内容の説明でございます。

今後のスケジュールについても併せてご説明させていただきますが、今回いただいたご

意見を反映いたしまして、この後、パブリックコメントを行っていきたいと考えておりま

す。１ヵ月程度、農林水産省のホームページに掲載をしてやっていきたいと思っています。

その結果を集約して、次回の本委員会で、再度ご指導いたただければと考えております。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

それでは、只今の内容につきまして、ご自由にご発言をお願いしたいと思います。もう

一編ございますので、約20分時間を使いたいと思っております。どなたからでも結構でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。

○竹谷専門委員 皮切りの発言にしては内容が無いのですが、最初に、間違いからお話

しさせていただきたいと思います。先程の資料の13ページの３つ目のパラグラフには30分
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の１年確率で書かれているのですが、実際の図では20分の１年確率で表示されております

ので、その辺、整合性をとる必要があるのではないかということを感じました。

言葉じりをつかまえて恐縮ですが、６ページの下の（イ）の「基準の目的を明確化」と

いうところの改定（案）の「総論」のところで、アンダーラインが引いてあるところです

が、「調査計画手法の基本的事項を定め」とあります。この「手法」は、後の方で見ます

と狭義の意味で使われているところがございまして、これ自体、広義で捉えれば別に問題

ないと思うのですが、11ページのところ、例えば流出解析の手法の問題、あるいは基準降

雨の問題で「手法」という言葉が使われるときとは意味合いが少し違ってくると思います。

ここにあえて「手法」が必要かどうか。なくても全体の意味が通じるのではないかと思い

ました。

今日の説明にはなかったところに入ってもよろしいでしょうか。資料－３－２の方に関

わるところでございます。

○岩崎小委員長 どうぞ。

○竹谷専門委員 資料－３－２の２ページになります。第３章の３．２の「基本構想」

のところで、言葉じりの問題ですが、「関係する都道府県、市町村等の各種振興計画との

整合性」と記述されている箇所があります。。例えば田園環境整備マスタープラン等を考

えてみた場合、これを振興計画と性格付けることができるかどうかということを考えます

と、「解説」の方では「開発計画」、「振興計画」といった形で書かれていたと思います

が、「振興」という言葉が必要かどうかというのを少し疑問に思いました。

１ページ、２ページの「概査」、「精査」のところでございますが、「基準書」を読ん

でおりますと、内容的にどういうことを調査するのか、かなり書いてあります。例えば、

参考資料－３－２の47ページの「水利状況」のところで詳しく書かれておりまして、「排

水管理状況調査」という箇所があるのですが、これは後の排水施設の維持管理問題に大き

く関係するところで、こういう文言を入れる必要があるのかどうか。用水関係では、言葉

としては、用水の水利団体というのがあるのですが、後の維持管理まで考えると、団体と

いう排水管理組織的なものが調査の対象に入る方がいいのではないかと思います。排水の

場合、そういう組織という概念が登場してまいりませんので、その辺りを加えた方がいい

のではないかということを感じました。

差し当たり、発言させていただきました。よろしくお願いします。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。
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事務局から、いかがですか。

○澤田資源課長 いろいろご指摘をありがとうございます。検討させていただきます。

○河地専門委員 私も、ご説明になった資料ではなくて、参考資料－３－２について、

二、三お尋ねしたいのですが、まず、23ページです。これは単純な間違いだろうと思うの

ですが、そこに図－１．３．３がありまして、そこから上３行目から２行目のところに

「外水位の浸入」とありますが、これは「外水」で、「位」はいらないです。

次に、79ページで自然排水のことを記述しているのですが、箇条書きが３つありまして、

①で「排水量は」云々、「Ｑ＝ＣＢＨルート２ｇΔｈで表される」と書いていますが、ど

ういう排水点での状況を考えて、この式を書かれたのですか。

ついでにもう一つ。99ページに、フローチャート式の計算手順の図がありまして、「流

出モデルの選定」の次に「流出モデルの解析」とあるのですが、この「解析」という表現

はまずいと思うのです。「モデルの解析」というのは意味がさっぱり分からない。現に、

その右下に「検証した流出モデル」云々と書いているわけですから、ここで同定して検証

する。同定と検証はちょっと違いますから、中ポチぐらいにして両方入れて「流出モデル

の同定・検証」という表現でないとぐあいが悪い。

以上でございますが、ご返答願いたい。

○澤田資源課長 まず、79ページの式でございますが、これは、排水口で自然排水でき

る状態で考えているということです。要するに、水位差があるという条件です。

○河地専門委員 それは分かるのですが、箇条書きの③で排水水門の話をしていますね。

排水口には排水水門を設置するのが一般的ではないですか。何も付けないのが一般的です

か。そこのところを申し上げているのです。①では、排水口では常にこの式が適用できて

排水量が表されるという受けとめ方ができるのです。この式は、水門が全くないか、あっ

てもゲートが全開状態の式です。それは一般的ではないです。だから、ここはもうちょっ

と厳密に表現しておかないと誤解を招きます。全く技術的な話なのですが、ここは技術小

委員会ですから、そういう話をさせてもらうのですが、そこは少し曖昧過ぎると思います。

その辺りをお直しいただきたいと思います。

○岩崎小委員長 おっしゃる通りだと思いますので、今のご意見に従って整理するとい

うことで引き取らせていただきたいと思います。

ほかにいかがですか。

○遊磨特別委員 ５点ほどあるのですが、よろしいでしょうか。
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環境への配慮は全体的にいろいろ入れていただいて、大変ありがたいと思います。

まず、単純な質問で、ここには排水の量的な基準のことはいろいろ書いてあるのですが、

質的な部分は一切記載されないものなのでしょうか。排水水質基準の考え方ですね。

○澤田資源課長 水質の話でございますね。ここは、構造的に排水ができないところも、

排水施設をつくって排水していくということなので、水質のことには余り触れず、記述し

ないようなスタイルになっています。

排水の水質の問題は、例えば営農上の問題や、広く地域を捉えれば、生活排水の問題な

どいろいろございます。事業を行うとき、構造物をつくっていくわけですけれども、その

構造物を作る際の事業計画の中でどう反映していくかというところは、営農上の問題など

もありますので、難しいと思っています。ただ、全体の事業として、その辺りは配慮して

いるのですけれども、こういったところで書くには制約があると思います。

○遊磨特別委員 これは「排水」という枠で書いてあるので、どこかに書いてあるのか

なと私は思ったのですが、実は、その質と量は切っても切り離せない関係ですので、どこ

かにそういう関連、あるいは『こちらの方を参照』といった文言的なものをどこかに付け

られた方がいいのではないかという気がいたします。

それにやや関連するのですが、少し突拍子もない話かも知れません。どこかに地下水位

に関することが少し書かれていたのですが、農業用地は地域の地下水位を大きく左右する

ものでありまして、今、河川が掘り下げをやっていますので、それで下がってきている上

に、なおかつ農水でやると土地全体の地下水位が下がる。もちろん、工業や生活にも影響

が出てきますし、私は水の生き物が専門なのですが、そういうものに大変大きな影響を及

ぼしているということで、配慮する実態の中身として、地下水位に対する配慮に関する記

述をもう少し増やしていただいて、基準地下水位や想定地下水位のようなものをある程度

入れていただくということをしていただければなと思います。これは意見です。

続けて言わせていただきます。「環境」や「配慮する」という文言をあちこちに入れて

いただいて、本当にありがたいのですが、これはたまたまた気が付いたところで、例えば

「基準書（案）」の 122ページをご覧いただきたいのです。この辺りはかなり具体的な施

工内容のことが書いてあるのですが、局長通知の４番、５番、６番は、実は安全性と経済

性しかうたっていないというところがあります。ほかにもあるかもしれないのですが、こ

ういうところは文言に注意していただくか、わざわざでも「環境」という言葉を入れてい

ただきたいと思います。



- 12 -

もう１点だけ申し上げたいのですが、これも細かい話になるかもしれません。 113ペー

ジの（２）の①として、「線形はなるべく直線とする」という項目が入っています。これ

は自然河川ではないので、何も曲げる必要性はないのですが、世の中の風潮として、こう

いう具体的な書き方がここに入ってくると問題ではないかなということで、せめて「効率

のよい形にする」とか、少し表現を和らげておいていただいて、例えば屈曲部があっても

何とかできるとか、そのようなことをある程度許容していただくようなことをぜひしてい

ただきたいと思っています。

○澤田資源課長 最初の水質の観点は、一応先程申し上げたようなことなのですけれど

も、環境への配慮ということで幾つか書いているところがございます。私ども、排水の水

質基準は持っていないので、その辺りは難しいのですけれども、例えば第２章の「精査」

のところで、水などの影響が考えられるとか、現地で資料採取を行うというところで、水

についての配慮もするという意味が含まれています。

○遊磨特別委員 何ページですか。

○澤田資源課長 すみません。53ページの「周辺環境」というところの上の２行でござ

いますけれども、「大気、水、土壌等の基盤的要素のうち、事業による影響が考えられる

ものについては現地での資料採取等を行う」というところに入れているということでござ

います。

地下水位の話がございましたけれども、排水事業を行うところは基本的に排水が必要な

ところということでございますので、通常、湛水などで洪水被害が起こったり、地下水位

が高くて生産性が低くなっているようなところでこの事業を行うという観点がございます

が、今の地下水の涵養ということに関しましては、農業は、多面的機能を維持し、増進さ

せるという役割がございますので、その文言の中で――これは第１章の「総論」の中に該

当するのですが、そういう中で捉えているという認識でおります。

○遊磨特別委員 確かに下流部は、排水不良の部分が多いのは事実なのですが、実はそ

こがそういう地域の生物の宝庫でありまして、そういうところは、国交省の掘り下げと農

水の乾田化という形で、都市地域になっているというのもあるのですが、土地全体、地下

水位が非常に下がっているというのが現状です。だから、これは国土全体の大きな枠の中

で考え直す必要があると思うのですが、こういう見直しの際に、その辺りに十分な留意を

お願いしたいと思います。

○澤田資源課長 どうもありがとうございます。そこは十分検討したいと思います。
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○太田農村振興局長 不規則発言になるかも分かりませんけれども、席を立たなければ

ならないものですから、発言させていただきたいと思います。

「基準書」というものは、これからパブリックコメントもしていくという意味で、まさ

に我々の社会に対するメッセージでもあると思うのです。そういう意味で言うと、表現は

非常に大事だと思います。

ただ、現実的には、できるだけ排水をして地下水位を下げる作業もしなければならない

という中で、どの辺りで折り合いをつけるかということと、もう一つは、本当にどれだけ

目配りをしてやっているかということなのです。今までの単線的な書きぶりではなくて、

工夫の余地が相当あるのではないかと思っています。ある意味では事務方も非常に悩んで

いる部分があると思いますので、具体的な書きぶり等につきまして、事務局でいろいろ考

えた上で、また個別にその辺りのお知恵を拝借して、よりよいものにできればと考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

○澤田資源課長 あと、直線の話がございました。直線にならざるを得ないところは、

例えば２段水路にして、下のところに瀬や淵をつくる。そういう生物の待避所をつくると

いう工夫はしています。

どうもありがとうございます。そういう点も配慮しながら検討したいと思います。

○小林臨時委員 先程のご意見と同意見ですので、関連して申し上げます。参考資料－

３－２の27ページの真ん中辺に、「このような多面的機能や周辺環境との連続性に留意す

ることが必要」と書いていただいて、大変ありがたいと思っています。そこで、先程のご

意見と同意見ですが、同じ資料－３－２の 123ページ、排水路のことで「護岸工」、「落

差工」、「合流工、落口工」というところに、生物の行き来や何かを阻害する可能性のあ

る工事ですので、少し丁寧に、どのように連続性を確保するかということについてお書き

いただきたいと思います。後程ご説明があると思いますけれども、「農道」の方、参考資

料－４－２の97ページに具体的に、「生物の生息・生育環境の保全や景観の観点から植栽

ブロックの設置」などいろいろな配慮を書いていますが、少し触れていただくとありがた

いと思います。

もう１点は、これはお礼で、55ページの表に代表されますが、「概査」の中に「環境と

の調和への配慮方針の概定」ということで、早い段階からこのことに配慮していただいた

ことについて、ありがたいと思っています。

○細谷特別委員 私が言おうと思ったことは、遊磨委員と小林委員が言われたので、言
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うことはほとんどございません。また、基本的な方針ということで、技術的なことで申し

上げることは余りないのですが、例えば環境というところを捉えましても、「基準書」の

65ページの概査から精査に係る部分の４番の「環境との調和への配慮方針の概定」という

ところですが、当然農業を対象としていますので、４番の２行目、「農家を含む地域住民

の意向」が最優先されるときに、保全や回復がどこまで実効性を持つのかなという感じが

いたします。景観、あるいは生物の多様性という視点のときに、有識者の指導・助言があ

ったとしても、場合によっては都市住民の価値観なども入ってくる余地があるのではない

かと思います。「農家を含む地域住民」というのは当然現場の方ですから、最優先となる

ときに、実効性という点で少し心配があります。

関連いたしますけれども、参考資料－３－２の「基準書（案）」の53ページのところで

す。先程「周辺環境」という言葉が出てきましたけれども、今、具体的に申し上げました

景観に対しては、地域の方々と都市住民の捉え方は当然違うでしょうから、５のところの

下から２行目、「有識者などの指導・助言」――逆になっているのは何か意図があるので

しょうか。地域住民の方が後ろになっていますけれども、その辺り、一般の方といった書

きぶりに少し広げていただけないかなという感じがいたしました。

○澤田資源課長 どうもありがとうございます。

○岩崎小委員長 それでは、お二方からまだご意見をいただいておりませんが、もう一

つ議題がございますので、この議題ついては、この辺で打ち切らせていただきたいと思い

ますが、よろしゅうございますか。

ご意見を聞かないうちに申し訳ありませんが、これをパブリックコメントにかけること

にご異議はございますでしょうか。よろしゅうございますか。

【異議なしの声】

それでは、パブリックコメントという手続きに入らせていただきます。ありがとうござ

いました。

それでは、引き続きまして、土地改良事業計画設計基準・設計「農道」の改定につきま

して、事務局から説明をお願いいたします。

○石川施工企画調整室長 設計課の施工企画調整室長でございます。設計基準「農道」

の改定につきましてご説明させていただきます。資料は、４－１を中心に説明させていた

だきます。

１ページでございます。「農道」の設計基準の改定の背景や必要性ということでござい
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ます。これにつきましては、昨年度の２月の技術小委員会でも既にご説明しておりますが、

現行の「農道」の設計基準は平成10年に全面改定されてございます。

内容につきましては、先程計画基準の再編の話がありましたが、基準を「基準書」と

「技術書」に分けまして、その他、設計手法の変更、設計事例や施工事例の掲載を行って

ございます。

平成10年以降、土地改良法が平成13年に改正されまして、「環境との調和への配慮」が

事業の原則になり、また、農村の都市化、混住化等に対応しまして、地域や目的に応じた

設計が求められているという状況がございます。

加えまして、公共工事の仕方についてコスト縮減を図っていく。そのため、設計・施工

の合理化等を進める必要がある。また、基準の国際化への対応ということで、従来の仕様

規定から性能規定へ移行していくといったことがございます。これによりまして、「農

道」の設計基準に関連するいろいろな基準が既に改定されています。こういう状況を踏ま

えて、「農道」の基準につきましても見直しが必要になっているという状況でございます。

２ページにまいります。「現在までの検討経緯」ですが、今年２月に技術小委員会で事

前説明をさせていただきまして、３月に農業農村整備部会で同じく説明をさせていただき

まして、今回の改定についての諮問をしています。

また、具体的な検討に当たりましては、２ページの真ん中程にありますが、「『農道』

改定検討委員会」という専門の先生方で構成されます専門の委員会を設置してございます。

これまでに２回、今年の３月と10月に検討していただいているところでございます。

また、検討に当たりまして、国、県、市町村、土地改良区で、実際に農道の設計や施工、

管理の経験のある方に対しましてアンケート調査を実施しまして、改定についてのいろい

ろな意見や要望を踏まえてございます。

３ページにまいります。３ページから具体的な改定の内容についてでございます。

大きな１つ目としまして、「地域や目的に応じた農道設計手法の明記」でございます。

（１）番で「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」。枠で囲っ

ていますのは、ここでの具体的な改定の方針を示してございます。従来、計画交通量によ

って車線数や幅員等を決定する一般的な手法があったわけですが、これに限定しないで、

地域条件や地元住民のニーズに応じて、幅員の決定の仕方に弾力性を持たせるような設計

手法を明記していきたいということでございます。

これについては、幅員ばかりではなくて、その下の方に、その具体的な「基準書」の中
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での対応方法を書いてございます。「基準の運用」の中で、「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」とございますが、対象としています

のは、「幅員」、「設計速度」、「平面線形」のうちの「曲線部の拡幅」、あるいは「緩

和区間」、「片勾配」、「縦断線形」のうちの「縦断勾配」で、こういうものにつきまし

て、弾力的な決定ができる旨を記載してございます。

同じように、「基準及び運用の解説」の中でも、ここに掲げています項目ごとにそうい

う旨を記載してございます。

そこで、幅員においての改定の例を説明させていただきたいと思います。これにつきま

しては、参考資料－４－２の「基準書（案）」の26ページをご覧いただきたいと思います。

「基準書（案）」の中で下線が引いてある部分が、現行の基準に対して改定した部分でご

ざいます。

「幅員」についてでございますが、「基準の運用」の欄の中で、「地域特性、経済性等

を考慮し」、「検討の上、弾力的に決定するものとする」という文言を付け加えてござい

ます。

同じように、「基準及び運用の解説」の中程にも、下線を引いた部分でそういう趣旨を

書き込んでございます。

29ページをご覧いただきたいと思いますが、それでは、具体に、幅員の決定の中でどう

いうところが弾力的になったかということでございます。

幅員につきましては、計画交通量に応じまして車道の幅員の標準値ということで、29ペ

ージの上の方に表が出てございます。従来の設計基準の適用によりますと、例えば日当た

りの計画交通量が 500台以上 1,500台未満の場合には、車道幅員は 5.5mとするというのが

一般的でございます。 5.5mの場合は、２車線農道ということで設計されます。

これに対しまして、地域の特性としまして、例えば通行車両のほとんどが農業用の車両

であった場合、表の中に特例値がございますが、車道幅員の特例値を下限としまして、周

辺地域の特性や経済性等の理由、また、地域住民の意向も踏まえまして、この欄に掲げる

値までの幅員を選ぶことができる。例えば、 5.5mが標準値ですが、それに対しまして、農

業用の車両がほとんどだという場合、車道の幅員は４mにしまして、これと待避所を適切に

組み合わせることですれ違いにも対応することもできる。そういう弾力性を持たせたとい

う内容でございます。

以上が幅員についての事例の説明でございます。
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次に、４－１の４ページをご覧いただきます。「舗装設計の性能規定化」でございます。

道路の舗装につきましては、一般道の指針としまして、「舗装設計施工指針」がございま

す。こちらの方は、先程申し上げましたが、基準の国際化に対応しまして、従来の仕様規

定から性能規定に移行しているということがございます。これを「農道」の基準の中にも

取り入れるというものでございます。

性能規定化がなされますとどのように変わってくるかということでございますけれども、

例えば農道の工事について発注する場合、従来ですと発注者の方で、舗装の設計の構造、

施工の仕方、材料について指定して、工事を発注しますが、性能規定化の場合には、そう

いう具体的な設計方法や施工法につきまして、発注者の方で限定せず、所要の性能、例え

ば舗装として何年間もつかという耐用期間、設計期間を示す。あるいは輪荷重、車が通る

ことによってひび割れがどのくらい起きにくいか、構造がどのくらいもつかという性能を

発注者から規定しまして、それに対して、受注者が自ら、自分達の技術力に基づいて設計

し、施工の仕方も考え、そういう技術提案を出す。出された技術提案に対して、発注者は、

その方法で本当にその性能が実現できるかどうかを照査・検証して、その上で問題がなけ

ればその方法で施工してもらうということでございます。また、でき上がったものにつき

ましては、発注者が再度照査する。そういう仕組みが性能規定化でございます。

これについて、具体的にどのように盛り込んだかということですが、参考資料－４－２

の78ページをご覧いただきたいと思います。性能規定化になりますと、先程申し上げまし

たが、舗装について必要となる性能を基準の中で示しておくということで、78ページには、

まず、「設計の基本」としまして「舗装の設計期間」、いわゆる耐用年数、舗装したこと

によって機能が何年間保たれるかということについて、まず規定するということでござい

ます。「基準及び運用の解説」にもそれに対応したものが書いてございます。この辺りに

つきましては、「舗装設計施工指針」での記述を参考にして書いてございます。

次の80、81ページには、発注者側から示すべき舗装の性能指標の設定につきまして書い

てございます。

次の82、83ページには、どういう性能指標を示すかについて書いてございます。「必須

の舗装の性能指標」ということで、82ページに３つ書いてございます。疲労破壊輪数は、

車がそこを何回通るまでひび割れが生じないかという値でございます。塑性変形輪数も、

車が何回通るまで、へこみと言いますか、轍掘れができないか。あるいは平たん性。その

３つを性能指標として指定することをここに盛り込んでございます。
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右側の83ページに、その解説として、もう少し具体の基準の置き方を書いてございます。

ここは、一般の道路と同じく、「舗装設計施工指針」の数値を参考にして書いてございま

す。ただ、83ページの中程ですが、特に、計画大型車交通量が少ない40台未満につきまし

ては、一般の指針では、 100台未満は全部、疲労破壊輪数が３万回で、同じ扱いになって

いるのですが、農道については、特に交通量の少ないところについては、農道独自の数値

が設定できないかということで、ここにつきましては、現在、これまで実際に舗装されて

おります実態のデータをとりまして、どういう数字をここに入れることができるかを調査

・検討中でございます。そのために（調査中）となってございます。

以上が舗装の設計についての性能規定化の記述の仕方の案でございます。

また４－１の資料に戻っていただきます。「その他」としまして、小規模農道橋の適用

の拡充等々の話がございます。小規模農道橋につきましては、農道の中で、一部は道路構

造令の適用を受けるわけですけれども、道路構造令の適用を受けないような圃場内の小規

模な農道橋につきましては、「農道」の設計基準の中で、具体の設計の仕方について定め

てございます。幅員で言いますと 5.5m未満、自動車の荷重で言いますと14tがそういう基

準になってございます。

これについては、参考資料－４－２の91ページをご覧いただきたいと思います。91ペー

ジの下にフロー図がございますけれども、農道橋の、特に自動車の設計荷重の選び方につ

いて、基本的な考え方は変えていないわけです。計画交通量から幅員を決定しまして、幅

員が 5.5m未満の場合には、大型車の通行量が多いか少ないかによって２つに分かれてござ

います。ここで多いというのは１日当たり40台以上、少ない・なしというのは１日当たり

40台未満ということになるわけです。これだけ見ますと、少ない40台未満のときには適切

な自動車荷重を選定するということまでで、あとは設計者の判断によるとなっていたわけ

ですが、これに対しまして、91ページの中程上に、下線を引いたものを加えてございます。

「従来、設計自動車荷重 245ｋＮとして設計していた農道であっても、大型車の交通がほ

とんど無い場合」――これは40台未満の場合を示しますけれども、こういうときには、

「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ものとする」と。このように、小規模農道橋を実際に採用するに当

たっての仕方を明記したということでございます。これが「小規模農道橋の適用の拡充」

ということでございます。
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再び資料－４－１に戻っていただきます。４－１の先程の「その他」の２番で、「ゼロ

エミッション導入の考え方を明記」ということですが、いわゆる建設副産物のリサイクル

を推進するということで、平成12年に建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（建設

リサイクル法）、また、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）が制定されまして、現在どちらも施行されています。これは、「関係法令の遵守」

の項目の中にこの２つの法律を入れるということでございます。

併せまして、「土工計画」や「路面高」の基準の書き方につきましても、この副産物の

リサイクル、特に建設の発生土の再利用について記述してございます。

一番最後ですけれども、「農道設計に係る新技術・新工法の追記」としまして、「技術

書」の中で参考として紹介していく。

以上が１番目の「地域の特性や目的に応じた農道設計手法の明記」ということでござい

ます。

５ページにまいります。「環境との調和等に配慮した農道設計手法の追記」ということ

でございます。これについては、まず、資料－４－２の「設計『農道』基準（案）」の方

で見ていただきたいと思います。

「環境との調和への配慮」については、昨年、第２編ということで環境調和の手引きが、

ため池編、農道編についてできてございます。これを引用するということがございます。

また、「景観への配慮」ということで、農水省の施策の「美しい農山漁村づくり」の具

体的な展開の仕方として、今年の９月に「水とみどりの『美の里』プラン21」が発表され

まして、「景観配慮」についても「基準書」の中に盛り込んでいくということでございま

す。

それで、今回、「農道」の基準の中で、ここだけなのですけれども、「設計『農道』基

準（案）」の１ページの４の「設計の基本」のところにつきまして、見え消しの形で記述

の仕方を書いてございます。

「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」というのが現行基準でございまして、そういう意味では、自然環境や景

観との調和に配慮することについては既に記載してあったわけですけれども、「自然環境

との調和」、それも「社会生活環境の改善が図られるよう」ということで、そういう意味

では限定的な書き方になっていましたので、その部分については削除しまして、「環境と
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の調和」という言葉にしました。

また、現行では「景観との調和に配慮」となっていたのですが、ここも、先程申し上げ

ました「水とみどりの『美の里』プラン21」の表現ぶりと合わせまして、「景観に配慮」

と改定したいということでございます。

その他、５ページに書いてある、「基準の運用」や「基準及び運用の解説」の各項目に

つきましても、「環境との調和への配慮」や「景観配慮」の旨を記載してございます。

（２）番の「住民参加や合意形成」につきましては、先程のところにも幾つか該当があ

りましたが、特に「設計の手順」、「環境調査」、「管理の基本」の中で、「地域住民等

の意向の把握」や「地域住民の参加」につきまして記載してございます。

（３）番は、環境との調和への配慮の手引きが昨年度できたということで、このうちの

農道編での記述の関係箇所を引用しまして記載しているということでございます。５ペー

ジの下に書いてあります括弧の中のページは、環境配慮の手引きのページでございます。

次の６ページにまいります。６ページは、「関連技術基準類の改定に係る見直し」とい

うことでございます。四角の枠の中に、①番から⑯番まで、「農道」の設計基準の関連基

準を並べてございまして、これらについて、既に改定されているものの中から「農道」設

計基準に係る部分を抜き出しまして、必要な改定をするというものでございます。

１つ目としましては、単位について、計量法が改正になりまして、それに合わせて国際

単位系、ＳＩ単位系へ移行するというもので、「橋梁」において、これは設計自動車荷重

の単位の記載の仕方ですが、従来のｔｆからｋＮに変えているということでございます。

（２）番ですが、「限界状態設計法への移行に伴う修正」ということで、「道路橋示方

書」や「コンクリート標準示方書」につきましては、既に性能規定化がされています。性

能規定化における計算の手法としては、限界状態設計法という計算手法が用いられてござ

います。これを受けまして、「農道」の設計基準の中でも、計算の手法について、従来の

許容応力度法の適用から、原則として限界状態設計法に移行するということで、書きぶり

を変えているということでございます。

次の７ページに移っていただきたいと思います。限界状態法を原則化するということな

のですが、参考資料－４－２、93ページの「橋梁」の「上部工の設計」をご覧いただきた

いと思います。橋梁につきましても、道路橋の標準示方書が性能規定化になったというこ

とで、限界状態設計法を基本として置くのですけれども、書き方としては、93ページの中

程にありますが、「原則として限界状態設計法を適用して行うこととするが、これにより
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難い場合は許容応力度法を適用して行うことも妨げないこととする」ということで、今ま

で使っていた設計法につきましてもまだ残しているような書き方になってございます。こ

れは、設計の基本としては、従来の仕様規定から性能規定に移行するのですが、先程ご説

明申し上げました性能の照査の仕方について、必ずしも基準が定量的にまだでき上がって

いないという現状があります。また一方で、一つの目安として、従来からの規定を用いた

値でも判断していくといった旨が「道路橋示方書」にも書いてございます。そういうこと

もございまして、許容応力度法につきましても、ほかに手法がない場合には、「許容応力

度法を適用して行うことも妨げない」という表現で書いてございます。

以上が限界状態設計法への移行の話でございます。

７ページの（３）番でございますが、「その他関連基準の改正に伴う改定」ということ

で、特に「交通安全施設」の「防護柵」について、設置基準が改定になっていますので、

それを引用してございます。

以上が改定の内容についての説明でございます。

○岩崎小委員長 どうもありがとうございました。

それでは、只今の内容につきまして、ご自由に発言を願いたいと思いますが、時間が押

しておりますので、各委員、２分ないし３分のご発言時間ということでご協力をお願いし

たいと思います。

先程ご発言いただいていない田中先生、いかがでございますか。

○田中専門委員 舗装は性能設計にもっていくということで、これは世界の流れですか

ら、当然といえば当然なのですが、この規定は道路協会の基準に従うような形になってい

ますが、実際問題として、農道の舗装の場合、一般道路とかなり違ったところがあって、

農作業車の問題とかいろいろあります。例えば水田地帯を通るような道路でも、路床は地

下水面より１メートル上へ上げなければいけないことなどがある。大型のトラックなどを

考えれば当然そうなのだけれども、農作業面では不便になるなどいろいろあるわけです。

従いまして、性能設計の方向は非常に大事だけれども、今後、農道の独特なものを入れて

いく工夫を、技術開発を含めて、そういう道を残しておいた方がいいのではないかなとい

う感じがするもので、道路協会の流れでいくということを強く出す必要があるのかどうか

という感じが少しします。橋に関しては、性能設計ということでやむを得ないかなという

感じがするけれども、舗装部分は、営農などとかなり関連があるので、その辺り、ご検討

いただければと感じます。
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○岩崎小委員長 ありがとうございました。ご意見を聞く方になるべくたくさん回して

よろしゅうございますか。

それでは、ほかの先生、どうぞ。

○中野専門委員 １つだけ、技術的なものではないのですけれども、農道について、た

だ車が通るとか、利用という面だけではなくて、例えば美しい景観のところを農道が通る

とき、そこに遊び空間をつくって、町から来た人がそこで車を止めて景観を眺めるという

ことはどうかと思います。この基準でそういう構造物をつくることができるかどうかお伺

いしたいのです。実は、随分前ですが、鹿児島県の方でビジョン委員会があって、美しい

景観があるのに、車を止めて見る場所がないではないかという話があって、そういう遊び

空間をつくったらどうかという話があったのを思い出したので、お伺いしたいと思います。

○石川施工企画調整室長 農道にも、車道路肩以外に、駐車帯を設けられるようになっ

ていまして、地域の中でそういうものが必要ということであれば可能だと思います。

○中野専門委員 32ページにそれがありますけれども、そういう中で可能ということで

すね。

○石川施工企画調整室長 はい。

○中野専門委員 分かりました。

○岩崎小委員長 ほかにございましたらどうぞ。

○小林臨時委員 少し長くなってすみません。簡単に言いますけれども、田舎の方へ行

ったとき、立派な農道が通っていまして、そこをトラックがビュンビュン通っていて、そ

の傍らを耕運機がカタカタと通っているという状況を見ていて、路線決定に関わるところ

で、この厚い「基準書」の７ページに関係するのですが、一般道と農道をどのように仕分

けてつくっていくのか、その辺りが大事なのではないかなという感想を持ちました。ここ

の中段のところに、「国道、都道府県道等と接続するよう考慮する」という書きぶりがあ

るのですけれども、接続だけではなくて、農道はどういう目的のためにつくるかというの

はもちろんお考えになっていらっしゃると思いますが、その配置の調整について考えてい

かないと、町道と並行して農道をつくっている事例が出てくると困りますし、農民にとっ

て本当に必要な道路なのかどうかというのも基準の方に入るのだろうと思うのですが、そ

の辺、注意して考えていく必要があるのではないかなという気がいたしました。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

○竹谷専門委員 １点だけ、「基準書」の 106ページ、「施工」についてですが、この
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中で「技術的、経済的観点から施工」ということになっておりますが、施工自体に、「か

つ、環境負荷の軽減に配慮して」という文言を入れていただきたいと思います。前の方に、

ゼロエミッションという部分でしかるべき記述はなされておりますけれども、ゼロエミッ

ションだけではなくて、施工そのものによっても、様々な形で環境負荷が発生するケース

が多いと思いますので、「環境負荷の軽減に配慮して」という文言を入れていただくよう

お願いしたいと思います。

○岩崎小委員長 ほかにございますか。河地委員、いかがでございますか。

○河地専門委員 何もございません。

○岩崎小委員長 細谷先生と遊磨先生はいかがでございますか。

○細谷特別委員 全体を通しまして、農家のための生産性の効率化というのが見えてく

るわけですが、生き物になりますと、どうしてもマニアックになりますし、生物の立場か

ら農道を考えますと、エコロジカルコリドー（生態学的な回廊）、あるいは生態学的なネ

ットワークといったところが、なかなか入れ難いことは分かるのですけれども、今のとこ

ろ、排水に比べて全く見えてこないというのが率直な意見でございます。ですから、農家

の方々の意向もあろうかと思いますが、抽象的なことで、その辺りに配慮するような文言

をどこかに入れていただけたらなと思います。例えば「ほ場内農道」の辺りでも結構です

から、環境の代表的なファクターであるということで、生物多様性という視点を可能な限

り取り入れていただきたいなという印象を持ちました。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

○遊磨特別委員 実は、農道のことは余りよく分からないので、黙りかかっていたので

すが、これは、実際に農道をつくるに当たっての具体的な内容であって、どこに農道をつ

くるかというのはまた別の観点なのです。だから、今、細谷委員が言われたようなことは、

回避なり、いろいろ可能ではないかなと思っていて、具体的につくるときはこんなものな

のかなと思っていたのですけれども、あえて言わせていただければ、「基準書（案）」の

100ページの下の方に「（２）照明施設」というのがあります。ここで「照明効果、維持

管理等」とあるのですが、光のことはいろいろな問題があるので、こういうところにも

「環境」という言葉を入れていただきたいと思いますし、隣のページの 101ページの下か

ら４行目に「ほ場や宅地等」と、わざわざ「等」を入れていただいているのですが、我々

にとって、この横に林があったり、川があったりした場合、どうなのかということが気に

かかるわけでありまして、何か自然景観に関する表現を入れていただければと考えており



- 24 -

ます。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

田中委員等、前の「排水」のときにご意見が伺えませんでしたが、あと１、２分は大丈

夫だと思いますので、もし何かございましたらどうぞ。

○田中専門委員 資料－４－１の４ページのところの説明で、ゼロエミッションにかか

わって再資源化のことをかなり書いています。できるだけ再資源化して、特に上層路盤、

場合によって下層路盤などにいろいろなものを使っていくことは全国でも結構行われてい

ると思うのですが、一方で、性能設計ということになりますと、この評価がなかなか難し

くなっていくのではないか。従来、ＴＡの設計ですと、交通量に基づいて、等値換算係数

を使っていたわけです。等値換算係数の評価は、実際、非常に長期にわたっての実績でな

いとなかなか難しかったのですが、今度、性能設計になっていくと、こういった概念はほ

とんどなくなるのでしょうか。

○石川施工企画調整室長 土工の部分につきましても、今、地盤工学会で性能設計の検

討をされていると聞いているのですが、まだそういう具体的な形で出ておりませんので、

まずは、今、「農道」の設計基準の中では考え方がほぼ確立している舗装の部分について

性能設計をさせていただいていまして、この後、路床や路体の性能設計の考え方が確立さ

れてまいりましたら、こういうものも入れていきたいと考えてございます。今のところ、

舗装の部分だけを中心に書いているということです。

○田中専門委員 上層路盤、下層路盤などの等値換算係数は、概念としてはまだしばら

くは使っていく形になるのでしょうか。性能設計のときにそれを使ってもいいし、全く新

しい概念でやってもいいといった扱いになるのでしょうかということです。材料のリサイ

クルをやるときに、実績に基づいて、ある程度決めなければいけないというものと、性能

設計というか、性能指標を満足すればいいから、かなり斬新なものでやって構わないとい

うことになると、特に新しい材料を使う場合、その評価がなかなか難しいという感じを少

し持ったものですから伺いました。従来の等値換算係数は結構厳しかったのです。相当実

績がないと、なかなかあの数値を認めてもらえなかった。だから、新規の材料はなかなか

難しかったのです。性能設計でこれが逆にやり易くなるのかどうかと言うことをお伺いし

たかったのです。

○石川施工企画調整室長 今の段階では、そこについて、緩和されるということではな

いと思います。
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○田中専門委員 必ずしもそういうことではないということですか。

○石川施工企画調整室長 はい。

○岩崎小委員長 では、よろしゅうございますか。

ほかにもいろいろご意見があると思いますけれども、そろそろこの議論を一回締めさせ

ていただきまして、この案文でパブリックコメントにかけることをお諮りしたいと思いま

すが、よろしゅうございますか。

【異議なしの声】

それでは、そういう手続に入らせていただきます。

それでは、そのほかに事務局から何かありましたらお願いいたします。

○林田事業計画課長 ありがとうございました。

次回の委員会でございますが、パブリックコメント等を経まして、２月頃に開催したい

と考えております。詳細な日程等につきましては、追って調整、ご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。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。

それでは、議事進行を事務局の方にお返しいたします。

○林田事業計画課長 本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして、また、貴重なご意

見をたくさん承りまして、誠にありがとうございました。これをもちまして、平成15年度

第２回技術小委員会を閉会させていただきます。

――了――


