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○パブリックコメントの経過等について 
平成 15 年度第 2回技術小委員会（平成１５年１２月８日）において、土地改良事業計画設計基準・計画「排水」の改

定案について調査・審議を行い、委員より 13 件の意見を頂いた。これらの意見を踏まえて改定案に修正を加えた後、

平成 15 年 12 月 15 日から平成 16 年 1 月 9 日の期間で一般国民から意見・情報の募集（パブリックコメント）を行った。

パブリックコメントでは、３人の方々から７件の意見が提出された。以下に、それぞれの意見に対する対応方針（案）

を示す。 

 
（１）前回の技術小委員会における委員指摘事項とその対応方針（案） 
 

No. 指摘ページ等 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

① 

平成 15 年

度第2 回技

術小委員会

説明資料－

３－１ 
P.13 右側3
項目目 

平成 15 年度第 2 回技術小委員会の資

料－３－１の P.14～P.16では、1/10 年、
1/20、1/30 年、1/50 年確率をグラフ化
しているが、P.13 の説明文では 1/20 が

抜けている。 

以下のとおり、修正する。 
「・・・1/10、1/20、1/30、1/50 年確率・・・」 

（パブリックコメントにあたっては、修正した資料を掲
載した。） 

【対応箇所の抜粋】 
また、P.14～P.16 に示すグラフ

は、札幌、仙台、金沢、東京、名

古屋、京都、岡山、熊本、那覇の

9 地点における最近年より 30 年

間、50 年間、100 年間（仙台は 76
年間の降雨資料、那覇は 1945 年～

1950 年欠測）の降雨資料より確率

計算した 1/10、1/30、1/50 年確率

の日雨量である。  

② 

全体 水質について記載されていないが、
どのようになっているのか。 

 

水質については、P.53 の「5.周辺環境」で、事業によ
って影響が考えられるものは現地での試料採取等を行

うことを記載しており、また、P.87 の「計画基準値」で、
常時の計画基準内水位の設定にあたり、水質等の観点か
ら常時流水の水位を考慮することを記載している。 
しかし、具体的な調査方法などについては記載してい

ないため、水質やその調査方法が記載されている計画基
準「水質障害対策」（昭和 55 年 8 月）を参考とするよう

P.5 の「3. 関連基準等」に追記する。 
 

 

【対応箇所の抜粋】 

・P.53「5.周辺環境」 

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

ついては現地での試料採取等を行う。 
・P.87「3.3.6 計画基準値」 

計画常時排水の目標水位は湛水位で

はなく、地下水位を低下させるために

必要な水位と、水質保全等の観点から

必要な常時流水の水位を考慮して設

定する。この目標値を常時の計画基準

内水位とする。 
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No. 指摘ページ等 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

③ 

参考資料－

４ 

P.4（基準） 

「1.1 この基準の目的」において、

「・・・必要となる調査計画手法の基
本的事項を定め・・・」とあるが、別
の箇所で「手法」が狭義の意味で使わ

れていることを考えると、ここでの「手
法」はいらないのではないか。 

計画基準は調査計画の基本的な進め方や考え方を記

載しているものであり、原案どおりとする。 
※手法：物を作ったり、事を行なったりする際のやり方。

（広辞苑より） 

【対応箇所の抜粋】 

1.1 この基準の目的 

この基準は、土地改良法（昭和 24

年法律第 195 号。以下「法」という。）

に基づく農業用の排水施設に係る土

地改良事業計画（以下「事業計画」と

いう。）の作成に当たり必要となる調

査計画手法の基本的事項を定め、土地

改良事業の適正かつ効率的な施行に

資することを目的とする。 

④ 

参考資料－
４ 
P.23（解説） 

「(6)内水位と外水位」において、「外
水位の浸入」とあるが、「外水の浸入」

の間違いではないか。 

ご意見のとおり、「外水の浸入」に修正する。 【対応箇所の抜粋】 
例えば、堤防によって外水位の浸入を

防ぎ、排水口に水門を設けて外水の逆

流を防ぎつつ 

⑤ 

参考資料－

４ 

P.47（解説） 

精査の「エ.排水状況調査」の内容に
排水管理団体を入れたらどうか。これ
らは維持管理問題に関連する。P.49 の

「(3)用水状況調査」ではそのような内
容が入っている。 

ご意見を踏まえ、P.47 「エ.排水管理状況調査」に「排
水管理団体」を追加し、以下のように修正する。 
 
① 排水管理団体の状況 
② 現況排水ブロック別の排水管理状況 
③ 排水施設の維持管理（補修・保全等）及び維持管理

費の状況 
 

【対応箇所の抜粋】 

エ.排水管理状況調査 

現状の排水管理状況は、事業計画策定

の制約要因となることから、地元聞き

取りによって以下の事項を確認する。 

① 現況排水ブロック別の排水管理の

状況 

② 排水路の維持管理（補修・保全等）

の状況 

③ 維持管理費の状況 

⑥ 

参考資料－

４ 

P.53、P.65 

（解説） 

 

概査と精査の部分で、「農家を含む地

域住民の意向」、「有識者の指導・助言」
の他に、「都市住民の価値観」もあるの
ではないか。有識者の指導・助言があ

っても、地域住民の意向が重要視され、
実効性に少し疑問がある。もう少し一
般の人々からの情報も含めるように記

載できないか。 

ご指摘を踏まえ、意見・情報等を聞く対象を幅広く捉

えられるように「地域住民」を「地域住民等」と修正す
る。 
また、技術書に環境との調和に配慮した地区事例とし

て、地域住民以外の視点で景観を評価した事例を取り上
げることとしており、さらに、基準書の P.27「(9)環境
との調和への配慮」において、「地域の有する資源を評

価する取組みを通じて環境との調和への配慮に関する
地域の共通認識を作ったりすることが重要である。」と
記載する。 
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No. 指摘ページ等 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

⑦ 

参考資料－

４ 

P.56（基準） 

「3.2 基本構想」において、「各種

振興計画」とあるが、この中に田園環
境整備マスタープランも含まれるの
か。含まれるのであれば、「振興」とい

う言葉は要らないのではないか。 

田園環境整備マスタープランも含めた意味合いで考

えており、以下のように修正する。 
「関係する都道府県、市町村等の各種地域計画との整合
性を考慮しなければならない。」 

【対応箇所の抜粋】 

3.2 基本構想 

基本構想の作成に当たっては、当該

地域の将来目標を的確に把握すると

ともに、それに適合した農業形態等を

考慮の上、営農・土地利用計画、排水

計画に係る骨格を定めるため、関係す

る都道府県、市町村等の各種振興計画

との整合性を考慮しなければならな

い。 

⑧ 

参考資料－

４ 

P.79（解説） 

「1.自然排水」において、①の文中
の式はどのような条件での適用を考え

ているか。排水水門の種類や状況によ
って適用を考えるべきではないか。 

ゲート種類、流況などを考慮しておらず、誤解を招く
おそれがあるため、記載している式を削除し、以下のよ

うに修正する。 
「排水量は内外水位差の影響を受ける。一般的に内外

水位差は小さいため、外水位のわずかな高さの違いも、

排水量に大きな影響を与えることが多い。」 

【対応箇所の抜粋】 
排水量は、内外水位差をΔh とする

と式      （Q：排水量、Ｃ：

排水口の特性に支配される定数、B：
幅員、H：外水深）で表される。この

ため、外水位の高さのわずかな違いも

排水量に大きな変化を与えることが

多い。 

⑨ 

資料－３ 

P.86（運用） 

 

農用地は地域の地下水位を大きく左
右するものである。配慮するものとし
て地下水位に関する記述をもう少し増

やせないか。 
河川下流部には、湿地のような生物

の宝庫となっている地域がある。 

調査・計画にあたっては、事業によって地下水位の状
況が変化し、このことが生態系等に影響を与えるおそれ
がある場合には、事前に対策を検討する必要があること

を記載する。 
さらに、ゾーニングなどによって保全する区域を決

め、湿地などの重要な環境に配慮することが考えられる

ので、必要に応じて重要な環境の保全を検討することを
記載する。 
・ P.25「事業実施により非かんがい期の通水や、地下水

の状況が変化し、生態系等への影響が生じるおそれが
ある場合」 

・ P.27「・・・生物の多様性の維持に重要な役割を果た

している。また、排水改良が必要な地域には、生物に
とって重要な生息・生育環境である湿地が分布してい
る場合も多い。・・・このような多面的機能や周辺環

境との連続性に留意し、必要に応じて重要な環境の保
全を検討する。」 

【対応箇所の抜粋】 
P.25「事業実施により非かんがい期の

通水が変化し、生態系への影響が生じ

るおそれがある場合や地区周辺に地

盤沈下等の重大な環境変化が生じる

おそれがある場合などが予測される

ときは、その対策についても事前に調

整をしておく必要がある。」 
P.27「排水路は、このような水田と河

川、湖沼などとの連続性を確保するも

のとして、生物の生息・生育の場であ

るだけでなく、その移動経路になって

おり生物の多様性の維持に重要な役

割を果たしている。したがって、調

査・計画に際しては、このような多面

的機能や周辺環境との連続性に留意

することが必要である。」 

hgCBHQ ∆= 2
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No. 指摘ページ等 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

⑩ 

参考資料－

４ 

P.99（解説） 

 

「2.計画排水量の計算手順」におい

て、図－3.3.7.1 に「流出モデルの解析」
とあるが、「流出モデルの同定・検証」
が妥当である。 

ご意見を踏まえ、「流出モデルの同定・検証」に修正

する。 
【対応箇所】 
参考資料－４の P.99 図－3.3.7.1 の 5
段目 

⑪ 

主要工事計画の部分について、安全
性と効率性しか書かれていない。 

主要工事計画の「排水路の配置」、「排水路の勾配」、「護
岸工」、「落差工、急流工」、「排水水門」「ポンプ場」の
「基準の運用」、「基準及び運用の解説」に環境との調和

に関した記載を追加する。（参考資料－４参照） 

⑫ 

参考資料－

４ 

P.112～ 

P.145（運用

及び解説） 

 

護岸工、落差工等は生物の生息を阻
害するものである。具体的にどういう
ふうに配慮するか触れて頂きたい。 

主要工事計画の「護岸工」、「落差工、急流工」の「基
準の運用」、「基準及び運用の解説」に環境との調和への
配慮に関した記載を追加する。（参考資料－４参照） 

【修正箇所】 
参考資料－４の P.113～P.131 の下線

部分 

⑬ 

参考資料－

４ 

P.117（解説） 

 

「2.排水路の構造(1)設計流量」の項

目で、「計画単位排水量の値が全線の各
断面にわたって全て等しいことを原則
とする。」とされているが、近年多く行

われるようになった環境配慮型水路に
あわせて不定形の水路断面を許容又は
推進するような記載にならないか。 

「計画単位排水量」とは、当該排水路の下流端におけ

る計画排水量を、その地点の支配する流域面積で除した
値である。 

ある場所における排水路断面を設計する場合は、この

計画単位排水量に、その地点の支配する流域面積を掛け
た「設計流量」を算出し、この設計流量を設計水位以下
で流下させられる排水路断面を設計することとなる。こ

の場合、設計流量が流下できる排水路断面であれば良
く、断面形状を規定しているものではない。 
原案どおりする。 

【対応箇所の抜粋】 
2. 排水路の構造 
(1)設計流量 
排水路の設計流量は、以下の事項を踏

まえて検討する。 
①地区内での同一水系の排水路で

は、計画単位排水量の値が全線の各

断面にわたってすべて等しいことを

原則とする。 
【備考】 
設計流量、設計水位、計画単位排水量

等については、それぞれの内容をわか

りやすく技術書の中で解説すること

としている。 
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（２）パブリックコメントで提出された意見とその対応方針（案） 
 

No. 指摘ページ等 提出された意見の要約 対応方針（案） 備 考 

① 

参考資料

－４ 

P.91 

（解説） 

 

計画基準降雨量について、「最近年か

ら遡った 30 年以上 50 年程度の降雨資
料から」とあるが、それ以上のデータ
が存在する場合の取り扱いについて記

述を追加して頂きたい。 

降雨資料の収集期間については、「計画基準降雨を推

定する場合の降雨資料は、最近年から遡った 30 年以上
50 年程度が必要と考えられるが、計画の対象とする降
雨規模や地域特性等を踏まえて検討することが望まし

い。」と修正するとともに、技術書において、確率降雨
量を計算する際の留意事項を記載することとしている。 

【備考】 

降雨資料の収集期間に関する検討を

継続中であるが、アメダスデータの整

備状況や土地改良事業で対象とする

施設規模（対象確率降雨）を考え、降

雨資料の収集期間についてはおおよ

そ妥当と考えている。 

② 

参考資料－

４ 

P.109 

（解説） 

 

 都市近郊農業地域では、宅地化など
の土地利用の変化などにより雨水流出

形態の変化が生じており、さらに河川
への排出条件が厳しくなってきてい
る。 

これらのことから、今後は排水機場
等の排水施設の補完的施設として遊水
池や調整池といった洪水を一時的に貯

留する機能を有する施設の必要性が高
まっていくものと考えられるので、計
画基準「排水」の改定において、これ

ら一時貯留施設についての排水計画に
おける位置づけや環境への配慮も含め
た技術的な基準について明示して頂き

たい。 

P.109 において、「近年、農村の混住化が進み洪水時の
流出形態が急速に変わりつつあるので、現況の把握とと

もに将来の地域計画にも合わせて、排水水門、ポンプ場
までの排水路、承水路、遊水池などを相互に整合させる
ことが必要」と記載し、遊水池を位置づけている。また、

P.27 では、水田地域には洪水防止機能等の多面的機能を
有していることを記載し、これらに留意して調査・計画
を行うこととしている。 

遊水池の構造に関する技術的な基準は示していない
が、排水解析をする場合には、貯留効果を反映できる手
法（低平地タンクモデル、不定流法）を用いて適切に流

出解析を行うことで対応可能と考えられる。 
環境との調和への配慮に関しては、生物の生息・生育

環境や景観等を考え、地域住民等の意向、有識者の指

導・助言を踏まえ、「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）」等を参考
として対応していくこととしている。 

【備考】 

計画基準「排水」では、遊水池を洪水

のピーク流量を緩和するために洪水

を一時的に貯留する貯水池としてお

り、調整池も遊水池に含めている。 
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No. 指摘ページ等 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

③ 

参考資料－

４ 

P.113 

（解説） 

 

排水路の配置を計画する場合の排水

口の位置について、「②排水水門やポン
プ場を設ける場合には、基礎地盤に適
していること」とされているが、不適

であっても工法により設置が可能で、
有利な場合もあると考えられるので、
以下のように修正して頂きたい。 

「②排水水門やポンプ場を設ける場合
には、基礎地盤に留意すること」 

ご意見を踏まえ、工法や地盤改良によって、排水水門

やポンプ場が設置可能な場合があることを考慮して、以
下のとおりに修正する。 
「②排水水門やポンプ場を設ける場合には、必要な支

持力が確保できる基礎地盤であること」 

【対応箇所の抜粋】 

P.113(1)排水口の位置 

①できるだけ自然排水可能となる地

点であること 

②排水水門やポンプ場を設ける場合

には、基礎地盤として適していること 

③排水口が流砂や漂砂で閉塞されな

い位置であること 

④高潮等外水の影響に対し危険な場

所は回避すること 

④ 

参考資料

－４ 

P.117 

（解説） 

 

「2.排水路の構造」の設計流量につ
いて、「①地区内での同一水系の排水路

では、計画単位排水量の値が全線の各
断面にわたってすべて等しいことを原
則とする。」と記載されているが、「計

画単位排水量の確率」の間違いではな
いか。 

ここでは、ある確率規模の計画基準降雨に対する排
水路の設計流量を定めるために基本となる値が必要
で、その値として計画単位排水量をあてることを記載
しており、原案どおりとする。 

【備考】 

設計流量、設計水位、計画単位排水量

等については、それぞれの内容をわか

りやすく技術書の中で解説すること

としている。 

⑤ 

参考資料

－４ 

P.117 

（解説） 

 

 「2.排水路の構造」の設計流量に
ついて、設計流量と計画排水量との
関係が書かれていない。 

「解説」の記載として、「②計画単位排水量は、当該
排水路の下流端における計画排水量を、その地点の支配

する流域面積で除した値とする。」「③設計流量は、主な
合流点ではさまれた区間ごとに計画単位排水量にその
区間の支配面積を乗じた値とする。」と記載していると

ころである。 
原案どおりとする。 

【備考】 

設計流量、設計水位、計画単位排水量

等については、それぞれの内容をわか

りやすく技術書の中で解説すること

としている。 
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⑥ 

参考資料

－４ 

P.117 

（解説） 

 排水路の設計水位について、「計画
洪水時排水の設計水位は、水路に沿
う地盤標高を超過してはならない。」
と記載されているが、機械排水の場
合でも超過してはならないのか。ま
た、「湛水を許容している地区におい
ても、洪水時における設計水位は水
路周辺の地盤標高を超えないように
計画する。」と記載されているが、「許
容湛水深」の間違いではないか。 

排水路の設計水位は、水路断面規模を決定する際に基

本となる設計流量を流下させた場合の水位で、設計流量
以下の洪水を安全に処理するものとして、「設計水位は、
水路に沿う地盤標高を超過してはならない。」というこ

とを基本としており、機械排水でも扱いは同じである。 
なお、湛水が生起する現象は、計画基準降雨による洪

水が流下したとき、設計流量を超える時間帯において、

一時的に排水路の水位が地盤標高を超えて流域貯留を
許容させるものである。このときの水位は、当該流域に
許容される最高水位であって、排水路の設計水位とは異

なる。 
原案どおりとする。 
 

 
 
 

 
 

【対応箇所の抜粋】 

 (2)設計水位 

排水路の設計水位は洪水時と常時で

異なる。計画洪水時排水の設計水位

は、水路に沿う地盤標高を超過しては

ならない。（中略） 

なお、湛水を許容している地区におい

ても、洪水時における設計水位は水路

周辺の地盤標高を超えないように計

画する。 

【備考】 

設計流量、設計水位、計画単位排水量

等については、それぞれの内容をわか

りやすく技術書の中で解説すること

としている。 

⑦ 

参考資料－

４ 

P.120～ 

P.121 

（運用及び

解説） 

 排水路の勾配について、「排水路の
勾配は、受益区域の地形、排水路の
路線や排水口の位置を踏まえ、最小
許容流速及び最大許容流速を十分に
検討して、もっとも有利なものを決
定する。」と記載されているが、「流
速及び掃流力」ではないか。 

最小許容流速は、土砂の堆積や水草等の繁茂により通
水断面の減少を防ぐために設定する流速であり、最大許

容流速は、水路の構造体の材質ごとの洗掘、摩耗に対す
る耐久性により決められた値である。したがって、最小
許容流速も最大許容流速も掃流力を考慮した流速であ

るため、原案どおりとする。 

【対応箇所の抜粋】 

3. 排水路の勾配 

排水路の勾配は、受益区域の地形、排

水路の路線や排水口の位置を踏まえ、

最小許容流速及び最大許容流速を十

分検討し、環境との調和に配慮しつつ

適切なものを決定する。 

 

設計水位

湛水深 

水路に沿う 
地盤標高 


