
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３回技術小委員会議事録  

日 時：平成 17 年３月３日（木） 10：00～12：00 

場 所：農林水産省４階 第２特別会議室 

○角田事業計画課長  おはようございます。10 時になりましたので始めさせていただき

ます。本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 ただいまから、農業農村整備部会平成 16 年度第３回技術小委員会を始めさせていただき

ます。 

 開会に当たりまして、南部整備部長からごあいさつ申し上げます。  

○南部整備部長  南部でございます。おはようございます。農業農村整備部会 16 年度第

３回の技術小委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、年度末の大変忙しい中ご出席を賜りまして、厚くお礼を

申し上げます。 

 今、私ども農水省では新たな食料・農業・農村基本計画の見直しをやっておりまして、先

般その原案を食料・農業・農村政策審議会の企画部会に提示させていただきました。今月中

に閣議決定ということを目指しまして、とりまとめに向けたご審議を今日の午後にもまたお

願いするというような運びになっております。 

 このうち、私どもが担当いたしております農業の生産基盤の整備につきましては、農業の

構造改革の加速化に資する農地の整備でありますとか農業水利施設などの適切な更新・保全

管理の充実を図るというような方向になると思っております。 

 また、生態系でありますとか景観、文化というような農村の環境を総合的に保全・形成す

るような基盤整備の実施でありますとか総合的なコスト縮減対策の一層の推進など、効率・

効果的に事業を実施するというようなことも考えております。 

 このような観点を踏まえまして、本委員会で本日ご審議いただくこととしております設計

基準の「ポンプ場」の改定の案につきましては、コストの縮減でありますとか設計施工の合

理化、環境との調和というような観点から見直しを進めておるものでございます。今日は、

パブリックコメントに対する対応方針も含めてご審議をいただきまして、その結果を今月末

に開催予定の農業農村整備部会にご報告し、部会でご議論いただきたいと思っております。

 また、農業農村整備事業の「新たな技術開発五カ年計画」につきましては、基本計画の見

直しでありますとか、平成 15 年 10 月に策定いたしました土地改良長期計画を踏まえた施策

の展開を図るための技術開発の基本計画を定めたいと考えておりまして、本日とりまとめに

向けたご審議をお願いしたいと考えております。 

 さらに、計画基準の「ほ場整備（畑）」の改定、これを新たにご審議いただくこととして

おりますが、現行のこの「ほ場整備（畑）」の基準は、制定されましてからほぼ四半世紀が

経過しております。この間の食料・農業・農村を取り巻きます情勢の変化でありますとか技



術の進展というようなことを踏まえまして改定の作業を始めることといたしました。よろし

くお願いいたします。 

 委員の皆様方におかれましては、このようなことから、本日、幅広い視点から忌憚のない

ご意見を賜りますようお願い申し上げまして、開催に当たってのごあいさつとさせていただ

きます。本日は大変ありがとうございます。  

○角田事業計画課長  本日、竹谷委員、角野委員、細谷委員におかれましては、ご欠席

されるとの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、議事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、設計基準「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を中心に説明させていただきますが、資料―１

―２は基準の部分の案でございます。参考資料が基準書全体の案でございます。 

 それでは資料―１―１です。先ほど部長の方からお話がありましたが、前回、昨年 12 月

10 日のこの委員会でいただきました指摘事項に対しての対応方針、その後 12 月 14 日から

１カ月間、一般の方を対象にしましてパブリックコメントをしてございまして、そこで出さ

れました意見についての対応方針ということで整理してございます。 

 内容に入りますが、１ページ目をごらんいただきたいと思います。これは前回の委員会で

委員からいただきましたご指摘に対しての対応方針ということでございます。 

 １番でございます。初めの「基準の位置付け」あるいは「運用の位置付け」のところで指

摘内容ということで、「ポンプ場の設計は・・・社会条件及び施工条件等の実情に即して適

切な運用を図らなければならない」という表現になっておるのですけれども、他方で、例え

ば調査項目のところでは、調査のときに配慮する条件として、右側の備考の欄の下の方をみ

ていただきたいのですが、Ｐ14 ということで「設計の基礎資料とするために必要となるポ

ンプ場周辺の自然的、社会的諸条件に関する事項について、適切な調査を行い」ということ

で、ここでは自然的条件を入れておりまして、整合がとれていないのではないかというご指

摘でございます。これにつきましては、関係のところの表現を統一しまして「自然的、社会

的条件及び施工条件等の」ということで修正させていただきたいと考えております。 

 ２つ目でございます。これは「吐出し水槽」という言葉と「吐出樋門」という記載がある

のですけれども、「吐出し」というのだったら「吐出し樋門」とそろえたらどうかというご

意見なのですが、これにつきましてはＪＩＳの用語にそれぞれ整合させ、今のままの表現に

させていただきたいと考えております。 

 ３つ目でございます。「６―１調査項目」について、河川状況等について水系でとらえて、

他省庁の事業も含めて調査をしてはどうかというご指摘ですけれども、いわゆる関連事業に

つきましては、計画基準の排水の中で関連事業についても調査するということで書かれてご



ざいます。ただ、設計段階でそういう関連事業につきまして必要となります調査もあるかと

思いますので、そういうものにつきましては技術書の中で記載していきたいと考えてござい

ます。 

 次のページにまいります。４番目の「生物の人為的移送の遮断」についてです。ポンプ場

を設置することによりまして、これまでそこの地域にいなかったような生物がポンプ場によ

って拡散していく。それによって現況の生態系等に悪影響が出てくるということがあるかと

思います。そういうことを防止するというご趣旨かと思います。何カ所かご指摘いただいて

いるのですが、そもそも初めの設計の基本のところで環境との調和への配慮ということは謳

っておりますので、広い意味ではその中にそういう趣旨も入っていようかと考えておりま

す。「人為的移送の遮断」ということで最も効果的な施設というのはどういうものかと考え

まして、ポンプ場の場合ですと吸込水槽にまずは水が入ってくるわけですけれども、そこの

時点でそういう悪影響を及ぼすような生物については排除していく。「迷入防止装置」とい

うものを設置していることがあるのですけれども、そういうことについて「吸込水槽の水理

設計」のところで記載させていただいております。 

 具体的には参考資料―１の基準書の案の 47 ページをごらんいただきたいと思います。47

ページの「吸込水槽及び吐出し水槽の設計」の解説の欄でございますけれども、その下の段

の方に「吸込水槽には次の施設を設置する」ということで、「必要性を検討の上、設置する

ものとする」という施設の一番最後のところに「迷入防止装置」というものを書きまして「魚

類等生物の迷入や有害な外来種水生生物の拡散等の防止」ということを記載させていただい

ております。このような対応にさせていただきたいと考えております。 

 次の項目にまいります。「吐出し水槽の水理設計」のところで、ポンプを運転することに

よります振動が、堤防、樋門への影響を勘案してということもあるのですけれども、周辺の

生活環境にも影響が及ぶであろう、そういう趣旨も書かれたらどうかというご指摘ですけれ

ども、これにつきましては、対応方針（案）の中にありますように「周辺の住家等への影響

を緩和する」というような記載で修正させていただきたいと考えております。 

 次の項目です。「基礎工の設計」のところで、備考の欄の方をごらんいただきたいと思い

ます。「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」というような表現

に案がなっていたのですけれども、この「上部構造を固定させる」という表現がわかりにく

いというご指摘でございます。それにつきましては、対応方針（案）にありますように、「地

盤、上部構造及び基礎構造は一体的に取り扱うべきものであるため、基礎構造を選択する段

階で、上部構造の設計があまりに固定化していると、適切な基礎設計とならない場合がある」

と。要はそれぞれの設計に当たっては１つに固定してしまうということではなくて、相互に

見合った形で全体としてバランスのとれた設計にしていく、本来そういう趣旨の記述をした

いということで、このような表現にさせていただきたいと考えております。 

 次でございますが、「建屋の構造」の中で景観配慮の記述も必要ではないかということで

ございまして、これにつきましては対応方針にありますように景観ということも入れさせて

いただきたいと考えております。 



 以上が委員からのご指摘に対しての対応方針でございます。 

 次のページからパブリックコメントで一般の方から出されました意見でございますけれ

ども、パブリックコメントの結果、11 人の方から 106 件の意見が出されているということ

でございます。意見を出されました方は、ポンプのメーカーの方とか直接事業にかかわって

いる実務担当の方からのご意見が多かったということでございます。 

 １番目の意見につきましては、先ほど委員のご指摘の初めにお話ししたものと同様でござ

います。表現の整合ということで修正してございます。 

 ２番目でございます。現行の書き方が設計基準の「畑地かんがい」、「排水」というよう

な表現だったのですが、これは記載の仕方が間違っておりまして、基準名が間違っていると

いうことで対応方針にあるように修正させていただきたいということでございます。 

 ３つ目ですけれども、これは右の備考欄をごらんいただきたいと思います。「ポンプ場の

定義と基準の適用範囲」のところで、「建屋については本体施設と一体的に設けられ、構成

上は本体施設の一部と見なされるが、設計技術上は独立しているため、基準の運用において

は便宜上、吸込水槽・吐出し水槽とは分離して取扱う」ということで、いわゆる洪水時に浸

水ということがあり得るのですけれども、それについての記述が今の基準案の中ではポンプ

設備の設計のところでしか書かれていないという状況があります。ポンプ設備の設計におい

て、ポンプを運転するに当たって、キャビテーションの発生を防止するという観点からはで

きるだけポンプの据えつけ高さを低くすることが有利になるということなのですけれども、

ただその場合、洪水時に浸水もあり得るということで、そういう洪水時の水位を想定して据

えつけ高さを決定するのですが、必要に応じて土木構造物の方を水密構造にする、そういう

ことが記載されております。 

 ご指摘の意見では、例えば昨年各地で洪水があって、ポンプ場への進入路が確保できなく

て操作にそもそも行けなかったというような状態もあったということで、そういうことも踏

まえた中身にすべきではないかというご指摘でございまして、豪雨時におきますポンプ場へ

の進入路の確保というような観点につきましては、留意事項等について技術書の方に記載さ

せていただきたいと考えてございます。 

 次の４ページにまいります。「設計の基本」のところで、今回「性能規定」を一部導入し

ておりますけれども、基準の「設計の基本」のところでどこにも「性能」という言葉が見当

たらないということで、表現の中に「要求される性能」というようなことを書いたらどうか

というご意見です。基準では、右の備考欄にございますけれども、「設計は、一連の用排水

系においてポンプ場が必要とされる機能を確保し」これこれとなってございまして、性能規

定が導入されましても趣旨はこの中で既に盛り込まれていると考えまして、原案のままにさ

せていただきたいという対応方針でございます。 

 次でございます。環境との調和や景観に配慮」のところにつきまして、具体的な調査方法

とか許容されるマイナスの影響度、生態系を含む環境条件への影響限度等について事例を示

す必要があるのではないか、そういうご意見ですけれども、事例につきましては技術書の中

で紹介させていただきたい、そういう対応方針で考えております。 

 次にまいります。「ポンプ施設の構成」という表現があるのですけれども、これは「ポン



プ場の構成」の間違いではないかというご意見ですが、これはご指摘のとおり修正させてい

ただいています。 

 次の項目です。これも同じ内容でございます。 

 次のページにまいります。これも表現の適正化ということで、「調査は、ポンプ場の設置

及び土地条件等に応じて」と書いてあったのですが、用語の使い方を「設置条件及び土地条

件等」ということで適正化するということでございます。 

 次でございます。「気象・水象・海象調査」につきまして、「洪水や地震などの災害に関

する調査を追加する」ということでございますけれども、今書かれています「気象・水象・

海象調査」の中で洪水とか地震、そういう災害に対しての調査も含まれていると考えてござ

いまして、具体の中身、調査手法等につきましては技術書に記載していきたいということで

ございます。 

 10 番目でございますが、これも用語の適正化ということで、「自然環境の保全について

必要な環境調査」を「自然環境の保全対策について必要な環境調査」、そのように修正した

いというものでございます。 

 次でございます。「基準の運用」の排水ポンプのところで「湛水を許容する場合、させな

い場合」の基準の水位のとり方について、排水の場合、受益地の中で最も低いほ場に合わせ

て計画基準内水位を定めますけれども、水田の場合には湛水を許容するということで基準内

水位に 30 センチ上乗せになっている。田面の高さよりも 30 センチ高いところまで基準水位

をとることになっていますので、それに対してマイナス 0.3 メートルで田面高にあわせる。

湛水を許容しない場合、要するに畑利用されているようなときには 0.5 メートルを引いて

いますけれども、これは機場の大小にかかわらないのか、そういうご質問でございます。こ

れはそういう基準水位のとり方の話でありまして、機場の大小には関係ないという回答でご

ざいます。 

 次のページにまいります。これも語句についての質問ということです。主ポンプという用

語を使っているのですけれども、副ポンプあるいは従ポンプという言い方があるのかという

ことです。これはＪＩＳ用語に従って主ポンプという表現をしております。そういう意味で

はポンプ場でポンプとしての機能を果たしているものは主ポンプと呼ばれております。 

 次でございますが、ライフサイクルコストについて、その算定の項目について明確にする

必要があるのではないかというご意見でございますが、これについては技術書で記載してま

いりたいと考えてございます。 

 14 番でございます。排水ポンプを使用するときに、計画排水量で設備を決定しているた

めに、小洪水時には排水路の水がポンプの運転についていかなくて間断運転をしなければい

けないようなときがある。そのために遊水池の規模を大きくするとか小洪水に対応できるよ

うなポンプを入れられるように記載したらよいのではないかというご意見ですが、これは小

洪水時に対応しました円滑なポンプ運転について排水ポンプの台数割とか遊水池の設置の

ところで記載しておるということでございます。さらに詳細につきましては技術書に記載し

ていきたいということでございます。 

 15 番でございますが、キャビテーションの検討です。ポンプの運転中に流速が速まって



内部の圧力が下がって気泡が発生する、そういう現象をキャビテーションと呼びます。「ポ

ンプ設備の据えつけ高さについて洪水時の浸水によってポンプ運転に支障を来さないよう

に」とあるのですけれども、そのときの洪水というのは 50 分の１年、あるいは 100 分の１

年のどういう洪水を指すのかということでございますが、これにつきましては、考え方につ

いては技術書の方に記載していきたいと考えてございます。 

 本来ポンプ場地点で考えられる最高の水位を想定して、ポンプの最高吸い込み水位は決ま

るということでございますけれども、決定の仕方については技術書に記載したいということ

でございます。 

 ７ページでございます。これも表現の適正化でございます。「監視操作制御設備及び電源

設備」という項目のところで「かんがいポンプ及び常時排水ポンプ設備において、運転に必

要な動力用電源は、商用電源とし」という表現があるのですけれども、かんがいポンプの場

合でありましても電源がなかなか得られないような地区であったり、あるいは年間で運転時

間が非常に限られているというような場合には電源ではなくて内燃機関を用いる場合もあ

るわけなので、ここは表現が誤解を招くということで、対応方針にありますように「主原動

機に電動機を選定したかんがいポンプ」という表現に改めたいと考えております。 

 次でございます。「吸込水槽及び吐出し水槽の設計」のところでございますけれども、「ス

クリーンと角落し又は水門設備」、これは基準書の案の 47 ページ、先ほどのところをもう

一度ごらんいただきたいと思います。吸込水槽の設計に当たりまして必要な施設をあわせて

設置するというものでございますけれども、47 ページの下の方にスクリーンとか角落し等

の水門設備、さらに下の方に遊水池、沈砂池、溜ます、迷入防止装置とあります。原案では

このような区別がされていなかったのですが、これについて重要度に応じて原則として設置

するものと必要性を検討の上で設置するもの、そのように分けた方がいいのではないかとい

うご指摘でございますので、このように修正したいと考えております。 

 次は、今の箇所について「角落し等の水門設備」とあって、その後ろに目的が書かれてい

るのですが、「吸込水槽内の清掃及び主ポンプの点検整備」ということで修正したい。最初

の原案では「吸込水槽内の清掃」だけしか書いていなかったのですが、主ポンプの点検整備

の目的でもこういう施設が必要ということでございます。 

 次のページにまいります。一番上「迷入防止装置」につきましても、今の 47 ページの表

現に修正するということでございます。 

 その次の沈砂池につきましても、「土砂の多いところでの土砂吸込防止」という形で目的

の書き方を修正したいというものでございます。 

 次の 21 番です。建屋の設計に当たりまして、「景観及び生態系を含む周辺環境との調和」

ということで、内容について何も書いてないというご指摘でございますが、事例につきまし

て技術書に記載させていただきたいというものでございます。 

 最後ですが、洪水時用の排水ポンプについて、洪水のないときには運転できないというこ

とで、管理運転ができるような方法を記載したらどうかというご意見でございまして、これ

については 13 の管理設備の設計の中に「必要に応じ管理運転が行える設備等を設けるもの

とする」と書かれておりますけれども、さらに技術書の中で事例等を記載してまいりたいと



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。 

 ただいま説明がございました内容につきましては、先ほどごあいさつの中にもありました

ように、本技術小委員会でとりまとめた後、３月 23 日に開催予定の第６回農業農村整備部

会に報告をいたします。さらに部会において審議をいただいた後、農林水産大臣へ答申する

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。どうぞ。  

○河地専門委員  前回の会議に出席できずに大変失礼したのですが、事前にお送りいた

だいた資料をみさせてもらいまして、２～３気がついたことを……。 

 参考資料―１の基準書（案）でございますが、４ページの運用の右側のコラムです。２番

目の段落の文章ですが、「ポンプ場の設計は」云々「適切な運用を図らなければならない」

とあります。この文章は非常にねじれていまして、主語が「ポンプ場の設計は」でありまし

て「図らなければならない」でとじてあるのですが、ちょっとこれはぐあいが悪いと思いま

すので、もし直すとしたら「適切な運用」の前に「基準の適切な運用を図らなければならな

い」とされた方がいいのではないかと思います。 

 それと同じ段落の３行目のところに「実情に即し」とありますが、この「即」はこれにの

っとってという意味ですから「則」という字でなければならない。実際に隣の解説の方では

「則」という字が使われているということです。 

 同じところの５ページの解説のところ、今の該当箇所のなお書きのところ、「なお、この

基準及び運用は」とありますが、この「及び運用」は不要だと思います。「この基準はあく

までも」云 「々基準を定めたものであり」ということにしないと意味が通じないと思います。

 それと、９ページの解説のところでミティゲーション５原則の注意書きが下に小さな文字

で書き上げられておりますが、この中で「elimination 」を「消失」と訳されています。こ

れは自然に環境の影響が消え失せるということではなく、そういう意味にとられがちです

が、「elimination 」は「取り除く」という意味に解釈する。現に「elimination 」という

のは、辞書を引いてもわかりますように「消失」という意味ではありません。「除去」とい

う意味ですから、ここは「軽減／除去」という表現が適切ではないかと思います。 

 以上です。  

○岩崎小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、そのほかご意見ございましたら。 

 事務局の方、よろしゅうございますか。  

○石川施工企画調整室長  ただいまの委員のご指摘を踏まえまして修正をさせていただ

きます。  



○岩崎小委員長  ほかにございましたらどうぞ。 

 ご意見は特段ないようでございますので、それではこのあたりで本件についての議論を閉

めさせていただきます。当技術小委員会といたしましては、ただいまご意見をちょうだいい

たしました点、修正した後で部会に報告させていただきたいと思います。修正につきまして

は私にご一任を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ます。 

 それでは、次の議題に移りまして「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、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「農業農村整備事業に関する新たな技術開発五カ年

計画」の策定についてご説明させていただきます。 

 資料は資料―２、参考資料―２－１、２―２と２―３とございます。 

 資料―２にございますけれども、前回、12 月 10 日の当委員会におきまして、この新たな

技術開発五カ年計画の策定の趣旨等につきましてご説明させていただきましたが、これまで

どのように作業を進めてきたかということを初めにお話ししたいと思います。 

 参考資料―２―２で日程が横書きで書かれてございます。作業に入りましたのは昨年の８

月、９月ごろからです。これからの農業農村整備事業を進めていく上で求められる技術開発

の課題は何か、そういう方向をこの計画の中に示したいということでございますけれども、

まず関係者――行政として国、県等、大学、学会関係の方、民間の建設会社、コンサルタン

ト会社、事業に関係される各方々からこれからの技術開発のテーマにつきましてアンケート

調査を実施しております。さらには、農業工学研究所におきましても中心となって農業農村

整備事業に係る研究開発が行われているわけですが、ここではちょうど独立法人の五カ年計

画、中期計画を見直す作業が進められておりまして、こちらの方との整合性も図るというこ

とで作業を進めております。 

 アンケート調査につきましては、全体で約 1,000 件近い具体的な技術テーマについて集

められまして、これを絞り込んでいくような形で整理をしてございます。また、こういう作

業と並行しまして、農業農村整備に求められますこれからの施策の課題を踏まえた基本方針

も作成しているということでございます。 

 検討に当たりましては検討委員会、また専門委員会を設けておりまして、下の方にありま

すように、昨年の 10 月からそれぞれ２回、検討会を開催させていただいております。そう

いう作業のスケジュールでこれまで進んできておるということでございます。 

 そこで資料―２に入らせていただきます。目次のところで五カ年計画の構成でございます

けれども、１番としまして「農業農村整備事業の分野における技術開発の基本方針」という

ことで書いてございます。２番として、農業農村整備事業に求められます「施策課題と技術

開発の視点」ということで書かれております。３番には「具体的な技術開発」のテーマ。こ



れは別紙の表の形で整理をしたものでございます。４番として、今後五カ年計画を推進する

に当たっての技術開発を促進するための体制整備というようなものを書いてございます。

 そこで、１ページの「はじめに」に入りますけれども、ここではなぜ今回こういう五カ年

計画をつくるかという趣旨、これは前回も説明しましたが、１つには事業をめぐる状況とし

まして、平成 15 年度からコスト構造改革プログラムの取り組みが始まっている。あるいは

15 年 10 月には新たな土地改良長期計画が策定されてございます。 

 それから、ご承知のように、現在新たな食料・農業・農村基本計画の策定という作業も今

年度末を目途として進められている。 

 こういう動きを踏まえて技術開発に当たってどういうことをテーマにしていくか、どのよ

うに進めていくべきかということを今ここでとりまとめて、技術開発をこういう計画をとり

まとめることによって効果的に進めていこう、効率的に進めていこうという趣旨で書いてい

るものでございます。そういうことが「はじめに」に書かれてございます。 

 ２ページでございますが、技術開発の基本方針について述べております。 

 まず初めに「技術開発による社会的な貢献と目指すべき成果」ということで整理してござ

います。やはり農業農村整備事業、これからこのように技術開発をしていくということは、

当然当事者、事業関係者が知るということも大事なのですが、広く国民一般の方にも理解し

ていただくことが重要であろうということで、一番初めに技術開発によってどういう社会的

な貢献がされるべきかということを整理してございます。 

 ここでは、人類の生存基盤を支えているのは水と土を基礎にした農耕が中心であり、水と

土のもつ生存基盤の維持という機能について、将来とも健全に維持していかなければいけな

いということを述べています。農業農村整備事業は、農地とか農業用水の適正な整備、保全

管理を通じまして、水と土がもつ機能が健全に発揮されるように、そういうことが大きな目

的として実施されるということでございます。こういうことを踏まえて３つの社会的な貢献

という形で整理してございます。ここだけ読ませていただきます。 

 １つ目が、水と土から創出される食べ物をその生み出される場と過程も含めて人々から満

足と信頼を得られるものにする。 

 ２つ目としまして、水と土が生産・自然・エネルギーと密接に関連する中で、担うべき重

要な役割を果たし、地球環境に優しい循環型社会をつくる。 

 ３つ目でございますが、水と土を基礎として造られ、国民の生産と生活の場となっている

国土を、だれにとっても快適で魅力あるものとして次の世代に継承する。 

 こういう３つの大きい社会的な貢献ということを目指していくべきだということで書い

てございます。 

 次のイのところでは「技術開発の目指すべき成果」ということで、これは食料・農業・農

村基本法の基本理念を踏まえて、さらには新たな土地改良長期計画の中での目標とする施策

等を踏まえて整理してございます。 

 ３ページに入っていますが、５つ書いてございます。 

 １つ目が、農地と水の適切な整備等によって、効率的な農業経営と担い手の育成に資する

というもの。 



 ２つ目、農地と水の有効利用を図り、国民共有の財産として次世代に継承する。 

 ３つ目、災害を防ぎ、安全、安心な暮らしを実現する。 

 ４つ目として、農地と水に係わる地域資源の円滑な循環により、自然と農業生産を調和さ

せる。 

 ５つ目として、美しさと個性のある快適な農村環境を形成する。 

 これらを技術開発として目指すべき成果を表現したものとしたいというものでございま

す。 

 次には、近年の事業におきます施策の課題を整理しております。これは、土地改良長期計

画の中で示されている７つの政策目標というものがございます。これがそこに整理されてお

りまして、さらには、冒頭で申し上げましたコスト構造改革プログラムの取り組み、要する

に効率的、効果的に事業を進めていくことも施策課題になっておるということでございま

す。 

 それとあわせまして、食料・農業・農村基本計画、現在作成作業中のものにつきましてそ

の中で、関係の部分についても施策課題の中に盛り込んでいきたいということでございま

す。 

 こういうものを踏まえて、４ページにまいりますが、「技術開発の基本方針」ということ

で８つの項目で整理してございます。簡単に申し上げますと、初めの①番から⑦番は土地改

良長計の７つの施策目標をベースにしております。特に⑥番の「自然と農業生産が調和した

豊かな田園自然環境の創造及び地域資源の適切な保全管理に資する技術」ということですけ

れども、後段の部分の「地域資源の適切な保全管理に資する技術」という表現につきまして

は、今検討されています新たな基本計画の中での新しい施策の確立ということで挙げられて

おりますので、この中に織り込んでございます。８番目については、コスト構造改革プログ

ラムを踏まえたものでございます。 

 ちょっと言い忘れましたが、３ページに戻っていただきまして、文章の表現の問題なので

すが、３ページの一番最後のパラグラフに「さらに平成 17 年３月に策定された新たな食料・

農業・農村基本計画」と書かれております。これはあくまで今、本年度末を目標でそういう

基本計画の作業が進められておりますので、こちらの方が確定された場合こういう表現にな

るということでございます。あくまで案という形で書いてございます。 

 ５ページから「施策課題と技術開発の視点」ということで具体的な中身について記述され

ておるのですが、これにつきましては参考資料―２―３の方でご説明したいと思います。表

紙がＡ４の横になっておりますが、「新たな技術開発五カ年計画の骨子」ということで、１

枚目には今申し上げました五カ年計画の全体像を整理してございます。 

 次のＡ３判の横紙の方をごらんいただきたいと思いますけれども、ここで先ほどご説明し

ました目指すべき成果、技術開発の基本方針を左側の欄の方に整理していまして、それぞれ

に対応します技術開発の視点、一番右の欄には具体的にどういう技術開発をするのか、その

イメージを整理したものでございます。この具体的イメージにつきましては、実際には全体

で 103 の技術開発のイメージが本体の方にはついておるのですが、ここにはその中の事例

ということで抜粋して書いております。 



 そこで８つの基本方針に沿って、それぞれどういう視点をもって技術開発のテーマを定め

ていったかということでございます。時間の関係がありますので、ところどころポイントだ

けご説明させていただきたいと思います。 

 「技術開発の基本方針」の１番ですが、「意欲と能力のある経営体の育成に資する技術」

ということで、視点としましては「農地基盤に係る遠隔情報収集技術」、右の方にあります

けれども、ＧＩＳとか衛星データを利用して生産基盤の整備状況とか利用状況についてデー

タを把握していく。そういう技術を開発するというようなものがございます。 

 「技術開発の視点」の２つ目としては、「農地の利用集積の推進方策に係る技術」という

ものを視点として挙げてございます。 

 ２つ目の基本方針ですが、「総合的な食料供給基盤の強化に資する技術」ということで、

視点は３つ整理してございます。「新たな農地整備技術」、「地域特性に配慮した整備技術」、

３つ目が「農業生産物の流通・情報システムの構築技術」というふうに整理してございます。

 それぞれに対応する具体的なイメージの例が示されております。例えば「新たな農地整備

技術」としましては、「水田の水位調整システムの高度化によって、田畑輪換に対応した地

下水位調節技術の開発」と書かれてございます。栽培される作物に最適な水の環境をつくり

出す。特に地下かんがいというような仕組みもありますけれども、こういうものを用いて地

下水位の調節をできるような技術、そういうものが例として書かれてございます。 

 ３つ目の基本方針でございますが、「安定的な用水供給機能等の確保に資する技術」とい

うことで、技術開発の視点は５つ整理してございます。１つ目が「農業用用排水施設等を適

切かつ効果的に補修・更新するための機能診断技術」、２つ目としまして「農業用用排水施

設等のライフサイクルコストを低減する補修・補強技術」、３つ目、「新材料、新工法を活

用した農業用用排水施設の整備技術」、４つ目、「水資源の有効利用促進のための水利調整

と用水再編に資する技術」、最後、５つ目ですが、「安心・安全な食料供給と環境負荷の軽

減に資する水質保全技術」という形で５つの視点で具体のテーマを整理してございます。

 特に１番目、２番目等は、これから更新の時代に入っていくということで、適切な時期に

更新をしていく、また、現在ある施設をできるだけ有効活用していくという視点があるわけ

ですが、これに必要な現況の施設の機能診断技術、これが一番初めに入っています。 

 事例ですけれども、土・コンクリート構造物とか施設機械等の劣化状況を非破壊検査によ

って診断する技術の開発というものがございます。 

 それから、ライフサイクルコストを低減する補修・補強技術としまして、事例として高靱

性セメント複合材料を用いた水路構造物の補修・補強工法の開発等がございます。 

 基本方針の４つ目に入りますけれども、「農業災害の防止と安全・安心な地域社会の形成

に資する技術」ということで、これは視点を４つ整理してございまして、１つ目、「農地の

土壌侵食・土砂流出・地すべり防止技術」、２つ目が「農業災害の効率的・効果的な復旧技

術」、３つ目「広域防災機能の増進、災害予測及び情報提供に資する技術」、４つ目としま

して「農地や住民の生命・生活を災害から守るための施設の安全向上技術」ということで整

理してございます。 

 具体的な例としまして、例えば１番の「農地の土壌侵食・土砂流出・地すべり防止技術」



の例としまして、地すべり地域等における省力型３次元電気探査法、これは例えば航空機等

を使って電磁波により地層の状況を把握する。電磁波で探査を行って、把握された地層の構

造からハザードマップをつくっていこう、そういう技術の開発でございます。 

 その次の「農業災害の効率的・効果的な復旧技術」としましては、洪水の一時的な越流に

耐えられるため池の設計・構築技術の開発ということでございます。ため池は本来、堤体の

越流は許されないわけですが、一時的に越流に耐えられるような施設とすることによって、

例えば洪水吐の規模が縮小できる。そういうコスト縮減の効果も期待できるというような技

術でございます。 

 基本方針５つ目ですが、「循環型社会の構築に資する技術」としまして、これは３つ整理

してございます。「農業集落排水汚泥や家畜排せつ物等農村地域で発生する廃棄物の再利用

と水質浄化技術」、「循環型社会を構築するための循環容量・社会システム・地域管理に資

する技術」、３つ目としまして「自然エネルギーを利用した農業用用排水施設の管理技術」

ということで、具体の例は右の方に書かれているような、特にバイオマスの利用技術等がこ

の中に含まれてくるということでございます。あるいは自然エネルギーを活用した維持管理

施設の開発。そういうことも中で整理されております。 

 基本方針の６つ目「自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環境の創造及び地域資源の

適切な保全管理に資する技術」ということで、これは４つ視点が整理されております。 １

つ目、「地域資源の保全管理技術」、２つ目、「農業・農村の有する多面的機能の定量的・

経済的評価の技術」、３つ目、「ビオトープ・ネットワークの形成技術」、４つ目としまし

て「自然環境、生態系保全、生物多様性に配慮・貢献する技術」ということで、右の方に具

体の事例が示されてございます。 

 基本方針７つ目でございます。これについて「個性ある美しいむらづくりに資する技術」

としまして「村づくりの計画技術及び合意形成技術」、「個性ある村づくりに資する技術」

ということで２つの視点で整理しております。 

 次、８番の基本方針ですが、「効率的、効果的な計画・設計・施工・管理に資する技術」

ということで、これはそれぞれ「効率的、効果的な調査・設計」あるいは「施工、管理」、

それぞれに資する技術ということで右のような技術開発テーマを挙げているということで

ございます。 

以上が具体的な技術開発テーマを整理したものでございます。 

 そこで、また資料―２に戻っていただきまして、今申し上げました技術開発の視点につい

て９ページまでありまして、10 ページでございます。10 ページの４番からご説明させてい

ただきます。 

 五カ年計画の推進に向けて、促進するための体制整備という視点から整理してございま

す。 

 「技術開発促進のための条件整備」ということで、１つ目、アとして「試験研究機関、大

学、民間企業の役割と連携の強化」ということでございます。技術開発につきまして、今申

し上げました各機関がそれぞれ取り組まれているわけですけれども、それぞれの得意とする

分野とか内容があるということで、その特長を生かして進められることが効率的に開発を進



める上で有効であろうということでございまして、これまで以上に各機関の連携協力が実現

できるような環境をつくっていくことが必要だということを述べてございます。 

 次のイですけれども、「農業工学以外の学術分野との連携の強化」ということで、今の事

業の展開方向の中に、例えば環境創造型事業への転換とか、農業用水の健全な循環とか、美

しい景観に囲まれた快適な生活環境の形成等、従来の農業工学の課題から研究課題が広まっ

ているということで、農業工学以外の学術分野としまして、下の方に書いておりますけれど

も、農学、生態学、環境学、生命科学、さらには人文科学、社会科学等を含めた総合環境学

分野との連携を強化していくことが必要だという趣旨を書いてございます。 

 11 ページにまいります。「情報の提供体制の整備」ということで、先ほどありましたけ

れども、各研究機関同士での連携強化に努めるということとあわせまして、実際事業に携わ

っている技術者についても技術開発についての情報を同じようにもっている必要があり、こ

れが効果的な技術開発の促進につながるということでございまして、こういう関係者間の情

報の提供体制をより整備していく、強化していこうということが書いてございます。研究機

関同士の情報の交換をよくすることによって共同研究ということもより進みやすくなると

いうことで書いてございます。 

 エでございます。「技術開発を促進するための制度の整備・活用」ということで、ここで

は具体名でいいますと、官民連携新技術研究開発事業と申しまして、民間の企業で農業農村

整備についての新しい技術開発をしたいという希望のある場合で、複数の会社でチームをつ

くって研究開発に取り組まれようとする場合に国から支援している仕組みがございます。そ

の際には、複数の会社でつくられました研究チームと、従来ですと農業工学研究所で共同の

形で開発に取り組んでいただくということを制度として置いていたわけですけれども、これ

からさらにこういう仕組みを拡充強化していこうということで、このエの中ほどに書いてお

りますが、「共同開発に参画する関係機関の対象範囲を拡大」すること。具体的に申し上げ

ますと、農業工学研究所ばかりではなくて、例えば大学とか農業工学研究所以外の試験研究

機関につきましても、そういう事業制度の中に共同の研究開発をする機関として盛り込んで

いきたい。そういうことについて検討すべきであると書いてございます。 

 それから、毎年度助成対象にする新しい研究案件を選定しているのですけれども、それに

当たっては透明性、客観性を確保していく。そのために学識経験者から成ります第三者委員

会を設けて、これは今年度からそういう仕組みを入れておりますけれども、これについて今

後とも透明性、客観性の確保に努める必要があると書いてございます。 

 オでございますが、「事業実施現場における導入、普及の促進」ということで、開発され

ました新技術について事業の現場で積極的に導入するような仕組みが必要としています。そ

のためには、効果の実証とか技術の活用、普及が図られるような仕組みがあるわけですけれ

ども、現在導入を推進するための事業もございます。新技術導入推進農業農村整備事業と申

しますけれども、こういう仕組みもございまして、こういうものをより活用して現場への新

技術導入を促進していく。そういうことについて述べてございます。さらには、普及のため

の技術指針等の策定を行って関係者に情報提供を行っていく、あるいは現場技術者の意識高

揚を図ることも必要である。そういう中身を書いてございます。 



 カでございますが、「土地改良事業計画設計基準等の機動的改定」ということで、新技術

が開発され、あるいは現場で導入されていった場合に、そういうものについて設計基準の中

に速やかに盛り込んでいく、あるいは設計基準に盛り込むに至らないまでも、事例集とか技

術指針のような形でできるだけ早い形で現場にそういう情報が普及される、そういう基準類

の機動的な改定も必要だ、そういうことが書かれてございます。 

 以上が体制整備の話でございます。 

 ２番目には「技術者の意識の高揚」ということで、新技術を現場に導入していくに当たっ

ては技術者の意識が高くなければいけない、また技術力の向上も図っていくことが重要だ。

具体には、若年技術者等を対象にしてそういう新しい技術導入についての技術発表会に参画

する、あるいは関係の技術情報誌に投稿する。そのような機会を大いに与えていく。そうい

う環境の整備を進めていくことが必要だということを述べております。 

 最後に「五カ年計画のフォローアップ」としまして、こういう技術開発をめぐる状況とい

うのは常に変化していくということで、この五カ年計画を実施していく上に当たっては、そ

の進捗状況とか開発された技術を検証しつつ、適宜必要に応じて内容の見直しも実施する。

そういうことを述べてございます。また、その進捗状況についてフォローアップもしてまい

りたいと考えてございます。 

 13 ページからは、先ほど説明しました具体的な技術開発のイメージということで、全部

で 103 件を一覧表に整理してございます。以上が五カ年計画の案ということでございます。

 参考資料―２―１で前回の委員会でこの五カ年計画につきましていただいた指摘事項に

ついて整理させていただいております。 

 以上で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、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。

○四方専門委員  前回いえばよかったのですが、５ページの（２）の「技術開発の視点」

の①の最初のポツの最後のところです。「傾斜化することにより高品質・高生産を可能とす

る」というのは簡潔はいいのですが、ちょっと省略し過ぎのような気がいたしました。ちょ

っと案を考えてみたのですが「高品質・高生産性栽培農業を可能とする」か「農作物の高品

質化・生産性向上を可能とする」かどちらかの方がいいように思うのですが、ご検討いただ

ければと思います。  

○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ます。  

○岩崎小委員長  どうぞ。  

○玉木特別委員  これも前回申し上げればよかったのですが、全般にみまして担い手対

策といいますか、例えばＡ４の４、５、６あたりですと、例えば高齢化が進む中でそれをだ

れが担っていくか、そういう高齢者対応型の技術開発の視点も入れていただく方がいいので



はないかという気が私はしているのです。  

○岩崎小委員長  では、ご意見お伺いしておきます。 

 ほかにございましたら。どうぞ。  

○小林臨時委員  参考資料―２―３のＡ３の横長の表で３番目「安定的な用水供給機能

等の確保に資する技術」の④についてご質問です。世界的には水資源は非常に逼迫している

傾向にありまして、日本の状況も、場所によってですが、いろいろな用途で使われているわ

けで、水が流れてこない、ダムの下は断水とまでは言わないけれども、ほとんど維持流量ぐ

らいしか流れていないような場所があるのです。農業というのも相当大量な水を使うわけ

で、いかに汚れない水を自然河川に流していくかということはこれからの自然環境の保全の

面でも重要になりますし、河川のいろいろな機能を発揮する上でも重要になるわけです。

 質問は、農業農村整備事業において水をいかに少なく、多分有効利用というのはそういう

ことでしょうが、できるだけ水を少なく使って自然界に戻していくというような視点での技

術開発、研究が必要なのではないかなと思うわけです。３の④というのがそういうことを意

図しているのかどうかについて質問です。 

 私がこの表現だとちょっと物足りないのではないかなと思うのは、この計画が農村振興局

の計画なので、どうしても「土木」技術的な面における技術開発五カ年計画になっている点

です。もう少し農業生産そのもの、例えばこれから先長期的にみれば農業のあり方そのもの、

農業システムそのものも変わってくる。最近のテレビでも拝見しましたが、都市の建物の中

で農業を始めるというようなこともあって、もっと集約的な農業ができてくるかもしれな

い。当面五カ年計画ですからこれでいいのかもしれませんが、これから人口が半分に、１億

2,000 万が 6,000 万になってくる、そのような事態の中でもしかしたら農業のあり方はもっ

と集約的に変わるかもしれない。そういうことも見越して水資源をいかに少なく有効に使う

か、そういうこともぼちぼち射程に入れてご検討いただけると大変ありがたいと思っており

ます。  

○石川施工企画調整室長  ご質問がありました、まず３番の「安定的な用水供給機能等

の確保に資する技術」のうちの④番で具体の「水資源の有効利用促進のための水利調整と用

水再編に資する技術」ということで、この視点の中で当然水資源を有効にむだのないように

活用していく、そのための技術開発ということは含まれるのかと考えております。 

 ここにたまたま具体例で示しておりますのは、各地区で水管理を適切に行うための農業用

水の水管理システムというものを導入しているわけなのですけれども、その開発の仕方が地

区個々で行われているものを標準化して、できるだけコスト的にも低くなるような形でシス

テムのソフトの開発をしようと。そういうものを例示としては挙げてございます。 

 ただ、水を有効に使っていく、そのための技術開発ということで、直接的には今の④番も

そうですし、いろいろな形で、例えば先ほどの「新たな農地整備技術」の３行目で水位調整

システムの高度化と。これは水田を汎用田化して畑利用するときに地下かんがいのような形

で地下水位の調整技術を開発するというようなものですけれども、要は作物にとって最適な



水分量をかんがいしていく。現在もそのように進めておるわけですけれども、さらにそうい

うものが精度が高まっていくような形の技術開発も含まれてくるかと思います。  

○小林臨時委員  ありがとうございました。多分水資源の有効利用促進という言葉の中

にいろいろな意味が含まれているのだろうと思って、これで結構だと思いますけれども、ち

ょっといいたかったのは、スタンスとして、水をできるだけ少なく使うんだという気持ちが

有効利用という言葉の中にちょっと薄いかなという感じがしたものですから申し上げたわ

けで、趣旨はよくわかっていますので、これで結構だと思います。  

○岩崎小委員長  どうぞ。  

○遊磨特別委員  今のお話の繰り返しになるかもしれないのですが、いささか違和感を

感じましたのは、有効利用という言葉の中には一たん確保した用水の中での有効利用という

表現に逆に僕は聞こえるのです。そうではなくて地域全体の河川等を含めてすべての水循環

の中で適正な管理ができるかどうか、ここが一番大きな問題で、今小林先生がおっしゃりた

かったのはそういうことではないかなという気がするのです。 

 ですから、実際農業用水として取水した後の効率化、そこはもちろんそれなりに大事なの

でしょう。それがないと次のステップへ進めないのは事実なのですが、こういう大きな指針

の中ではもっともっと広く考えて、地域全体の景観とか環境とか、いろいろなことを踏まえ

た上での水の利用ということを考えていただきたいと思います。そういうことに関しては、

省エネとか低コストと同じように、どういう言葉がいいのか知りませんけれども、水をでき

るだけ使わない農業みたいな形に、少しでも効果的に使う、例えばピーク流量を減らす、ア

ベレージで使う、これだけでも随分大きな課題だと思うのです。そういうことも含めてさま

ざまな技術開発がもっともっと必要とされるのではないかなという気がしますので、その辺

のことがもう少しクリアに出るような表現にしていただければというのが私からのお願い

です。  

○設計技術指導官  ご指摘ありがとうございます。実は３の④の水資源の有効利用のと

ころなのですが、検討の過程の中では「水資源の有効」の前に「国民共有の財産である水資

源の」というのが入っておりまして、その中には今ご指摘があったような農業以外のことだ

とか、水をどうやって使うのが全体の中で一番いいのかという視点を入れるという意味を込

めて書いてあったのですが、いろいろ検討する中で余りに大き過ぎるような話はこの中で書

くのをやめておこうかなというので、その形容詞を外してしまいました。それでちょっとそ

のような印象をもたれたのかと思いますけれども、思いとしてはそういう気持ちで検討を進

めてまいりました。また、そういうご指摘を踏まえて表現等考えさせていただきたいと思い

ます。  

○青山専門委員  先ほどの検討委員会に入っていた者の一人としてちょっと反論させて

いただきますと、資料２の 14 ページにもう少し具体的な研究課題のイメージがあるわけで



す。今の④番の一番上、「渇水時等における」云々という項目、これは明らかに節水のイメ

ージなのです。あるいは最後の「地球温暖化」云々ということもそういった配慮を込めてい

るとご理解いただいたらと思います。  

○岩崎小委員長  それではほかの意見。  

○安部専門委員  １点だけ、字句にこだわるのですが、５ページの「技術開発の視点」

の①の「農地基盤に係る遠隔情報」云々で、そのポツ１つに「高齢化等」という言葉が使っ

てあるわけです。全体の基本計画なり長期計画の中で大きくこれから志向する部分には意欲

と能力のある経営体の育成に資するというような技術、そういう大きく開かれる、今後期待

されるようなイメージで打ち出される中で、ここだけ「高齢化等」という言葉をあえて使う

と何となく現実に返るような話に――現実になるのですが、できれば「経営の多様化」とか、

そのような記述に変えた方がいいのではないかとちょっと思いました。  

○岩崎小委員長  ありがとうございます。どうぞ。  

○遊磨特別委員  同じような語句の問題なのですが、資料２の 10 ページのところに出て

くる言葉にひっかかったのです。下の方にイとして「農業工学以外の」とわざわざ書いてあ

るのがすごく私はひっかかりました。いろいろな意味があるのですけれども、最近大学等で

は農業工学という言葉は表向きほとんどない。研究という名前としてはなくなっている言葉

ではないかなという気がしています。旧の農業工学自体もこういうことをかなり含めて最近

はされているのではないかという気がいたします。ここら辺はちょっと表現を変えていただ

く方がいいのではないかなというのが１点。 

 同じような表現なのですが、あっちこっちに「むらづくり」という言葉が改めて出てくる

と「農」イコール「むら」なのかという気がするのです。ひょっとするとこれはそれぞれの

省庁の名前も含めてそういうことにかかわってくるのかもしれないのですが、イメージとし

てこの言葉が妙な制約を与えるような気がするのです。そうではない言葉をこの際何かつく

られていくのがこれからの農を盛り上げていく１つの観点になるのではないかなという気

がするのです。「むら」というのが新しい別の意味に変わっていけばそれはそれでいいので

しょうけれども、今すぐにはなかなか変わりそうにないので、先ほどの高齢化という言葉も

同じだと思うのですが、ちょっと表現を変えるだけで随分イメージが変わってくるような気

がする。ぜひその辺何かいい言葉をお考えくださるようお願いします。  

○玉木特別委員  私もそういうイメージをもつのですが、農業農村整備事業、農業の整

備事業なのか農村整備事業なのか。先ほど委員の方もいわれましたように、農業というのは

これから多面的に広がっていかなければならないような状況の中で、何か広がりをもたせる

ような……。これをみていると、ただ農村整備という感じが非常に強いという色彩ですよね。

だから、何かその辺をもうちょっと広がりをもたせられるようにできればいいかなという感

じがするのです。多分この農業農村整備というヘッディングに制約されていますよね。そう



いう感じがいたします。  

○岩崎小委員長  玉木先生の意見はかなりフレッシュであれですが、今こういう名称で

事業を展開しているわけでして、それに役立つ技術というような視点でとらえているわけで

すね。そういうご意見があったということをいただいておいて、後で検討させていただきた

いと思っております。 

 ほかにございますか。どうぞ。  

○中野専門委員  Ａ３のこの紙で、ちょっと文言ですけれども、緑の５番です。「循環

型社会の構築に資する技術」、③の右の方にいきますと「エネルギー効率の高い自然エネル

ギー維持管理施設の開発」とありますけれども、これはちょっとしっくり来ない感じがした

のです。「エネルギー効率の高い自然エネルギーの開発とその維持管理施設の整備」とか、

そういう文言の方がいいと私は感じました。こっちの厚い方の 15 ページをみますと「自然

エネルギーの開発」ということが出ているのですけれども、その２つあるうちの１つをとら

れて「自然エネルギーの開発」という言葉が消えているのが寂しい感じがしました。 

 もう一点いいですか。  

○岩崎小委員長  はい。  

○中野専門委員  この文言と関係ないのですけれども、今大学も国立大学法人になって、

私たちの大学の動きをちょっと紹介します。総長の判断で新しい研究センターをつくって、

そこに外部から教授、助教授、助手を５カ年間採用するという形、そういう動きもあります

ので、そういう情報も集められて、今後連携をとっていただきたいと思います。これは私の

希望を述べさせていただきました。 

 以上です。  

○岩崎小委員長  わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。  

○遊磨特別委員  あと３点あるのですけれども、同じくＡ３の大きいページの中の表現

的な問題です。一番下のコラムのところに「効率的、効果的な」という表現があるのですが、

これは随所に出てくる表現で、あるいは「安定的」という言葉も使っておられますが、ここ

に「調和的」という言葉を加えていただけませんでしょうか。つまりこういうところにやは

り効率優先だという表現が先行していると、せっかくの大きな枠組みに少し変更が加えられ

るところが全部飛んでしまうような気がするのです。そこらじゅうに出てきます。 

 それから、その３つほど上で６番のあたりに相当すると思うのですが、ほかのところでも

申し上げたところがあるのですが、自然との共生をいろいろ考えると獣害対策というのが必

ず問題になってくるのです。これは特に山に近いところ、中山間地では大変大きな問題で、

今後一層大きくなる問題です。ここの部分は絶えず大きく評価していただきたいと思いま



す。 

 ３点目なのですが、獣害対策等々をしようと思うと、例えば環境省であるとか、ほかの省

庁との連携が必要になります。あるいは水管理そのものは国交省との連携が必要になると思

います。こちらの資料２の方の 10 ページのところには企業とか大学との連携はあるのです

が、省庁間の連携をまずトップに上げていただいて、水管理の部分、土地管理の部分、農業

地域の計画、今の獣害対策、こういうことに関して省庁を越えた計画をいろいろ練っていか

れるように要望させていただきたいと思います。 

 以上です。  

○岩崎小委員長  ではご意見としていただいておくということで。 

 ほかにございますか。 

 それではいろいろなご意見をいただきましたので、貴重なご意見を賜りましてまことにあ

りがとうございました。本件でございますけれども、今日いただきましたご意見を参考にし

ながら、今後、担当部署でとりまとめられて公表されるという予定にしておりますので、ご

了承いただきたいと思います。 

 それでは、続きまして「土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の改定につ

いてでございます。 

 それでは事務局からご説明をお願いいたします。  

○澤田資源課長  それでは、資料―３をお願いいたします。計画基準の「ほ場整備（畑）」

の改定についてでございます。実はこの件は今月 23 日に農業農村整備部会で諮問する予定

でございまして、正式諮問の前の事前の報告という位置づけ、手続的にはそういう位置づけ

でございます。 

 それでは２ページをお開きください。「背景および改定の必要性」ということでご説明い

たします。冒頭の話にもありましたけれども、本件計画基準は昭和 53 年に制定されておお

むね四半世紀がたっているということでありまして、この間、技術の進展はもとより、社会

経済情勢あるいは政策課題も変化してきているということでございます。特に平成 11 年度

に食料・農業・農村基本法が制定されまして、その第 24 条に「ほ場整備について」という

ことで「地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、農地の区画の拡大などの必要な

施策を講じる」ということが明確に位置づけられております。 

 それと、その法律に基づきまして基本計画というのがございまして、そこに「地域の農業

の担い手への農地利用の集積に資する基盤整備を推進する」ということが示されておりま

す。この基本計画につきましては、ご案内のとおり、現在改定見直し作業中でございまして、

近々といいますか、３月中に閣議決定という予定で最終的な詰めを行っております。その新

しい基本計画でもこういった担い手への農地利用の集積に資するというようなところが重

要なポイントとなっているところでございます。 

 また、平成 13 年度には、こういった基本法に則した形で土地改良法が改正されておりま

して、環境との調和への配慮、あと地域の意向を踏まえた事業計画の策定といったことが盛



り込まれております。そういう観点で、今後とも畑のほ場整備を適正かつ効率的に実施する

という点で、それに対応して計画基準を改定していく必要があるということでございます。

 「さらには」というところは、この計画基準の書き方の構成を少し見直したいということ

もございます。 

 １枚めくっていただきまして３ページでございます。今回ほ場整備（畑）の改定を行うに

当たりまして専門家の皆様によります検討委員会を立ち上げさせていただいておりまして、

下にスケジュールを書いてございますが、平成 15 年７月から数次にわたって検討を積み重

ねてきております。その結果を踏まえて今回審議会に諮問し、検討いただきたいという段取

りでございます。 

 次をめくっていただきます。４ページでございます。今回のほ場整備（畑）の主要検討項

目ということで幾つか整理させていただいております。この中で１点目、これは基準書の形

式の話です。前回排水の関係でこの委員会で検討いただいたときに既にご説明してあるとお

りでございますが、念のために、参考資料―３―１というのがございまして、３―１の最初

の紙の下に図が書いてございますので、ちょっとこれで簡潔に再度説明をさせていただきま

す。 

 現行の基準が図の左側にございますが、基準本文及びその関係の通知文書と参考、技術書

的なものを全部一体としてとらえていったのが旧来でございます。これを分けまして、点々

の縦より右側ですけれども、要するに守るべきもの、基準本文、関係の通知、その解説をま

とめて、これを基準書としまして、一番下の横長の箱ですが、技術書ということで、別途、

これは実際の技術的な知見なり事例なりをまとめて書くものでして、技術の進歩に応じて随

時改定しなければいけないという性格ですので、そこを柔軟にできるように、こういったこ

とで基準書と技術書を分けていこうという方針で、現在は計画基準の改定を進めているとい

うことでございます。 

 もとの資料に戻っていただきます。２点目でございます。「地域特性に応じたほ場整備計

画手法の充実」ということでございます。より地域の特性――立地条件とか土地利用でござ

いますが、これを踏まえて弾力的な整備を推進するという観点で記述の充実を図っていきた

いということでございます。具体的には、傾斜区分に応じて考慮すべき固有の事項とか樹園

地、施設畑などの調査・計画に当たっての記述の充実を図るといった視点でございます。

 ３点目でございます。「環境に配慮した調査・計画に係る記述の充実」ということでござ

います。先ほども申し上げましたが、土地改良事業を環境に配慮してやっていくという方針

でございまして、15 年度には「水とみどりの『美の里』プラン 21」をつくっておりますし、

本年度、景観法も制定されまして、こういった趣旨も踏まえて環境との調和に配慮するとい

うことを盛り込んでいきたいということでございます。 

 ４点目でございます。「担い手の育成を踏まえた調査・計画に係る記述の充実」というこ

とで、先ほど申し上げましたが、基本計画の趣旨を踏まえて、より一層担い手の育成に資す

るための農地の利用集積ということでございまして、基準本文にしっかり位置づけまして記

述の充実を図っていきたいという点でございます。 

 ５ページ、「その他」ということでいろいろなことが書いてございますが、調査・計画段



階で地域住民を含む関係者の意向の確認を行う、それから畑地かんがい施設の段階的整備を

踏まえた配慮事項、地区設定の考え方、再整備の際に留意すべき事項、現在の普及状況を踏

まえたかんがい方式選定の考え方、先ほど話がございましたが、鳥獣被害の防止、土づくり

などの記述の充実を図るということで今検討しているところでございます。 

 ６ページはスケジュールの話になります。冒頭申し上げましたように、これから農業農村

整備部会に諮問するということでございます。表がございますので次のページをみていただ

きたいのですが、全体のスケジュールでございます。まず上の方を横にみていただきますと、

上の方が審議会の関係で、今申し上げました部会がありまして、その下にこの技術小委員会

がございます。３月３日、今事前説明をしているところでございます。23 日が諮問、その

後、下の参考にありますけれども、先ほどの検討委員会で本格的に検討しまして小委員会に

また上げさせていただいて、最後 17 年度中に部会から答申をいただければというような思

いで進めさせていただきたいと思います。 

 この表の中で一番下に「景観配慮等基準化検討調査」というのがございます。これは景観

法の関係がございまして、いろいろな計画基準があるのですけれども、一個一個やっていて

も時間がかかってしまうので、まとめてその部分の改定をやりたいというような趣旨です。

先ほどの参考資料３―１の２枚目をちょっとみていただきますと、これは予算のＰＲ版でご

ざいますが、これ用の調査の予算をとってございます。一番下に書いてございますが、調査

実施期間ということで来年度から 19 年度まで３年間でこういったものをやっていきまし

て、関係する計画基準、もちろんこのほ場整備（畑）も含めて、この結果を反映していきた

い。この検討とこちらのほ場整備（畑）のスケジュールをうまく合わせて、優先してほ場整

備（畑）の関係部分を進めて、それをほ場整備（畑）の中の検討に盛り込んでいきたいとい

うのが先ほどの横書きの図の矢印でございます。そういうことで今後進めさせていただくわ

けでございます。 

 今日はそういう紹介でございますが、この際、こういうこともよく気をつけてやりなさい

というご意見がございますれば、ここでお伺いしてこれからの検討に生かしていきたいと思

いますので、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、ただいまの説明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。  

○四方専門委員  畑につきましては、農業用水（畑）の改定の方を先行してほ場整備の

方は計画基準の改定が後回しになったという事情があるのは十分承知していますが、非常に

時宜を得たものだと考えております。 

 ちょっと今課長の方からご説明がありました最後のその他の留意事項に関連してなので

すが、鳥獣害防止、水田もさることながら、先ほど先生からお話がありましたけれども、畑

については非常に深刻な問題になっておるわけです。イノシシ、猿、鹿、熊、カラス、特に

イノシシの害が西日本では多くて問題になっておりまして、これは多分、具体的には技術書



の中に書き込まれるのでしょうけれども、私どももいろいろな形で研究なり調査の続行中な

のです。例えば山とほ場との間に放牧地帯を設けることでゾーニングをすることでかなり被

害が軽減できるというふうな知見であるとか、柵の効果的な設置の仕方であるとか、かなり

知見が出てきていますので、そこら辺はぜひ技術書を充実していただければ現場で使いやす

いものになろうかと思います。 

 もう一点、その次に「土づくり」と書いてありますが、私もこれは非常に重要だと思いま

す。特に従来から土の悪いところが畑にされてきた経緯があり、水だけでなくて土そのもの

が悪いところがございますし、いわゆる土壌改良だけでなくて土層改良も含めて、先ほども

ありましたけれども、農産物の品質の向上とか生産性の向上を図ろうということになります

と、広さを広くして道路をつけるだけでは無理で、いいものをつくらないと残っていかない

ということがございますので、従来からされています土壌改良資材の投与とか、それだけで

なくて新しい資材等を含めた土壌、土層改良あたりのところを基準の中にも位置づけていた

だいて技術書も充実させていただければと思います。よろしくお願いいたします。  

○岩崎小委員長  それでは、ほかにどうぞ。  

○田中臨時委員  環境に配慮したといった記述を充実するということでございますが、

例えば沖縄なんかをみておりますと赤土等の問題があって、ほ場整備したところから相当大

量の土砂が流出して、サンゴに影響を与え、観光資源の問題にまで影響してきているという

ようなことがあります。これは土木的な対応、さらには営農的な対応といいますか、私ども

の研究室でもちょっとかかわって調査しているのですが、営農的な対応なんかも非常に効果

がある。特にサトウキビなんかですと株出しというような栽培で、余り耕起しない。非常に

土砂を減少させることができるとか、いろいろな対応が考えられております。 

 ですから、今はたまたま沖縄の例なのですが、ほかでも畑作の場合には土壌が流亡するこ

と自身が土づくりとかそういった面でも困るわけですが、逆にそれがまた外にも相当影響を

与えるといったようなことで、ここら辺の記述を強化していただければというのが１つござ

います。 

 それから、ある程度開発を進めていきますと、盛り土区間も出たりいろいろありますね。

こういったところが豪雨のときに大規模崩壊をするとか、地震のときに斜面として崩壊して

いくとか、いろいろなことが最近あるようでございます。そういったほ場全体を計画すると

きにもそこら辺がかなり留意事項になるのかなと思っておりますので、よろしくご検討いた

だければと思います。  

○岩崎小委員長  ほかにございましたらご意見いただきたいと思います。どうぞ。  

○遊磨特別委員  これは、ここの後につけていただいている３―２の基準本文、この辺

を少し変えていくというお話なんですよね。違うのですか。  

○澤田資源課長  ちょっと申し上げます。基準本文は事務次官通知なのです。骨子の部



分でして、先ほどの参考資料の３―１の１ページ目の下に図があったのですが、横長の四角

が４つ並んでいます。今おっしゃったのは①の基準本文の部分で、これは事務次官通知、一

番骨子になっている部分です。それをさらにかみ砕いてもう少し運用にわたって書いてある

のが局長通知、その解説というのがまたあって、これをまとめて基準書といっているのです

が、要は守るべきことということで書いて、これに基づいていろいろな技術的な背景なり事

例なりがございまして、これを技術書にたくさん書いていこう、そういう構成でございます。

○遊磨特別委員  そのときの意見をちょっといわせていただきたいのですが、たまたま

基準本文一覧の７ページをみてしまったので……。ここに「3.7 用水計画」という文章があ

ります。先ほど五カ年計画のときに申し上げたのですが、水関係の使い方のところで「合理

的」という言葉が２度も出てくるとか、「事業が労働及び土地生産性を高め安定させるもの

である以上」と非常に厳しい表現が入っている。こういうところも大いに留意してうまくつ

くっていただきたいと思います。  

○岩崎小委員長  よろしゅうございますね。これは 53 年に制定したものでございますの

で。 

 ほかにございましたらどうぞ。  

○小林臨時委員  今田中先生から赤土の問題とか非常に重要なご指摘があったので、そ

れでちょっと思い出したのですけれども、例えば土づくりというと変なのですが、ドイツあ

たりでは表土を非常に大事にして、工事する場合にも表土を一時保存して、それをまた後で

使う、そういうことも行われています。今度の畑地のほ場整備と直接関係するかどうかわか

らないのですけれども、いろいろな工事をする場合にただ埋め立ててしまうということで、

今まで営々としてつくってきた土がもったいないなという感じがするのです。経済的効率性

とかいう辺で、私の方もその辺素人ですからよくわからない点があるのですけれども、せっ

かく土づくりということがあるとすれば、もともとある表土をいかに保存して有効に活用す

るかという辺も、国のほ場整備の中で位置づけることによってもう少し広がりをもってくる

のではないかなと思ったものですから、ちょっと意見をいわせていただきました。  

○岩崎小委員長  よろしゅうございますね。  

○澤田資源課長  どうもいろいろありがとうございます。十分反映させて検討させてい

ただきたいと思います。  

○岩崎小委員長  ほかにございますか。 

 それでは私からも１つよろしゅうございますか。今回４ページで施設畑に取り組まれると

いうのは非常に意欲的で大いに期待するのですが、これは当然のことながら上物ではなくて

施設畑の地面そのもの、なかなか難しいと思いますけれども、この辺大いに期待をしており

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  わかりました。施設園芸を前提としたほ場の大きさとか形状とか施設

の規模とか傾斜とか、こういうものに応じて記述していきたいと思います。  

○岩崎小委員長  ほかにございますでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。少し早目でございますけれども、本日予定の議事が

すべて終了しましたので、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  どうもありがとうございました。本年度の技術小委員会は今回で

最後になります。１年間精力的にご審議いただきましてありがとうございました。 

 なお、玉木委員におかれましては、このたび土地改良計画設計基準・設計「ポンプ場」の

改定に当たりまして、特別委員としてご審議に参加いただいたわけでございます。専門的な

知見から非常に有益なご意見を多数いただきましたこと、深くお礼申し上げます。 

 それでは、これをもちまして、16 年度第３回の技術小委員会を閉会させていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

――了――

 


