
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 17年度第２回技術小委員会 議事録 

 

日 時：平成 17 年 12 月 20 日（火） 10：00～12：00 

場 所：日本郵政公社２階 共用会議室Ａ～Ｄ 

○角田事業計画課長 

 皆さん、おはようございます。おそろいでございますので、第２回の技術小委員会を始めさせていた

だきます。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、まことにありがと

うございます。 

 本日、四方委員、竹谷委員におかれましては、所用によりご欠席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、田中小委員長にお願いいたします。 

○田中小委員長 

 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・計画「ほ場整備（畑）」の改定について、事務局より説明をお願

いいたします。 

○富田資源課長 

 それでは、土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備（畑）」の改定についてご説明させていただ

きます。 

 お手元に資料が多数ありますが、使用します資料について、まずご説明します。資料－１－１「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」という資料があります。これを主に説

明に使用させていただきたいと思います。あと関連する資料としまして資料－１－２、これは基準改定

案ということで、事務次官通知の文書がこれに当たります。それから、資料－１－３ということで新旧対

比表という資料があります。これは現行の基準と改定案を横並びで比較して整理したものであります。

その下にちょっと厚い資料ですが、参考資料―１というものがあるかと思います。「基準書（案）」となっ

ています。これは事務次官通知の「基準本文」と、「基準の運用」これは局長通知になりますが、これと

「基準及び運用の解説」という３つの部分を横並びで比較したものであります。 

 本日の説明に当たりましては、資料－１－１が比較的総括的にまとめられている部分でありますの

で、これで改定の内容を説明して、参考資料―１を随時引用するような形で説明を進めさせていただ

きます。 

 では説明に入りたいと思います。まず最初に資料―１―１の２ページをお開きください。今回の改定

の「背景及び改定の必要性」ということでまとめております。書いてあることを簡単に要約しますと、昭

和 53 年に現行基準が制定されている、それから四半世紀が過ぎたということで社会経済情勢が変化

している、畑におけるほ場整備の政策課題も変化してきているということです。 

 平成 11 年度には食料・農業・農村基本法が制定された。その中で第 24 条ですが、「地域の特性に

応じて、環境との調和に配慮しつつ、農地の区画の拡大等の必要な施策を講じる」ということが明確に

位置づけられているということであります。また、今年３月に閣議決定されました新しい「食料・農業・農



村基本計画」では、「面的なまとまりを重視した農地の利用集積の加速化や担い手の育成・確保の契

機となるほ場の大区画化等の基盤整備を推進する」ことが示されているということであります。 

 また、平成13年度には土地改良法が改正されて環境との調和への配慮ということが新たに盛り込ま

れました。 

 以上を踏まえて計画基準を変えていく必要があると考えております。 

 「さらに」ということで一番下のパラグラフになりますが、事務次官通知と構造改善局長通知の２つの

みに区分されています現行基準、その構成に関しまして、平成６年３月のかんがい排水審議会技術部

会の議論を踏まえまして、今回の改定では事務次官通知の「基準本文」、農村振興局長通知の「基準

の運用」、その他に「基準及び運用の解説」、「技術書」を含めた４つに細区分して再編整備しておりま

す。 

 次の３ページ、４ページ、ここに今までの検討経緯を記載しております。改定に当たりましては、佐藤

洋平先生を委員長とした学識経験者から成る検討委員会を設けまして、指導・助言を仰ぎながら検討

を進めております。また、検討の際には行政内部や現場の意見を反映させるため、農政局、国営事業

所、都道府県、そういったところの関係者に対して、現在まで３回の全国査読を実施しているところで

あります。 

 ４ページには、検討委員会での検討経緯あるいは食料・農業・農村政策審議会に諮問した経緯を示

しております。 

 ５ページをお開きください。これは先ほどご説明いたしました背景及び改定の必要性を受ける形で、

本基準の改定に当たっての５つの主要項目を示しております。 

 まず１つ目、先ほど触れました「関連諸通知を含めた全体構成の変更」ということで、詳細について

は後ほどご説明いたします。 

 ２つ目が「地域特性に応じたほ場整備計画手法の充実」であります。立地条件や土地利用といった

地域の特性を踏まえた弾力的な整備を推進する観点から記述の充実を図るということで、具体的には、

傾斜区分に応じて考慮すべき固有の事項、あるいは樹園地、施設畑等の調査・計画に当たっての記

述を充実させたということであります。 

 ３つ目は「環境に配慮した調査・計画に係る記述の充実」ということであります。「基準本文」の中で環

境との調和に配慮する旨を盛り込んでいるものであります。 

 ４つ目が「担い手の育成を踏まえた調査・計画に係る記述の充実」ということであります。先ほど説明

しましたとおり、基本計画の趣旨も踏まえつつ、ほ場整備の目的の一つに担い手の育成に資するため

の農地の利用集積を「基準本文」に位置づけるとともに、調査・計画に係る記述の充実を図ったもので

す。 

 ５つ目は「その他」となっておりますが、地区設定の際の考え方を始め、再整備の際に留意すべき事

項、農家等に対して計画を提示する際の考え方、土づくり、鳥獣害防止等の記述の充実を図っている

ものであります。 

 次に、６ページ以降で本基準における主要改定内容についてご説明します。 

 まず６ページですが、「関連諸通知を含めた全体構成の変更」ということで説明させていただきます。

このページの一番下の方に図が入っておりますので、これで説明させていただきます。 

 図の中央、縦に点線が入っていますが、その点線の左側は現行基準の構成であります。現行基準

は事務次官通知と局長通知の２つから構成されております。その中で基本的な事項、規範的な事項、

そういうものと一般的技術解説が混在しているということで、どの部分が必ず守らなければならない事



項で、また逆にどの部分が幅広い解釈や弾力的な運用が可能な事項なのか、必ずしも明確ではなか

ったということであります。また、技術の進歩に応じた一般的技術解説等の柔軟な追加ということにも

対応が難しいということもありました。 

 こういったことを解消するために平成６年３月のかんがい排水審議会の技術部会の中での議論を踏

まえまして、図の右側のような形に全体構成の変更を行っております。 

 まず、基本的かつ規範的な事項を「基準本文」ということで位置づけ、その具体的な規定項目を「基

準の運用」として定めております。これらを一応すべての計画で遵守すべき事項として位置づけており

まして、それぞれ事務次官通知あるいは農村振興局長通知としております。また、すべての計画で守

るべき事項である「基準本文」、「基準の運用」に加えまして、それらで規定した事項を解説した「基準

及び運用の解説」、一般的な技術解説や標準的な計画事例等といった計画を作成するに当たり参考

になる事項を記載した「技術書」の４つに再編しております。 

 これらの関係を参考資料―１の方で具体的に説明させていただきます。少し厚い資料です。参考資

料―１「基準書」と書いてあるものの１ページ、２ページ、これが見開きになっておりますので、そこを開

いていただくと冒頭の「総論」のところですが、この基準の目的についてそれぞれのレベルで書かれて

いるところがあります。この中では、左側の上の農村振興局長通知の部分、そこに「基準の運用の目

的」という記述がありますが、そこには「畑のほ場整備に係る土地改良事業計画は、基準とこの基準

の運用により作成する」と明記するとともに、その「適用に当たっては、自然的・社会経済的諸条件の

異なる個々の計画を画一的に拘束するものではなく、地域の実情や技術の進展等に応じて、創造的

に対処することが必要」と記載しております。 

 これを受けまして右側の「基準及び運用の解説」の中では、「基準及び運用で定めていない事項に

ついては、この解説や技術書等を参照し、的確な判断を個別に行う必要がある」と記載しております。 

 以上のとおり、構成を４つに細区分して再編整備することで、基本的あるいは規範的な事項、技術に

求められる柔軟性、選択性が両立できるようにしております。 

 また資料―１―１に戻っていただきまして、７ページから 10 ページまでが「基準本文における主要改

定内容」ということで整理されております。 

 まず７ページをお開きください。まず基準の目的を明確にしたということです。ここに表で対照してあり

ますが、左側が現行基準、ここでは「定義及びこの基準で取扱う範囲」という項立てになっております

が、改定案では「この基準の目的」として基準の目的をはっきりさせたということです。具体的な記載内

容についてはアンダーラインで示しております。 

 次に（イ）です。「ほ場整備の目的を明確化」ということで、従来、現行基準では「基本理念」という書き

方をしておりましたが、これを「ほ場整備の目的と意義」ということでタイトルを変えましてほ場整備の

目的を明確にしたということです。新しい基本計画の趣旨を踏まえまして「担い手の育成に資するため

の農地の利用集積や非農用地を含む土地利用の秩序化」、そういったものを新たに位置づけたという

ことであります。 

 次に８ページをお願いします。（ウ）「担い手の育成に資するための事項を明記」のところですが、先

ほどの「ほ場整備の目的の明確化」とあわせまして、担い手の育成に資する事項として第３章の「計画」

の中に「農地利用集積計画」というものを新たに位置づけたということであります。中身としては「育成

すべき担い手を明確にし、担い手への農地利用集積の目標を定める必要がある」と記載しておりま

す。 



 次に（エ）ですが、今回の改定では、環境との調和への配慮に関連しまして、「総論」、「調査」、「計画」

の各章で環境との調和に関する記述を行っているところであります。 

 改定案の第１章「総論」のところでは「事業計画作成の基本」という項の中で「事業計画の策定に当

たっては、環境との調和に配慮しつつ、総合的な観点から十分な検討を行わなければならない」旨の

記述を行っております。 

 第２章の「調査」のところでは、「精査」のところで周辺環境に関する詳細な調査を行うこと、次の９ペ

ージになりますが、「計画」のところの「基本構想の立て方」というところで、基本構想の作成に当たって

は、農村環境等の形成にも資する総合的な計画となるようにしなければならない旨の記述を行ってお

ります。 

 次の 10 ページが「その他」ということで、第３章の「計画」における現行基準からの追加、変更が５点

ほど示されております。 

 まず、現行基準では記載がなかった「地区の設定」、「再区画整理」及び「計画提示方法」について、

今回の改定で新たに位置づけております。 

 「地区の設定」につきましては、「地区を設定する際には、地域的一体性や周辺地域との関連性も検

討した上で決定する必要がある」と記述されております。 

 「再区画整理」につきましては、今後更新整備がふえることを踏まえまして、「現況の道路や水路の

利用可能性の可否、全面的な改変の必要性などを検討した上で区画形状や大きさを決定する」旨を

記載しております。 

 次の「計画提示方法」につきましては、急傾斜地などにおいては、ほ場整備以後に区画間の段差や

つぶれ地が大きくなる場合があり、あらかじめ正確な情報を農家に伝達することが重要であることから、

「整備後の区画、道路などの形状等がわかる計画図を作成する」旨を記載しております。 

 次に「土層改良計画」ですが、これにつきましては現行基準において項立てされているものですが、

土地生産力の増進を図る観点から、新たに「有効土層の保持」及び「透水性」を項立てして「基準の運

用」以下で記載の充実を図ったということであります。 

 さらに現行の基準では、一番下に「気象災害防止計画」ということで気象災害の防止に関する記述

は行っているのですが、近年、鳥獣被害が増加しているということを踏まえまして、鳥獣被害防止計画

を加えた「農業被害防止計画」に名称を変更した上で記述を行っております。 

 以上、「基準本文」に関連した主要な改定内容をご説明させていただきました。 

 引き続き 11 ページ、「基準本文」に基づく諸通知です。先ほど申し上げた「基準の運用」、「基準及び

運用の解説」における主な改定内容を 11 ページ以降で説明させていただきたいと思います。 

 基本的には、先ほどご説明しました「基準本文」の改定を受ける形で記載の充実を図ったということ

であります。あわせてこの表の一番右の欄に参考資料―１の該当ページを示しておりますので、関連

する場合はそちらもあわせてごらんいただきたいと思います。 

 まず最初、（ア）ですが、先ほどの「基準本文」の方で環境との調和への配慮に関する記述を充実さ

せておりますが、この関連通知でもあわせて各レベルで強化しております。 

 まず「総論」の部分の「この基準の目的」の中で、「基準及び運用の解説」の中に「基準及び運用で定

めていない事項については、関連する技術文献等を参照すること」とした上で、その具体的なものとし

て「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の手引き」を位置づけております。あと、

現在検討中であります景観配慮の手引き等についても、作成された段階でここに位置づけていきたい

と考えております。 



 あと「基準本文」の「事業計画作成の基本」では、「基準の運用」の中で、「ほ場整備は、農村の生活

環境の整備や自然環境の保全とも密接に関連していること」や、「事業計画の作成に当たっては、農

村環境の整備の観点も踏まえる必要がある」旨を明記しております。また、「基準及び運用の解説」の

中では、「農村環境の整備の観点からは、生態系、景観等の環境との調和にも配慮することが必要で

ある」ことを記載しております。 

 次に、表の下の方ですが、「調査」の方では、まず「概査」の中で、「基準の運用」で概査で明らかに

すべき事項として、「生態系、景観等の環境の概要」を位置づけております。また、「基準及び運用の

解説」の方では、収集すべき資料についての記載や農村環境に関する概査を行う際の留意事項など

について記載しております。 

 2.3 の「精査」の方ですが、「基準の運用」の方では、環境との調和に配慮した事業計画を作成する

ため、生態系、景観等の周辺環境の調査を行うことを明記しております。また、「基準及び運用の解説」

の方では、周辺環境の調査における留意事項などについて記述しております。 

 次の 12 ページに進みますが、ここは計画に関連する記述であります。「基本構想の作成」という項で、

「基準の運用」では、「基本構想を立てる際、自然環境の保全について考慮すべき」旨を記載しており

ます。また、「基準及び運用の解説」の中では、農村環境の整備に関して留意すべき事項について記

載しております。 

 「地区の設定」という項では、「基準及び運用の解説」の中で、地区の設定に当たっては、「農村環境

にも配慮した上で決定することが望ましい」旨の記述を行っております。 

 環境関係を終わりまして、次に「地域特性に応じたほ場整備計画手法の充実」に関した記述につい

てご説明いたします。 

 「総論」の中の「基準の目的」のところでは、「基準の運用」において、「地域の実情や技術の進展等

に応じて、創造的に対処することが必要である」旨を記載しまして、「基準及び運用の解説」に考慮す

べき固有の事項については、各項で特記している旨を記載しております。 

 また、「調査」の中では、「精査」の部分で「基準及び運用の解説」の中に、工事費の増大や法面崩壊

などが懸念される傾斜地では、地形、地質調査に特に留意すべきであること、施設畑において末端か

んがい方式を考慮して調査すること、排水量に影響するハウスの建ぺい率についても調査することな

どを記述しております。 

 「計画」の方では、「営農計画」について「基準及び運用の解説」の中で、樹園地における機械利用の

考え方について記述しております。 

 13ページに移動しますが、同じく計画の中の「区画計画」というところで「区画計画の基本」という項で

「基準の運用」に施設畑での耕区の考え方、「基準及び運用の解説」の中では一般的な耕区の大きさ

について記載しております。 

 3.5.3 「ほ区の形状等」のところでは、「基準及び運用の解説」の中に樹園地の基本タイプを傾斜区

分によって４タイプに分類するとともに、施設畑を前提としたほ区の大きさ等の考え方について記述し

ております。 

 さらに「耕区の形状等」というところでは、「基準の運用」に傾斜地における短辺長は地形が制限要素

になる旨を記述。「基準及び運用の解説」でその制限要素について記述しております。 

 「農道計画」に関しましては、「基準及び運用の解説」の中で、樹園地における農道配置の考え方に

ついて記載しております。 



 「用水計画」につきましては、「基準及び運用の解説」の中で、地域特性を踏まえた適切なかんがい

方式を選定する必要がある旨を記載するとともに、特に利用の多いかんがい方式について紹介してお

ります。 

 次に、下の（ウ）になりますが、「担い手の育成を踏まえた調査・計画に係る記述の充実」というところ

です。先ほどご説明しましたが、今回の改定では担い手の育成に資するための事項を「基準本文」に

位置づけたということで、これを受ける形で「基準の運用」あるいは「基準及び運用の解説」において、

精査段階で把握すべき事項あるいは農地利用集積計画の策定に当たっての留意事項などについて

記述をしております。 

 さらに、（エ）の「その他」ということで、「地区設定の考え方」、「再整備の際に留意すべき事項」、「計

画提示の考え方」、「土づくり」、「鳥獣害防止対策」の５項目について整理しております。これらはいず

れも「基準本文」における主要改定内容のところでご説明した内容でありまして、「基準本文」を受ける

形で「基準の運用」、「基準及び運用の解説」において具体的な留意事項などを詳述しているということ

であります。 

 このうち、14 ページになりますが、④の「土づくり」、⑤の「鳥獣害防止対策」におきましては、ことし３

月の技術小委員会で委員の皆様よりさまざまな意見を既にいただいております。 

 これらのご指摘も踏まえまして、土づくりについては参考資料の方の 92 ページと 94 ページ、これは

先ほどの厚い資料ですが、これについて土壌改良に関する記述を充実させております。また、鳥獣害

防止対策につきましても、参考資料の98ページで記述しております。これに関してさらに詳しい内容に

つきましては、今後、技術書の中で加えていくということで考えております。 

 以上が主要な検討項目の説明であります。 

 最後ですが、今後の検討スケジュールについてご説明したいと思います。資料―１―１の 16 ページ

にＡ４横長の表をつけております。これをご覧いただきたいと思います。現在平成 17年の 12月ですか

ら真ん中より少し右に寄ったところですが、上から４つ目のところに「同上技術小委員会における検討」

というところで「12 月 20 日調査審議」となっていますが、これが本日の位置であります。本日これから

委員よりご意見をいただいて、それらをできる限り踏まえた上で、そのすぐ下の欄、年明けの１月ぐら

いにパブリックコメントを行いたいと考えております。農林水産省のホームページ上で１カ月間程度行

うということで考えております。その意見を集約して、ほ場整備（畑）の検討委員会、この太枠のすぐ下

になりますが、２月 17 日予定となっています。この委員会で議論させていただく。それを行いながら、

パブリックコメントに関する処理案を次回の技術小委員会の調査審議、１月から３月のところに入って

いますが、そこでお願いしたいと考えております。さらに、３月には農業農村整備部会において調査審

議を行っていただきまして答申をいただくという形で予定を考えております。 

 その後、18 年度ですが、表の一番下の参考欄に入っておりますが、現在景観に関する配慮事項に

関する検討を別の調査で進めておりまして、その調査結果も技術書を中心に盛り込んでいきたいとい

うことで、改定の文書施行を平成 18 年度の年度末ごろに行いたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○田中小委員長 

 どうも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、ご自由に発言をお願いいたします。 

 どうぞ、小林委員。 



○小林臨時委員 

 一連のこの基準書、水田とか農道に始まっていろいろされてきて、環境との調和の配慮の点につい

て非常に精力的に進めていただいて大変感銘を受けています。今回のほ場整備（畑）の改定に関して

も満足しているところです。ただ、この中身についてというよりも、注文というか、今後の進め方につい

てご配慮いただきたい点を２つほど、関連するわけですけれども、申し上げたいと思います。 

 １つは、環境の保全に関して「総論」、「調査」、「計画」という各段階で非常に丁寧に書いていただい

て大変結構だと思っています。大体それでいいのですけれども、実際にこの基準書を使われる技術者

の方、計画を立てたりする方というのはどんどん個別の具体的なところに入ってくるわけですね。そう

すると、例えば設計レベルになって傾斜度がどうだとか、道路の幅員がどうだとか、道路は直行すべき

だとか、どんどんどんどんそっちの方へみていってしまうと思うのです。ですから、これから現場の土地

改良事業を担当する方、設計を担当する方なんかはいろいろな研修制度とか基準書の説明会とかが

あると思うのですが、そういうことを通じて、最初に書かれている「総論」、「調査」、「計画」というのは一

番大事な、特に自然環境の場合については計画段階でほとんど決まってしまう、あとの工事の段階だ

といろいろなことに配慮しにくくなってしまうので、そういう点、よく趣旨の徹底をお願いしたい。農道と

かそういうところになると環境配慮という言葉は出てきませんから忘れてしまう可能性があるので、そ

こをちょっと危惧しているので、よろしくお願いしたいという点です。 

 それが１点目なのですけれども、それに関連して、自然環境の場合はとにかく立地が大事なもので

すから、２点目のお話は、土地改良事業というのでしょうか、畑のほ場整備が必要なのかどうかという

点をじっくり検討するように……。「総論」のところで書いたり「調査」のところで書いてあるので、そうい

うことをきちっと把握して、本当に必要な事業なのかどうかという点が一番肝心なところだと思うので

す。 

 なぜこんなことを申し上げるかというのをいわないとわからないと思うので例を挙げて申し上げますと、

例えば数年前に沖縄の西表島で国有林を払い下げてサトウキビ畑をつくるというような計画が出てき

て、結構もめたことがあるのです。結果は忘れましたけれども、多分やらなかったと思うのです。そうい

うことが１つあります。本当にそのサトウキビ畑が必要なのかどうかという辺を最初の計画の段階でよ

く考慮した上での計画推進にしてもらいたいということなのです。 

 実は昨日、奄美大島に行ってまいりました。奄美大島の隣の徳之島は非常に固有な動植物が生息

するところなのですが、サトウキビ畑が放置ないし放棄されている。結構あれは粗放でやりますから。

一方で、本当にごくわずかしか残っていないのですけれども、残された自然林を切ってまた新しいほ場

整備をしているというような話。これは私がみてきたわけではないのであれなのですけれども、そういう

のが現に今でも行われているというようなことがありまして、本当にそのことが必要なのかどうかという

ことをよく考えてほしい。先ほどの１点目と同じ論理になるわけですけれども、その辺をぜひ現場に徹

底していただきたい。 

 実はサトウキビをつくることがどうか。今回のあれの中にも作付の計画もあるわけですから考えても

らいたいのですけれども、例えばハワイやなんかではサトウキビよりも換金作物といいますか、もっと

高品位で高く売れるような作物に転換している。そういうことが行われているわけですね。ですから、

サトウキビが沖縄県の農業にとって本当に必要な作物であるかどうか、換金というか、効率的な面で

もいいものかどうかというところまで踏み込んで計画を立てていただきたいと思うわけであります。 

 ですから、この基準書というのはそういう意味で総論的には私は非常に満足しているわけですけれ

ども、それを実行する段階で環境との調和に配慮するという辺をどのように具体化するかという辺は、



ただ工事をするというだけではなくて、そこで作付する作物のところまで考えて、例えばむしろその地

域地域に合うような作物というのはどうあるかというところの研究もあわせて、ご当局の判断だけの問

題ではなくて農林水産省全体の問題だと思いますが、そういう点まで考慮に入れたものにしていただ

きたいと思っております。 

○田中小委員長 

 どうぞ。 

○河地専門委員 

 分厚い方の参考資料―１です。２点ほどあるのですが、まず細かい話から先にいきますから、ページ

は逆転します。 

 45 ページ、3.4.4 の「作付体系計画」の中の文章の下から３行目に「将来的な持続性、その組合せに

当たって考慮すべき重要な点」云々とあります。「将来的な持続性」、この辺の意味がちょっととれない

のですが、ちょっと先にお答えいただけますか。 

○富田資源課長 

 作物の継続的な農業が行えるという担保ですね。 

○河地専門委員 

 「持続性」という言葉はどこへかかっているのですか。 

○富田資源課長 

 済みません、ちょっとこれは文章が…… 

○河地専門委員 

 将来的な持続性が考慮すべき留意点の１つに含まれるのではないですか。この組み合わせというの

は作物の組み合わせですよね。 

○富田資源課長 

 ええ、そうですね。作付体系ですからね。 

○河地専門委員 

 それを行うに当たって考慮すべき１つの点として将来的な持続性というものが含まれるのではないで

しょうか。 

○富田資源課長 

 そうですね。 

○河地専門委員 

 そうしますと文章が全然違いますよね。 

○富田資源課長 

 はい。これはちょっと直させていただきます。 



○河地専門委員 

 もう一点。戻りますが、同じ参考資料です。「概査」のところです。 

○田中小委員長 

 ページはどこら辺になるでしょうか。 

○河地専門委員 

 11、12、13、14 のあたりです。11 で「概査」というところが「基準の運用」として掲げられて、12 ページ

で解説ですね。その下の方に３．「踏査」というところがありますが、この「踏査」の（1)、（2)は完全にハ

ード的な面での概査に必要な事前調査、いわゆる踏査をやられるということですね。この段階で 11 ペ

ージの方の⑥「生態系、景観等の環境の概要」に関連する踏査は行う必要がないということを示され

ているのでしょうか。これを逆に読みますと、踏査では生物調査や生態系調査、景観等の調査はやら

ない、やる必要がないということになるのでしょうか。 

○富田資源課長 

 この踏査の内容にですね。 

○河地専門委員 

 はい。踏査事項です。生物調査とか生態系が書いてない。 

○富田資源課長 

 踏査事項の（1)の中に生態系、景観等が含まれていないという…… 

○河地専門委員 

 ええ、（1)、（2)を含めて。 

○富田資源課長 

 地区の土地基盤の状況。環境関係は４番の「農村環境に関する概査」というところで一応記述してお

りますが。 

○河地専門委員 

 ここはあくまでも概査の話ですから、その踏査というのは概査を具体的に始める前のデータ収集等を

踏査といっておられると思うのですが、それの位置づけも書いてませんから明確ではありませんが…

… 

○富田資源課長 

 この踏査でも当然生態系調査をやってもおかしくないわけで…… 

○河地専門委員 

 やるべきということではないのですか。 

○富田資源課長 

 やるべきではなくて、方法論として当然あり得るということで。 



○河地専門委員 

 そうしたら、その辺のこともこの文章の（1)の中にね。 

○富田資源課長 

 ４番で農村環境について概査をまとめて書いたわけですが…… 

○河地専門委員 

 「生物調査や」云々、「アンケート調査等を補足的に実施し」と書いていますね。積極的にやりなさい

とはいってないですよね。それでいいならいいのですが、今の環境との調和に配慮と看板を掲げてい

る部分には余りにも後ろ向きな表現ではないかなという思いがするのですが、ご検討いただければあ

りがたい。 

○富田資源課長 

 わかりました。検討します。農村環境に関する概査の中で一応踏査は位置づけていたのでということ

なのですが、構成について見直してみます。 

○河地専門委員 

 ご検討いただければありがたい。 

 以上でございます。 

○富田資源課長 

 わかりました。 

○田中小委員長 

 どうぞ。 

○細谷特別委員 

 冒頭の小林委員の意見と関連するかと思うのですが、そもそも論のところにかかわってくると思いま

す。資料―１―１の２ページ目、「背景及び改定の必要性」というところでございます。そこの上から３つ

目のパラグラフ、「特に」から始まるところです。「平成 11 年度」何がしと書いてあります。３行目のとこ

ろですが、「地域の特性に応じて」、これは 24 条の中の話をかいつまんで書いているわけです。ここの

文章、「地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として」というとこ

ろでございますが、「地域の特性」が何なのかという解釈のところでございます。これは実質的には土

地の構成であるとか栄養度がどのくらいなのかということでございますけれども、この中に何とか生物

多様性の特性を盛り込めないかということでございます。全体を通じて生態系への調和をうたいつつも、

どうもその辺が具体的に先がみえてこないという感じがいたします。 

 旧版と新版が出てきてはいるのですが、旧版の中で各農政局が一番苦労しているところは実際にバ

ランスのとれた未整備田――ここは畑になるのでしょうけれども、そういったものに対して手をつけな

い選択肢が旧版においては全くなかった。制度の問題もあるのでしょうけれども、目的がそもそも全面

的に効率化するというところがあるからなかなか難しいとは思いますが、ミティゲーション５原則の一つ

をとっても一番やらなければならないところを避けて一番軽いところだけで済ませていて、そのこと自

体が免罪符になっているという現状がございます。そういったところをぜひとも地域の特性の中に伝統



的な農法として手をつけない部分のようなところに対しても考えなければならないという選択肢もあっ

てもいいのではないかなという感じがいたしております。 

○富田資源課長 

 検討させてください。 

○田中小委員長 

 ほかにご意見ございますか。どうぞ。 

○遊磨特別委員 

 ３点あるのですけれども、１点目は同じく資料―１―１の７ページの「総論」の部分の文言なのですが、

７ページの下の方に基本理念が改定になったという部分があります。この２つを比較すると、現在のと

ころには「農村環境の保全」とか「良好な農村環境の形成保全」というキーワード的なものが入ってい

るのですが、改定（案）ではどちらかというと「生産性の高いほ場条件を整備することを目的としている」

と、逆に単一化された目的をきっちりとうたい上げている。これはこの全体の趣旨にかなり逆行するの

ではないかなというのが１点です。 

 あと２つ続けて申し上げます。 

 ２つ目は、あっちこっちに環境の問題に関しまして獣害等の話が出てくるのですが、どのようにいった

らいいのかちょっとわからない。参考資料の基準書の 26 ページあたり、これは例えばという例なので

すが、この下に６番として「周辺環境」をどのようにしたらいいかという説明があるのですけれども、こう

いうところに保全すべき内容とか、そういう趣旨に近いものだけではなくて鳥獣害――結局、生物多様

性の問題と鳥獣害等の問題というのは裏腹なんですよね。やはりそこをあわせてどういう調和をとる

かというのをこういうところにしっかり書いていただきたいと思いますし、本日最後に出てくるのかもし

れませんが、景観的な要素のことも割合最初の方にきっちり書かれる方がいいのではないかというの

が２点目です。 

 ３点目は、全く出てこなかったので私の理解不足なのかもしれませんが、排水処理ですね。農作物

の出た後のいろいろな処理。水だけではないかもしれませんが、そういうものに関する施設的なという

のですか、概念的なことというのは全く触れなくていいのかなというのがちょっと気になっております。

暗渠排水とか排水溝がどうとかというのはそれなりに記述されているように思うのですが、その処理施

設的なものというのは、ケース・バイ・ケースだと思いますけれども、やはり僕はそれなりに必要だろう

という気がするのです。 

 その３点を意見としていわせていただきます。 

○田中小委員長 

 よろしくお願いします。 

○富田資源課長 

 ３点ありましたが、まず第１点です。周辺環境の記述、「総論」のところですね。これはこちらの対比表

でみていただくとわかるのですが、その後の「事業計画作成の基本」の部分で環境との調和みたいな

記述をあわせてやっていまして…… 



○遊磨特別委員 

 それはわかっているのですが。 

○富田資源課長 

 決して後戻りしているのではないということで、別のところでそこは書いているということで、トータルと

しては同等以上のものを今回書き込んだつもりではおるのですが。 

○遊磨特別委員 

 何かキーワードが分かれて別々になってしまったのでね。 

○富田資源課長 

 １カ所にあるか分かれてあるのかの違いで、そこはそのように分けて、逆にそういうことで強調してい

る部分もありますよという趣旨でご理解いただければいいかなと思います。 

 先ほどの鳥獣害の話と生態系の保全みたいな話は本来は一体で議論するべきなのかもしれません

が、今回はこのように分けた形で、一方は農業に対する被害という位置づけであって、一方は環境に

配慮する。ここはあえて分けて書かせていただいたということなのです。ただ、環境保全の中でいろい

ろな調査をやるのは当然一体でやられるということかと思いますので、その辺は今後技術書の中で記

述するなどやっていきたいと思っております。 

○遊磨特別委員 

 ただ、総論的なところに、これはコンビネーションなんですよということをちょっと入れていただくだけ

で随分…… 

○富田資源課長 

 では、その辺ちょっと記述は検討させてください。書くとしても解説の欄で書くような形になるかと思い

ます。 

 あと排水処理のところまでは現在はちょっと触れてないかと思います。ほ場の排水そのものはありま

すが、出ていった先については特に今回は記述していません。今後少しこの辺も必要なら検討すると

いうことで考えていきたいと思います。 

○田中小委員長 

 時間の関係で短くお願いします。 

○中野専門委員 

 今ちょうど排水の話が出ましたので、私も中山間でほ場整備をしようかという計画の委員をしていた

のですけれども、ほ場整備したとき、下流の人たちは濁水が流れてくるのではないかと非常に心配さ

れていました。これは工事の過程ですけれども、沈砂池的なものも要るのではないかと。整備した後も

土砂が流れてくるということで、そういうのも要るのではないかと思っています。それは技術書の中に

出てくることかもしれません。 

 もう一点はかんがいのことなのですが、特に中山間でほ場整備したときに防除用水を非常に農家の

人たちは希望するけれども、その用水がそういうところは手当てしにくい。ここにはかんがいの方法に

ついては触れておられますけれども、できればほ場整備した後、特に急傾斜地でのちょっとした集水



施設みたいなものに触れていただくといいかなと感じました。これも技術書の中に出てくれば問題ない

と思いますけれども。 

 以上です。 

○富田資源課長 

 今のご指摘については技術書の中に入れていきたいと思っています。ほ場整備後の濁水の話とほ

場における防除用水等の用水供給の話ですね。わかりました。それは技術書の方で検討したいと思

います。 

○田中小委員長 

 では手短にお願いいたします。 

○青山専門委員 

 それでは、私の方から簡単に資料―１―１の５ページ、４番目、「担い手の育成を踏まえた調査・計

画に係る記述の充実」ということが書かれておりまして、こういうことであるということなのですが、もう１

つ、資料を子細に検討しているわけではないので記述されているのかもわかりませんが、どういう方

向を目指して、どのようなことをすべきかということがはっきりしないというのがちょっと私の印象です。 

○富田資源課長 

 わかりました。先生の指摘を踏まえてもう一回見直して、充実できるようなら書き込んでいきたいと考

えております。 

○田中小委員長 

 それでは、次の議論がございますので、一応ここで議論を締めさせていただきたいと思います。貴重

な意見をたくさんいただきましたが、こ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

集の方に進んでいきたいと考えております。修正につきましては相談しながら進めたいと思いますが、

私の方にご一任いただけるでしょうか。 

 

     （「はい」の声あり） 

 

 ありがとうございました。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、環境配慮の技術指針（２次案）の検討について、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、「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（２次案）」、ご説

明させていただきます。 

 今回の技術指針につきましては、生物の生息・生育環境、移動経路、これをネットワークと称しており

ますけれども、そういうネットワークを確保していくという視点から、工種横断的な環境配慮の考え方、

調査・計画、設計・施工に至る手法を具体的に記述して、現場での適用性を向上させていこうというこ

とで進めているところでございます。 



 前回の技術小委員会では１次案をお示しいたしまして、この資料の目次をごらんいただきたいと思う

のですけれども、第１章から第３章の基本的なところについては、ほぼ固めることができたのではない

かなと思っております。本日の第２次案では、特に４章から６章にかけて、１次案ではまだ十分ご説明

していなかった項目、あるいはさらに充実を図った内容等を中心に説明させていただきたいと思ってお

ります。 

 また、この技術指針、基本的には考え方をよくお示ししていきたいと思っておりますけれども、それを

サポートする参考資料なり実際の現場での取り組み事例を参考事例として紹介するということで、現

場の技術者にとって使いやすいもの、便利なものになるように配慮していきたいと思っております。そ

ういう意味で、この目次の下のところに参考資料、参考事例の定義を記したところでございます。 

 それでは、16 ページをお開きいただきたいのですが、基本的に１章から３章は１次案、前回のままで

ございます。16 ページは３章に追加したところがございまして、田中小委員長の方から滋賀県の「魚の

ゆりかご水田プロジェクト」の事例などがあるのではないかというご示唆もございましたので、それを参

考事例としてつけております。特に農家のみならず、ＮＰＯなり土地改良区なり、多様な主体が参画し

てこういう取り組みをしているという事例でございます。 

 それでは、18 ページの「調査・計画」の方から説明させていただきます。 

 まず「調査」でございます。今回は調査の手順、概査、環境保全目標の概定、精査という流れをすべ

てそろえたということでございますけれども、特に「注目すべき生物の選定」という項目を新たに起こし

まして、この調査の大きな目的である注目すべき生物の選定というところに１つターゲットを置いた構

成にしております。 

 その関係で 24 ページをお開きいただきたいと思いますが、「注目すべき生物の選定」でございます。

地域の生態系を代表すると考えられる生物につきまして、生態系の指標、あるいは地域住民とのかか

わりなどを踏まえて選定していくという考え方を述べているところでございます。特に生態系の指標と

いうことで、上位性とか典型性、特殊性、希少性といったような生態系の指標について、そのもつ意味

を具体的に 24 ページから 25 ページにかけて解説をつけ加えたところでございます。 

 次に 31ページに飛びますけれども、こういった注目すべき生物を概定いたしましたら、その注目すべ

き生物のネットワークを把握して事業による生態系の影響を予測するということが必要でございます。

それを精査と整理しておりますけれども、この精査の中で今回新たに３の「影響の予測に当たっての

留意点」を記述いたしました。前回、遊磨委員から排水路と地下水位の関係についてもご指摘がござ

いましたので、特に水路を用排兼用の水路から用排分離をしていくといった場合に水田と水路の落差

が生じて、ネットワークの視点からそこに対する配慮が必要なのですけれども、それに加えて非かん

がい期における地下水位の低下による水枯れということもあり得るので、そういった点にも留意すべき

であるということをつけ加えたところでございます。 

 それでは、次に35ページにまいりまして「計画」の部分でございます。この計画の部分のポイントとい

たしましては、前回は環境配慮対策の検討の部分を若干ご紹介したにとどまっていたわけですけれど

も、今回の２次案では環境保全目標の設定、保全対象生物の設定、環境配慮対策の検討、その上で

の維持管理計画の検討といった一連の流れをお示ししているところでございます。特に農業生産性の

向上という事業の目的の達成と、こういった農村環境の保全・形成を両立させるという観点から環境配

慮計画をどのように作成していくのか、その手順を明確にしていったということでございます。 



 38 ページの「保全対象生物の設定」というところでございます。調査段階で注目すべき生物を概定し

たわけですけれども、この計画段階においては注目すべき生物から実際に保全対象となる生物を絞り

込んでいく。そういうプロセスをここでお示ししたところでございます。 

 この保全対象生物の絞り込みの過程におきましては、その視点として注目すべき生物の捕食―被

食の関係、種間の関係とか事業との関係、環境配慮対策との関係、地域住民とのかかわりといったよ

うな視点から総合的に検討すべきものでございますけれども、その際、専門家の意見、地域住民の意

向も踏まえて絞り込んでいくことが必要かと思っております。 

 40ページに、種間関係ということから注目すべき生物の中から保全対象生物をどう絞り込んでいくか

という事例１つを示してございますけれども、注目すべき生物として、例えばチュウサギとフナ類が調

査の段階で選ばれたとして、この２つの生物の関係をみていきますと、フナがチュウサギの餌になって

いるということで、フナ類を地域の生態系の代表として保全していくことによってチュウサギも保全され

るというような関係がある。チュウサギの方は事業との関係が不明確な部分もあるというような観点か

ら、この場合においてはフナ類を保全対象生物として選んでいく、そのような考え方についてご紹介し

ております。 

 次に 41 ページでございますけれども、このようにして保全対象生物を絞り込みをいたしまして、次に

環境配慮対策をどのように進めていくかということになるわけでございます。前回も１次案でこの辺は

少し考え方をお示ししてございますけれども、配慮対策を行うエリアを設定して、そのエリアの中でネッ

トワークを確保するための対策としてミティゲーション５原則を踏まえて検討していくということでござい

ます。 

 このミティゲーション５原則を適用する際の検討の視点を幾つか充実させた記述にしているわけでご

ざいます。41ページから42ページにその辺の視点を整理してございます。例えば用水路については、

非常に水の流れが速いとか、かんがい期と非かんがい期で水があったりなかったりということなので、

生物の生息・生育環境という点ではなかなか厳しい面がある。他方、排水路については、通年で水路

内に水があって流れも緩やかであるので、生物の移動経路の確保なり生息環境の確保という意味で

は非常に対策がしやすいというような特徴があるということが基本かと存じております。 

 あと、ため池、水路や農道の法面の緑地など、さまざまな配慮の視点について記述を加えたというこ

とでございます。 

 こういう視点で環境配慮対策を設定する場合に、複数案をつくって関係者の意向を聞きながら、農業

生産性の向上と地域環境の保全が両立するような形で絞り込んでいくということが基本になろうかと思

います。46 ページに環境配慮の複数案の例をお示ししてございます。これは先般、竹谷委員からその

複数案について具体的に少しイメージを示した方がいいというご指摘もいただいているところですが、

この例ですと上流のＡ用水路から水が流れてきて水田に水が供給され、その後、Ｂ排水路に水が入る

ということでございます。このときの環境配慮の考え方として、案の１、２、３とあるわけですが、案の１

は用水路も排水路もネットワークの視点から十分な配慮対策を行うというような内容、案の２は単に移

動経路の確保のみというレベルとしては比較的低い配慮、案の３の方は排水路の方を特に重点的に

配慮を行っていくというようなレベル設定でございます。その３つの案についていろいろと比較検討して、

また地域住民、農家の方等の意見も聞きながら、農業と環境保全とのバランスがいい案の３を選んで

いく、このような考え方をお示ししております。 

 47 ページに、そういった考え方の具体的な例になろうかと思いますけれども、鳥取県の大谷地区と

いうところの事例でございます。ほ場整備を実施している地区でございますけれども、区画整理を行う



とともに農作業の水管理の効率化という面から、用水路についてはパイプライン化を行って効率的な

農業生産条件を整えたという地区でございます。 

 ただ、ここにはメダカが相当生息しているという環境でございますので、これを何とか保全していきた

いと。したがって、検討１のところにありますとおり、メダカの生息環境の広がりをまず確保しようという

ことで、排水路をその生息環境として確保していこうという構想を立てたわけでございます。 

 その上で、検討の２になりますが、生息環境の質の向上を図っていくということで、メダカの産卵場所、

生育の場としての質の向上を図る。そのために、この排水路においてはメダカがすみやすい環境、魚

巣ブロックを設置するとか多孔質の護岸にするというような対策をとってメダカの保全に成功したという

ような事例でございます。 

 次に 51 ページにまいりますが、今度は環境配慮のこういう対策がとられた後、また施設が完成した

後の維持管理の問題でございます。施設は作りっ放しではだめなわけでございまして、その後、適切

な維持管理が継続的に行われる必要があるということはいうまでもございません。その際、関係者の

合意形成を得ながら維持管理を行っていくということでございますが、農業者だけ、あるいは土地改良

区だけが維持管理するということではなくて、その地域の生態系なり生息環境を守っていくというような

視点が重要でございますので、可能な限り地域住民、集落などの方にも参画していただきながら維持

管理計画を立てるということが重要ではないかということでございます。 

 例えば維持管理計画のイメージでお示ししておりますように、ネットワークの保全を考慮した水路の

草刈り、泥上げという管理項目については地域共同の活動組織でやっていくというような考え方もある

のではないかということでございます。 

 こうした観点から、農林水産省としても平成 19年度から、農地・水・農村環境の保全向上対策を新た

な施策として打ち出しているところでございまして、そういった新たな施策もここに融合させていくという

ことも考えられるのではないかと思っております。 

 次に 54 ページにまいりまして、設計・施工の段階でございます。前回も基本的なところはお示しして

おりますけれども、今回は特に環境配慮工法の選定の記述を大幅に充実したということと、工法など

詳細設計についての項目を新たに追加したところでございます。 

 56 ページに環境配慮工法の選定の考え方を記述してございますけれども、生物の「ネットワーク形

成に資する工法選定」ということであります。つまりはいろいろな水路なり河川、水田、樹林地、ため池、

農道といったさまざまな施設なり場があるわけですけれども、それをうまく連続していく、そのネットワ

ークの種類ごとに工法を選定していくということが基本になろうかと思っております。 

 58 ページにネットワークの種類を整理いたしました。５つに分類できるということでございます。水路

の上下流、水路と河川という移動が１つございます。水路と水田の間の移動が２つ目、３つ目は水田と

樹林地、４つ目がため池と水田や樹林地、５つ目が水路、農道における緑地帯の移動、こういう５つの

ネットワークの種類を決めまして、それぞれのネットワークごとの役割なり、そこでとるべき環境配慮工

法の目的を明らかにして、具体的にどういう工法が望ましいのかというのを体系化した表でございま

す。 

 この環境配慮工法がこんなに数多くあるわけでございますけれども、これは次の59ページから68ペ

ージにかけて具体的な工法の概要なり、その工法選定に当たっての留意点を実際に採用されている

地区の事例の写真をお示ししながら整理いたしました。現場で工法選定の際に参考になるのではない

かと考えているところでございます。 



 次に 73 ページでございますけれども、こうした工法の詳細設計でございます。選定した工法をもとに

設計をどうしていくかということでございますけれども、これについても、先ほどのネットワークの５つの

種類ごとに移動経路の確保というような視点と生息・生育環境の確保の観点から設計の留意点をまと

めていきたいと思っております。 

 設計の留意点としては、例えば水路の上下流の移動、あるいは水路と河川の移動という観点からい

えば、流速をどうするのか、あるいは水深をどうするのか、魚の休息場所をどう確保するのかといった

ような点がこの中に入ってくると思っております。 

 もう少し記述を具体化させる必要があると思っておりますけれども、とりあえず現在明らかになってい

る定量的な指標についても、74 ページにありますような魚の遊泳能力のようなデータでありますとか、

75 ページ、76 ページにかけての地区の事例等をお示ししているところでございます。この部分は、そ

のような形でいろいろ参考事例を記述しながら使いやすいものになるように工夫をしていきたいと思っ

ております。 

 81 ページでございますけれども、同じくネットワークの種類で水路と水田を結ぶ工法として水田魚道

というのが非常に普及してきているところでございます。この水田魚道についての考え方、位置をどう

するか、勾配をどうするかといったような点についてまとめていることと、先般中野委員からもご指摘が

ございましたけれども、水田魚道はまさに個人所有の農地につけるものでございますので、農家の方

との合意形成が非常に重要であるというご指摘、その点をつけ加えているところでございます。 

 あと、85 ページのネットワークの種類で水田と水路、樹林地の移動経路の話、86 ページのため池、

水田、樹林地の間の移動経路といったところについても記述をしておりますけれども、このあたりはも

う少し充実を図る部分もまだ残されているかなと思っておりまして、今地区の事例収集をしながらさら

に充実を図っていきたいと考えているところでございます。 

 93 ページは「維持管理、モニタリング」でございます。ここは基本的に１次案と変わってございません

が、先般遊磨委員から営農活動における環境配慮ということを記述した方がいいのではないかという

ご指摘がございましたので、93 ページの下の絵のところにそれをつけ加えてございます。 

 また、96 ページに伊豆沼地区の「ふゆみずたんぼ」の事例を紹介してございますが、ここでも四方委

員の方から、冬期湛水水田においては湛水終了後にいろいろな雑草が繁茂するようなケースもある

ので、その辺を注意事項として記述した方がよろしいのではないかというご指摘がございまして、それ

を記述しているところでございます。 

 駆け足でございましたけれども、２次案については以上でございます。 

○田中小委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ご自由に発言をお願いしたいと思います。 

○細谷特別委員 

 ミティゲーション５原則について先ほど資源課長にもちょっと無理なことを申し上げたのですけれども、

同様にこれはもう一度原点に返って考え直した方がいいのではないのかなと。41 ページです。先ほど

皆さんにミティゲーション５原則を振り回すことがほ場整備を進める免罪符だと大変失礼なことを申し

上げた、まさにそういう事例がたくさんございます。釈迦に説法だと思いますが、41 ページの解説の２

の中でございます。ミティゲーション５原則はＮＥＰＡ (National Environmental Policy Act)、1969 年だっ



たと思いますが、アメリカの基本的な環境に対する考え方を農林水産省が全面的に取り入れた。私は

これは評価いたします。 

 ただし、この概念はたしか２つ基本があったと思います。１つは、私は過去の委員会でも申し上げて

ここに取り入れられていますが、順位性。先ほども申しましたように回避と低減と代償。全般をみます

と真っ先に回避を考えるべきであるということですが、事業を進めるに当たって、一部は確かに44ペー

ジに越冬地として回避の例を出されていますが、もう少し具体的な参考例が書けたらいいかなと思っ

ております。なかなかそういう事例がないでしょうから難しいでしょうけれども、ご検討いただけたらと思

います。 

 第２点目です。これも非常に重要ですが、ミティゲーション５原則は５原則のどれかをやればいいとい

うわけではないことは今おわかりいただけたと思います。これは順位性があります。やるべきことの順

番で１、２、３段階ございますから、まずその大前提としてＮＮＬ（No Net Loss)の考え方です。つまりどう

いうことかといいますと、保全目標対象種を出されていますが、その生活環に対していかなる事情が

あっても支障を来してはならないという大前提がございます。すべての生物多様性を守れと申し上げ

ているわけではありませんから、そういった保全対象種に対して、どうでしょう、この 41 ページの２の

（1)番のミティゲーション５原則の最初のところにＮＮＬの考え方。要するに保全目標とした種類の生活

環の一部なりとも保全事業前と事業後に変更があってはならないというＮＮＬの考え方を１行加えてい

ただけたら大分目標が明確になるのではないかなという感じがいたします。 

 以上です。 

○田中小委員長 

 どうぞ。 

○角田事業計画課長 

 ご指摘ありがとうございます。回避をまず検討すべきということは、41 ページのミティゲーション５原

則の最初のところに記述させていただいております。また、それについての事例を記述した方がよろし

いというご指摘については少し検討させていただきたいと思います。 

 No Net Loss のご指摘についても、その保全対象生物についてNo Net Loss を明確にした方がいい

というようなご指摘でございますので、そこは少し検討させていただきたいと思います。 

○田中小委員長 

 河地先生。 

○河地専門委員 

 資料の 16、17 ページ、前回私は欠席させていただいたものですから、新たに入れていただいたとい

うことです。これは恐らく滋賀県から資料を提供されたんですね。 

○角田事業計画課長 

 はい。 

○河地専門委員 



 ところが、16、17 ページ、表と裏でこの形式の魚道の呼称が混在しているんですね。16 ページでは

「排水路堰上げ式水田魚道」となっておりまして、17ページの枠囲いの下の１行目では「全面魚道施設」

と。実は私、このプロジェクトに若干かかわっていまして、今周辺の沿岸で５地区試験をやっているわ

けです。その１カ所を研究のサイトとして利用させてもらっておりまして、これは余計な話ですが、魚の

行動を確率的に表現して、魚道の中の水の流れと関係づけて遡上確率を出すような基礎的な研究を

やらせてもらっているのです。そこで、名称の話に戻りますが、滋賀県は当初、「全面魚道施設」と呼ん

で一貫してこの言葉を使ってきたのですが、最近ほかの関係者からそれではわかりにくいので「排水

路堰上げ式」にしたらどうかという話になっておりまして、県としてもどっちにするか迷っていたようなの

です。これは県が出してきた資料ですね、確認しますが。 

○事務局 

 そうです。その上で近年、滋賀県の方で「排水路堰上げ式水田魚道」と名称を変えているということ

で直したわけです。 

○河地専門委員 

 ああ、そうですか。そうしたら 17 ページの１行目のそれも変えていただいた方がいい。 

○事務局 

 直し忘れでございます。どうも申しわけございません。 

○河地専門委員 

 間違いが繰り返されるから。それで結構なのです。 

 それと関連することが63ページのところに出ていますね。写真はいいですが、この所在地が「長沢地

区（滋賀県大江町）」となっていますが、これは実は「近江町」の間違いです。滋賀県の近江の国の「近

江」です。ところが、この 10 月から米原市に合併します。私の住まいしている米原市でございますので、

そうしてください。 

 以上でございます。細かい話をしました。 

○田中小委員長 

 どうぞ。 

○遊磨特別委員 

 ５点ほどあります。 

 資料が大変豊富で非常にわかりやすいのですけれども、逆にもうちょっと留意していただきたいポイ

ントがあります。例えば 29 ページ、下に「参考資料」として調査の事例、魚と植物の例があるのですが、

これは冬の時期という調査を無理にでも入れていただけませんでしょうか。実は滋賀県のプロジェクト

で大変抜けているのは冬の場の確保であります。こういう事例のところには、できる、できないは別に

して、一応冬の越冬場所みたいなものをいかに確保するか。ほかのところではそういう図が出ている

ので、こういうところにもそういう文言を入れていただきたいと思います。 

 ２つ目です。31 ページの大きな３番の留意点の（1)のところで水枯れのことを記述していただいて大

変ありがたいのですが、これは「非かんがい期には『排水路の水枯れ』」とあるのですが、これは排水



路だけではなくて用水路もありますよね。むしろ用水路の方が危ないのかもしれないのですが、単に

水路としておいたらいいのかなという気がします。 

 それと「様々な視点」のところで、ここは影響予測の部分ですから、例えば用排分離をすると、後ろの

方にちらっと出てきたと思うのですが、用水路化すると流速が速くなるとか、排水路化すると流速が遅

くなるとか、そのようなことも少し書き込んでいただくとわかりやすいのではないかなという気がいたし

ます。 

 ３点目です。実に細かいことですが、38 ページの一番下に例として「コイやヤマメなどの釣り」という

のがあります。水路にヤマメというのはあまりしっくり来ないので、お考えください。 

 ４点目へいきます。58ページです。この表は僕は大変わかりやすくてうれしかったのですけれども、こ

こに２つコメントがあります。例えば中段あたりに「水路と水田」の項目の「生息・生育環境」の後ろの方

に「耕作放棄地、遊休農地等」という文言があるのですが、ほかのところは比較的、工法、技術のしっ

かりした名前が載っているのに、ここは少しぼけた用語になっているような気がします。こういうところ

で例えば「環境水田」とか「冬期湛水」とか――その表現が合っているのかどうか知りませんけれども、

何かそういう表現が使えないかなというのが１点。 

 もう１つは、同じページ、どこに入れていいかわからないのですが、例えば昆虫とか両生類なんかは

冬の間の越冬場所が大変重要なのですが、今コンクリート畦が結構増えておりますので、水路の方の

土羽だけではなくて土の畦みたいなものを一応書き込んでいただきたい。 

 ５点目にいきます。５点目は 72 ページです。ここにホタルのことに配慮した工法の事例が載っている

のですが、上にイメージ図が①番から④番まで４つありますね。僕の勘違いでなければ、この図でいく

と右側の方をずっといじってるんですね。いろいろな工法を変えている。多分ホタルに関しては左側の

方が大事。要するに樹林地がある護岸の方がむしろ大事だと思うのです。右側の方をいろいろ工夫す

ることも別に悪いことではないのですが、むしろ配慮すべきポイントは左側の方の岸だろうという気が

するので、ちょっとこの辺はご検討いただきたい。 

 以上です。 

○田中小委員長 

 ほかにご意見はございませんでしょうか。 

○中野専門委員 

 小さなことですけれども、74 ページの「参考資料」の上から２行目の「一般に紡錘型をした魚では、巡

航速度や２～４BL」、これは下でみると体長ですよね。これはこういう書き方でよろしいのですか。私、

この辺がちょっと何かおかしいような気がしたのですけれども、これはいいのですか。「や２～４BL

（cm/s) 」。どうしたらいいのですか。 

○角田事業計画課長 

 「や」が要らないですね。 

○田中小委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで議論を締めさせていただいてよろしいでしょうか。 



 貴重な意見をいろいろいただきましたので、これは２次案でございますので、これをもとにパブリック

コメントの募集を行いたいと思います。修正につきましては、事務局と私の方にお任せ願えないでしょ

うか。 

 

     （「はい」の声あり） 

 

 どうもありがとうございました。そのようにさせていただきます。 

 それでは、次に景観配慮の手引き、これは１次案でございますが、これ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、引き続き「農業農村整備事業における景観配慮の手引き」についてご説明させていただ

きます。 

 農業農村整備事業の実施に当たっても農村景観の保全・形成に向けた取り組みを推進していこうと

いうことで、まずは農村景観に関する基本的な考え方について整理する。その上で事業実施の際の

景観配慮の進め方、具体的に調査、計画、設計・施工の各段階でどのように考えていくのかという考

え方を整理して手引きとしてとりまとめていこうという趣旨でございます。 

 前回におきましては、まずその前半部分の農村景観の保全・形成が求められている背景とか、農村

景観の美しさとは何かとか、景観配慮の基本的な原則や考え方といったところについて、Ａ４横の資料

でご説明してご意見いただいたところでございますけれども、今回はそれをＡ４縦バージョンに直しまし

て、それに加えて具体的な調査、計画、設計の考え方についてもご説明をさせていただきたいと思っ

ております。 

 目次をご覧いただきたいと思いますけれども、基本的に１章から７章の構成になっております。第１

章の「手引きの目的」から第４章の「景観配慮対策の進め方」のところにつきましては、前回ご説明した

内容を再整理したというものでございます。第５章以下が今回新たにご説明する部分になるということ

でございます。 

 初めてこういう縦バージョンになりましたので、一応流れを追ってご説明させていただきたいと思いま

す。 

 １ページに「手引きの目的」でございます。「農村景観の保全・形成が求められている背景」について

まとめたものでございます。いうまでもございませんけれども、水田を基調とする日本の農村景観で、

これが日本人の原風景ともなっている。そして、水田なり鎮守の森、用水路、ため池といった二次的な

自然が有機的に連携して、そこがまた多様な生態系や良好な景観が形成されてきたということにも繋

がっているわけでございます。こうした豊かな自然と農業、伝統的な農村文化など農村のもつ魅力が

最近また再認識されてきて、これを守っていこうということが国民的な課題にもなってきているわけでご

ざいまして、農業農村整備事業の実施においてもこうした景観の保全・形成を図るという国民的な要

請に応えていくということが取り組みを行っていく背景であるというふうに整理しているところでござい

ます。 

 ２ページに「コラム」と書いてございますけれども、もともと日本のこういう伝統的な景観については、

明治初期に来日した外国の方々もいろいろ評価されているということがございますので、そういった内



容をご紹介しております。この手引き全体を通じてこういう形で関連する情報なり参考資料を随所に差

し挟んで理解を助けるような構成にしているところでございます。 

 次に、５ページに飛んでいただきたいと思います。「農村景観の特徴と農業農村整備の展開方向」と

いうパーツでございます。農村景観を守っていく根本は、農業が持続的に行われていることであり、農

村の活力が維持されていることである、そこがベースであるということをまずは述べております。 

 ７ページに「コラム」ということで「農村の美しさ」ということを紹介しております。今回は農村景観を視

覚的なものを中心にまとめておりますけれども、前回、田中委員長からもそれ以外に音とか香りとかい

ろいろなものがあるのではないかというご指摘がございましたので、そういう視点も重要であるというこ

とをちょっとご紹介させていただいております。 

 ８ページは「農村景観を形成する要素と『水』と『土』が果たしてきた役割」でございます。農村景観を

構成する要素は何かという分析でございますけれども、自然、地形的な要素、その上に立つ土地利用、

そして施設、植栽といった３つの大きな要素から構成されているということと、特に農村景観において

は水利用と土地利用が骨格部分になっておりますので、水と土の果たす役割が非常に大きい。そして

農業農村整備事業は、まさにその水と土に直接働きかける事業でありますので、そういう意味でも景

観との調和への配慮が非常に重要なのだということをここで記述しております。 

 次に 13 ページにまいりまして、こうした農村景観を保全・形成していく基本的な考え方についてまと

めております。農村景観、これは先ほど言いましたとおり、農業の生産と農村の活力が持続されるとい

うことが基本でありますけれども、その美しさを分析していくと農村に必要な機能、つまり人間の生存

に必要な機能とか快適に生きるための機能がそこには備えられている。その上で農村景観を構成す

る要素が造形的に調和する。それによって美しい景観が発現できるのだということを記述しておりま

す。 

 具体的に 16 ページに美しい農村景観のとらえ方の概念図がございますが、今申し上げました「農村

に必要な機能」として「生存に必要な機能」と「快適に生きるための機能」という２つがございます。「生

存に必要な機能」として食料が生産されている場であるとか、たくさんの生き物がいる、生物の多様性

があるような場所であるということがそういう機能でございましょうし、また「快適に生きる」という意味で

は休息・安息性がある、安全で安らぎのある場所、そのような視点が重要だと思います。 

 その上で「造形的な調和」という視点では、統一感がある、色彩が美しい、変化に富んでいる、エージ

ング（風格）が出てきている、そのような要素があると分析されるところでございます。 

 17 ページからそういった景観をとらえる技法的な話になりますけれども、まずは「景観における『図』

と『地』の把握」というのが１つございます。 

 19 ページには、景観をみる「視点」と「視対象」という考え方がございます。 

 21 ページに景観をスケール感をもってとらえていく、「大景観」、「中景観」、「小景観」という考え方が

あるということでございます。 

 23 ページに、こういった景観特性のとらえ方としてデザインコードというのが重要になってまいります。

ここは前回、藤本委員からデザインコードについて少し解説が必要であるというご指摘もいただいてお

ります。このデザインコードというのは景観を構成する要素の形状や配置などに共通するパターンであ

り、その地域の統一性を生むために必要な事項でございます。建物の様式でありますとか、道路の線

形なり集落のたたずまいといったようなところからそのデザインコードを見出していくという考え方をご

紹介しております。 



 25 ページは景観配慮対策の基本的な考え方でございます。先ほどの「技術指針」のときには５原則

でしたけれども、ここは４原則として、「除去・遮蔽」、「修景・美化」、「保全」、「創造」という基本原則を

打ち出しておりまして、これに沿って検討していくということでございます。前回、竹谷委員からその４つ

の考え方についてもう少し具体例を入れて説明した方がいいというご指摘がございましたので、この資

料でもそれぞれについて具体例をもって説明を加えたところでございます。 

 27ページに「景観調和の方針」としての「主役と脇役」、「融合調和と対比調和」という考え方をご紹介

し、29 ページには「景観設計の要素」としての規模、形、色、素材といったものがあるということを紹介

しております。 

 32 ページから「景観配慮対策の進め方」でございますけれども、基本的には農村に必要な機能を把

握し、造形的な手法を用いて農地・農業水利施設等の整備を進めるということが考え方の基本でござ

います。その際、調査、計画、設計の各段階において地域住民の参加を得て検討を進めることが重要

であるということを述べております。 

 また、農業農村整備につきましては、この「基本的な考え方」の下の方に書いてございますけれども、

農地を対象とする面的な広がりを有するもの、水路なり農道といった線的な連続性を対象とするもの、

頭首工・用排水機場といった点的な施設ということで特徴がいろいろございますので、そういった特徴

を踏まえた検討が必要であるということについて記述をさせていただいております。 

 38 ページにまいりまして、特に住民参加ということがこういう景観配慮については非常に重要である

ということで、特に項目を起こしまして、今後の調査、計画、設計の各段階で住民参加をどのように考

えていったらいいのかということを 38 ページから 39 ページにかけて記述させていただいております。 

 40 ページには「農村景観への配慮の取組姿勢」、特にこの手引きは現場の技術者に使ってもらうと

いうのが目的でございますので、技術者の心構えという視点で２ページにわたってまとめたものでござ

います。 

 それでは、42 ページから具体的な調査、計画等の説明でございます。調査に当たりましては、まず

地域の景観要素、あるいはデザインコードといった地域の景観に関する情報を収集して景観の特性な

り事業による景観の影響の把握を行うということが目的になります。具体的な調査の手順としては基

礎調査と詳細調査というふうに分けておりますけれども、基礎調査はその事業を実施する区域を含む

かなり広い地域、いってみれば地域全体を対象として調査を行う。大景観から中景観を念頭に置いた

調査でございます。詳細調査の方は、その地域の中で特にその事業に関連する、事業を実施すること

によって整備される対象やその周辺を重点的に調査するという趣旨でございまして、中景観から小景

観をその対象にするということでございます。 

 46ページに基礎調査によって地域景観特性を把握する考え方について記述しております。景観特性

の把握につきましては、「地形・自然」、「土地利用」、「施設・植栽等」といった３つの要素と、その地域

の社会環境なり地域住民の意識といったこともつけ加えて調査を行う必要がございます。 

 45 ページに調査項目の内容についても例をお示ししているところでございますが、この調査を行った

上で、特に地域の歴史・文化、地域の独自性（アイデンティティ）、こういったことに着目して調査結果を

とりまとめていく、そしてそれを図面に整理していくということがこの段階で必要な考え方でございま

す。 

 48ページからは「詳細調査の方法」でございます。これは事業を実施する整備対象周辺を詳しく調査

するという内容でございますので、まずは整備を行う対象が視対象として眺望できる範囲を調査対象



としていく。先ほど申し上げました視点場と視対象という考え方をここに適用していくということでござい

ます。 

 49 ページは具体的に視点場と視対象をどうとらえていくのかということでございますけれども、まず

は多くの人が眺望できるような場所、高台ですね。この図でいうと①の展望台のようなところが視点場

になりますし、そこからみる眺望が調査対象の範囲になるということでございます。 

 さらには、眺望される可能性の高い場所として人の多いところ、居住地に近いところなり公共施設に

近いところ、あるいは道路から眺望されるというような場所が選ばれてまいりますし、またいろいろな歴

史・文化施設に近い場所といったようなところを視点場として選んでいく、ここからみえる範囲を調査対

象範囲として選んでいくという考え方でございます。 

 その上で 50 ページ、整備対象周辺の「景観特性の把握」を行うわけでございまして、これは現地踏

査によって整備対象周辺の景観の構成要素なりデザインコードを把握していくという考え方でございま

す。 

 55ページに進みまして、次に計画の考え方でございます。この計画段階におきましては、今申し上げ

ましたような調査によって把握された地域の景観特性を踏まえまして、住民参加による合意形成を通

じて景観配慮の基本構想なり具体の景観配慮計画を策定していくというプロセスでございます。 

 まず「基本構想」でございますけれども、これは調査段階の基礎調査に相当する部分でございまして、

地域全体が目指す将来の地域計画の構想なり景観保全目標をこの中で立てていくという考え方でご

ざいます。 

 「景観配慮計画」につきましては、その地域全体の中の事業による整備対象とその周辺における景

観配慮をどうしていくかという具体の計画を立てるという考え方でございます。 

 57 ページの「基本構想」でございますが、景観保全目標の考え方でございます。まずはその地域の

目指す将来の景観保全の考え方を整理していこうという部分でございますが、58 ページに具体の目

標設定の流れをご紹介しております。まずはその地域の概況を把握し、地域の景観特性を分析して、

その上で先ほどの農村に必要な機能を明らかにして景観保全目標を立てていく。この事例ですと散居

村というのが１つの地域の特徴でございますので、地域資源を活用した散居村の創造というような形

で目標を立てていくということをご紹介してございます。 

 60 ページにまいりまして、地域全体の景観保全目標を立てましたら、今度はその中での景観配慮区

域をある程度絞り込んでいくということでございます。これは実際事業を実施する地域と重複する部分

もございますけれども、特に景観要素が集積している区域でありますとか、事業の実施によって景観

配慮を行っていきたい範囲といったものをその区域として設定していくという考え方でございます。 

 62 ページは、その区域が設定されましたら具体的な環境配慮計画の策定ということになるわけでご

ざいまして、このベースとしてはまず整備対象に対する視点場を設定して、その視点場からみえる範

囲の中で具体の配慮計画を立てていくということになるわけでございます。視点場は、先ほど調査のと

ころでも申し上げましたとおり、人々の往来の多い場所が基本になるわけでございまして、地域住民の

まなざし量といったものをその考え方の基本に置くということになろうかと思います。 

 この整備対象をみる視線として、62 ページの下の方でちょっとご紹介しておりますけれども、施設を

見上げる角度、仰角として27度、見下ろす角度として10度から15度といったところが適切な範囲とい

うことでございます。また、メルテンスの法則をご紹介しております。 

 その上で 65 ページにまいりまして「景観配慮方針の検討」でございます。「景観配慮方針の検討」と

しては、先ほどの基本原則に従って「除去・遮蔽」、「修景・美化」等々の基本原則をまず考え、その上



で対象物が主役・脇役という景観上の役割について、どのような位置づけをもっているのかということ

を検討し、そして融合調和・対比調和といった調和の方向を検討して、最後に景観設計の要素である

素材であるとか色とか、そういったものについての方針を固めていく。このプロセスを何度かフィードバ

ックして繰り返していくという考え方でございます。 

 66 ページに具体的な手順を示してございますけれども、例えばこの地域でファームポンドを建設する

とした場合に、どのように景観配慮していくか。基本原則に基づいて「修景・美化」をしていくということ

をまず決める。 

 次に、ではこのファームポンドはこの景観の中でどういう位置づけなのか。これは脇役であろうという

ことで、脇役として位置づける。 

 では、その脇役にふさわしい方法としては、周囲の景観と対比させるのか融合させるのかといった場

合に、これはやはり融合させるものであろうということで、融合調和を選ぶ。 

 そうすると、次に具体の方策としては、周囲のデザインコードから屋敷林というデザインコードを使い、

このファームポンドの周りに木を植えていく。そして、融合調和ということですから明度を落とした色彩

を採用する。このような形で景観配慮を行っていくという１つの手順をイメージしてお示ししているところ

でございます。 

 67 ページ以降、今言った４つの手順についての解説をつけております。 

 75 ページに「設計・施工」でございます。設計につきましては、計画で大体固まった内容について具

体の設計を進めていくということで、景観設計要素である配置、規模、形、色彩、素材といったものに

ついて、その自由度の範囲の中で組み合わせを検討していくということでございます。 

 具体的には 77 ページ以降、それぞれの景観設計要素ごとに考え方を整理しているところでございま

す。77 ページから 83 ページにかけて記述がございます。 

 84 ページに参考資料として、空間のデザイン手法として「入り隅み」という考え方がございますので、

これをご紹介しております。 

 85 ページからは「景観設計要素の操作の例」ということで、いろいろ景観シミュレーションを行う必要

があるわけですけれども、こういう比較設計を行って望ましい設計をしていくという事例を示しておりま

す。先般、安部委員から現場技術者にとって事例を豊富に盛り込んだ方がよろしいのではないかとい

うご意見をいただいておりますので、こういった事例をご紹介しております。 

 最後、90 ページに「施工管理・維持管理」についても記述してございます。記述もまだ十分でないとこ

ろもございますけれども、構成としては維持管理まで含めて手引きとして一通りの流れが説明できるよ

うな形のものにしてまいりたいと思っております。 

 １次案ということでまだ不十分な点もございますけれども、よろしくご意見をいただければと思いま

す。 

○田中小委員長 

 それでは、ただいまの内容について自由に発言をお願いいたします。 

○藤本特別委員 

 第７章の「設計・施工」についてはまだまだこれから検討すべき課題が多いのではないかなと私も感

じておりますが、全体としては大分すっきりしてきたのではないかなと敬意を表したいと思います。 

 ただ、ちょっと見落としたことで１つコメントしたいのは、17 ページに「『図』と『地』の把握」という部分

があるのですが、この枠の中、図を認識されるもの、地を認識されないものと非常に単純に書いてい



ますけれども、これは認識の優先性をいっているので、地が認識されないものというわけではないんで

すよね。ちょっと簡単に表現し過ぎていますので、その辺直していただければと思います。 

 ちなみに、その下の３つの図の説明で、例えば左端に「図となるものがなく、地だけが認識されてい

る状態」とか、その真ん中も「地として認識される」と書いてありますよね。表現としてちょっと矛盾しま

すから訂正をしておいた方がいいと思います。 

 もう一点は、前回この委員会でご指摘いただいた生態系と景観との関係づけの話です。景観配慮の

方から少しボンドを出しておく必要があるのではないかなと思うのは、景観形成、景観づくりということ

の現場における説得性ということからいうと、どうしても景観の言葉で攻めていかなければいけない部

分は確かにあるのですけれども、一方では景観形成ということが生態系の維持とリンクしているという

あたりを示してもらった方がより説得力があるのではないかなと。 

 そんな思いで見ていたのは、実は先ほど角田課長の説明で資料の２の技術指針の方です。こちらの

方がずっと進んでいるわけですが、それの46ページ、これをご説明いただいているときにああと思った

のです。ここには環境配慮ということで案の３を選択するということになっているのですが、そのときの

チェックポイント、これが左の行にずっと出ているわけです。景観面からいったらどうなのかということを

あわせて考えると、例えば案の３を選ぶときにＡの用水路かＢの排水路かというのがもし等価でどちら

を選択してもいいということであれば、あとは景観の方から、実は今回、最後の方にまなざし量という

のを角田課長からお話しいただいたのですが、そのまなざし量が多い方、つまり例えば集落の居住地

が用水路側に寄っているのか排水路側に寄っているのか、そういうこともあわせて案の３を選ぶという

ような選択の仕方があり得るなということです。つまり生態系に配慮するということと景観に配慮すると

いうことがここではリンクしているということです。だから施設という小景観に当たる部分については生

態系とは独立した景観の言葉で語らなければいけない部分は多いのですけれども、土地利用とか地

形、地物、自然、そういうところはむしろ生態系と景観をリンクさせるような工夫が技術指針の部分で

は必要になってくるかな、そんなことを感じました。 

○小林臨時委員 

 今景観スケールの話が出ましたので、ちょっと関連して。この農業農村整備事業における景観配慮、

この手引き書は非常に意欲的な取り組みで、なかなか難しい課題もあるのですけれども、大いに期待

しているところです。景観スケールに着目していろいろ考えようという点は、21ページに書いてあります

けれども、非常に大事な視点だと思います。 

 特に私がきょう申し上げたいのは大景観の問題です。小景観に関してはデザインの問題や何かで事

例もたくさんありますし、いろいろ工夫の余地もあるわけです。そういうことで心配をしていないのです

が、大景観についてはデザイン技術ではなかなか対応し切れないお話がたくさんあるのだと思います。

今回の手引きの案でも資料としてはすごく手薄で、結局、小景観のデザイン技術に関するところだけ

が先行する。先ほど大事な指摘で土地利用というお話も出ましたけれども、そういうことだと思います。

ですから、要望としては、大景観をどのようにしていくのかという辺をもう少し考え方を詰めていただけ

ればと思っています。 

 ここから先は私の感想なのですけれども、イザベラ・バードさんたちがみた日本というのは、循環型

社会を徹底的に追求していた「用の美」のあらわれではないかと思います。要するに水とか土とか石と

か、肥料というのか落ち葉、そういう資源を非常に大事に循環的に使ってきた社会としての必要に応じ

た、用にかなった美しさがあったのではないかと思っています。 



 それを現代社会に引き移したときに、では実際そういうことが可能なのかどうか。結局、美しさという

か統一感とか色彩の話も大景観のところで資料に出ていますけれども、そういうのは必要があって行

われる農業活動の結果として出てくるものなのです。農業活動自体が変わってきているのではないか

というのが私の印象であり、非農家がどんどん入ってきて農村が変化してきているのではないか。散

居村の例がいい例として挙がっていますけれども、あそこのところに農家ではない人たちがどんどん

入ってくる。そういう中で散居村の形態も維持できなくなっているということが大きな問題になってくるの

で、そこをどうするかというのは実は大きな問題だと思います。それはいろいろな方法があると思うの

ですけれども、ぜひ追求していただければと思っています。 

 私の提案は、ちょっとこれは質問も兼ねてなのですけれども、前にも申し上げたことがあるのですが、

農村、漁村を歩いていくと要らなくなったものが処理されないで堆積されているという点が、景観的な

意味で非常に大きな問題ではないか。要するに都会でいえば産業廃棄物のようなもの、例えば漁村

の例なんか私はよく知っていますけれども、漁業を行う上で使われなくなった廃船とかワカメの網とか

綱が野積みされている。そのようなものは何とか処理できないのかなと。要するに循環型社会が形成

されていない状況になっている農村社会があるのではないか。この農業農村整備事業で事業として取

り組める課題があるのかどうかよくわからないのですけれども、農村の景観問題を考えるときに、都会

でいうと絶対廃棄物だと思うのですが、また使うかもしれないということで野積みされているようなもの

の整備もちょっと考えておかなければいけない問題かなと。この事業の枠外かもしれませんけれども、

そんな感想をもちました。いずれにしても大景観についてどのように考えていくかということの事例を集

めていただきたいというのが要望です。 

○田中小委員長 

 ほかにございませんでしょうか。どうぞ。 

○河地専門委員 

 ちょっと具体的な話ですが、４ページの枠囲いの中の「『農村景観』の意味」というところです。３行目

の「手引きにおいて、『農村景観』は」というアンダーラインを引いてあるところです。まず「山や川など

の自然・地形」、「土地利用」、さらには「人間を取りまく環境を」という表現ですが、文章の中では「土・

水」といっておきながら、「水利用」という言葉が明示的にあらわれてこない。これは意図的に外されて

いるのか、それともほかのところでいう３つの仕分けの中のどこかに入れているという意識があるのか

という点をお聞きしたい。 

 これは８ページのピラミッドの図の中でも土地利用しか書かれていないですね。文章も８ページ、９ペ

ージの中では土と水の話が書かれているわけです。ちょっとこれは何か一面的に土地利用だけを中

心に考えているような気がするのですが、いかがなものでしょうか。 

○角田事業計画課長 

 ご指摘の点はよくわかります。４ページは中村良夫先生の「景観概論」を引用しつつ、景観要素とし

てある程度理論的に言われているところを引っ張ってきているという部分がございまして、他方、私ど

もの気持ちとしては水と土が大事だということは８ページにも書き込んでいるところでございますけれど

も、そのあたりの融合ですね。水についてどう位置づけるか…… 

○河地専門委員 



 土を書いたら水を入れないと、これはちょっと一方的な話過ぎるので、「土地・水利用」にするとか水

利用を別立てにするという形で、水利用は二次的な視線を形成して、景観上も重要な役割を果たして

いるエレメントであるわけですから、その辺を明示的に表現していただいた方がいいかなというのが私

の思いです。 

 以上でございます。 

○田中小委員長 

 どうぞ。 

○遊磨特別委員 

 ２点あります。先ほど環境との調和に配慮した技術指針とのリンクという話があったのですが、やは

りこの２つを一緒にできないのでしょうか。というのは、先ほど技術指針である計画をつくって、また別

にこちらで計画をつくってバッティングしたらどうするのかなということがやはり気になりますね。これは

どちらも大事なことですので、やはりこれを総合的にしていくことこそが本当の調和ではないかなという

のが１点目です。 

 ２点目は、後ろの方にちょこちょこっと事業コストのことが書かれていたと思うのですが、非常に新し

い形のいろいろな計画を立てるとするとプランニング自体に物すごくコストがかかるのではないかと僕

は気になるのですが、そういうところは大丈夫なのでしょうか。 

○角田事業計画課長 

 両方融合できないかというご指摘でございますけれども、生態系配慮の方はこれまで手引きを１編、

２編、３編とつくってきて、今回、技術指針という工種横断的に取りまとめていまして、相当の積み重ね

がこれまである。他方、景観の方は今年から始めたところということで内容的にもかなり差があります

ので、そういう意味でとりあえず景観についてもまずは手引き、ファーストステップということで取り組ん

でいきたいというのが今の気持ちでございます。いずれご指摘いただいたように両方きちっと突き合わ

せて概念的に共有できる部分は共有できるような内容にしていきたいと思っております。 

○遊磨特別委員 

 だとすると、こちらの方にそういうものを準備中というか、あっちこっちにそういうのを書かれるべきで

はないでしょうか。 

○角田事業計画課長 

 手引きの方にですか。 

○遊磨特別委員 

 ええ。 

○角田事業計画課長 

 わかりました。では、そういう生態系配慮の視点をこの景観配慮の中にどう織り込むかという視点に

ついて、可能な範囲…… 

○遊磨特別委員 



 いや、技術指針の方に。先行している技術指針の方に、景観配慮については別途検討中であるとい

うか、準備中であると。 

○角田事業計画課長 

 わかりました。先ほど藤本委員からいいご指摘をいただいております。 

○遊磨特別委員 

 全く同じことです。 

○角田事業計画課長 

 そういったことを充実させていきたいと思います。 

 それから、プランニングの方ですけれども、基本的には事業の調査設計の予算もございますので、

その範囲の中で…… 

○遊磨特別委員 

 できますか。 

○角田事業計画課長 

 予算の範囲でやらざるを得ないわけですけれども。無制限にはできませんので、その中で可能な範

囲でやるというふうに対処したいと思っております。 

○田中小委員長 

 予定した時間が来たのですが、これはさらに次回まで検討は引き継がれますので、また次回に検討

をお願いするというような形でよろしいでしょうか。 

 先ほど河地委員の発言もございましたが、例えば農村には景観として水面といいますか、ため池だ

とか、そういうのを今少し例として入れていただけるといいのかなという印象をもちました。 

 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

たします。議事進行は事務局の方にお返しいたします。 

○角田事業計画課長 

 本日はお忙しい中ご出席いただきまして、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。また事務局の方から連絡調整させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、17 年度第２回の技術小委員会を閉会いたします。どうもありがとうござ

いました。 

  

                                                    ――了―― 

 


