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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16年度第２回技術小委員会議事録 

日 時：平成16年12月10日（金） 15：00～17：00 

場 所：日本郵政公社本社 共用会議室Ａ～Ｄ 

 

 

○角田事業計画課長  それでは、時間になりましたので、ただいまから平成16年度第２

回の技術小委員会を始めさせていただきたいと思います。 

 きょうはお忙しい中、委員の皆様には、お集まりいただきまして誠にありがとうござい

ます。 

 それでは、開会に当たりまして、川村農村振興局長からごあいさつ申し上げます。 

○川村農村振興局長  農村振興局長の川村でございます。 

 本日は、農業農村整備部会平成16年度の第２回の技術小委員会ということでございます

が、一言ごあいさつ申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、年末の大変ご多忙な中ご出席を賜りまして、厚く御礼申

し上げます。ご案内のとおり、農林水産省は、現在、来年３月を目途に新たな基本計画を

策定するということで、食料・農業・農村政策審議会の企画部会において、この１月から

議論をいただいております。８月には中間論点整理が取りまとめられまして、主要課題で

ございます担い手政策や農地制度、それから品目横断的な経営安定対策、また、農業環境

・資源保全政策について、改革の方向などが整理をされております。 

 ９月以降は、主要課題以外の政策課題について検討が進められておりまして、先月の17

日には、農村振興局の関係として「農村の振興」や「農業生産基盤の整備」ということで

の審議を行っていただいたところでございます。このうち農業生産基盤の整備につきまし

ては、農村地域の生態系、景観あるいは歴史・文化などの環境を総合的に保全・形成する

事業の展開、また、総合的なコスト縮減対策の一層の推進など、効率性に配慮した事業の

実施等の施策の展開方向についてご説明を申し上げました。 

 本日は、その中でもコスト縮減あるいは設計施工の合理化、環境との調和等の観点から

検討を進めていただいております設計基準「ポンプ場」の改定案についてご審議をお願い

したいと思っております。 

また、農業農村整備事業に係る技術開発を計画的かつ効率的に進める観点から、新たな
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技術開発五カ年計画を、今年度末を目途に策定するということにしております。これらに

つきましてもご審議をいただきたいと考えております。 

 環境との調和につきましては、これまで、水路あるいはほ場整備などの工種ごとの基本

的な考え方を、手引きとして第３編まで取りまとめていただいたところでございます。今

後は、こうした蓄積を踏まえまして技術の体系化を図り、国としての環境配慮に関する技

術指針の策定を進めていきたいと考えております。 

 委員の皆様におかれましては、幅広い観点から忌憚のないご意見を賜りますようにお願

い申し上げまして、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○角田事業計画課長  それでは、本日より技術小委員会の議事にご参加いただく委員に

変更がございましたので、ご紹介申し上げたいと思います。 

 まず、小泉浩郎専門委員にかわりまして、新たに本小委員会の専門委員として加わって

いただくことになりました、四方平和専門委員でございます。また、このたびの土地改良

事業計画設計基準「ポンプ場」の改定に当たりまして、今年度の審議に参加していただく

ことになりました、玉木浩二特別委員でございます。 

 本日、河内利彦委員、角野康郎委員におかれましては、ご欠席されるとのご連絡をいた

だいております。 

 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・設計「ポンプ場」の改定について、事務局より説明

をお願いいたします。 

○石川施工企画調整室長  それでは、設計基準の「ポンプ場」の改定につきましてご説

明させていただきます。資料は、資料―１―１、「ポンプ場」の改定についてというもの

と、資料―１―２、ポンプ場の基準（案）、参考資料―１が基準書（案）となっておりま

す。それをごらんいただきたいと思います。資料―１―１を中心に説明させていただきま

す。 

 資料―１―１の１ページ目でございますが、今回、ポンプ場の設計基準を改定します背

景あるいは必要性ということでございます。これにつきましては、２月の当技術小委員会

でも１度ご説明しております。設計基準のポンプ場については、当初のものが昭和57年に

制定されまして、その後、平成９年に内容の全面改定、基準の再編ということで基準書と
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技術書に分けて再編してございます。平成９年からその後７年経過しまして、この間に土

地改良法の改正によりまして、事業の原則として環境との調和への配慮が求められた、あ

るいは施設の維持管理を含めて、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

ことがございます。さらに、公共工事のコスト縮減に向けたさまざまな設計・施工の合理

化が進められております。また、基準のつくり方につきまして、仕様規定から性能規定化

への動きがあり、それに伴いまして、関連技術基準類でも改定がなされています。 

 このような状況を踏まえまして、今回、ポンプ場の設計基準につきましても改定したい

ということでございます。 

 改定の主要な中身としましては、下の３点でございます。 

 ２ページでございますが、これまでの検討経緯ということで、設計基準の改定に当たり

まして、専門的知識をもっておられます学識経験者の方から成る改定検討委員会を設置し

てございます。本日ご出席の玉木特別委員に委員長をお願いしてございます。この検討委

員会で、これまで４回検討をしていただいておりまして、本日ご説明します案につきまし

ては、この検討委員会での検討を経たものということでございます。 

 ３ページには、これまでの経過が整理してございます。 

 ４ページから具体の中身に入るわけですけれども、１番目としまして、地域や目的に応

じた設計手法を明記していこうということでございます。コスト縮減とか、あるいは地域

の意向に応じたポンプ場の設計にすると、そういう観点を明記したいということでござい

ます。 

 その下に具体の内容を書いてございますけれども、例えば基準書の、参考資料―１をご

らんいただきたいと思います。４ページです。基準書と申しますのは、基準になる部分と

基準の運用、基準及び運用の解説と３段階に分れてございます。基準というのは事務次官

通知、基準の運用が農村振興局長通知ということでございます。ただいま申し上げました

地域や目的に応じた設計手法の明記という観点から、この４ページの運用の位置づけのと

ころにアンダーラインが引かれておりますけれども、「個々の設計及び施工の際には、そ

の目的、位置、規模、社会条件及び施工条件等の実情に即し、かつ、環境との調和や景観

に配慮しつつ適切な運用を図らなければならない」ということを新たに盛り込んでおると

ころでございます。 

 同様に、資料―１の方に戻っていただきますけれども、４ページの方ですが、その他、

「５設計の手順」の「基準の運用」のところにおきましても、関係者の意向を十分踏まえ
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て検討しなければならない、あるいは「基準及び運用の解説」のところで、関係者からの

意見、意向を十分踏まえて、できる限り設計に反映させると、そういう表現を明記してご

ざいます。 

 次の○ですが、「６―７環境調査」のところにおきまして、これは特に環境調査をする

に当たりまして、生活環境とか自然環境の保全について、地域住民等の意向を把握する旨

を明記するということでございます。 

 次の○でございますけど、「７―２吸込水位、吐出し水位及び実揚程」の「基準の運

用」のところの記載ですが、やや専門的になりますけれども、特に洪水用のポンプの場合、

設計点の実揚程、洪水をどれだけポンプが吐き出し、水を揚げるかという、水位を設定す

るわけですけれども、現行基準では洪水時の外水位、要するに排水する河川側のピークの

水位とポンプの吸い込みの方の初期の水位の差をもちまして、その８割程度、80％程度を

基本に、それに損失水頭というものを加えるというやや画一的な設計の仕方を書いており

ましたが、今回は「湛水解析による内水位条件を満足し」と、要するに、その地区が計画

します洪水時におきます湛水解析、水位がどのように変化するかというものをしっかり解

析して、その地点に応じた設計点の実揚程を定めるという記載に変えてございます。 

 一番下の○ですが、「12―３クレーン設備」についてですけれども、ポンプ場のポンプ

の維持管理用で、天井にクレーンを設けるということがございます。点検整備のためにク

レーンでポンプを上げるということですけれども、現行の基準では、天井クレーンの設置

ということを中心に書いていたんですが、場合によっては、そういうクレーンを設けなく

ても、天井部を開けまして移動式のクレーンでその都度対応する、そういうこともござい

ますので、これをしっかり明記しておくということでございます。天井クレーンをつけま

すと、それだけ建物自体もがっしりしたものにしなければならないということで、移動式

クレーンが使える場合にはコストの大幅な縮減も図れると、そういうことも想定して明記

したものでございます。 

 次の５ページにまいります。ポンプ設備の設計につきまして、性能規定化の書き方を導

入したいということでございます。性能規定化につきましては、技術基準類の国際化とい

うものへの対応もございますし、あるいは新技術の導入を促進していくという効果も期待

できるわけですけれども、基準の書き方について、まず、ポンプ設備の満たすべき求めら

れる要求性能、基本となる性能を明示する。その後に、その性能を満たすことを確認する

ために行うべき具体的な性能照査の考え方について基準に明記する、そういう書き方にし
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たいということでございます。 

 これにつきましては、基準書（案）の方の28ページをごらんいただきたいと思います。

28ページの基準の運用のところで「ポンプ設備の設計」とありまして、（１）でポンプ設

備の基本条件、（２）としましてポンプ設備の性能指標、要はポンプ設備が備えるべき基

本的な要求性能というものを明示してございます。（３）では、そのポンプ設備の性能指

標を定めるんですけれども、それをいつの時点で確認するかということを書いてございま

す。そこで、ポンプ設備の性能指標としまして、ここでは必須の性能指標として主ポンプ

の全揚程、どれだけ高く水を揚げられるかということと吐出し量を記載してございます。

それから②としまして、その他社会的条件とか地域特性等、必要に応じて定める性能指標

とについて、場合、場合に応じてその他に定めることもできる。例えば振動、騒音が出な

い、そのような性能指標について地域に応じて定めるという形にしてございます。このよ

うな形で性能規定化の基準としていきたいという内容でございます。 

 次の６ページにまいります。管理についての用語の明確化ということですが、現行基準

の中で管理に関する言葉としまして、「維持管理」とか「運転管理」、「維持運転管理」等

々、必ずしも定義が明確でないままに使われていたということで、今回、ここに書きまし

たような定義を明確にして使い分けたいということでございます。 

 「管理」と使った場合には、「運転管理」と「保守管理」を総称したもの。「運転管理」

につきましては、ポンプ設備の運転に関する行為。「保守管理」というものにつきまして

は、従来いわれていました維持管理とか点検整備、そういうものを「保守管理」というふ

うに呼ぶということで定義をしてございます。 

 その下の方に書かれております基準関係、基準の運用関係、運用の解説関係の各項目に

おきまして、今の定義に従いまして言葉の表記を統一してございます。 

 次にまいりますが、７ページです。環境との調和に配慮しましたポンプ場設計手法の明

記ということで、環境との調和への配慮が、先ほど申し上げましたように土地改良事業の

実施原則になったと。それから、環境ばかりではなくて景観につきましても、昨年、農水

省で「水とみどりの『美の里』プラン21」というものを策定しまして、この中で、事業実

施に当たって景観配慮をやはり原則にするということがうたわれております。また、本年

６月には景観法というものも制定されておりまして、こういう趣旨を踏まえて、景観配慮

についても明記をしていこうというものでございます。 

 具体的な明記の箇所につきましては、その下に書いてございますが、例えば基準の本文
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でございますけれども、資料―１―２、薄い３枚の紙の１枚目をめくっていただきますと、

３番の「設計の基本」のところですが、現行基準で変えたところが見え消しになっており

ますけれども、現行基準でも「自然環境及び景観との調和に配慮して」ということで、趣

旨は既にある程度盛り込まれていたわけですけれども、これに対して、環境といった場合、

特に自然環境だけに限るわけではないということもございますし、また、表現ぶりを他の

基準とか土地改良法の方に合わせるということで、「環境との調和や景観に配慮しつつ」

と、そういう書き方に基準の書き方を改めたいというものでございます。 

 その他関係します７ページの中ほどに書いております各項目につきまして、「環境との

調和」や「景観への配慮」という言葉を関係箇所に明記してございます。また、具体の事

例等につきましては、基準書ではなくて技術書の方に、これからつくることになりますけ

れども、その中にいろいろ盛り込んでまいりたいと考えてございます。 

 （２）ですが、ゼロエミッションの導入についてということで、これは関係法令の遵守

という項目がございまして、この中に建設リサイクル法とかグリーン購入法というものを

遵守すべき法令として追記したいというものでございます。 

 それと（３）ですが、工事施工に伴います環境への影響について調査項目を追加という

ことで、「６―１調査項目」のところに、「工事施工条件に関する調査」ということで追加

したいと考えております。内容につきましては、そこに下線部で書かれておりますけれど

も、「工事に伴う振動騒音や交通阻害等が、周辺住民の生活環境及び生態系等に及ぼす影

響について、適切な方法により把握する」旨を明記したいというものでございます。 

 次の８ページにまいりますが、８ページでは、「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。この上に列挙しておりますものは、平成９年以降、関連技術基

準の中で改定されてきたものということですけれども、このうちポンプ場の設計基準の改

定に係る部分を下の方に抜き出してございます。１つは、ＪＩＳの改正に対応しました用

語の見直しということで、ここに書かれておりますような用語の改定をしてございます。 

 次の９ページにまいりますけれども、その他の関連基準類の改正に伴う改定ということ

で、ポンプ場を構成します施設の明確化をしてございます。下線部に、ポンプ場を構成す

る施設ということで列挙してございますが、現行の基準で必ずしも明確な書き方がされて

いなかった部分がございまして、それを明記して、この下線部に書いてあるような施設を

列挙してございます。 

 最後ですが、②の「樋門」に係ります用語の明確化ということで、現行基準で「樋門」
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という言葉と「樋管」という言葉を両方使っておりましたが、どちらについても機能等に

ついて変わりはないということで、「樋門」ということで、樋管の分も含めて表現すると

いう用語の使い方に変えてございます。 

 以上が主な改定の中身でございます。 

 10ページですが、「今後の検討の進め方」ということでございます。本日、この案につ

きましてご審議いただきました後に、この基準書の案につきまして一般の方からの意見の

募集を行いたいと思っております。12月から１月、１カ月間かけまして募集を行います。

その結果集まりました意見について、さらに改定案を見直しまして、この次の第３回の技

術小委員会で審議を行っていただきまして、その後、今年度末の農業農村整備部会でさら

にご審議をいただいた後に、できましたら年度末に答申をいただきたいと考えてございま

す。 

 答申後には、先ほど申し上げました技術書の方につきましても策定をしまして、17年度

中には文書を施行したいということで考えてございます。 

 次の11ページには、ただいま申し上げましたスケジュールにつきまして、表として書い

てございます。 

 以上でございます。 

○岩崎小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの内容につきまして自由にご発言をいただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○細谷特別委員  近畿大学の細谷でございます。前回欠席しましたので、少し的を外れ

るかもしれません。資料―１―１、７ページ目でございます。「環境との調和に配慮した

ポンプ場設計手法の明記」というところと関連いたしまして、資料―１―２の案の開いた

ところ、その３番の「設計の基本」の用語についてお伺いしたいんですが、「水とみどり

の『美の里』プラン」になるべく合わせて用語を統一するという視点はわかります。すな

わち、最初の「自然環境及び景観との調和を配慮して」の「自然」を取るのは、環境とい

うのが自然環境だけでなくて人為環境も含むということを想定されているからでしょう。

しかし、基本的にはこの法律の方向性をみると、「環境」と「自然環境」は同意であると

いう理由で、私自身はこのままにしておいた方がいいと思います。 

 後の書きぶりなんですけれども、当初案では「自然環境及び景観との調和を配慮して行

わなければならない」とあります。改定案では、単純に「景観への配慮」に変えてありま
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すが、「調和」を除くことによって少々トーンダウンしていると感じます。少しでも配慮

すればそれは配慮になりますし、調和とすれば保全目標は明確になります。その辺にニュ

アンスの違いがあるように聞こえました。 

 以上です。 

○岩崎小委員長  というご意見でございますが、いかがでございますか。 

○石川施工企画調整室長  環境につきましては、もちろん自然環境はそのまま含まれる

と思っておりますけれども、「設計の基本」のここは基準の部分ですけれども、その後、

先ほどご説明しましたように各関係項目の中で、基準の運用とか解説のところで具体の、

例えば生態系配慮とかあるいは周辺地域への影響について、要するに社会環境的な面もそ

の後の方でしっかり調査すると。ちょうど７ページの下の方にございますけれども、生活

環境とかそういうものも、概念としては、この基準の中に配慮についてうたっております

ので、基準のところでは「環境との調和」ということで置きたいと考えております。 

 それから、「景観との調和」というか「景観への配慮」ということですけれども、ここ

は調和への配慮も、当方としましては景観への配慮の中でむしろ含まれるのかなというふ

うに考えております。 

 また、昨年度、農道の設計基準におきましても同様の用語の見直しをしておりまして、

ここの表現につきましては、農道の設計基準と同じ表現で整理しております。 

○岩崎小委員長  よろしゅうございますか。 

 それでは、ほかの委員の方。 

 中野委員どうぞ。 

○中野専門委員  参考資料―１の方でよろしいですか。先ほどの景観の話とつながるん

ですけど、52ページをあけていただけますか。52ページの一番下に「11―３建屋の構造」、

ここにアンダーラインをして「生態系を含む周辺環境との調和等を考慮して決定する」と

ありますけど、建屋というのは非常に景観と関係していますので、できたらこの中にも、

例えば「生態系を含む周辺環境との調和や景観等を」とか、何かそういう文言を入れたら

いかがかと思います。 

 以上です。 

○石川施工企画調整室長  わかりました。「建屋の構造」のところの表現につきまして、

今ご指摘のご趣旨を踏まえまして、表現につきまして検討させていただきたいと思います。 

○岩崎小委員長  そのほかございましたら。 
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 どうぞ。 

○田中臨時委員  51ページのところなんですが、下から２つの段落になりますか、「地

盤の支持力」云々のところなんですが、２行目のところで、読みますと、「地盤の支持力、

上部構造及び基礎設計は三位一体をなすものであり、設計条件によっては上部構造を固定

させると適切な基礎設計とならない場合がある」という表現なんですが、ちょっと意味が

つかみにくい。具体的にどういうことを言おうとしているのか、上部構造をどうやって固

定させるのかという意味合いがちょっと把握できませんので、ここは表現を少し具体化さ

せておいた方がよろしいのではないかなと思います。 

○石川施工企画調整室長  ただいまご指摘の点を踏まえまして、表現ぶりにつきまして

検討させていただきたいと思います。 

○岩崎小委員長  遊磨委員どうぞ。 

○遊磨特別委員  遊磨です。２点あります。 

 １つは言葉の問題なのですが、最初の資料の１―１の９ページのところでちょっと気に

なったのですが、その前のページで用語の改正例というのがあって、「吐出し水槽」のと

ころで「し」が入っているのですが、「吐出樋門」の方は「し」が入らないんですね。こ

れはどうでもいいのですが、後でご確認ください。 

 もう１点はちょっと大きな課題だと思うのですが、ポンプによって水を移送することに

よって、それに伴って生物があちこちに動くという事例が非常によくみられます。特に私

が住んでおります琵琶湖周辺では、湖水を揚げることによって、山奥までバスやギルや何

やかやがじゃんじゃん運ばれて、かなりクレームが来ています。このポンプ場の指標のあ

りとあらゆるところに可能な限り、生物移送を遮断する、要するに生態系に配慮すること

の一つだとは思うんですが、不用意な生物移送を遮断するというのを指標に加えていただ

きたいと思います。 

 それは、例えば「地域の特性に応じて」という項目がありましたね。だから、そういう

ところで、そういう心配がないところであれば特に問題はない、要するに非常にローカル

な近距離であれば余り問題はないかもしれませんが、かなり水系を離れて、あるいは水系

をまたがって水を移送するような場合は、やはりそういうことにかなり配慮していただき

たい。配慮ではなくて、それはやってはいけないことなんですね。そういう人為的な移送

が起こらない。微小生物に関しては、ちょっとこれは手のつけようがないんですが、割合

目にみえる大きさ以上のものに関しては、それを遮断するフィルタリングシステムである
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とか、そういうものをぜひ指標に加えていただくというのが、これこそが自然というか環

境に対する配慮の一つのポイントではないかなと思います。かなりあちこちに出てくるポ

イントだと思います。技術書の中にも、もしそういうことを入れるということになればで

すが、相当あちこちに入れていただかないといけない問題だと思いますので、ぜひ後ほど

ご審議をいろいろお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○岩崎小委員長  かなり大きな問題ですから、少しここでは問題をいただいておいて、

検討したらいかがでしょうか。 

○石川施工企画調整室長  ご指摘を踏まえまして、書きぶり等につきまして検討させて

いただきたいと思います。 

○遊磨特別委員  書きぶりだけではないと思いますけれども。 

○石川施工企画調整室長  ポンプを通じて生物移送というお話ですが、まず、ポンプに

そういう生物が入ってこないような仕組みというものもありますので、この後、技術書を

作ることになりますが、その中にはそのような設計の手法も書いていきたいと思っており

ます。それのみで防げるというものでもないかと思いますが、そういうご趣旨を踏まえま

して…… 

○遊磨特別委員  大きな意味も含めてそれを加えていただきたいと思います。 

○石川施工企画調整室長  検討させていただきます。 

○岩崎小委員長  ほかにございますか。 

 はい。 

○田中臨時委員  49ページのところに、下から４つ目ぐらいの段落のところに主ポンプ

の振動のことがちょっと書いてあるんですが、堤防や樋門への影響ということで書かれて

いるんですが、この後、技術書もつくるのに若干関係してくると思われますので、ちょっ

と考えていただきたいなと思うのは、結構排水ポンプ場なんていうのは軟弱地盤のところ

に造る場合が多いわけですね。そうしますと、軟弱地盤全体の振動特性というか共振なん

か起こして、先ほど環境の問題がありましたが、生活環境、周辺の人家とかそういったも

のへの振動等で問題を起こすというようなことも聞いておりますので、地盤のある程度特

性なんかも考慮しながら、地域の広い範囲に振動が伝わらないような配慮というようなこ

とも、特に軟弱地盤の場合は大事ではないかなと。 

 したがって、堤防とか樋門への影響は当然なんですが、その周辺の生活環境、そういう
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ものへの影響も大事かなと思いますので、特に技術書等をつくる際には気をつけていただ

きたいなということでございます。 

○石川施工企画調整室長  検討させていただきます。 

○岩崎小委員長  ほかにございますでしょうか。 

 竹谷委員どうぞ。 

○竹谷専門委員  ２点、話させていただきたいと思います。 

 参考資料―１、４ページ、１―１では最初の４ページのところでございます。ここで、

「社会条件及び施工条件等の実情に即し」という書き方をされておりまして、後の方です

と、14ページからの調査項目では、自然的、社会的並びに工事の施工条件ということで、

自然的条件というのが一つ、後の調査項目ではかなりウエートをかけられているんですけ

れども、この辺の整合性が一つ考慮されてしかるべきではないかということ。 

 もう１つ、これはもちろん農地排水なんですが、同時に地域排水的な機能をもつケース

もかなり多いのではないか。としますと、調査項目の中に他省庁等がやる河川の大きな排

水事業も含めて、ここでは調査項目の中に入ると、より現実に望ましい農地排水ができる

のではないか。特に最近のような異常気象下では、こういう水系単位での調査項目が必要

ではないかと感じます。 

 以上です。 

○石川施工企画調整室長  ご指摘を踏まえまして検討させていただきたいと思います。 

○岩崎小委員長  ほかにはございますでしょうか。 

 まだ若干あるかもしれませんけれども、ここで一旦議論を締めさせていただきましてお

諮りしたいと思いますが、意見によって、字句の修正あるいは少し検討を要するものもご

ざいますので、本日のご意見を踏まえまして本案を修正して、パブリックコメントの募集

を行いたいというふうに思います。修正につきましては、私と事務局にご一任をいただけ

ますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 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。 

 それでは、次に「農業農村整備事業に関する新たな技術開発五カ年計画の策定につい

て」、事務局より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、続きまして「農業農村整備事業に関する新たな技

術開発五カ年計画の策定について」ということで、資料―２と参考資料―２を使いまして
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ご説明をしたいと思います。 

 資料―２の１ページ目をごらんいただきたいと思います。今回、農業農村整備事業につ

きまして、新しい技術開発五カ年計画を策定するという趣旨でございます。ここのところ

には、事業をめぐります最近の大きな動きを書いてございます。ご承知のように、昨年の

10月には新たな土地改良長期計画が策定されておりまして、また、昨年度から、事業の実

施に当たってのコスト構造改革プログラムという新しい取り組みを開始してございます。

また、農政全体の話としまして、食料・農業・農村基本計画の変更に向けた作業が現在進

められていると、来年３月には出されると、そういう予定で進められているということで

ございます。 

 こういう大きな動きがございます中で、今後の事業を進めるに当たりましては、まずは

土地改良長期計画の７つの施策目標というものが示されておりますけれども、これの達成

に向けまして、効率的・重点的に取り組んでいくという課題があるわけでございます。 

 こういう取組を進めていく上では、事業制度を改善するとか、あるいは実施体制を整備

するということももちろんでございますけれども、あわせまして、事業を実施して上に当

たっての基礎になります技術につきましても、将来的な展望とか構想を踏まえて計画的・

効率的に開発を進めていく必要があるということから、今回、できましたら今年度末まで

を目途にしまして、こういう五カ年計画を策定したいというものでございます。 

 策定に当たりましての「基本的の考え方」ということですが、５年間の計画ということ

で、まずはその技術開発の目標を示す。また、その成果につきましては、国民の方にみて

いただいて、理解され、かつ評価を得やすいもの、そういうものになるように努めていき

たいということでございます。できるだけわかりやすく説明できるものということを一つ

意識したいと考えてございます。 

 また、内容につきましては、関係する研究主体としまして、もちろん民間企業とか研究

機関、大学それぞれあるわけですが、そういうところが連携して成果を上げていくような

ことに留意したいということでございます。具体にその下に書いていますが、農業工学研

究所におきましても、新しい中期計画ということで現在検討が進められているということ

でございますし、また、大学での研究内容等とも、内容につきまして調整をしていかなけ

ればならないと考えております。 

 それから開発に当たって、農水省の今補助事業としまして、特に民間企業が事業に係り

ます新技術を開発したいと、そういう要望のあるところに対しまして支援をしております
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官民連携新技術研究開発事業というものがございますけれども、これにつきまして、でき

ればさらに拡充し、また、一層活用を図っていくと。また、開発された新技術を事業の現

場で導入しやすくするための効果の検証を行う事業というのがその下にございますけれど

も、新技術導入推進農業農村整備事業、こういうものについても、さらに活用を進めてい

くということに留意していきたいということでございます。 

 そこで、３番目に「留意点」とありまして、前回の五カ年計画の成果とか前回計画との

つながりを踏まえるとございます。前回計画というのが実はございまして、それが参考資

料―２でございます。これは後ほどまたご紹介しますが、平成９年の３月に、かんがい排

水審議会からの報告ということで取りまとめをいただいたわけですが、同じように技術開

発五カ年計画というものを策定していただいております。この前回計画とのつながりを踏

まえていくということでございます。次は、国民にわかりやすい成果を示すということで

ございます。 

 次の２ページにまいりますが、４番で「策定手法」とありますけれども、今回の新しい

計画を取りまとめるに当たりまして、学識経験者からなる検討委員会を設置してございま

す。５ページに委員の名簿をつけさせていただきましたが、本日ご出席の青山委員に委員

長をお願いしてございます。既に第１回を開催しているということでございます。 

 また２ページに戻りますけれども、策定の仕方としまして、その検討委員会で検討いた

だきまして、その結果につきましてこの技術小委員会で審議をいただきまして、来年の３

月になるかと思いますが、次の農業農村整備部会に報告するという形で策定させていただ

きたいと考えてございます。実は前回のこの五カ年計画につきましては、先ほど申し上げ

ましたけれども、かんがい排水審議会の技術部会で内容を審議していただきまして、同審

議会からの報告という形で出されてございます。特にこういう計画を定めるという決まり

があるわけではございませんけれども、今回の五カ年計画策定に当たりましては、内容に

つきましてこの技術小委員会でご意見をいただいて、それを踏まえて策定をしていくとい

うことですが、策定は農水省として策定するという形にさせていただきたいと考えてござ

います。 

 そこで、３ページにまいりますけれども、それでは、前回の技術開発五カ年計画という

ものはどんなものであって、どういう成果があったのかということで内容を書いてござい

ます。平成９年の３月に、かんがい排水審議会で、当時の技術の課題等踏まえまして五カ

年計画を策定したということでございます。実はその前の平成６年３月に、同じくかんが
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い排水審議会の技術部会におきまして、「農業農村整備事業の計画・設計・管理に関する

技術の展開方向」という提言が取りまとめられておりまして、その具体化の一つとして、

平成９年にこの技術開発五カ年計画が策定されたということでございます。 

 具体の内容につきましては、そこに概要が書いてございますが、５つの技術開発のメイ

ンテーマというものを設定してございまして、この５つのテーマに沿って、もっと具体の

技術開発のテーマが整理されてございます。こちらの参考資料―２の中にそれが入ってい

ますが、16ページからごらんいただきたいと思います。この16ページ以降に、一番左の欄

の大きなくくりのところで５つテーマがございまして、それに沿って内容、具体の開発イ

メージということで、一番わかりやすい開発イメージの欄が詳細に書いてございますが、

このような形でまとめられてございます。この開発イメージのところに挙がっている技術

開発の件数は全部で133件ございます。そういう内容がここで整理されておるということ

でございます。 

 また、こちらの説明資料の方に戻っていただきまして、この具体のテーマとあわせまし

て、技術開発促進のための条件整備とか成果の活用につきまして、五カ年計画の中に記載

されているということでございます。 

 ４ページにまいりますけれども、成果の概要がどうであったかということですが、４ペ

ージには、まずメインテーマへの取組状況ということで、先ほど申し上げました 133件の

具体の案件につきまして、平成９年度から13年度までの５年間でどれだけ開発に取り組ま

れたかということを整理してございます。割合でいいますと、全体で73％、計画の中に記

載されていた開発テーマに取り組みがなされているという状況でございます。これは平成

13年度までの数字でございます。ですから、まだ必ずしも取り組まれたテーマの全部がそ

の時点ででき上がったわけではないのですが、その開発等の実績という点で整理しました。

（２）ですが、アとしまして、官民連携した新技術開発が14件、これはでき上がった技術

ということでございます。これも13年度時点での数字ですけれども、昨年度、15年度まで

ですと22件の技術が実用化されております。 

 イの、新技術導入を支援します事業で導入された技術ということで47件、13年度時点で

すけれども、昨年度までには62件まで実際に導入されておるということでございます。 

 さらに、開発されました新技術を踏まえて設計基準等技術書の改定がなされたものが、

13年度までで25件でございます。昨年度までですと、さらにふえまして31件のものにつき

まして改定がされているということでございます。 
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 これまでは件数からみたところでございますけれども、コストの面からみてどうかとい

うことですが、（３）コスト縮減についての効果ということで、ちょうどコスト縮減の取

り組みも、平成９年から具体に実績を整理しておりますけれども、ごらんいただきました

ように、これは国営事業についてですけれども、工事を実施するに当たりまして、平成８

年度時点での技術、工法を標準として考えたときに、どれだけコスト縮減が図られたかと、

その結果を整理してございます。平成14年には、平成８年度に比べまして12.9％の縮減が

図られてきていると、そういう成果が上げられているということで、ここに紹介させてい

ただきました。 

 次に、飛びまして６ページ、これは作業の日程の方を書いてございますが、現在、検討

委員会で検討いただいておりまして、五カ年計画の案を取りまとめまして、次回の技術小

委員会で提案させていただき、ご意見をいただきたいと考えております。できましたら、

年度内で農業農村整備部会に報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

 そこまでが手順の話です。最後７ページに、それでは、具体にどんな計画を作ろうと考

えているかということで、骨子の案というものを、これは現在検討中のものでございます。

最初に述べましたけれども、できるだけ国民からみてわかりやすい目標を示していこうと

いうことで、ちょうどこの絵の中ほどに、「社会的な貢献」ということで３つの項目で整

理してございます。まだ表現的にこなれない部分もあるかと思いますが、１つが、水と土

からつくり出される食べ物を満足と信頼を得られるものにしていく。こういう技術の開発

によってどういう成果が得られるかといわれた場合に、１つはこういうこと。２つ目とし

て、水と土が循環型社会において担うべき重要な役割を果たしている、そういう効果があ

る。３つ目に、水と土から形づくられる国土をだれにも快適で魅力のあるものにしていき

ますと。そういう３点で今整理したいというふうに考えてございます。 

 こればかりでは、具体的にそれじゃどういう技術ができるのかということがわかりませ

んので、その上の方にはもう少し砕いた、「目指すべき成果」ということで５点整理して

ございます。これは成果の示し方ですが、具体の計画の中身につきましては、右の方の四

角で囲んである中にございまして、現在検討されていますのは、まず基本方針、開発のテ

ーマとしましては８項目考えておりまして、このうち①から⑦につきましては、土地改良

長期計画の７つの施策目標に沿ったものでございます。⑧につきましては、コスト構造改

革にも対応した効率的・経済的な計画・設計・管理に資する技術ということで、合わせま

して８つの大きいくくりで技術開発の目標を整理していきたいというものでございます。 
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 右側の方の欄には、現在作業しておりますけれども、その主なものを例として書いてご

ざいます。作業に当たりましては、各研究機関、大学とか民間企業、農業工学研究所等、

それから行政の国、県の関係者からアンケート調査を行いまして、さらに学会等での研究

テーマの取り上げ状況等につきまして調査をしまして、それらの結果から、現在、具体の

テーマについて絞っていると、そういう状況でございます。 

 以上が内容につきましての説明でございます。 

○岩崎小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの内容について、自由にご意見をいただきたいと思います。きょう

が初めての議題ですので、質疑応答というよりもご意見をどんどんいただければと思いま

す。 

 どうぞ。 

○青山専門委員  私も、先ほど紹介されましたが、この話を初めて聞かせていただきま

して、農村振興局が主体で研究の課題を決定されるということは悪いことではないと思い

ますが、我々のように大学におります人間の研究予算の請求の仕方、一般的な方法からし

ますと、ちょっと変わっているというかわからない、システムがわかりにくいところがあ

ると思うんですね。ここで決めた課題というのがこれから明確になるとは思うんですけれ

ども、それに応募するといいますか、あるいはそういうものに自分の研究を位置づけます

と、どうなるのかということがはっきりしないんですよね。そのあたりをもう少しはっき

りされた方がいいと思うんですね。先ず、研究に対する資金援助がどういう形で行われる

のか、あるいはその研究の成果はどう評価されるのかというあたりがはっきりすれば良い

と思います。 

○岩崎小委員長  そういうご要望ということで受けとめさせていただきたいと思います。 

 ほかにご意見ございましたら。 

 どうぞ。 

○四方専門委員  前回の技術開発５か年計画、非常に関係のところをよく網羅されてい

るんですが、今つらつら見直していますと、前回のところで22ページですね、水質保全技

術の開発というところで若干気になりますのが、農村振興局、農業工学の農業農村整備事

業サイドからの研究開発なんですが、実際のところは、そういうハード面とあわせて、裏

表の営農の面からのアプローチも非常に重要でございまして、そういうきちんと環境に配

慮した、水質に配慮した整備をしたものの使い方ですね、いわばそういう整備したところ
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での環境保全型農業の推進というふうな課題も入れておく必要があるのではないかと、思

っております。 

 以上です。 

○岩崎小委員長  ほかにございましたら。 

 どうぞ。 

○遊磨特別委員  この資料―２の一番最後の今後の課題のところなんですけれども、３

点ほどあります。まず１つは、右の大きな四角の中の４番、どちらをみても出てくるんで

すが、「農業災害」という表現がありますね。この農業災害、確かに農作物が傷めつけら

れることだと思うんですが、ことしのようにいろんな異常な災害が起こると、何も農業だ

けの災害に限らず、地域のすべての防災に関係して、農地あるいは農業というものがどれ

ぐらい資することができるかと、あるいはできないかということの展開、検討ということ

が広い意味で必要なのではないかなというのが第１点目でございます。 

 ２点目は、どこに入るのかがちょっとわからないんですが、その同じくくりでいくと５

番、６番、７番あたりに入るんだろうと思うんですが、いわゆる農業の水系だけではなく

て、自然の流域としての水系管理というんですかね、水循環――循環という言葉はほかの

ところにも出てくると思うんですが、そういう意味で、こういう言い方をすると失礼かも

しれませんが、例えば農業用水を取り過ぎて本川に水がないという例も聞きますので、あ

るいは逆に水利権をちょっと厳しくし過ぎると、冬に水がないということもありますよね。

だから、そういう形で地域全体の農業用水に限らず、水系管理にかかわる広い柔軟性の検

討というんですかね、ちょっと文言が全然なってないんですが、そういうものが必要にな

るのではないかなという気がいたします。 

 同じような意味なんですが、例えば⑥の「豊かな田園自然環境」あたりに入るのか、そ

の次の農村経営か何かわかりませんが、特に水利権の問題で地域用水がなくなっている現

状が非常に多いので、地域用水というか上水ですね、１年じゅう水が流れる水路という意

味なんですが、生活用水が必要なくなったからそうなるんでしょうけれども、やはりそう

いうところに対するかなり積極的な配慮というのが、特に景観法なんかが入ってきたりし

たときの大きなポイントになるのではないかなと。 

 ２点目、３点目、ちょっと類似した観点でしたが、以上３点申し上げました。 

○岩崎小委員長  事務局はいかがですか。 

○石川施工企画調整室長  現在まさに作業中でございますので、今いただきましたご指
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摘を踏まえまして、中にどのように盛り込めるか検討させていただきます。 

 先ほどちょっと説明を省略したんですが、実際、アンケート調査や各大学とか研究機関

で現在既に取り組まれている課題も入っておりますし、また、今後必要と考えられる課題

というものと、両方性格として入ってございますので、さらに委員からご指摘あったよう

な点も考慮させていただきまして、案を策定していきたいと思います。 

○岩崎小委員長  どうぞ。 

○田中臨時委員  基本的な考え方のところでもって、官民連携の新技術開発を一層拡充

していくというようなことがうたわれておりまして、また、今後かなり大幅に技術開発に

お金を投入していくというようなことが伺えまして、非常に結構なことだと思うんですが、

４ページのコスト縮減効果というものが、これを調べ上げるのは大変苦労されたんじゃな

いかと思うんですが、平成８年を基準にしても、平成14年度では13％近い相当の縮減効果

が上がっておりますね。これに対して、一般的に効果をいうときには、どの程度の額を投

入してというふうな、コストベネフィット的に議論が出てくるわけなんですが、この農業

農村整備事業における研究開発にかかっている額がどの程度であり、それに対してこの程

度の効果があったのかといったようなことがもし、これは調べるのは非常に容易なことじ

ゃないと思うんですが、やはりこういった大きい縮減効果というものが研究開発で得られ

ているという調査結果も出ておりますので、ぜひそういった点も踏まえながら、こういっ

た農業農村整備分野への格段の研究投資、開発投資を、先ほどの青山先生の話にも関連す

るわけなんですが、お願いしたいなと。そのときに、ただむやみにふやすのでなくて、こ

ういったデータに基づいた政策が大事ではないかなということで、今後時間はかかると思

いますか、こういった視点でぜひご検討いただきたいなと思っております。 

○岩崎小委員長  玉木委員どうぞ。 

○玉木特別委員  今、これを初めて拝見させていただいたので、恐らく的外れなことを

申し上げるかもしれませんけれども、ちょっとお伺いしたいのは、この参考資料―２の中

の最後の方に、別紙１という、技術開発のテーマがずっと出ております。それと「新計画

骨子（案）の概要」という最後の７ページの資料―２の方を対比してみているわけなんで

すけれども、これは社会的な貢献として、水と土ということに限定されて特に書かれてい

るように思うんですけれども、恐らく循環型社会、その上にある「地域資源の円滑な循環

による自然と農業生産の両立」という観点からしますと、例えば参考資料―２の別紙１の

方をみますと、自然のローカルエネルギーを利用するとか、エネルギー的な視点が入って
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きているわけですよね。当然循環型社会ということになりますと、エネルギー的な視点が

ないと、やはりそれは欠けたものだし、現在、農水省の方でもバイオエネルギーの報告書

も出ておりますから、そういう観点もここに入れないとちょっと片手落ちかなというよう

な感じがいたしておりますので、その辺ちょっとご配慮いただいた方がいいのかなという

ような感じがいたしました。 

○石川施工企画調整室長  ご指摘いただきました自然エネルギーの利用といいますか、

そういう観点からの研究開発のテーマにつきましても、今まとめております中には当然含

まれておりまして、そういうものが社会的な貢献のところでも読めるような形にしていき

たいと思っております。 

○岩崎小委員長  どうぞ。 

○細谷特別委員  資料―２の最後の７ページでございます。「Ⅴ．新計画骨子（案）の

概要」、いわば設計図について、素人目でみてみますと、私には平成13年度に答申された

日本学術会議の「農業が持つ多面的機能に関する評価」に非常にダブって見えてくるんで

す。それには、洪水防止であるとか循環型・持続的農業が出てくるんです。あの中で大き

な役割として、生物多様性の涵養の場であるという視点があったかと思いますが、この中

ではなかなか見えてこない。最後のところで、遊磨委員がいわれたように、５、６、７あ

たりにイメージはされてはいますけれども。社会的な貢献であっても、どうも技術開発に

おいてはそのような課題がみえてこないという印象です。これは希望ですが、何らかの形

で環境にもっと絞り込んで、生物多様性の視点をもう少し明確にしていただきたい。 

○岩崎小委員長  なかなか意見が尽きないと思いますが、竹谷委員をもって一応締め切

らせていただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○竹谷専門委員  最初に局長さんが、農村振興の基盤としての農業農村基盤整備という

ことに関わって、農業はもちろん食料を生産する重要な産業ですけれども、同時に最近で

は、元気のいいところは農業プラスアルファ、つまり加工し、あるいは流通、直売、ある

いはさらにサービス提供というような形で、非常に総合的な形での展開がみられる。それ

を支えるような基盤技術が開発される必要があるのではないかと。例えばここで、「技術

開発の基本方針」で、６、７というのはある意味ではグリーンツーリズムなりエコツーリ

ズムを支えるところだと思いますけれども、こういうところで今どういうニーズが具体的

にあるのかというニーズ把握、あるいはそれを逆に今度、農業農村基盤整備事業は国民に
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どの程度理解を得ているかというところでみますと、まだまだ宿題が多いのではないか。

さらには合意形成というのは、これまでのこの技術指針では随分強調されてきたと思うん

ですが、ニーズ把握、理解促進、合意形成というようなソフト技術を考えておく必要があ

るだろう。それと同時に、都会からグリーンツーリズムなりエコツーリズムでやってくる

人たちを受け入れて満足度を高くする、こういうノウハウも恐らく技術的には開発が必要

ではないかということを感じます。 

 さらに、８番の管理にかかわって、従来かなり参加型の管理が行われた時代があったか

と思うんですが、最近、非常にそれが弱まってくる中で、改めて参加型管理がいわれる。

この参加型管理について、まだまだ手法としては開発の余地があるのではないかと思って

おりまして、それらを是非この指針の中に考えていただけるとありがたいと思います。 

○岩崎小委員長  よろしゅうございますか。 

 それでは、どうもありがとうございました。次の議題もありますので、次に移らせてい

ただきたいと思います。 

 それでは、続いて「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指

針」について、事務局より説明をお願いいたします。 

○角田事業計画課長  それでは、資料―３―１と資料―３―２をお願いいたします。 

 資料―３―１の方で、環境との調和に配慮した農業農村整備事業に関する現在の取り組

みの状況について、レビューさせていただきたいと思います。最初、１ページをお開きい

ただきたいと思います。ご案内のとおり、平成13年における土地改良法の改正におきまし

て、環境との調和への配慮が規定されております。その具体的な方策として田園環境整備

マスタープランを市町村の環境保全に関する基本計画という形で策定していただいて、農

業農村整備事業の実施に当たっては、これを実施の要件とすることで進めているところで

ございます。法改正以降３年たちまして、平成16年３月現在、2,456の市町村でマスター

プランが策定されているという状況でございます。 

 このマスタープランは、まず地域の自然環境に関する現状、課題を把握し、それを保全

していく基本方針を策定して、その上で、農村地域における環境を積極的に創造していく

区域と一定の配慮をしていく区域という形でゾーニングをして、特に環境を創造する区域

における事業の実施に際して、重量的に環境配慮していくという形で進めているものでご

ざいます。 

  2,456の市町村でマスタープランを策定しておりますけれども、その後、市町村の中で、
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このマスタープランを独自に見直すというような動きも加速してきておりまして、現在、

 351の市町村で、当初策定したプランの見直しという対策が進んでいるという状況でござ

います。 

 その見直しの背景としては、実際、農業農村整備事業の実施に際して、もう少し環境配

慮のエリアを追加した方がいいというような形で見直すとか、あるいは地域住民の意見を

踏まえて創造区域を変更する、あるいは生態系の調査を行ったところ、やはりここも追加

した方がいいというような、さまざまな動機から充実が図られているというような状況で

ございます。 

 次の２ページにまいりまして、環境配慮の取り組みを推進していくための仕組みの１つ

といたしまして、環境情報協議会の開催を掲げているところでございます。これは地方農

政局、都道府県におきまして、それぞれ国営事業あるいは県営事業を実施する際に、環境

配慮対策についてさまざまな意見なり情報の交換を行って、そのレベルを高めていく、あ

るいは情報の交換も図っていくというような取り組みでございます。協議会には学識経験

者、地域住民の代表あるいは農家の代表者といった方々が参加して取り組みを行っており

ます。国営事業につきましては、平成16年度は31地区で開催されているということで、事

業の調査計画段階から設計段階、施工段階それぞれにおいて、協議会でさまざまな意見交

換が行われているという状況でございます。これも年を追うごとにレベルアップを図ろう

ということで、特に東北農政局の事例ですと、協議会に諮る資料についても、一定の様式

を整理して、漏れがないような形で取り組むというような試みを行っているところでござ

います。 

 次に、３ページでございますけれども、環境相談員の仕組みでございます。これは平成

14年に環境配慮の取り組みがスタートしたときに、この技術小委員会におきましても、相

談員を設けるという枠組みは既にご議論いただいていたところでございますが、専門家の

人選等々、多少時間がかかったところもございます。平成16年７月からこの環境相談員制

度をスタートしたというような状況でございまして、現在、農林水産省に 241人の相談員

の登録が済んでいる状況でございます。これは各農政局を通じて、県なり市町村からの推

薦等により登録されており、今後は、全国レベルでいろいろな専門家の方々をご紹介して

いくようなシステムに育てていきたいというふうに考えているところでございます。 

 次の４ページでございますけれども、国営事業における環境配慮の取り組みでございま

すが、様々な取り組みがスタートして、その成果をそろそろチェックしていくといいます
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か、モニタリングをしていくことが重要であるというような段階に来ているかと思ってお

ります。そういうことで、今年度から国営地区 121地区においてモニタリングの計画を出

してもらっているところでございまして、それぞれの国営事業においていろいろな工種、

ダムなり頭首工あるいは水路といったような工種がございますけれども、その工種ごとに、

生物種あるいは景観・水質といったそれぞれの項目ごとに、どのようなモニタリングを行

っているのかという状況を整理したのが左側でございます。 

 右側にその具体的な実施例ということで、例えばダム事業において、水没前に確認され

た貴重植物種について代償地に移植したわけでございますけれども、その移植した後の生

育状況を確認するというような取り組みでありますとか、あるいは水路、魚道を整備した

ところにおいて、魚類が遡上しているかどうかといったような確認をモニタリングとして

取り組んでいるところでございます。 

 次の５ページでございますけれども、昨年策定されました、新たな土地改良長期計画に

おいても、環境配慮の取り組みの目標設定という形で、平成19年度までの５カ年間の間に、

田園自然環境の創造に着手した地域を500から1,700、３倍にふやしていこうというような

目標を掲げて進めているところでございます。環境創造施設の内容は、現在774地域、こ

れは旧市町村単位で774地域という今の取り組み状況でございますけれども、具体の施設

としては、その２倍の約 1,400施設の取り組みがなされているということで、生態系ある

いは水質の向上といったところが多くはなっておりますけれども、さまざまな取り組みを

進めていこうということでございます。 

 次の６ページに、土地改良法の改正以降のこういった環境配慮の政策的な枠組みの推移

ということで整理させていただいております。平成14年度には自然再生推進法が環境省、

国交省と共管で成立したということ。平成15年度には農水省として「水とみどりの『美の

里』プラン21」を策定・公表し、さらには、省全体としての環境政策の基本方針も出され、

そして景観法の制定というように、年を追ってさまざまな、環境を基本とする政策の推進

が図られているという状況でございます。北海道のサロベツ地域において、環境省との連

携によって、農地の整備と湿原の保全対策といったことが協働して行われようとしている

事例も示させていただきました。 

 次の７ページでございますけれども、現在、食料・農業・農村基本計画の見直しが行わ

れているところでございまして、17年度から新たな基本計画に入ってまいります。新たな

基本計画において、農業農村整備事業における環境保全なり配慮をどうしていくのかとい
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うことで、これは審議会の企画部会にお示しした資料でございます。 

 基本的に、効率的な農業と環境保全の両立を図っていくという基本方針ではあるわけで

ございますけれども、これまでの環境配慮の取り組みというのが、比較的生態系への配慮

というところに特化していたということもございます。農村地域の環境保全といった場合

に、もちろん生態系の保全は重要な要素でございます。それに景観あるいは歴史・文化と

いったような総合的な環境の保全あるいは積極的な意味での形成ということを図っていこ

うという方向を出しているところでございます。 

 そういう流れに沿って、田園環境整備マスタープランについても市町村による見直しが

既に進んでおりますけれども、それをさらに促すような形をとっていきたいと考えていま

す。それから、市町村単位の環境計画である田園環境整備マスタープランをさらに超える

範囲、つまり国営事業などでは複数の市町村をカバーして事業をやっているということも

ございます。そういう意味で、より広域的な視点からの環境計画といったものを国営事業

計画の中に位置づけていくということも、今後取り組んでいく必要があり、点の取り組み

から線あるいは面の取り組みに視点を置いて進めていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 次の８ページに、そういった環境計画のイメージをお示ししております。そこにありま

すように、国営事業が実施する範囲は非常に広く、複数の市町村をカバーする、また、水

系的にも大きな水系をカバーするというような特徴があるわけでございまして、こういっ

た広域に及ぶ生態系のまとまり、あるいは連続性・一体性といったような視点で環境計画

というものを作っていく必要があるのではないかと。その場合、早い段階からの環境調査、

基本方針の策定、それを事業の環境計画に位置づけていくといった取り組みを行い、逆に、

市町村のマスタープランにもフィードバックされるというような形で考えていったらいい

のではないかなということでございます。 

 このような流れに沿って、今後の、環境との調和への配慮を進めていきたいと考えてい

るわけでございますが、資料―３―２をお開きいただきたいと思います。 

 この間、技術小委員会で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

引きということで、３カ年にわたりましていろいろご審議いただき、それが成果となって

活用されているわけでございます。１ページにございますとおり、これまでの手引きの検

討経過ということで、技術小委員会において３カ年にわたりご議論いただき、平成13年度

は水路整備、平成14年度はため池、農道、移入種し昨年度は、ほ場整備という形で工種別
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の手引きが整理され、現場において相当程度活用されているという状況でございます。 

 ２ページをお開きいただきたいと思います。この手引きについては、まだ環境配慮の具

体的な取り組み事例が少ない中で、相当手探りをしながら文献収集をし、お知恵をいただ

きつつまとめてきたわけでございますけれども、手引きの活用によって、一定の実績も出

てきており、また、幾つかの課題も出てきている状況でございます。現場の方からは、技

術や手法についてもう少し具体化してほしいというような要望もございまして、例えば指

標となる生物の選定方法、あるいは生物種ごとの具体的な配慮の手法、それから、先ほど

も申し上げましたけれども、環境配慮のモニタリングを具体的にどうやっていくのか、そ

ういった手法を示してほしいというような要望が出てきているわけでございます。 

 したがいまして、今回、新たな技術指針ということでご提案申し上げているわけでござ

いますけれども、生産性の向上を図りつつ環境との調和にも配慮するという原則はもちろ

ん踏まえつつ、２つの視点、つまりは、今までは工種別に整理された手引きを、もう少し

広い視点から工種横断的にとらえ直して生物種の生息域の連続性なり一体性を確保してい

くという視点で見直せないか、ネットワークの視点という考え方でございます。 

 もう１つの視点は、環境配慮の５原則ミティゲーション５原則ということで、生態系を

保全するために影響を回避する、あるいは影響を最小化する、修正していく、影響を軽減

あるいは除去する、代償措置を講ずるというさまざまな手法があるわけですが、それぞれ

の手法についての対策をもう少し具体的に解説できないかといったような視点でございま

す。 

 検討内容としては、環境保全の目標設定の考え方、これをもう少し広い地域からの目標

設定の考え方なり、これまで情報、事例の蓄積を踏まえて工種別にまとめられた技術を体

系化していくということ、そして、国として手引きをさらにステップアップした技術指針

を策定するということについて、今後考えていけないかということです。具体的な活用方

法として２つ挙げておりますけれども、先ほど国営事業の環境計画を策定していくという

方向を示しておりますが、その指針として活用することを考えております。また、事業採

択において、現在は環境に配慮することが義務づけされているわけですから、必須事項と

して配慮したかどうかをチェックしているという状況でございますが、政策評価の観点か

らは、もう少しその内容や程度についても多段階に評価していくべきというご指摘もござ

います。そういった多段階評価の指標としても活用できるのではないかというように考え

ております。これが今回の検討の基本的考え方でございます。 
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 次のページからは、その考え方に沿った解説というか若干のご説明ということになるわ

けでございますけれども、３ページは、視点が２つありますが、１つはネットワークの視

点ということで、生物の生息域の連続性・一体性の確保ということが重要であるというこ

とでございます。これは手引きにおいても既に十分指摘されている点ではございますけれ

ども、具体にどのようにネットワークを確保していけばいいのかというところがもう少し

検討が必要ということでございまして、生物種ごとにネットワークの視点を解説していけ

ればということでございます。 

 次の４ページは、「ミティゲーション５原則適用の視点」ということでございますけれ

ども、工種別にミティゲーション５原則に基づいた基本的な考え方は既に提示しているわ

けでございます。この写真にありますように、回避というのは、そのまま土水路を保全す

る、あるいは低減ということですと、自然石による水路護岸であったり落差を解消すると

か、修正ということになりますと、水田魚道を整備したりというようなこと、そして代償

措置であれば、まさに代わりのビオトープを作るというような事例が蓄積されてきており

ますので、それを踏まえて、もう少し具体的な考え方を指針として示せないかということ

でございます。 

 次の５ページは、この視点を踏まえた検討内容でございますけれども、まず検討対象範

囲の考え方ということで、生物種に着目いたしますと、渡り鳥とかあるいはトキ、コウノ

トリのように周辺地域に分散して野生復帰させるというような域外も含めた非常に広い範

囲を対象とする生息環境もございますし、また地域単位、いってみれば国営事業の一つの

水系単位ぐらいの範囲で水田、水路、河川の間を移動する生物、ナマズやフナ、あるいは

複数のため池間を移動するトンボでありますとか、そういった生物種ごとに検討対象範囲

をどうするかといった視点がございます。そして、それに応じた環境保全の目標設定とい

うこともこの中に含まれると思っております。 

 次の６ページに、この調査計画・設計の体系的な検討ということでございますけれども、

調査対象地域の設定では、移動する範囲というのが生物種ごとに定まってくるわけでござ

います。水田から樹林地を移動するアカガエル、あるいは水田、水路、河川を広く動くナ

マズや魚類など、そういった種類ごとに、計画上の配慮はどうすべきか、ミティゲーショ

ン５原則はどう考えたらいいかといったような点を解説し、それを踏まえた設計手法、さ

まざまな工法があると思いますが、それらの設計の考え方等を解説していきたいというこ

とでございます。 
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 ７ページ以降、それをもう少し具体的に書いたものでございまして、調査ということに

なりますと、注目すべき生物、これは生物を特定するよりは生物種ということかもしれま

せんが、そういった指標生物の選定方法を解説するということ。それから、生物種の生息

環境の明確化という概念は手引きにおいても示されているわけですが、それをもう少し具

体化していくというのが一つの課題でございます。今後、新しい技術指針の中におきまし

ては、注目すべき生物の絞り込みの手法を検討し、明確化していくとともに、そういった

生物種が生息する環境基盤としての水、農地、緑地といった情報を把握、整理する方法、

などについて調査の手法を示していきたいと考えております。 

 次の８ページは計画でございますけれども、環境配慮対策の範囲、配置といった考え方

をより明確にして、広い視点での検討も踏まえて作成していく必要があるのではないかと

いうことでございます。右側にイメージを書いておりますけれども、一つのネットワーク

ということを考えた場合に、水路から水田への水のつながりという中である生物種を考え

た場合、その中で、何が阻害要因になっているのかということ。そのつながりという意味

で阻害要因になっている水路の段差でありますとか、大きな落差工があるといったところ

を特定して、そこで生物が移動できるようにするためにはどういう対策をとったらいいか

といったような形で、例えば階段魚道の選択があるというような絞り込みができれば、次

の９ページにありますように、階段魚道についての設計に移っていくということで、この

設計についても、手引きでは、階段魚道という工法があるということと、その留意事項は

こうだという解説をしているわけでございますけれども、これをもう少し充実していきた

いと考えております。例えば設計に当たっての工夫点として、落差の解消、多様な流れ、

水路内の休息場といったようなさまざまな工夫点を示して、その考え方の解説をより深め

ていくというような整理になるのではないかなというふうに考えております。なお、この

設計まででこの資料はとまっておりますけれども、もちろんこの後、施工における留意点、

モニタリングをどうするかといったところが続いていくということでございます。 

 次の10ページに、この技術指針を検討していくスケジュールということでお示ししてお

りますけれども、今日、いろいろご意見いただきましたら、それも踏まえて、年明けの１

月ぐらいから検討部会を開催していきたいと思っております。これまでの手引においても、

検討部会でいろいろご意見いただいております。このような形で具体の作業を検討部会で

進めていきたいと思っております。来年の７月ぐらいには技術指針の１次案をお示しでき

ればということで、17年度中にパブリックコメントを経て取りまとめというようなスケジ
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ュールで進めていければというふうに考えているところでございます。 

 以上、説明を終わらせていただきます。 

○岩崎小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、これから自由にご発言をいただきたいと思いますが、時間が若干押しており

ますので、10数分でやらせていただければと思います。どうぞ、どなたからでも結構でご

ざいます。 

 どうぞ。 

○小林臨時委員  この技術指針と少しかけ離れたことになるかもしれませんが、これま

で工種ごとの手引書、基準書、技術書ということで、着実に整備してきていただきました。

今回は全体を通じて指導指針をお作りになるという、環境保全に関係して非常に熱心な取

り組みをしていただいていることについて敬意を表します。 

 それで、非常に立派な考え方で進んでいるのですけれども、現場が本当についていける

のかどうかというところが一番気になるところです。管理が非常にしにくいままの指針で

あれば、「それじゃそんなのやめておこう」というふうになってしまうと困るわけです。

今度の技術開発に関する様々な計画に関係するかもしれませんけが、できるだけ生物の多

様性に関係して、現場の管理のしやすいような技術開発というのが今後望まれるのではな

いかと、そのような思いがしています。 

 この技術指針に関しましては１つだけお願いしておきたいと思います。実際に工事がさ

れて、その結果をモニタリングすることはもちろん大切ですが、それだけでなく、そのモ

ニタリングの結果を、次の事業に生かすようなフィードバックの回路をぜひこの技術指針

の中で位置づけておいていただきたい。生物に関しては、専門家もそんなに詳しく知って

いるわけではないですし、わからないことというか、新しく気がつくことはたくさんあり

ますので、そういう積み重ねでさらによい環境保全対策ができるような、そういうフィー

ドバック回路を技術指針の中に組み込んでいただくと、さらによいものができていくと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○岩崎小委員長  どうぞ。 

○四方専門委員  時間がないようですので一言だけですが、このパンフレット「いのち

集う農村を目指して」をみせてもらっていまして、非常によくできていると思います。多

分、私、今度できる技術指針の骨子になるのではないかというふうな感じがしていまして、

その中で、51ページのところに営農活動というのが書いてあります。これは、難しいけれ
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ど非常に重要だと思います。出口としては、今お話もありましたけれど、整備後の体制、

維持管理が非常に重要で、ここの23ページのところで維持管理体制ということで、土地改

良区がやるべきこと、地域住民を含めてやるべきこと、市町村がやるべきことというふう

に書いてあります。特に環境に配慮するということになりますと、コストとの関係があっ

て、非農家を最初から巻き込んで、大体注文を出すのは非農家が多いですから、その注文

を出した段階から巻き込んでおいて、維持管理についてもやはりそこら辺を巻き込まない

と、土地改良区なり農家なり大変になってきますので、環境に配慮すればするほどそうい

う非農家を巻き込んだ維持管理ができるような仕組み、あるいはハードだけでなくてソフ

トといいますか、営農活動と結びついたような維持管理が重要だと考えております。そう

いう視点でことしの３月にまとめてもらって、かなりよくできているので、こういう形で

事例を積み上げていかないと、地域ごとの特色が生かせず、また画一的な指針になってし

まう。特に環境の場合は画一的ではまずいので、そこら辺のところに配慮したものをつく

っていただきたい。 

 以上です。 

○岩崎小委員長  細谷委員どうぞ。 

○細谷特別委員  時間がないところ、私ばかりで済みません。生物多様性がやたら出て

くるものですから、ご勘弁ください。 

 技術指針の方向性に２つの柱があり、資料―３―２の中で、はっきりとお書きになって

おられます。保全すべきはネットワーク、すなわち生物学的水循環です。その具体的な方

法として、ミティゲーション５原則が再三ご提案れされています。その中身というのは、

まさにそこに書いてあります回避、最小化、修正、影響の軽減・除去、代償です。いざこ

れを具体化するとなると、同じ資料の６ページに反映されていくかと思うんですけれども、

水色の部分をみてみますと、全てにおいて手をつけるようです。これでは、ミティゲーシ

ョン５原則の最初に出てくる回避の部分がどこにもみてとれない。 

 つまり、私は、当然農水省ですからほ場整備事業をやっていかなくてはならないという

ことは認めますが、貴重種が生息場所としているというような一部の未整備田を保全すべ

きと考えます。特に中山間地ではなくて河川に近いところの平地の未整備田にはいかに貴

重種が多いかということを痛感しております。けれども、回避ということを前提にするな

らば、当然ゾーニングのようなフローがこの中にあってしかるべきではないでしょうか。

もちろん制度上無理があろうかと思いますが、例えばデカップリング、これは中山間地の
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傾斜地だけですけれども、そういった直接支払いのようなものを、ここでうたわないまで

も、ある程度視野に入れることが望まれます。手つかずの自然をゾーニングでうまく回避

するような、そういう方向性をある程度盛り込んでおいた方が現実的ではないのかなとい

うふうに感じました。 

○岩崎小委員長  それでは、青山委員どうぞ。 

○青山専門委員  資料―３―１の方ですが、このお話は、こういう指針ができてから現

在経過までのご報告というふうに受け取るんですが、その中の４ページ、モニタリングで

すけれども、このデータは、お聞きするところによると現在進行中の国営事業でとられて

いるものだということですので、これが終わってからもこういったモニタリングができる

ことが望ましいわけで、そういった対策が考えていただける方がいいと思います。 

 もう１点、その次の５ページですが、田園自然環境の創造に着手した地域というのが今

のご説明でもありましたけれども、旧市町村単位というので 500地域というふうなお話で

して、例えば最初にありましたマスタープランの数とかそういったものでいうとどうなる

のかとか、あるいは事業地域でいくとどうなるのかという、そういう整理があった方がわ

かりやすいと思います。 

 以上です。 

○岩崎小委員長  それでは、もうお一方。 

 どうぞ。 

○中野専門委員  ちょっとお願いになるんですけど、こういう環境への配慮というのは

九州でも非常に関心が高くなって、私の関係しているクリーク整備でも動いているのです

が、ただ、先ほどご説明あったように、具体的にどうしていいかわからないという声が聞

こえてくるわけで、これは先のお願いですけど、できたらビデオテープで、例えば模範的

なものをしっかりそろえていただいて、そういうのをどんどん流していただくシステムと

いったものを、資料を作られた暁はぜひ添付、補足資料として整備していただいたら、非

常に現場の技術者はありがたいと思います。そういうのも考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○岩崎小委員長  どうぞ。 

○竹谷専門委員  ２点。１点は、生産性と環境調和、あるいは管理とさらにコスト負担

というのは、往々にして両立しないので、その調整のところを何らかの形でこのマニュア

ルの中に入れないと、多分事業というのは円滑に進まないのではないか。例えば親水性と
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環境調和という１つをとっても、親水性を高めると外来種が入りやすくなるという、こう

いう問題もございまして、簡単には調和はとりにくいところがあります。その辺、ひとつ

考慮いただきたいということ。 

 もう１つは、先ほどからモニタリングの話が出ているんですが、事業期間と施工期間と

いうのをどう考えていくか。あるモニタリングをやれば、修正ということが必要になって

くる、こういうことは当然起こるかと思うんですが、その場合に、それを事業期間に含め

得るのか、制度的にやはりその辺検討しておく必要があるんじゃないかと思っております。 

 以上です。 

○角田事業計画課長  それでは、いろいろご意見をいただきましたので、ご意見を踏ま

えて、今後検討を進めていきたいと思っております。 

 簡単にコメントさせていただければと思いますが、小林委員の方からご指摘ありました

フィードバックの回路を位置づけるというご指摘、きちっとそこは考慮していきたいとい

うふうに思います。 

 四方委員の方からご指摘いただきました維持管理の問題でございますが、こういう環境

配慮の取り組みをするときには、地域の方々とまずはどういう取り組みをするのかという

ところを十分に話し合っていただくというプロセスが第一だというふうに思っておりまし

て、それは調査、計画の段階だと思いますけれども、その中で維持管理も含めて配慮の取

り組みを行うということをきちっと位置づけていきたいと思います。 

 細谷委員のお話で、回避が不足しているということですが、私もみていて、まことにそ

のとおりでございまして、実際いろいろやっている事例では、例えば、ほ場整備を行うと

きに、その地域の中で、この水田はそのまま残すというような形でゾーニングをして取り

組んでいるわけでございまして、今回のこの資料で、そのフローの部分が抜けていたとい

うのはミスでございますので、ご指摘のとおり対応していきたいと思います。 

 青山委員のご指摘でございますが、事業が終わってからのモニタリングでございます。

基本的に国営は、管理段階になると土地改良区が基幹施設については管理する、あるいは

末端については集落がベースになって管理するというようなことだと思っておりますが、

そういう管理との関係も十分踏まえて、この指針の中に位置づけていきたいと思います。 

 中野委員からのご指摘のビデオテープ、これはできるかどうか少し検討したいと思いま

す。優良事例の広報活動は非常に重要だと思っておりますので、パンフレット等でいろい

ろやっておりますけれども、そういうビジュアルな形のものについても、検討させていた
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だきたいと思います。 

 竹谷委員からのご指摘でございます再生につきましても、外来種との関係でありますと

か、あるいは両立の問題でございますが、これを言葉だけではなくて実効性のある形のも

のを提案しないと、ということでございます。そのとおり受けとめさせていただいて、ゾ

ーニングの考え方をきちっとするということかというふうに思いますけれども、その辺の

考え方を指針の中で整理していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○岩崎小委員長  それでは、続きまして、土地改良事業計画設計基準の設計及び計画

「農道」の改定について事務局から報告がありますので、よろしくお願いいたします。 

○石川施工企画調整室長  それでは、初めの設計基準の農道の基準書と技術書（案）の

策定状況ということで、資料―４―１で説明させていただきます。 

 １ページ目をごらんいただきたいと思いますが、設計基準の農道につきましては、昨年

度、当委員会でご審議いただきまして、基準の部分につきましては、本年３月に答申をい

ただいているところでございます。また、基準書（案）につきましても、その時点でご承

認いただいているんですが、一部、この第１番目にあります農道の舗装の性能規定化に伴

います性能指標値、特に計画大型車交通量でいいます日当たり40台未満の交通量の少ない

ところについて、農道独自の舗装の性能指標値、疲労破壊輪数というんですけれども、こ

の値につきまして、３月時点では調査中ということになってございまして、今回、全国の

農道を舗装している地区で、ちょうど10年経過しておるような地区から71地区抽出しまし

て、そこにおきますひび割れの状況等を調査しまして、ここに挙げております基準値、性

能指標の基準値ということで、１台以上15台未満では 1,500回、また、15台以上40台未満

のところでは１万回ということを検証してございます。妥当性を検証したということでご

ざいまして、こういう値で整理したいということでございます。 

 ただ、下の括弧書きでなお書きでございますけれども、ここで農道の疲労破壊輪数につ

いて、この値を基準としては挙げてございますけれども、ここは一般的な目安値というこ

とでございまして、各地区において、それよりより適切な輪数が推定できる場合にあって

は、その推定値を適用することも妨げないと、こういう形で記載したいと考えてございま

す。 

 それから、あと２番、３番につきましては、技術書の方のことでございますが、現在、

技術書の作成作業中でございまして、その中で限界状態設計法の解説を加えてございます。 



 

32

 次の２ページから５ページまで、ここには、まず、性能規定化とはどういうことか基本

的な考え方。農道の場合、舗装について性能規定化を導入しますけれども、その際の考え

方等々、あと、コンクリート構造物で特に橋梁と擁壁と暗渠の部分について、限界状態設

計法という設計手法を原則とするとしましたので、そこについての考え方をこのような形

で入れているということで、抜粋をつけさせていただきました。 

 ３番目は、技術書におきます具体的な環境とか景観の配慮事例の記載ということで、こ

こも抜粋でございますけれども、後ろの６ページ、７ページに、「排水施設の設計」のと

ころで、留意事項ということで、具体の排水路で小動物が上がれるような施設をつくると

か、そういう図解をしたり、また、次の７ページには、下流側に水生動物の生息地があっ

た場合には、集水域を変えないで湿地を保全する、そういう配慮の仕方等についても記載

してございます。そういう例について技術書に記載しておるということでございます。 

 以上、ご報告でございます。 

○澤田資源課長  それでは、関連しまして資料―４―２でございます。最後になります

けれども、計画基準の農道に関しまして報告事項でございますが、説明させていただきま

す。 

 設計基準の農道につきましては、過去３回、技術小委員会でご審議いただきました。ご

承認いただいた内容の中で、設計基準と共通の内容が計画基準にございまして、整合を図

る観点から２点、１ページ目にございますけれども、舗装厚の関係、２点目が地域条件に

応じたということで、これは車道の幅員でございますが、この２点につきましてご説明さ

せていただきます。 

 ２ページ目をお開きいただきたいんですが、１点目の舗装厚の関係でございます。舗装

厚の設計に用いる計画一般大型車交通量の算定方式に関しましては、設計基準の改定で、

舗装の設計期間における大型交通量の日平均交通量とするというふうになりましたので、

これにあわせまして、ここにありますように改定をいたしたいということでございます。 

 あと、下のなお書きでございますけれども、舗装の設計期間の考え方、これにつきまし

ても設計基準と併せて改定をするということで考えてございます。ということが１点目で

す。 

 ３ページ目が、今申し上げたことがフロー図の中にありますので、網かけの部分でござ

いますが、右側の「10年後」というところを「将来目標時の」というふうに表現を変更し

てございます。 
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 次の４ページでございますが、２点目でございます。車道幅員の特例の関係でございま

す。注のところに特例のことが解説されています。あと、表の中では右側のところでござ

いますが、設計基準において、やむを得ない場合ということでなければ適用できなかった

特例値、右側の下の方にちょっと注で、古い表現、現行の表現が書いてございますが、こ

れが地域の特性などによって、設計選択上の下限値として弾力的に適用できるという表現

に改定されたということでございまして、その値もこのように改定するということでござ

いますので、計画基準もここに示すとおり改定いたしたいということでございます。 

 なお、以上の２点でございますが、設計基準にもあって計画基準にもあるということで

ございます。これらは事業計画を策定する上で非常に主要な工事計画ということになりま

すので、両方とも出ているということでございます。 

 以上でございます。 

○岩崎小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの２つの報告につきまして、ご意見がございましたらお願いをいた

します。 

 どうぞ。 

○青山専門委員 ４―１の方ですけれども、１ページ目の今の疲労破壊輪数というのを調

査されたというふうなお話でしたけれども、これはさっきご説明あったのかもしれません

が、何カ所ぐらいで調査されたのかということと、他の道路の基準でこういうデータが既

にあって、そういうものとの整合性はどうなんだろうかという点をお伺いしたいのが１点

と、もう１点、２枚目ですね、道路のうち舗装に限っては性能規定、それから「コンクリ

ート構造物の構造設計においても可能な限り既存文献に準じ限界状態設計法による性能規

定化を導入する」ということなんですけれども、その場合、既存文献というのは、もうち

ょっと具体的に何か示した方がいいのではないのかということを考える。その２点をお尋

ねします。 

○石川施工企画調整室長  １点目の農道の疲労破壊輪数についてでございます。これは、

全国舗装地区のちょうど10年経過した地区71地区を対象にしまして調査を行いまして、そ

の中でひび割れが確認できたところが17地区ございまして、検証するに当たっては、その

ひび割れ地区とそこについては実際の交通量についても調査しまして、計画交通量の確認

も併せて行って、その上で、こういう値が妥当であろうということで設定してございます。

一般道路の方につきましては、40台以上 100台未満の３万回というところまでが一般道と
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同じ基準値になっておるんですけれども、それより交通量の少ないところについて、聞い

ている範囲では、一般道の方で調べたデータはないというふうに聞いてございます。 

 それから、限界状態設計法を原則とするということで、既存文献にできるだけ準じとい

うことで、これにつきましては例えば「コンクリート標準示方書」等、あるいは橋梁の設

計指針等そういうものを、次の３ページになりますと、具体に出てまいりますけれども、

そういうものが既に性能規定化になっていまして、できるだけそういうところで参考にで

きるものを活用して、限界状態設計法を原則にしたいということでございます。 

○岩崎小委員長  ほかにございますか。 

 それでは、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すべて終了いたしましたので、議事

進行を事務局にお返ししたいと思います。 

○角田事業計画課長  ありがとうございました。 

 次回の技術小委員会につきましては、２月ごろの開催を考えております。詳細につきま

しては、事務局より追って連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして本日の技術小委員会、閉会とさせていただきます。ありが

とうございました。 

 

――了――   

 

 


