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１．前回の技術小委員会における委員指摘事項とその対処方針（案） 
前回（平成１５年１２月８日）の技術小委員会において委員から指摘のあった事項とその対応方針（案）は次のとおり。 

No. 指摘ページ 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

① 

参考資料-5 

：P.82 

農道舗装の性能規定化にあたっては、

必ずしも一般道路の基準にならうばか

りでなく、農道独自の考え方を入れてい

く工夫が必要ではないか。営農等の観点

からの農道独自の指標を検討すべきで

はないか。 
 

近年、農道は、農業機械の導入による生産性の向上、農

業近代化施設の整備に伴う農産物流通圏の拡大、輸送量の

増大、交通車両の大型化等に対応し、農業生産の近代化、

農産物流通の合理化に資するとともに、都市に比べて立ち

遅れている社会生活環境の改善に資するものとして、農村

地域の生活道としての利用形態も多く見られる様になっ

てきている。 

また、農道の管理者を対象としたアンケート調査におい

ては、舗装の破壊の要因のほとんどが、交通車両による繰

り返し荷重が原因であると思われるとの結果が得られた

ことから、大型車交通量の多い基幹的農道等の舗装に求め

られる性能は力学的視点等から一般道路のそれと同一と

するが、大型車交通量が少ない（40 台/日未満）農道の舗

装に用いる性能指標（疲労破壊輪数）については、農道独

自の調査に基づき検討することとしている。 

なお、交通量が少なく、主に農耕用に利用される農道に

あっては、改定基準（案）においても、従来どおり性能指

標を示さない砂利舗装の設計を妨げていない。 

 

◇必須の性能指標 
・疲労破壊輪数 
・塑性変形輪数 
・平たん性 
◇必要に応じ定める性能指標 
・浸透水量 
・すべり抵抗 
・耐骨材飛散 
・耐摩耗 
・騒音の発生の減少 
            等 
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No. 指摘ページ 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

② 

 一般道路化している様な農道が見受

けられるが、一般道路と農道との計画上

の仕分けが必要ではないか。事前に調整

する必要がある旨明記すべきではない

か。 

計画基準「農道」では、「1.3 事業計画作成の基本」に

おいて、関連事業計画との調和及び既設道路網との整合に

十分留意・検討する旨詳細に明記されており、また、「2.2

概査」において、関連事業の把握を行うことが明記される

とともに、「2.3 精査」において、関連事業等の調査を行

う旨明記されている。設計基準においては、施工に係る設

計段階の基準を定めたものであることから、本基準におい

て明記をせずとも、計画基準に明記されていることで問題

ないと考えている。 

 

 

③ 

資料-5-2 

：P.3 

参考資料-5 

：P.108 

基準本文「18 施工」の中に、「環境負

荷の軽減に配慮して」の文言を入れた方

がいいのではないか。 

 

基準本文を「農道は、工事規模、地質条件及び現場条件

等に応じて、技術的、経済的観点および環境負荷の軽減に

配慮して安全かつ合理的な施工が行えるように設計しな

ければならない。」と修正する。 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 
◇基準 
「農道は、工事規模、地質条件及び
現場条件等に応じて、技術的、経済
的観点から安全かつ合理的な施工
が行えるように設計しなければな
らない。」 
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No. 指摘ページ 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

④ 

 環境の代表的なファクターである「生

物多様性」という視点を可能な限り取り

入れられないか。 

 

生態系への配慮といった観点での設計手法については、

技術書において「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）」を参考に「環境と

の調和及び景観に配慮した設計に関する基本的な考え方

と事例」といった章を別途設け、記載することとする。 

 

 

 

⑤ 

参考資料-5 
：P.102，103

「17 交通安全施設及び交通管理施

設」の照明施設において、より自然環境

への影響の軽減を注意喚起した文言と

ならないか。 

 

「基準の運用 (2) 照明施設」において、「照明施設は，

夜間及びトンネル等における車両，歩行者等の交通の危険

を防止し，円滑な通行を図る目的で設けるもので，農道の

立地条件及び交通の状況に応じて設置する。この場合，照

明施設の光源，照度及び構造は，照明効果，経済性，維持

管理，周辺の生態系への影響等を考慮し適切に選定する。」

とし、「基準及び運用の解説」における照明施設設置に係

る注意事項として「ほ場や宅地，生物の生育・生息区域等

に近接して照明施設を設置する場合には，照明が農作物，

住宅，家畜等の周辺環境に悪影響を及ぼさないように注意

しなければならない。」と明記することとした。 

 

 

 

 

 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 
◇基準の運用 
「照明施設は，夜間及びトンネル等
における車両，歩行者等の交通の危
険を防止し，円滑な通行を図る目的
で設けるもので， 農道の立地条件
及び交通の状況に応じて設置する。
この場合，照明施設の光源，照度及
び構造は，照明効果，経済性，維持
管理等を考慮し適切に選定する。」 
◇基準及び運用の解説 
「ほ場や宅地等に近接して照明施
設を設置する場合には，照明が農作
物，住宅，家畜等の周辺環境に悪影
響を及ぼさないように注意しなけ
ればならない。」 
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２．パブリックコメントにより提出された意見とその対処方針（案） 
 （１）パブリックコメントの概要 

「平成１５年度第２回技術小委員会」において、調査・審議頂いた内容について、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、４人の方々から１２件の意見が提出された。 

 （２）パブリックコメントにより提出された意見とその対処方針（案） 

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）は次のとおり。 

No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

① 

参考資料-5 

：P.27 

車道幅員の決定にあたって、「主とし

て・・・・・・ことができる。」の後に、

「また、地形も考慮して、将来拡幅が困

難なところでは、交通量予測を精査し、

急勾配区間では登坂車線整備や、高切土

高盛土区間では 2 車線的整備を行う。」

を加えてほしい。 

理由 地元ニーズは2車線を必ず要望す

る。一方、計画交通量から１車線プラス

待避所（1.5 車線）整備とした場合、た

とえば、将来交通量が増え拡幅する場

合、施工上危険又は困難なため、高切土

高盛土の区間では、2 車線を確保できる

土工を先行すべきと考える。 

今回の基準改定案においては、特に計画交通量が多く見

込まれる車道幅員の決定に当たっては、計画交通量による

決定方法をベースとし、「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。」と明記しているこ

とから、意見にある状況においても対応できるものと考え

る。 

 

【指摘箇所の抜粋】 
◇基準及び運用の解説 
「車道幅員の決定方法は，一般に計
画交通量によって決定する。 
ただし，計画交通量が 500 台／日未
満の農道や，将来の計画交通機種に
相当数の大型農業機械の導入計画が
具体化されている農道で，かつ農業
機械の運行ルートから当該計画路線
のピーク区間での走行が他の車両の
運行に支障をきたすおそれのある場
合には，当該農道の目的，機能等に
応じ，計画交通機種によって所要の
幅員を決定することができる。また，
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。」 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

② 

参考資料-5 

：P.85 

13-6 舗装の性能指標 (3)平たん性

2.4mm を 2.2mm または、出来れば 2.0mm

以下にできないものでしょうか？･ま

た、舗装が多年度にまたがり、打継目が

生ずる区間では、打継部の前後を含めて

計測することも明記できないでしょう

か？舗装は走行性・快適性を確保するの

に平たん性は重要。舗装も歴史をかさね

ており、施工機械の進歩やオペレータの

熟練、作業員の技術向上などで可能と思

料しますが・・・ 

本指標値は、「車道及び側帯の舗装の構造の基準に関す

る国土交通省令」を準用している。「舗装の構造に関する

技術基準・同解説（日本道路協会）」によると、この数値

は、工事の検査基準として全国の道路管理者が採用してい

る値を参考に決定したとされており、この数値は、「土木

工事施工管理基準（農村振興局整備部設計課監修）」にお

ける規格値に合致する。意見にあるように技術的に更に厳

しい数値で施工することは可能であると考えられるもの

の、交通量の多い一般道よりも厳しい数値での規定は適当

でないと考える。 

 

 

 

【指摘箇所の抜粋】 
◇基準及び運用の解説 
「(3)平たん性 
車道の舗装路面の施工直後の平たん
性は,2.4 ミリメｰトル以下とするも
のとする｡」 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

③ 

参考資料-5 

：P.15，100，

101，108，

109 

「8-17 木材利用及び植樹計画」を追

加できないか？ 

 建設工事の際、立木伐採を行うが工事

では木材をほとんど使わない。そこで、

木材使用を条件に出来ないものか？ 

例：土木資材費の約１％以上 

【名称】条件付帯工(木柵など） 

【使用例】地盤の悪いところでの基礎杭

(支持・摩擦・枕木）、蓋版、板柵、案内

板、ガードレール(取付部）、視線誘導標

(支柱） 

など条件を基準化しないと、木材は、強

度面・耐用年数面で使いづらく、広い意

味でのリサイクル品が増えないと思う。

また、出来上がった道路が殺風景で、

木陰も少ないので、待避所横や残地を利

用して、一定量の在来種の低木を植樹す

ることも条件にできないか？ 

基準改定案においては、遵守すべき関係法令として、「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）」および「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）」を追記しており、特に

木材利用等については、「18-1 施工計画」の基準の運用に

おいて、「施工計画は，気象条件，周辺環境，施工現場の

状況，工事の出来形，品質，環境に配慮した資材の活用，

工期，工事費等を検討して安全かつ合理的に樹立しなけれ

ばならない。」とし、その解説において、「『環境に配慮し

た資材』とは，地域で採取できる自然材料(石材，間伐材

等)，農道改修時に発生したアスファルト・コンクリート

塊等がある。資材計画においては，これらを利用すること

により周辺環境との調和，廃棄物の発生抑制による環境へ

の配慮，社会的コストの縮減及び工事費の縮減にも効果的

であることから，積極的に検討する必要がある。」と追記

することとしている。    

本基準の対象としている国営土地改良事業にあっては、

申請事業であり、地元負担を伴うことから、経済性等も含

め地元合意が得られることが必須である。立木伐採による

木材等、リサイクル材の利用の促進に当たっては、前述の

法律に準ずるとともに、本基準においても積極的な利用を

促進する（原則利用との基準化はしない）こととし、具体

的な使用方法等については、地域の事情に応じて決定する

ものと考える。 

また、「16-3 緑地帯」の基準の運用において、「緑地帯

は，農道において，交通の安全と快適性を高めるとともに，

周辺環境との調和及び景観に配慮し，社会生活環境の改善

等に資するよう必要に応じて設けることを検討する。」旨

追記する。 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

④ 

参考資料-5 

：P.27，29 

ある一定区間について地形の状況、周辺
地域の特性等を考慮し、計画交通量 500 台
／日以上の区間に特例を用いて車道幅員
5.0ｍの道路を計画した場合の車線数をど
のように設定すべきか、例えば乗用車換算
では 2 車線も可能であるが、大型車同士の
場合は 2 車線とならない。また、舗装厚の
設計基礎となる大型車計画交通量の通過
台数の車線数はいくつをとるべきか本基
準に示していただきたい。また、示せない
のであればご指導願いたい。なお、道路区
画線の設置については、「道路標識、区画
線および道路標示に関する命令（国土交通
省令）」により車道中央線の設置はできな
いと考えてよろしいか。 

計画交通量500台／日以上の区間に特例を用いて車道

幅員5.0ｍを採用するというケースは、当該路線を2車線

で計画するということである。（中央線を設置しなくて

も２車線で計画しているということ）したがって、舗装

厚の設計に当たっては2車線で考えるのが至当。ただし、

僅かであっても大型車の交通が見込まれ、当該計画区間

（車道幅員5.0m区間）が長く続く場合にあっては、大型

車のすれ違いを考慮して待避所を設けることも考慮す

べきである。 

中央線の設置については、道路協議及び予定管理者の

意向等を踏まえ適切に設置するものとするが、「道路標

識、区画線及び道路標示に関する命令」に拠ることを基

本とする。 

 
 

 

⑤ 

参考資料-5 

：P.79,83 

疲労破壊輪数は、舗装の設計期間が 10

年以外である場合には 10 年に対する割合

を乗じた値以上とするとあるが、どのよう

な場合には5年とか示していただけないで

しょうか。 

技術書において、舗装の設計事例と併せ一般的な考え
方を追記することを検討する。 

【指摘箇所の抜粋】 
◇基準及び運用の解説 
「舗装の設計期間とは，舗装に疲労

破壊によるひび割れが生じるまでの

期間であり，地域特性及び管理形態

等によって設計期間を一律に規定す

ることなく，地域住民等の意向によ

っては施工後の管理・更新を含めた

ライフサイクルコストの観点から，

最適な設計期間を設定できるものと

する。」 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

⑥ 

参考資料-5 

：P.13，18，

19，20，27，

29，41，43，

44，45，46，

56，57，59，

61，78，79，

81，91 

「地域住民の意向を踏まえ・・・」とい

う表現が随所にあるが、その方法（地元懇

談会、委員会方式、地元自治体職員の意見

聴取・・・？）とどのレベルまで意向を反

映させるべきか示していただきたい。（法

手続き上地域住民の意見を踏まえること

になっているが、この段階でも必要か？）

 

地域の実情に応じて、最適な時期に最適な方法で検討

していただきたい。 

どの段階で行うかについては、技術書の設計の手順

（フロー図）で示すことを検討している。 

 
 
 

【指摘箇所の抜粋】 
◇基準及び運用の解説 
(例：6 設計の手順) 
「特に設計にあたっては，農家を含

む地域住民，予定管理者及び有識者

等の意見等を聴いた上で適用可能な

数種の工法を選定し，これらを地域

住民等に説明し，さらに意見を聴く

などして，地域住民等の意向をでき

る限り設計に反映させることが重要

である。」 
 

⑦ 

参考資料-5 

：P.12 

「環境との調和への配慮」といっても、
どの程度の配慮なのか、明確ではありませ
ん。農道に関わる土地改良事業において、
「環境との調和への配慮」を徹底させてい
くためにも、「基準（案）」の「4 設計の基
本」における「環境との調和や景観にも配
慮して・・・」という記載部分を、「環境
との調和や景観にも十分配慮して・・・」
に変更する必要があります。 

 農道に限らず、土地改良事業で建設する土木構造物の
設計の基本は、所定の機能と安全性を確保した上で、で
きる限り経済的な施設とすることであるが、土地改良法
の改正により「環境との調和への配慮」が追記されたと
ころであり、この表記を引用したものである。ただし、
御指摘の趣旨を踏まえ、環境との調和や景観への配慮が
されるよう技術書において参考事例を充実させていき
たい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指摘箇所の抜粋】 
◇基準 
「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，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。」 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

⑧ 

参考資料-5 

：P.66 

「9 細部設計」において「環境との調和
への配慮」を示す農道の整備は、ビオトー
プの縮小・質の低下、野生生物の移動経路
の分断、騒音・振動・照明など、農村地域
にいきづく野生生物に様々な悪影響を与
えるおそれがあります。「9 細部設計」の
「細部設計は、各施設それぞれが構造的、
水理的諸条件を満足するとともに、」とい
う部分を「細部設計は、環境との調和への
配慮を基本に、各施設それぞれが構造的、
水理的諸条件を満足するとともに、」に変
更する必要があります。 

環境との調和に配慮すべき設計項目は、相当多岐に渡

ると考えられるものの、採用するか否かは、地域住民等

の意向によって大きく影響されるものと考えられるこ

とから、それら細部の設計については基準化することは

避け、「基準及び運用の解説」において詳細に考慮すべ

き環境配慮事項を盛り込むこととした。 

ただし、「環境との調和や景観に配慮」しつつ行う細
部の設計については、「基準及び運用の解説」に示して
いるほか技術書に参考事例を示すこととしたい。 

【指摘箇所の抜粋】 
◇基準 
「細部設計は，各施設それぞれが構

造的，水理的諸条件を満足するとと

もに，農道全体としての調和のとれ

たものになるよう行わなければなら

ない。」 
 

⑨ 

参考資料-5 

：P.68，70，

72，74，86，

90，96，102

「基準（案）」の「4 設計の基本」には、
「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、環境との調和や景観にも配慮し
つつ行わなければならない」と書かれてい
ます。そして、「基準（案）」の 10～17 で
は、「4 設計の基本」に位置付けられてい
る「安全性」「安定性」「経済的」「機能」
という言葉を用いて、農道を構成する各施
設における具体の設計方針が示されてい
ます。しかし、「4 設計の基本」に「安全
性」等と同じく位置付けられている「環境
との調和への配慮」という言葉は、10～17
においては全く使われていません。「4 設
計の基本」で示された方針を、各施設それ
ぞれの設計に適切に反映させていくため
にも、「基準（案）」の 10～17 において、
「環境との調和への配慮」という言葉を加
筆する必要があります。 

指摘事項８の回答に同じ。 【指摘箇所の抜粋】 
◇基準 
（例：10 基礎地盤及び路体） 
「基礎地盤及び路体は，異常な不同

沈下，変形，崩壊等が生じないよう

十分な支持力と安定性を確保するよ

うに設計しなければならない。」 
（例：11 法面） 

「農道の切土及び盛土部分の法面の勾配

は，法面の安定が確保されるようにしな

ければならない。」 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

⑩ 

参考資料-5 

：P.96，100，

101 

「16 付帯構造物」において、「緑地帯」
という言葉を追記する。ビオトープの縮
小・質の低下、野生生物の移動経路の分断、
騒音・振動・照明などによる野生生物への
悪影響の回避・低減に効果的な「緑地帯」
の設置は、環境配慮措置の重要な要素で
す。平成 13 年 8 月に改定された「土地改
良事業計画基準・計画「農道」基準」の
「3.4.4 付帯構造物」には、「暗きょ（カ
ルバート）」とともに「緑地帯」という言
葉が入れられています。しかし今回の「土
地改良事業計画基準・設計「農道」基準」
の「16 付帯構造物」には、「暗渠（カルバ
ート）」という言葉は入っていますが、「緑
地帯」という言葉は外されています。設計
に当たって「緑地帯」という環境配慮措置
を有効に活用してもらうために、「基準
（案）」の「16 付帯構造物」における「擁
壁、暗渠（カルバート）等の道路付帯構造
物の設計に当たっては・・・」という記載
部分を、「擁壁、暗渠（カルバート）、緑地
帯等の道路付帯構造物の設計に当たって
は・・・」に変更し、付帯構造物の設置に
際しての自然環境への悪影響を、可能な限
り回避・低減していくこととする必要があ
ります。 
 
 
 
 
 

ご指摘のとおり、「緑地帯」について以下のとおり追

記する。 

「基準の運用」において、「16-3 緑地帯」を設け、「緑
地帯は、農道において、交通の安全と快適性を高めると
ともに、周辺環境との調和に配慮し、社会生活環境の改
善等に資するよう必要に応じて設けることを検討す
る。」とし、基準及び運用の解説において、緑地帯の機
能（修景機能、交通安全機能、環境保全機能）および緑
地帯の設置について記載することとする。 

【指摘箇所の抜粋】 

表記なし。 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

⑪ 

参考資料-5 

：P.78～85 

 

舗装の性能規定化についてはもう少し

詳細に明記すべきではないか。 
基準及び運用の解説において、用語の定義及び適用に

ついて追記するとともに、設計例と合わせ技術書に詳細

に明記することとしたい。 

 

⑫ 

参考資料-5 

：P.93，99 

従来の許容応力度法と限界状態設計法

の違いについて明記すべきではないか。 

両設計法の違いについては、設計例と併せ技術書に

記載することとしたい。 

【指摘箇所の抜粋】 
◇基準及び運用の解説 
「部材設計は，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。」 




