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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３回技術小委員会議事録

日 時：平成16年２月17日（火） 14：00～16：00

場 所：農林水産省４階 第２特別会議室

○林田事業計画課長 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３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３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。

委員の先生方におかれましては、大変ご多忙中にもかかわらず、ご出席を賜り、厚く御

礼申し上げます。

現在、食料・農業・農村基本法に基づく「食料・農業・農村基本計画」の見直しにつき

まして、昨年12月９日に食料・農業・農村政策審議会に諮問され、１月30日より食料・農

業・農村政策審議会の企画部会において議論が始まったという状況にございます。

ここでご議論いただいている内容は、農林水産大臣から指示されました３つの課題でご

ざいます。１つは、プロ農家に着目して、品目横断的に支援する施策への移行、２つ目は、

担い手・農地制度の改革、３つ目として、環境保全型農業の推進と、農地・水などの地域

資源をどのように適切に保全していくべきかということでございます。これら３つの課題

を中心に審議を進めているところでございますが、特に、農地・水などの地域資源の保全

につきましては、農村振興局が密接かつ主体的に関わっている課題であると認識しており

ますし、そのような取り組みを進めております。

また、昨年12月には、「農林水産環境政策の基本方針」が策定されました。農村振興局

では、平成13年に土地改良法を改正し、これまでも、事業の実施に当たり、環境との調和

に配慮するよう努めてまいりましたけれども、今後は、この基本方針の内容をさらに実行

に移し、一層環境保全を重視した施策の展開に努め、自然と農業生産が調和した豊かな田

園自然環境を創造していきたいと考えています。

本日ご審議いただく「環境との調和に配慮した調査計画・設計の手引き」につきまして
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は、今年度の「ほ場整備」で第３編となりますが、このような状況のもとで、環境に配慮

した事業の推進を図る際に大いに活用し、人と自然が共生した農村の実現を目指していき

たいと考えております。

また、計画基準「排水」及び設計基準「農道」につきましても、農業農村施策の大きな

方向性に即し、環境との調和への配慮などを盛り込んだ改定内容といたしております。本

日は、とりまとめに向けたご審議をお願いしたいと思います。

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、開催に当たりまし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、竹谷委員、田中委員、角野委員、遊磨委員におかれまし

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、先月、事務局側に人事異動がございましたので、紹介させていただきます。

計画部長の宮本でございます。

○宮本計画部長 宮本でございます。

○林田事業計画課長 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、「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）」について、事務局から説明をお願いいたします。

○林田事業計画課長 それでは、「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）」についてご説明いたします。資料は３－１と３－２になりま

すが、３－２に沿ってご説明させていただきます。ただ、資料が相当ございますのと、事

前にお送りいたしまして、お目通しいただいているという前提で、極力手短なご説明にさ

せていただきたいと考えております。

１ページ、「目的と取り扱う範囲」ということです。ほ場整備事業は、基本的には、県

営や団体営事業として実施されていますけれども、この「手引き（第３編）」では、水田

のほ場整備において、環境との調和への配慮を行うための調査計画、設計、施工、さらに

管理の基本的考え方と留意事項、畑におけるほ場整備の環境配慮のポイントについてとり

まとめております。

環境との調和に配慮した整備は、地区ごとに自然的・社会経済的・文化的条件が異なる

こと、実施事例の蓄積が十分でないことから、現時点では基準とするのではなく、地域特
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性に応じて弾力的に運用することを前提とした手引きとしてとりまとめることといたして

おります。

４ページから、「一般的事項」といたしまして、水田の特徴をいくつか挙げております。

田面、畦畔、水稲の植生などの特徴は、これまでの手引きでも既に指摘されているところ

でございます。

さらに、５ページ以降では、今回の面的な整備において配慮すべき特色のある情報とし

て、水稲の生育に合わせて、トンボの種がそれぞれすみ分けを行っているという事例など

を紹介しております。

このように水田は空間的に様々な環境が存在して、さらに、周辺の用排水路やため池、

雑木林等と有機的に繋がっていて、生息動物の産卵場所や生育場所として利用されている

ということを記述しております。 また、水田特有の水環境と農作業による人為的攪乱に

適応した固有の植物が生育しているということを挙げております。

途中を省略しまして14ページです。「農村地域の生態系の現状」ということで、生物多

様性国家戦略も引用しながら、地球上の生命が直面している３つの危機について言及する

とともに、農村地域の生態系の現状について整理しています。

ほ場整備は、農業生産性の向上等を通じて、持続的な農業生産活動の継続を可能とし、

多面的機能の発揮や耕作放棄の防止などに寄与している反面で、生態系に影響を与えてい

るという認識をまず示し、一方では、耕作放棄されて、農地等の維持管理がなされなくな

ると、多面的機能の低下や植生に変化が生じるほか、病虫害や鳥獣害発生などの原因にも

なり、周辺にも影響を及ぼすといったこと。さらに、外来種についても言及しております。

26ページ以降は、「環境に配慮したほ場整備の考え方」ということで、「ほ場整備の特

徴」を、特に、前回の委員会でもご指摘いただきましたように、新しくほ場整備をすると

ころと、再整備をする状況とで配慮すべき内容も異なるのではないかというご指摘を踏ま

えまして、その辺りを明確に記述しております。未整備地区でのほ場整備における環境配

慮と、更新整備もしくは再整備地区でのほ場整備における環境配慮について、可能な範囲

で言及を試みております。すなわち、未整備地区でのほ場整備は、現在の豊かな自然環境

を大幅に改変しますので、環境への影響をできるだけ小さくする対策を検討。また、整備

済地区でのほ場整備に当たっては、かつて損なってしまった自然を回復することに重きを

置いた対策をとることが必要ではないかということです。

また、全体的には、環境配慮に当たり、農業生産性の向上など、事業の本来目的を踏ま
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えた上で検討を進めることが重要であることを指摘し、ほ場整備は、農家の私有地である

農地を対象としておりますので、早い段階から関係農家の理解と合意を得ることが不可欠

であるということ。また、地域住民の積極的な参加を促し、地域が一体となって環境配慮

に取り組むことが重要だということを指摘しております。

32ページからは第３章ということで、「調査、計画」の具体的な手法について、委員か

らたくさんのご意見をいただきまして、非常に詳細な、緻密な流れ図を示しておるところ

であります。

地域の自然環境への影響をできるだけ軽減して、積極的に生態系の保全や環境条件の改

善に資することを目標として、環境情報を効率的に把握し、適切な環境配慮対策を検討す

ることが重要だということを記述しております。

46ページからは調査の段階の検討事項を記述しました。調査では、地域における生態系

の特徴、事業実施が及ぼす影響の内容・程度、地域環境ビジョン、対策検討に必要な情報

を調査する。また、有識者等の指導・助言、農家・地域住民の意見を踏まえ、「概査」と

「精査」に分けて、２段階で効率的かつ効果的に実施するということを書いております。

62ページからは「計画にあたっての検討事項」ということで、「計画の進め方」につい

て記述しています。ほ場整備における環境配慮計画では、調査結果を踏まえて、環境保全

目標の設定、保全対象生物の設定、エリアの設定、具体的な配慮対策の検討、さらに維持

管理計画の策定までの流れで考えるということを示しております。

また、地区全体を面的に整備することや換地を活用できることなどから、水のネットワ

ークのほか、農道や水路に沿った植栽、畦畔や法面などを活用した緑のネットワークを確

保することも可能だということ。

エリア設定に当たっては、良好な環境が存在する場合には、影響を回避するための「回

避エリア」を設定するほか、損なわれた環境を回復する「回復エリア」など、地域特性に

応じて必要なエリアを設定し、配慮対策を検討する。

また、合意形成を行う過程で、将来的にどのような体制で管理するか、その管理の手法、

また、費用負担についても検討を行うことが不可欠であるということ。

もう一つ、検討した環境配慮対策の基本思想や保全対象生物設定の考え方などを、調査

計画担当者から設計施工担当者に引き継ぐために、計画とりまとめと併せて、担当者が引

き継ぎをするための指針として地区の環境配慮指針をそれぞれ作成して引き継いでいくこ

との重要性をここで紹介しています。しかもそれは、現場状況の進み方に応じて適宜見直
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しを図っていくことも必要だと記述しております。

86ページからは「設計、施工」ということで、設計に当たって必要なことを記述ており

ます。

86ページでは、設計に当たって、生物の生息・生育環境の保全等を考慮した区画配置の

実現を目指すということ。

87ページは、写真がございますけれども、「自由度の高い設計」の紹介ということで、

水田と排水路を結ぶ簡単な魚道を設置していくことで、春先、遡上してきたメダカが田ん

ぼに入れる時期があるということでも十分ではないかということです。その際も、左側の

写真にあるような仮の施設を設置して魚の遡上具合を調べた上で、右の写真のような施設

を施工する。このような「自由度の高い設計」を紹介して、現場の技術者ができるだけ分

かり易い様に工夫を試みています。

多くの事例を経て、「施工における留意事項」を 111ページから示しております。「表

土の利用」、「施工時期の工夫」、「生態系に配慮した段階的な施工」、「施工関係者へ

の環境配慮の徹底」、「地域住民による施工」等について留意することが必要であるとい

うことを記述しております。

115ページからは、維持管理やモニタリングの段階のことについて言及しております。

環境に配慮して整備された水田が、多様な生物の生息・生育の場として機能していくため

には、営農の継続とこれを支える維持管理が不可欠であって、維持管理計画に基づいて、

農家を含む地域住民の参加及び関係機関等との連携による維持管理を持続的に行うことが

望ましいですとか、モニタリングは定期的・継続的に実施し、モニタリング結果について

は、当該地区の施工、維持管理に反映させるといったことを記述しております。

この手引きは主に水田について整理していますけれども、畑についてはまとめて第６章

に挙げております。

「畑の特徴」というところでは、畑に生息する生物は、畑の農作物や周辺の地形、植生

などを含めた自然環境に適応しており、特に、水田地域に分布している畑には、水田や周

辺にあるため池を生息空間にしている生物種がみられるということを記述しています。

「畑におけるほ場整備と環境配慮」ということで、陸生生物を中心に検討を行うことと

し、水路部分については、条件に応じて水生生物への配慮も検討をします。グリーンベル

トなどの設置によって景観に配慮することも重要と書いています。

畑に関する記述がずっと続いておりまして、以下、最後まで、参考資料として使えるよ
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うなデータを極力多数収録しようと努めています。

以上、ずいぶん省略いたしまして恐縮でございますが、説明とさせていただきます。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

それでは、なかなか力作でございますが、只今の内容について、ご自由にご発言を願い

たいと思います。どなたからでも結構でございます。

○細谷特別委員 私、検討部会の場で、申し上げたいことはほとんど申し上げたので、

もう基本的な意見はございません。ここは、てにをは程度で意見をいわせていただいてよ

ろしいですか。

○岩崎小委員長 はい。

○細谷特別委員 まず、36ページを開けていただけますでしょうか。付け加えていただ

いたところで、１つの保全目標を設定するのに、どの時代まで遡るかという点については、

アンケートを重視するということです。これは１つの目玉だと思うのですが、グリーンの

括弧の中の事例といたしまして、聞くべきことはお伺いになっているようですが、肝心の

「なぜいなくなったのか」について聞かれていません。この辺りは、農村振興局としてお

聞きになりにくいところがあるかと思うのですが、何もほ場整備でいなくなったとは限ら

ず、外来種の導入が原因だったりということも考えられますから、下から３つ目ぐらいの

ところに、「なぜいなくなったのか（原因の特定）」という項目を入れた方がいいのでは

ないかという印象を持ちました。

次に、細かいところで申しわけないのですが、用語について、より磨きをかけるという

ことで意見を申し上げます。私は魚が専門ですが、用語の不統一なところがあちらこちら

にあります。後から見直しをしていただいたらいいと思うのですけれども、35ページの下

から２つ目のパラグラフに点があります。「タナゴ」と記述されていますが、タナゴには

15種類ありますので、大体は「タナゴ類」として統一されています。｢タナゴ｣では個別の

種を指していますので、ここのところは全て「タナゴ類」ということで統一されたらいか

がでしょうか。

136ページに農村地域の生き物たちがいくつか出ています。ここでも分担によって担当

者の表記が違うのですが、同様に「何とかの仲間」という表現は易し過ぎますから、左端

の下から２つ目の「タナゴの仲間」、左から２つ目のコラムの上の方の「トゲウオの仲

間」、「ヨシノボリの仲間」、みんな「類」として統一された方がいい気がします。下の

段の昆虫類は全部「類」と統一されていますから、曖昧なもの、あるいは複数の種を含む



- 7 -

ものはなおさら「類」として統一された方がいいと思います。これが全部ではないので、

全体を見直して統一していただけたらと思います。

外来種の部分、22ページを開けていただけますでしょうか。用語として、「移入種」で

はなく「外来種」と表現していただいたのはよろしいのですが、非常に細かいことですが、

下から２つ目の枠のスクミリンゴガイによる農業被害の最後の項目に「被害形態」とあり

ます。ここに、「移植後（３週間後）」とございますが、生物の専門家はなかなかうるさ

くて、植物や組織の移植の場合にはきへんの「植」を使いますけれども、動物の場合には

殖産の「殖」を使うという慣例がございますので、ここのところは訂正して下さい。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

ほかの先生、どうぞ。

○河地専門委員 お尋ねしたいのですが、複数ページに渡ります。

まず、33ページから34ページの図で、上から構想、調査、次のページで、計画、設計、

施工という流れになっていますが、33ページの調査の最後、「精査の実施」ということで、

「注目すべき生物や重要な環境、保全すべき景観などを明らかにし」と記述していながら、

次のページ、計画の段階に入りまして、「環境保全目標の設定」、次に「保全対象生物の

設定」、さらにはエリアの設定という流れになっていまして、ここでは生物だけに限定し

て設定と書いてあるのですね。33ページの下で言及された「重要な環境、保全すべき景観

など」がここで出てきていません。これに関係する本文はといいますと、68ページのとこ

ろですか、「エリア設定とほ場整備による影響」という辺りに関係してくると思うのです。

もちろん、その前の「保全対象生物の設定」というところにも関係するのですが、68ペー

ジの枠囲いの中にも全然記述されておらず、生物だけを掲げているのです。しかしながら、

下の【解説】の１の（２）のところで初めて親水と景観エリア等を明示してある。環境の

中には、いろいろな生物、あるいは景観もあるわけですから、本文の枠囲いの中にそうい

うものを含められたらどうかと思います。

私は、事前送付でいただいた古い資料をみているのですが、ページは大丈夫でしょうか。

○岩崎小委員長 合っています。

○河地専門委員 もう１点は、70ページの３．４．５の囲い込みの中の３つ目の段落の

１行目に、「回避エリアでは、現状の環境を保全するが、やむを得ず地区除外する場合で

あっても」という表現があるのですが、「やむを得ず」ということは、回避エリアを地区

内に取り入れることもあると理解していいのですか。それに関係する【解説】が１番の
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（１）なのでしょうが、この辺りは少し曖昧な表現で、どちらとも解釈できる、少し理解

し難いところだと思うのです。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

最初の方はご意見として伺っておきたいと思います。２番目のご指摘に対して、事務局

から何かお答えございますか。

○林田事業計画課長 最初のご意見は、景観も含めた形に整合を図らせていただきたい

と思います。

後のご指摘につきましては、これを踏まえて、少し考えさせていただきます。これは回

避するために地区除外するわけですから、換地等の対象にならないということで、右の絵

にあるように、そこを除外してしまうのですけれども、「やむを得ず」という表現が、明

らかに委員ご指摘の通り、矛盾をはらんでいると思いますので、検討させていただきたい

と思います。

○岩崎小委員長 それでは、ほかの方、どうぞ。

○中野専門委員 私は、現実的なことを少しいわせていただきます。例えば佐賀の水田

地帯の干拓地には木があまりないのですけれども、木を植えると農家の人達は嫌がります。

なぜかというと、スズメが来て稲を食べるからです。だから、そういう地域の人達の協力

が必要というのがこの根本になるわけですけれども、そういう意味で、ここで生物の多様

性を増やすという方向は、例えば、今、例に挙げた鳥類については、24ページに対策が書

かれていますけれども、そういう意味で農家の人達が安心できるような対策。具体的に、

緑を増やして鳥類の被害を防止して、生産をどのようにして増やすかということは、大変

な問題だと思うのです。例えばドイツなどでは、食べられるのを覚悟して緑を増やしてい

くという話も聞きます。できればそういうアイデア的なものをこの中に盛り込んでいただ

くと、実際にこういう事業がし易くなるのではないかという気がします。

もう一つ、これは余談になりますけれども、メダカが遡上する小さな魚道を研究された

写真が後ろの方にありましたが、考え方をもう少し変えて、例えば自然エネルギーを使っ

て、下に落ちた水を上に揚げる。新しい仕掛けとして、そういう仕掛けもあればいいので

はないかと思います。それは、まず、私たち大学で研究しなければいけない問題だと思い

ますし、今の時点ではその具体的案はありませんが、そういう将来に向けた取り組みもあ

ればいいかと私は感じました。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。
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○小林臨時委員 今回のこの手引きは、大変配慮の行き届いた内容で、担当者の方はさ

ぞご苦労なさったのではないかと思っています。そういう意味で、手引きそのものに関し

ては、大変結構だと思っていますが、今のご発言に関連して、実行の面で懸念するところ

がありますので、中身がどうこうということではないですけれども要望ということで２点

ほど申し上げたいと思います。

まず１点目は、先程のご意見と関連するのですが、この手引きは非常によくできていて、

環境配慮に向けてつくられているので、むしろそこが心配というのでしょうか。前回のこ

の小委員会でも、維持管理を実行するに当たって、農民の方々のご負担は非常に大きいが

ために、このことの配慮ができなくなるというところだけが心配だといいました。その辺

り、何らかの形で配慮できないものだろうか。確かに、昨今、どの事業者も環境配慮を求

められて、それぞれ努力しているけれども、農業の場合は、非常に零細な方々が多いこと

もあって、環境配慮を求めて非常に負担がかかる点を何とか少し手助けすることが必要に

なってこないだろうか。この手引きとは直接関係ないですけれども、計画される方で、そ

ういうことを少しご配慮いただけると実行力が大変あるのではないかという点が１点です。

いろいろな有識者、専門家の方々に意見を聞いて計画を立て、設計するということで、

大変結構なことだと思うのですが、実際問題として、大事な場所、特に絶滅のおそれのあ

る種に関しては、情報がオープンになっておらず、隠されていることが非常に多いわけで

す。事業が始まったときに慌てて、いや、これについての情報はあるのだと突然いうと、

後出しではないかと思うでしょう。しかし、なぜ隠しているかというと、密猟で捕獲され

てしまったり、今は業者がいっぱい入って、非常に高い値段で取引されるような動物、植

物があるものですから隠しているのです。その辺りをいかに早く情報を得るかということ

が非常に大事でございまして、その計画をされる、特に地方の農政局の担当者の方々が迷

わないような方策、手当てが実行面では必要ではないか。

これは、私のアイデアですけれども、１つは、重要な生息地に関する主要な文献がござ

います。例えば、環境省で「日本の重要湿地 500」という場所を選んだり、重要地域を選

んだり、重要な植物群落の場所を選んだりしているものがございます。そのほかに、昆虫

学会では、昆虫の生息地として重要な場所を３冊の本にまとめているものもございます。

あまりたくさんの文献を挙げると迷いますので、主な文献に特定して、計画する段階でそ

れに一回目を通すと、どの場所が怪しいということは大体分かります。本当に守らなけれ

ばならない大事な場所は秘密になっていて、私も今現在調査しているのですけれども、こ
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の情報だけは絶対出して欲しくないという情報がたくさんあるのです。そうすると、どう

やって農林水産省にお伝えしたらいいか、私も迷っていて、それで考えついたのですが、

そういうことに詳しい人のリスト、この地方だったらこの人に、魚のことだったら細谷先

生に聞けばいいといった程度のものがあると、まず、そこでスクリーニングして、それか

ら事業にかかると安心してできるのではないかという気がいたしました。

以上、要望として申し上げさせていただきました。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

小林委員のしり馬に乗るわけではないですけれども、私、読ませていただきまして、全

体について、フローチャートなど、地元との協議が想像以上に多い感じを受けました。そ

れはそれで非常に大事なことだと思いますけれども、手間と時間とお金がかかり過ぎない

ことへの配慮も必要で、超優良地区が例示されているのではないかなと思っておりますの

で、将来、その辺りも少しご検討していただければという気持ちを持ちました。

○小泉専門委員 私も検討部会でいろいろと意見を申し上げていますので、申しにくい

のですが、法面の緑化問題ですね。97ページですか、基本的には在来種の保全ということ

で、表土扱い等の提案がなされておりますけれども、今、現場では、高齢化や労力不足で、

畦畔法面をどう管理するかということが大変大きな課題になっています。結果的には、管

理しないために、セイタカアワダチソウに代表されるような特定種の繁茂によって、従来

の植物が姿を消しているということと、もう一つは、労力不足から省力化ということで除

草剤を使用することによって裸地化し、崩壊するというのが現実でございます。それで、

試験研究機関、あるいは普及機関等も、畦畔法面の新しい草種をどう探すかという研究を

したり、フォーラム等を開いている機関が各地にあります。ここでは「表土扱い」という

表現になっていますけれども、現実には、表土扱いして立派な法面が形成されることは少

ないとみた方がいいと思うのです。だから、ここのところにもう一つ、このほ場整備を機

会に、その地域に適した従来の草種の回復、省力、景観等を配慮した新しい草種の選択も

積極的に考えてはどうかという記述を追加してはどうかという感じをもっております。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

ほかの委員の方、いががでございますか。この件に関しては時間が若干ございますので、

もう一度ご発言をいただいても結構だと思います。

○安部専門委員 記述の内容について、特に意見はないですけれども、ほ場整備の場合

ですと、農家の合意が得られなければ物事を進められないという立場からしますと、例え
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ば39ページの、「農家・地域住民の参加及び合意形成」という記述は、地域住民というの

には、農家と相反する部分がある場合が多いので、農家に対する基本的な対応をベースに

した中で、地域住民がどうサポートするかという、主体性を農家に置いた記述の方がいい

のではないか。地域全体のコミュニケーションで進められるという考え方をしますと、地

域そのものはボランティア的なものですから、合意形成はそういう方向になるのでしょう

が、果たして農家そのものがそういう方向に黙って従っていくかどうかという部分が、実

際の事業実施に当たっての問題点ではないかと思うのです。これは私の感想でございます。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

青山先生は、検討部会の部会長としてまとめられたというお立場ですけれども、いかが

でしょうか。

○青山専門委員 私は、この原案を提案する方の立場ですので、特に申し上げることは

ないのですが、委員会というのは、どうしても理想的な流れの方に行きますので、先程岩

崎小委員長がおっしゃったように、いろいろ会議を繰り返すといった方向に行くし、また、

両方立てるといいますか、理想主義に走るような傾向はあろうかと思いますが、現実から

みれば、今、安部委員がおっしゃったように、どっちかに主体を置くべきだというご意見

は聞くべきところがあると私は感じました。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

○中野専門委員 先程いえばよかったのですけれども、耕作放棄の話がたくさん出てい

ますが、私、九州の中山間へ行ったときに、耕作放棄地が１区画あると、それがドミノ的

にほかの田まで影響するという地区を見ました。その影響を19ページにまとめられており

ますが、耕作放棄地に竹などが生えると、それが地面を覆って環境が変わっていくのです

ね。ということで、例えば19ページに、作物生育環境が影響されるということも入れてい

ただくといいかなと思います。林地の周囲は、特に日射量が著しく減りますから、そうい

う耕作放棄の影響が出てくるということにも少し触れていただいたらと思いました。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

そのほかございませんか。

それでは、最後に１つ、私からお願いがあります。例えば99ページの前後に、大変いい

施工例として、現場の写真をたくさん入れていただいておりますけれども、差し支えのな

い範囲で、関係技術者がどこへ行けばこの現場をみられるかという情報を探れる糸口を記

した欄があってもいいという気がいたしましたので、お願いしておきたいと思います。
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ほかにご意見ございませんか。

意見をたくさんいただきましたので、この「手引き（第３編）」の案につきましては、

本日のご意見を踏まえ、事務局と相談しながら修正した上で、パブリックコメントの募集

を行っていきたいと思います。

その修正につきましては、私と事務局にご一任いただけますでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○岩崎小委員長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと

思います。

続きまして、土地改良事業計画設計基準・計画「排水」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。

○澤田資源課長 それでは、説明させていただきます。お手元の資料の資料－４－１と

いう横版の資料をお出しいただきたいと思います。それと、参考資料―４をお手元に置い

ていただければと思います。

まず、資料－４－１の１ページ目でございます。前回、12月の技術小委員会で多くのご

意見をいただきまして、誠にありがとうございました。いただいたご意見を踏まえて修正

案をつくりましたので、ご説明させていただきます。

また、昨年の12月から１月にかけてパブリックコメントを実施しまして、いくつかのご

意見をいただきましたので、それに対する回答案も併せてご説明させていただきます。

早速ですが、まず、左側の①でございます。これは、前回の説明資料の記述について、

20分の１が抜けているというご指摘がございましたので、その通りに追加修正させていた

だきました。

②でございますが、水質についての記述が十分でないというご指摘がございました。そ

の場でお答えした話もあったのですが、53ページに、『大気・水・土壌等のうち事業によ

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』という記述をしてあります。前

回ご説明をし忘れたのですが、87ページにも、『水質等の観点から常時流水の水位を考慮

して設定する』という記述がございます。さらに、今回新たに、具体的な調査方法につい

ての記述がありませんでしたので、その関係で参考にという趣旨で、「水質障害対策」を

５ページの「関係基準等」の資料の欄のところに追加してございます。今回、そういうこ
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とで参考資料の方に追記したものについてアンダーラインを引いています。５ページを開

いていただきますと、該当部分がわかるようになってございます。

続きまして、横紙資料－４－１の２ページ目でございます。これは用語の話ですが、

「調査計画手法」の「手法」という言葉の使い方はどうかというご意見がございました。

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ございますので、

一般的な用語として、「手法」という言葉を使わせていただきたく、原案通りとさせてい

ただきたいと思います。

④でございますが、これは用語の間違いでございまして、「外水位」は「外水」ではな

いかというご指摘の通り修正させていただきます。

⑤でございますが、精査の「排水状況調査」の内容に排水管理団体を入れたらどうかと

いうご指摘でございまして、ご意見を踏まえて入れさせていただきます。

⑥でございますが、「農家を含む地域住民の意向」というところは、併せて都市住民の

価値観もあるのではないかということで、都市住民についての関係にも触れられないかと

いうことでございます。ご指摘を踏まえまして、対象を幅広く捉えられるように「地域住

民」のところを「地域住民等」と修正させていただくとともに、これからつくります技術

書で、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ます。それと、アンダーラインをしていますが、「地域の

有する資源を評価する取組み」ということで、いろいろな方に入っていただいて評価する

取組みを記述させていただきました。

次のページでございますが、⑦です。ここは「各種振興計画」と記述していたのですが、

田園環境整備マスタープランとも整合を図るとすると、「振興」という言葉はよくないの

ではないかというご指摘でして、ご指摘を踏まえまして、ここは「各種地域計画」という

用語に変更させていただきました。

次に⑧でございます。「自然排水」の式のことでご指摘いただいたのですが、ここで式

を書いて、誤解を招くようなことがあってはいけないということで式は削除させていただ

きまして、記述については、アンダーラインにありますように、『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』と記述させていただくことにいたしました。

続きまして⑨でございます。河川の下流部などの湿地帯は生物の宝庫になっていること

が多いので、地下水位について環境配慮の観点でもう少し記述できないかというお話がご
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ざいました。事業によっては地下水位の状況が変化して、このことが生態系に影響を与え

るおそれがあるということで、そういう場合には、事前に対策を検討する必要があること

を記述させていただくことにしました。25ページで、「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」ということで、「対策についても事前に調整してお

く必要がある」という文章に繋がるのですが、そういうことで地下水位について触れてい

ます。

また、27ページですが、「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」ということで、「必要に応じて重要な

環境の保全を検討する」という表現を入れさせていただくことにしました。

次に、４ページの⑩でございますが、ここは用語について、「解析」を「同定・検証」

にすべきだということで、ご指摘を踏まえて直させていただきたいと思います。

⑪と⑫ですが、主要工事計画の記載内容が安全性と効率性しか書かれていないというこ

とで、もう少し環境に配慮した表現を具体的に各部分に入れるべきではないか、また、特

に護岸工や落差工などは生物の生息を阻害するものであるので、具体的に触れて欲しいと

いうご指摘でございます。これらのご指摘を踏まえまして、参考資料－４の 112ページ以

降、21ヵ所に加えさせていただきました。

個々にご紹介すると多くなるものですから、ご指摘いただいている護岸工の話が 123ペ

ージにございますので、これを例にご説明します。アンダーラインを引いたところでござ

います。 123ページの上の「護岸工」では、「その種類によっては環境に影響を与えるた

め、保全対象種の生息・生育環境や保全対象要素の特徴等に留意して決定するものとす

る」という表現を入れさせていただいています。

「落差工」のところでも、「落差工や急流工は生物の移動に障害となることがあるため、

必要に応じて保全対象種の特徴等を踏まえながら、生物の生息・生育環境の連続性に留意

して検討するものとする」ということで、逐次こういう表現、留意点を入れさせていただ

いております。

次に⑬でございます。これは「排水路の構造（１）設計流量」の話でございまして、

「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」と記載し

ていますが、不定形の水路断面を許容し、その採用を推進するような記載にならないかと

いうご意見でございます。「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りまして、下の方ですけれども、断
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面形状を規定しているものではないので、これは原案通りとさせていただきます。

なお、右側の【備考】のところに書いてございますが、設計流量、設計水位、計画単位

排水量等については、その内容を分かり易くするために、技術書で詳しく解説することと

しております。

次のページでございますが、５ページ以降の、パブリックコメントで出された意見とそ

の対応方針を併せてご説明させていただきます。

①、１点目ですけれども、計画基準降雨量について、「30年以上50年程度の降雨資料か

ら」と書いてありますが、それ以上のデータが存在する場合の取り扱いについて追記して

欲しいという要望がございました。地域による降雨特性の変化の違いとかございますので、

ご意見を踏まえまして、「30年以上50年程度」の後に、「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」という記述を追加させていただきます。

②でございますが、都市近郊農業地域で、遊水池や調整池などの役割は重要ではないか

ということで、その位置付けを書いて欲しいということと、環境配慮の話にも触れて欲し

いという要望がありました。

109ページにおいて、「遊水池など」ということで、遊水池の位置付けは既にしてござ

います。

下の方の５行目ですが、環境配慮の話については、先程ご検討いただいた「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」の第２編にため池の記述がござ

いますので、それを参考にしていただくということで考えております。

６ページの③でございます。これは、「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」という表現がございまして、不適であっても工法などによって設置

が可能である場合があるという意見でございます。これは、ご意見を踏まえまして、「必

要な支持力が確保できる基礎地盤であること」という表現に変えさせていただくことにし

ました。

④でございますが、設計流量についてということで、「計画単位排水量の値」は「計画

単位排水量の確率」ではないかというご指摘でございました。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のことなので、原案

通りとすることにいたしたいと思います。【備考】のところに書いてありますが、先程申

し上げましたように、計画単位排水量などについては、十分に解説を付けることで対応し

たいと思います。
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⑤も設計流量の話で、設計流量と計画排水量との関係が書かれていないというご指摘で

す。「解説」には一応その記述があるのですが、不十分ということであれば、【備考】に

書いてありますように、技術書で十分解説することにしたいと考えています。

最後に７ページ、⑥でございます。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」と記載しているのですが、機械排

水の場合でも超過してはならないのかという質問でございます。また、湛水を許容してい

る地域では「許容湛水深」の間違いではないかというご指摘でございます。

排水路の設計水位は、設計流量以下の洪水を安全に処理するということで、このような

表現になっています。機械排水でも同様の考えでございます。

湛水が生起する現象は、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

るということでございますので、そのときの水位は、当該流域に許容される最高水位とい

うことになり、資料の図の点線の一番上のところに来るということでございます。ここは

排水路の設計水位とは違った概念で最高水位のことを述べていますので、原案通りという

ことで考えております。

最後でございますが、用語の指摘でございます。最小許容流速や最大許容流速の「流

速」という言葉は「流速及び掃流力」ではないかというご指摘ですが、掃流力を含めて

「流速」という言葉を使っており、最小許容流速は、土砂の堆積や水草等の繁茂によって

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って決められた値であるということでございますの

で、原案通りにさせていただくということで考えております。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

只今説明がありました内容につきましては、当技術小委員会でとりまとめた後、３月に

開催が予定されております農業農村整備部会に報告して、部会において審議を行った上で、

食料・農業・農村政策審議会長から農林水産大臣へ答申される予定でございます。

それでは、ご自由にご発言をお願いいたします。いかがでございましょうか。特にご意

見をいただいた先生方、よろしゅうございますか。

○青山専門委員 只今のご説明で聞き漏らしたかも知れませんが、確か 109ページに遊

水池の話がありまして、その中の環境に配慮というところは、昨年作成しました「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２編）」の「ため池」を

参照するとおっしゃいましたけれども、その場所がここでよかったのかということと、そ
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ういうことがどこかに明示されているのかをお伺いしたいです。

○澤田資源課長 ５ページの下の方に、「関連基準等」ということで表がございまして、

既に作成されているものを参照して、環境に配慮しながら計画をつくるようにということ

で、一括して５ページの一番下に記載しております。

○青山専門委員 そうすると、この部分では特に具体的に何を参照するようにとは明記

されていないわけですね。

○澤田資源課長 はい。この手引きには様々なケースがありますので、個々に手引きの

解説のこの部分を参照するようにという記述まではしていません。とにかく環境配慮全体

についてはこれを参照するようにという話です。

○岩崎小委員長 ほかにございますか。

○小泉専門委員 私、ある町の環境委員を務めていまして、「ポンプ場」の設計につい

て意見を述べる機会に、街灯などの保安施設が「付帯設備」の中に入るのかわからないけ

れども、街灯などは、今の時代だから風力や太陽光のハイブリッドの小さな電力を積極的

に入れるのがいいのではないかという提案をしてみたのです。「付帯設備」にそれが含ま

れておりませんが、余計なことだったのでしょうか。

○岩崎小委員長 いかがでございますか。機場の照明設備の中に当然入っているとは思

いますけれども、保安という観点を、ということですね。寂しいところに機場があるのが

多いですから、もう一度見直してチェックいたします。

ほかにございますか。

それでは、よろしゅうございますか。今ご意見がございましたけれども、修正は必要な

いと判断いたしますので、当技術小委員会といたしましては、本基準案を農業農村整備部

会に報告させ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。

（「異議なし」の声あり）

○岩崎小委員長 ありがとうございます。

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

務局からご説明をお願いいたします。

○石川施工企画調整室長 それでは、設計基準「農道」の改定につきまして、資料－５

－１を中心に説明させていただきますが、参考資料の方に基準書の案がございます。これ
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も併せてみていただきたいと思います。

中身は、先程の計画基準「排水」と同じように、前回の技術小委員会でご指摘をいただ

きました事項への対応方針と、パブリックコメントを昨年12月から１月に行い、そこで出

されましたご意見に対する対応方針ということで構成してございます。

１ページ目をご覧いただきたいと思います。前回の小委員会でご指摘いただきました初

めの点といたしまして、今回、「農道」の設計基準の中で、特に舗装の部分に性能規定化

を適用するに当たりまして、必ずしも一般道路の基準に倣うばかりではなく、農道独自の

考え方を入れる工夫が必要ではないか、また、営農等の観点からの農道独自の指標を検討

すべきではないかというご指摘でございます。

性能規定化に当たりまして、今回、農道の舗装について、求められます必須の性能指標

ということで、「備考」欄にありますが、３つ掲げてございます。疲労破壊輪数は、舗装

の構造全体の壊れにくさの性能を示すものでございます。塑性変形輪数は、特に表層の部

分のへこみにくさということで、例えば車が走ると轍掘れができるのですけれども、それ

のでき難さを表す指標ということでございます。平たん性は、路面そのものの平たん性で

ございます。その３つを性能指標として定めるということでございますけれども、一般の

国道や県道、市町村道の構造基準としまして、国土交通省の省令の中で、ちょうど同じ３

つの性能指標が必須のものとして示されています。

それでは、営農の観点から、性能指標としてどのようなものが考えられかということで

ございます。例えば農産物の輸送に当たって、荷傷みを防止する性能が必要ではないかと

いうことがあると思いますが、これは先程の平たん性の中に含まれるものではないかと考

えます。そういう点から、まず、必須の性能指標の選び方としては、一般道路と同じく、

この３つの指標を用いたらどうかということです。

内容について、また、それぞれの指標について、具体的な基準値を設けますけれども、

特に農道の場合には、舗装の設計に当たって大型車交通量が基準になりますが、これが少

ないところも当然ございますので、一般道路で使っている舗装の疲労破壊輪数の値につき

ましては、交通量の少ないところ、特に１日当たり40台未満に当たるところについて、農

道独自の基準値がつくれないかということで、現在、実際に舗装している地区において調

査中でございます。

参考資料－５の83ページの「基準及び運用の解説」の欄に「疲労破壊輪数の基準値」と

いう表がございます。一般道路につきましては、計画大型車交通量が 100台未満の場合は、
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全て３万回という基準値で同じに扱っているのですが、先程申し上げましたように、農道

で40台未満のところにつきましては、これをさらに２つに分けて、独自の基準ができない

かということで、舗装されて10年経過している地区でその傷み具合を調べているところで

す。

この調査結果については、６月頃にとりまとめ、別途、専門の委員の先生方に検討して

いただいています改定検討委員会にお諮りし、ここの部分の記述の仕方についてご検討い

ただきたいと考えています。そしてその結果を後日、本技術小委員会に報告させていただ

きたいと考えています。これが１ページ目でございます。

２ページ目にまいります。②番でございますけれども、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を明記すべきではないかというご指

摘でございます。計画上の基準につきましては、計画基準「農道」がございまして、関連

事業計画との調和や既設道路網との整合に十分留意・検討するということが、計画基準

「農道」に書かれていますので、設計基準では特に明記しないということで考えています。

３つ目でございますが、基準本文の18番の「施工」のところに、「環境負荷の軽減に配

慮して」という文言を入れた方がいいのではないかというご指摘です。これは、ご指摘を

受けまして基準本文の記述を変えたいと思います。

３ページ目でございます。「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

というご指摘でございますが、環境との調和及び景観に配慮ということで、各所に表現を

入れています。また、昨年度、農道についても環境との調和の手引きが作成されています

ので、これにつきまして、現在まだ検討中ですけれども、技術書の方に詳しく記述したい

と考えています。

基準書の71ページにも、法面の緑化ということで、前回からの追加として、生態系の配

慮について追記しております。

技術書につきましては、まとまった段階で、本小委員会に報告させていただきたいと考

えています。

３ページの下の方ですが、「交通安全施設及び交通管理施設」の照明施設について、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というご意見がございました。

右の欄にございますけれども、「基準の運用」と「解説」におきまして、それぞれ「周辺

の生態系への影響等を考慮し」、「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」と文言を追加し、修正したいと考えております。
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以上が、前回の技術小委員会でご指摘いただきました事項についての対応方針でござい

ます。

４ページからは、パブリックコメントで出されましたご意見とその対処方針でございま

す。

４ページの①番は、車道の幅員の決定に当たりまして、「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」という記述を加えて欲しいという要望ですが、今回の改定に当たりましては、

特に地域に応じた設計をし、幅員の決定ができるようにということで、「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」と明記していること

で、提出された意見のような状況においても対応できるものと考えています。

５ページでございます。「舗装の性能指標」のうち、「平たん性」の基準値は 2.4mm以

下ですが、これに対して、もっと厳しく、 2.2mmとか２mm以下にできないかというご意見

です。一般道の平たん性の基準値も同じく 2.4mm以下を採用してございます。また、これ

までの農道の舗装の施工の管理基準も同じく 2.4mm以下で管理されていますので、今回、

これをあえて厳しくする必要はないのではないかということで、原案通りにしたいと考え

てございます。

次は６ページでございます。「木材利用及び植樹計画」を追加できないかというご意見

でございます。特に、工事を施工するに当たり、現地で立木伐採を行っていたものを、木

材使用を条件にするなど基準化できないかというご指摘と、でき上がった道路が殺風景で、

木陰が少ないので、在来種の植樹をすることを条件にできないかというご指摘でございま

す。

木材利用につきましては、「施工計画」の「基準の運用」の中に「環境に配慮した資材

の活用」、「解説」の中でも「環境に配慮した資材」ということで、自然材料、間伐材等

の利用も積極的に検討する必要があるということで書いてございます。先程申し上げまし

たが、使い方について、基準の中で条件を付けるということはせず、具体的な部分につい

ては、地域の実情に応じて決定していただくということで、ここは原案通りにしたいと考

えてございます。

最後の植樹については、参考資料の 100ページと 101ページに、「緑地帯の設置」とい

うことで、必要に応じて緑地帯を設けることを検討するということを追記してございます。

７ページにまいります。計画交通量が日当たり 500台以上の区間に対して、通常、車道
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幅員は 5.5mですけれども、それに対して特例を用いまして、車道幅員５mを計画した場合、

車線数をどう考えるかということでございます。さらに、舗装厚の設計に当たりまして、

同じく車線数はいくつと考えるかということでございますけれども、計画交通量 500台／

日以上 1,500台未満の場合には、標準値として、幅員は 5.5mでございます。 5.5mの幅員

の道路は、２車線の道路として計画することになりますので、特例として５mの幅員の場

合でも、２車線の道路として計画することになるということでございます。

中央線の設置をどう考えたらいいかということでございますが、一般の道路の「道路標

識、区画線及び道路標示に関する命令」がございまして、基本的にはこれに従うというこ

とでございます。

ちなみに、現基準でいうと、車道の中央線は、幅員 5.5m以上かつ全幅員 6.5m以上の区

間で、必要な区間に設置することとされていますので、幅員５mの区間では設置しなくて

もよいということでございます。

次に⑤番でございます。疲労破壊輪数につきまして、舗装の設計期間10年のときの値を

基準として基準値を設けていますが、どういう場合に５年にするのかという基準を示して

欲しいという要望でございます。今回、性能設計を採用するに当たり、設計期間の決定等

につきましては、別途、技術書にさらに詳しく書いていきたいと考えています。

８ページでございます。「地域住民の意向を踏まえ」という表現が今回の改定の資料に

多数記述されているけれども、具体的にどのようにすればいいか、あるいはどのレベルま

で意向を反映させたらいいかを示して欲しいという要望でございますが、地域住民の意向

把握のやり方そのものも、地域の実情に応じて最適な方法で行っていただきたいというこ

とです。

また、住民の意向を確認、把握するタイミング等につきましては、技術書にフロー図で

示したいと思います。

次の⑦番目ですが、「環境との調和への配慮」ということで、どの程度の配慮か明確で

はないということで、特に「基準」の４の「設計の基本」のところで、「環境との調和や

景観にも十分配慮して」という表記にして欲しいというご意見です。このご意見につきま

しては、基本的には、土地改良法の表現をそのまま引用していますので、ここだけ「十

分」と追記し難いということもあって、「運用の解説」にも書きましたけれども、具体の

環境配慮の参考事例について、技術書にできるだけ充実させていきたいということです。

９ページにまいります。⑧番と⑨番につきましては、同様のご意見でございます。「基
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準」の本文案で９番が「細部設計」になっていまして、その後、10番、11番、19番まで、

それぞれ個別施設の設計について考え方が書いています。その基準のそれぞれの部分に

「環境との調和への配慮」を書いて欲しいというご意見でございますが、まず、４番の

「設計の基本」で、「環境との調和や景観にも配慮」ということで、全体の基本の中に書

いてあるということと、具体の環境との調和等の実施につきましては、「解説」や、これ

から作成します技術書の中に、昨年度作成しました環境との調和に配慮した調査計画・設

計の手引き等を参考に書き込むということで、原案通りにさせていただきたいと思います。

10ページです。16番の「付帯構造物」に「緑地帯」を追加して欲しいという要望です。

先程ご説明しましたが、今回のご意見を受けまして、「付帯構造物」として「緑地帯」を

設けて、下線部に書いてある通り記載したいと考えております。

最後の11ページでございます。舗装の性能規定化について、もう少し詳細に明記すべき

ではないかというご指摘でございます。先程の３つの必須の性能指標について、今回、用

語の具体的な定義を新たに入れております。さらに、性能規定化につきましては、現在準

備しております技術書の中に、事例と併せて詳細に明記することとしたいと思います。

最後です。「解説」の中に出てきますけれども、従来、許容応力度法という設計法を用

いていたのを、限界状態設計法を用いることを原則にするという書き方でありますが、そ

れぞれについて違いを明記すべきではないかというご意見です。これにつきましても、設

計例と併せまして、技術書の中に記載することとしたいと考えています。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

只今説明がありました内容につきましては、先程の計画基準「排水」と同様に、この技

術小委員会でとりまとめた後、３月に開催予定の農業農村整備部会に報告いたしまして、

そこで審議が行われた後、会長から農林水産大臣に答申される予定でございます。

それでは、ご自由にご発言をお願いしたいと思います。

ございませんか。

パブリックコメントで最後のページの⑪番に出てきた性能規定化に今回取り組まれたこ

とに対し、私、大変敬意を表しますし、また、世の中、そのような流れになっていること

も十分理解いたします。しかし、前回いただいた資料を読ませていただいたとき、一技術

者として、これで分かるのだろうかという心配をいたしました。今回、78ページ以降、大

分丁寧に書き込みをしていただきまして、用語の定義などもよく分かるようになったと思

っております。
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ただ、設計例みたいなものがないと分かりにくいと思います。「解説」の記述だけでは

性能設計についてよく分からないので、例えば性能設計については照査技術が非常に重要

であるといった一般論を聞いておりますが、そのようなところは全部技術書に譲られてい

るようなご説明になっております。そういう意味で、技術書が作成された段階で、再度報

告していただければという要望を出しておきたいと思います。

ほかに何かございますか。

○青山専門委員 今、岩崎委員長がおっしゃったことに関連するのですが、私も全くそ

の通り感じています。技術書の作成作業は、この基準書の発行とはどういうタイミングに

なっているのでしょうか。

○石川施工企画調整室長 通常、基準書は技術書と併せて一緒に出しますので、技術書

がまとまって確定した段階で、基準書と一緒に出すことになります。

○青山専門委員 では、この場合もそうですか。

○石川施工企画調整室長 その予定です。

○岩崎小委員長 ほかにございますか。

ご意見がないようでございますが、基準書としては必要な事項が盛り込まれていると思

いますので、この基準書はこのまま修正なしということでお諮りしたいと思いますが、い

かがでございましょうか。

（「異議なし」の声あり）

○岩崎小委員長 ありがとうございます。それでは、そのように整備部会にご報告させ

ていただきます。

それでは、続きまして、土地改良事業計画設計基準・設計「ポンプ場」の改定について、

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 それでは、資料－６と参考資料－６がございますが、主に資

料－６でご説明したいと思います。

設計基準の「ポンプ場」の改定についてですが、１ページ目を開いていただきまして、

「背景および改定の必要性」でございます。当初の設計基準「ポンプ場」は昭和57年につ

くられておりまして、その後の技術の革新等によりまして、平成９年の１月に全面改定が

行われております。この際に、併せまして、「基準書」と「技術書」に分けた基準の再編
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を行っています。

前回の平成９年の全面改定から７年が経過しているということで、この間に、１つには、

土地改良事業の実施に当たって、原則として、「環境との調和への配慮」が定められてい

ること、また、特に施設の維持管理等含め、地域や目的に応じた適切な設計が求められて

いるという状況があります。

また、公共工事のコスト縮減に向けた設計・施工の合理化が進められている。さらには、

農道の舗装にもありましたが、ポンプ場につきましても一部の関連技術基準類におきまし

て、仕様規定から性能規定へ移行されているということがございまして、こういう状況を

踏まえて、設計基準「ポンプ場」についても、内容について見直しが必要であるというこ

とでございます。

具体的な検討項目でございますが、２ページからになります。

１番目は、「環境との調和及び景観に配慮した設計手法の追記」ということで、これは

「農道」の設計基準の見直しと同様、「環境との調和への配慮」や、特に、昨年の８月に

出されました「水とみどりの『美の里』プラン21」でも打ち出されていますけれども、

「景観への配慮」を事業の原則として示しているということで、こういう観点を盛り込む

ということが１つ目でございます。

「関連基準類の改定に係る見直し」ということで、ここに12項目、一連の関連基準類を

書いていますが、これらのそれぞれ改定されている部分について分析を行い、「ポンプ

場」の設計基準について改定を要する部分がないかどうかを調べた上で改定案を作成した

いということでございます。

これは国土交通省関係のポンプ場で、特に⑨番と⑩番は、ポンプの設備設計について、

性能規定化が取り入れられてございます。

次のページにまいりますが、「コスト縮減に係る新技術・新工法の追記」ということで、

ポンプ設備での新技術、あるいは構造物の基礎工法等での新工法がありますので、これら

の実施例や留意事項等については恐らく技術書の方に書くことが多いかと思いますけれど

も、盛り込んでいきたいということでございます。

参考事例に示していますのは、特に大口径の排水機場におきまして、原動機としてガス

タービンエンジン、ジェット噴射式のエンジンを用いている場合、これまでは横軸型のエ

ンジンしかなく、減速機も直交型のものを用いていたのですが、近年、立軸型のガスター

ビンが開発されまして、減速機も一体としてつくられていることで全体が小型化されまし
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て、それによって建屋のスペースも小さくて済むという新技術です。こうした事例を参考

事例として盛り込んでいったらどうかということでございます。

４ページですが、「維持管理を考慮した設計手法の追記」ということで、ポンプ設備の

維持管理を考慮した設計手法についてです。下に例が出てございます。洪水時用の排水機

場について、定期点検等でポンプを動かす必要があるのですけれども、従来ですと、戻り

配管がない形でつくられていたものもありまして、これによりますと、水が十分ないとき

は、実際にポンプを稼働することができないので、手動等で確認することもありました。

それに対して、戻り配管があると、常時、洪水時の状態に近い形でポンプの運転が可能に

なります。これも技術書が中心になると思いますが、維持管理を考慮した設計手法の１つ

ということで、盛り込んでいきたいと思います。

以上が検討の課題です。

改定のスケジュールが５ページにございます。今日の技術小委員会でご説明させていた

だきまして、３月の農業農村整備部会の開催に併せまして、食料・農業・農村政策審議会

に諮問をする予定です。それを受けまして、来年度、平成16年度に本技術小委員会におい

て調査審議を行っていただき、その上で農業農村整備部会で審議していただいて、平成16

年度末に答申をいただきたいと考えています。実際の基準の施行については、平成17年度

中に、技術書も併せまして施行したいということでございます。

なお、検討に当たりまして、専門の学識者から成ります設計「ポンプ場」改定検討委員

会を設けてございます。

最後のページは、只今申し上げましたスケジュールを表にまとめたものです。

改定案についてのパブリックコメントを来年度の11月頃に予定しています。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

それでは、只今の内容について、ご自由にご発言をお願いしたいと思います。

○細谷特別委員 生物が専門で、全く素人の質問なのですが、ポンプ場そのものについ

て、水の管理ということ以外での視点、例えば多面的な利用も考えていただきたい。何か

を収納する場所であるとか、スペースを少し大きくして、メダカの学校の一つのよりどこ

ろにするなどという方向性を考えてみてはどうでしょうか。

○石川施工企画調整室長 ポンプ場の基本的な機能は、特に洪水時等の排水を早くする

といったことです。あるいは、排水機場と用水機場と両方ございますけれども、必要な用

水を揚水するいうことで、施設そのものは、直接的には、そういう農業生産の確保に必要
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な形でつくられると思います。しかし、水槽などに生物が入ってくるという環境も確かに

あると思いますので、その活用につきまして、どういうものを考えるかというのはこれか

らの検討課題になると思います。

○岩崎小委員長 今日は質疑というよりも、委員の先生方から要望をどんどん出してい

ただきたいと思います。今の段階に何でも出しておいていただくとよろしいと思いますの

で、お願いいたします。

ないようですから、私が質問してよろしいですか。３ページのガスタービンは、エンジ

ンですか。

○石川施工企画調整室長 はい、エンジン式でございます。これは排水機場で、特に洪

水時、非常時に運転するものをイメージしています。

○岩崎小委員長 どこの機場でも電気料の工面に大変苦労しておられるようですから、

こういう技術は積極的に取り入れていただくといいと個人的に思いますので、ご検討いた

だければと思います。

ほかにございますでしょうか。

○中野専門委員 これは要望になりますけれども、先程の環境との関係で、ポンプ場に

よっては、補助電源として、風車や太陽光発電を使った自然エネルギーを利用するものを、

この際、積極的に取り入れるということで、可能であれば検討をお願いしたいという気持

ちがあります。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。時間的に若干余裕がございますので、いろいろご意見を

いただければと思います。

○小泉専門委員 これもこの間の現場での議論なのですが、ポンプ場をつくりますと川

と排水路との断絶が起こりますね。魚は、用水からよりも、河川からの遡上が非常に多い

です。だから、検討部会の中でも、可能な地形であれば、魚が遡上できるような補助的な

施設を具備してはどうだろうかという話があったので、意見としてお話ししておきます。

○岩崎小委員長 承っておきたいと思います。

ほかにございますか。

○細谷特別委員 今、小泉委員に補足していただきましたが、先程私が質問したのはま

さにそのことで、検討部会で論議されたものです。多様性保全という視点から水田ネット

ワークを考えた場合、ポンプ場を逆手にとって、魚類の上りやすいような工法等も考えら
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れたら将来的にはいいのではないでしょうか。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

ほかにございますか。

ないようでしたら、ここでこの件についてはここで終了したいと思います。

そのほか、事務局から何かございましたらお願いいたします。

○林田事業計画課長 本年度の技術小委員会は今回で最後となります。今年度の１年間

のご検討、ありがとうございました。

また、「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、来年度に入りましてから、パブリックコメントを反映した最終案

をご検討いただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

以上をもちまして、本日予定しておりました議事は全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、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３回技術小委員会を閉会させていただきま

す。

――了――


