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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１４年度第２回技術小委員会議事録

日 時：平成１４年１１月２２日（金） 14:30～16:30

場 所：虎ノ門パストラル 新館４F 「プリムローズ」の間

○林田事業計画課長 定刻となりましたので、委員会を始めさせていただきます。本日

は、お忙しい中、委員の皆様方におかれましては、ご出席いただきまして誠にありがとう

ございます。只今から、農業農村整備部会平成14年度第２回の技術小委員会を始めさせて

いただきます。

それでは、開会に当たりまして、北原農村振興局次長からご挨拶申し上げます。

○北原農村振興局次長 農村振興局次長の北原でございます。農業農村整備部会平成1

4年度第２回技術小委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

委員の皆様におかれましては、ご多用の中、ご出席を賜りまして御礼を申し上げます。

農林水産省では、今年の４月に「食と農の再生プラン」を公表し、それから６月に閣議

決定されました「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」に沿いまして、平成15年度

の予算の要求をしているところであります。農業農村整備事業におきましては、従来「農

地資源」と「水資源」、これらを主な対象として事業を実施してきたわけでありますが、

今後は、その対象を拡大して、「有機性資源」それから「環境資源」にも広げていきたい

と思っております。農村地域が有するこれら４つの資源全体を対象としまして、総合的に

事業の展開を図って参りたいと考えております。「食」という人の生命を支える基盤を確

保する。併せて資源循環や環境との共生を支えるための枠組みを構築して参りたい。「い

のち・循環・共生」の枠組みの構築に取り組んで参りたいと考えております。

このうち「環境資源」につきましては、昨年度、この委員会でとりまとめていただきま

した「手引き」の内容を踏まえまして、既に環境との調和に配慮した事業を推進している

ところであります。特に市町村が策定します「田園環境整備マスタープラン」につきまし

ては、平成15年度中に事業を実施している全ての市町村におきまして策定されることを目

指しているところでございます。

本日は、前回に引き続きまして「環境との調和に配慮した調査計画・設計の手引き」に

つきまして、農道とため池などに関する拡充に向けたご審議をお願いしたいと考えており
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ます。また、昨年度末、農業農村整備部会に諮問致しまして改定の作業を続けておりまし

た計画基準「農地地すべり防止対策」、それと施設管理基準「ダム編」につきましても、

改定案についてご審議をいただきたいと思っております。本日は、どうぞよろしくお願い

致します。

○林田事業計画課長 本日は、青山委員、中野委員、角野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。また、田中委員におかれましては、所用

により若干おくれてご出席との連絡をいただいております。また、前回の委員会は６月で

ございましたけれども、私、７月から本委員会の事務局を務めさせていただいております

事業計画課の林田でございます。よろしくお願い致します。

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致します。

○岩崎小委員長 それでは、会議次第に従いまして、議事を進めたいと思います。

まず「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の手引き」（第２編）

について、当委員会のもとに設置されております検討部会において詳細な検討を進めてい

ただいているところでございますが、その検討状況についてご報告をいただきます。

本日は、検討部会の部会長であります青山専門委員がご欠席しておられますので、検討

部会委員である小泉専門委員から報告をお願いしたいと思います。

○小泉専門委員 検討部会の方で検討して参りました小泉でございますが、委員は７名

でございます。当委員会からは、青山さん、角野さんと私ということで３人参加いたしま

して、その他に、それぞれこれらの問題について専門の方々ということで、日本工営の関

根さん、農業工学研究所の端さん、岩手大学農学部の広田さん、近畿大学農学部の細谷さ

ん、淡水魚、あるいは緑化の問題、農村計画の問題、水質問題等々、それぞれ専門の方に

新たに参加をいただきまして検討して参りました。３回部会を開きまして、今回、その中

間報告、中間とりまとめ（案）ということで整理したものを皆様のところにお配りしてご

ざいます。内容につきましては、事務局の方から説明することに致します。

○林田事業計画課長 それでは、只今小泉委員からご報告のありました検討部会での検

討結果につきまして、ご説明申し上げたいと思います。資料―３をご覧いただきたいと思

います。この中で、昨年ご報告いただきました「環境との調和に配慮した事業実施のため

の調査計画・設計の手引き」の（第２編）ということで、昨年度、農業用排水路について

ご提言いただいた手引きの続編と致しまして、ため池、農道、移入という３つのテーマに

ついてご報告をいただいているという状況でございます。今日は、お諮りする案件が、実
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はたくさんございますので、誠に失礼ではございますけれども、簡潔な説明にさせていた

だこうと考えております。

資料の１ページをご覧下さいませ。「ため池」からでございますけれども、本手引きで

取り扱う範囲につきましては、堤体部分の環境配慮工法に加えて、水際と後背地の連続性

についても対象とするということで、これは前回の委員会での対象範囲を明確にする必要

があるというご指摘を踏まえたものでございます。

２ページでございますけれども、ため池は、長年に渡る稲作と人との関わりの中で形成

された歴史のある施設であります。人為的な操作によって水位が年間周期で大きく変動す

るという特徴があり、また、維持管理等の人の働きかけによりまして、良好な二次的自然

空間が形成されているという記述をしております。これも、前回の委員会での歴史的価値

を踏まえた記述を入れるようにというご指摘を反映させております。

なお、この２ページの３．の上から３行目、「このような人間の働きかけ」の後に、

（人為的攪乱）というのを入れておりますが、これは、細谷委員の前回の意見を反映させ

て、事前にお送りしましたところに若干加筆し、人為的攪乱によって適切な環境にされて

いるという趣旨を表わしたものでございます。

３ページは「ため池の分類」でございますが、ため池は、その形態によって谷池と皿池

に区分され、取り巻く環境について、それぞれの特徴があるということを記述しておりま

す。

４ページでは、ため池は、利水という本来の機能に加えて、防災機能、親水、環境保全

等の多面的な機能を有しているということについて記述しております。

５ページでは、伝統的な維持管理の適切な実施によって、生態系保全などの環境機能が

発揮されている一方で、最近では、維持管理に対する関心の欠如によりまして、水抜き、

浚渫というような作業が減少傾向にあって、排水が流入するため池では、水質悪化により

富栄養化が進行して生態系にも悪影響があるということを説明しております。

７ページは、「ため池と周辺の雑木林、水田との連続性」という観点ですけれども、た

め池は、周囲の水田や水路、雑木林等と連なって農村環境を形成しておりまして、農村地

域に生息する多くの生物は、ライフサイクルに応じてこれらの環境を移動しながら生活し

ているということでございます。

８ページでは、ため池と周辺環境を移動しながら生活しているいきもののイメージ。

９ページでは、ため池と周辺環境とのネットワークの概念を示しております。
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10ページでございますけれども、「生物の生息空間としてのため池の特徴」ということ

で、ため池は、勾配の緩やかな水際等が水草の生育環境として適しているほか、水生昆虫、

魚類、鳥類等の多様な生物の生育・生息空間となっているということを書いておりまして、

以降、11ページ、12ページでは、多様な水深に生育する水生植物の例を書いています。

13ページ、14ページでは、種類によって環境を使い分けるトンボの生態とため池の関係。

15ページでは、ため池を産卵場所として利用している両生類。

16ページでは、生息中継地点としてため池を利用している鳥類の生態について例示をし

ています。

17ページからは、「調査」の内容について記載しております。以上のようなため池の特

徴を踏まえまして、適切な環境配慮対策の検討のためには、整備の予定施設、農業生産活

動等が地域生態系にどのような機能を果たして影響を及ぼしているか、そういう観点から

所要の調査を実施する必要があるということを書きまして、以降、概査、調査方針、精査

等々につきましては、ほぼ前回、昨年の報告書の水路編の内容に沿った形で記述をさせて

いただいております。

24ページに飛びますけれども、「計画」の内容について記載をさせていただいておりま

す。計画の段階では、田園環境整備マスタープランの環境配慮の基本方針を踏まえまして、

調査結果に基づき保全対象種を設定し、具体的な環境配慮対策の検討を行うということで

ございまして、検討対策の目安として、対策手法のタイプ別にエリアを設定致しまして、

施設整備計画とか維持管理計画を策定するということを書いております。

以降、30ページまでは「計画」の内容についての記述となっております。

31ページには、以上のような計画検討において整備する成果のイメージを絵で描いてお

りますのと、下に環境配慮対策のイメージ、例について整理をしております。このような

形でため池の周りのエリア分けをし、それぞれの配慮対策を検討していくということでご

ざいます。

32、33ページについては、「維持管理計画」について、住民との協議が必要ということ

について記述をしております。

○石川施工企画調整室長 続きまして、「第４章 設計」のところから説明させていた

だきます。34ページでございます。

34ページでは、設計に当たりましての基本的な考え方を示すということで、下のフロー

図にございますけれども、従来のため池の持ちます農業水利施設としての機能だけでなく
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て、生物の生息・生育環境を確保する、そういう機能を併せ持つ必要があるということで

ございます。先程説明されました「調査」「計画」の内容を踏まえまして、農家を初めと

します地域住民等の合意形成を図りつつ、環境との調和に配慮した設計を行うということ

を基本的な考え方として述べてございます。

35ページからは、設計に当たりましての検討事項を説明してございます。「設計にあた

っての検討事項」としましては、生物の生息・生育環境の確保、構造物としての基本条件

の確保、環境に配慮した資材の活用、その他ということでまとめてございます。水質保全

等の基本的な事項についても書いてございます。

環境との調和に配慮しました設計としての各項目について、検討方針、あるいは留意事

項をその次のページから記してございます。

先程31ページにありましたエリア区分の例を対象としまして、36ページに記されており

ますけれども、それぞれのエリアごとの環境配慮対策を踏まえまして基本的な検討事項を

設定し、それぞれに合った護岸等の整備方法を検討するということをイメージ図で示して

ございます。

続きまして43ページから「設計の手順」について書いてございます。環境との調和に配

慮しました設計の手順につきまして、43ページに書いてあることにつきまして、44ページ

にフロー図が示してございます。農家を初めとします地域住民等の合意形成を図りながら、

計画段階で作成されました施設整備計画とか維持管理計画等を踏まえまして、まず設計条

件の設定を行うということでございます。具体的には、フロー図の右の方に出ている項目

を設計条件として設定致します。これに基づきまして、ため池の基本構造物の設計、ある

いはエリア別の水際断面・工法の選定、施工計画の策定を行う。更には、エリア別の断面

・工法の詳細設計を行うという手順で記述を致しております。

続きまして46ページから構造物の設計について書いてございます。設計におきます留意

点を示しております。

少し飛びまして49ページから護岸の工法につきまして、様々な工法があるわけですけれ

ども、これについて、下に五角形のグラフの形で示してございまして、生態系の配慮とか

維持管理の作業性、あるいは工事費等の観点から、それぞれの工法につきまして評価を致

しました。こういうものにつきまして、手引きとして参考になるよう比較整理しています。

52ページから施工計画と実施上の留意点ということで書いてございます。環境に配慮し

ました施設整備を的確に進めるためには、施工計画において現地条件に応じた施工時期の
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設定等、適切な施工計画の策定が必要である。そのための具体的な手順、手法、留意点、

施工事例等をこの後ろの方で示してございます。

57ページに飛びますが、「第５章 維持管理」につきましても、留意点等を述べてござ

います。維持管理計画に当たりまして、地域住民とか関係機関等と連携して、継続的に維

持管理を行っていくことが重要だということを書いてございます。特に定期的な浚渫とか

水質汚濁防止対策、自生種の生物保護対策等につきまして、そのポイント、維持管理の事

例というものをこの中で紹介してございます。以上でございます。

○林田事業計画課長 続きまして、「農道編」に入らせていただきます。60ページから

が「農道編」でございます。

60ページには、対象範囲について記述しておりますが、本「手引き」では、計画・設計

基準上の「農道」を構成する「路体」「法面」等に関する環境配慮工法について取り扱う

ということと致しまして、61ページにその範囲を図示しておるところでございます。

62ページ、63ページには、環境面から見た農道の特徴を記述しておりますが、農村地域

における農道は、動物の移動経路を分断する等、生物生息環境に悪い影響を与えている面

がある一方で、開発等により分断されたビオトープを連続させる生態学的回廊（コリド

ー）としての役割を発揮している面もあるということ、農道の整備における環境との調和

への配慮は、緑化による移動経路の確保対策や自然環境の回復についても検討するという

ことを書いております。これは、検討部会でのご指摘が幾つかございまして、緑化、植栽、

植樹など定義があいまいな言葉をたくさん使わないということで、緑化という言葉に統一

しているほか、緑化による自然環境の回復についても検討すべきというご意見をいただい

て反映させているところでございます。

64ページは農道の維持管理の実態につきまして、65ページからは「調査」編ということ

で、調査の手順につきまして記述しておりますけれども、先程のため池と同様の流れで整

理をさせていただいております。

70ページからは「計画」の基本的な考え方ということでございますけれども、これもほ

ぼため池と同じような流れになっております。ただ71ページのところにございますけれど

も、農道の留意点といたしまして、環境影響要因には、一次的影響、これは工事による直

接的な影響でありますが、及び二次的な影響ということで、道路共用後の間接的な影響が

あるということで、各々について対策を検討することが必要であるというのが農道の特徴

となっております。
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73ページはミティゲーション５原則の考え方等に言及いたしまして、74ページでは、

「農道の分類に応じた整備」ということで、基幹的な道路、ほ場内の道路、集落道、それ

ぞれに山間部、平地部と分類を致しまして、それぞれの周辺環境が違うということで、そ

れらに応じた整備を行う必要があるということについて言及をしております。

75ページは、農道はため池等とは異なりまして、農道そのものが生物の生息・生育空間

ということは少なく、生物の移動や生息空間に影響を与えるというものとして位置付けて、

こういうエリア分けを致しまして設定をするということが必要という記述をしております。

76ページは、「路線配置の考え方」につきまして、また77ページでは「緑化による生物

の移動経路確保計画」について記述をしております。なお、ここで、緑地帯の植物につき

ましては、緑化する植物は自生種を中心とすること、また農業に影響を与える昆虫が生息

しやすい植物は避けることが望ましい等の記述をしております。これは農道のコリドーに

は害虫、雑草の生息としてのデメリットもあるという前回の委員会でのご指摘を反映させ

たものであります。

78ページは「維持管理計画」でございまして、農道の機能を保持しながら、地元関係者

と協議調整を行って検討することが重要ということについて記述をしております。

○石川施工企画調整室長 続きまして、79ページから「設計」でございます。

農道の設計に当たりましての基本的な考え方ということで79ページに示してございます。

考え方はため池と同様になりますが、従来の農道としての機能だけでなく、生物の生息・

生育環境を確保するための機能を併せ持つ、これに当たって地域住民との合意形成を図り

つつ、環境との調和に配慮した設計を行うということを基本的な考え方として記述してご

ざいます。

次の80ページから、これもため池と同様ですが、設計に当たっての基本的な検討事項と

いうことで記述してございます。80ページから86ページまでが基本的な検討事項を書いて

ございます。農道周辺の生物の生息・生育環境の確保、あるいは道路としての基本条件の

確保、環境に配慮した資材の活用等につきまして、それぞれ留意事項を示してございます。

86ページに参りますが、ここでは、各種農道があるわけですが、特に検討項目の必要性

等につきまして、それぞれの農道の種類ごとに整理してございます。

87ページから「設計の手順」について書いてございます。設計の手順につきましては、

次の88ページにフロー図が示してございます。これもほぼため池のフロー図と同様でござ

いますけれども、計画段階で設定されました事項を踏まえて、まず設計条件の設定を行い
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ます。これを設定しまして、区間別幅員と設計速度の設定、あるいは路線設計と縦断設計

を行い、更に構造物等の設計を行い、施工計画を策定するというような流れで手順を示し

てございます。

次に基本設計の考え方でございます。90ページから94ページにかけまして、計画段階で

策定されました計画交通量等の事項を踏まえまして、設計条件を設定し、これに基づいて

農道の幅員とか設計速度、路線設計、縦断勾配等の事項について記述してございます。特

に環境保全のために改変範囲の縮小に向けました設計基準等の弾力的な運用と具体的な環

境との調和に配慮した設計の検討方針ということで示してございます。例えば91ページに

具体的な図面がございますけれども、従来の設計に比べまして、道路の幅員を狭くすると

か、あるいは設計速度を落としまして、現況の地形を変える範囲を狭くする、そういう弾

力的な設計の考え方を示してございます。

95ページからでございますが、「構造物等設計」ということで、生物の生息・生育環境

の確保のために、生物の移動経路の確保に配慮しながら、自然環境の回復に向けました舗

装とか排水施設、法面に関します設計の方針を示すとともに、具体的な工法とか事例、留

意点等を95ページから106ページまでにかけまして、それぞれ舗装、あるいは排水施設設

計、法面設計等で、それぞれの工法ごとに示してございます。

飛びますが、107ページから「施工計画・実施上の留意点」ということで整理してござ

います。これもため池と同様の構成になっております。環境に配慮しました施設整備を的

確に進めるということで、施工計画で現地条件に応じた仮設も含めた施工計画等の作成に

当たっての手順とか留意点を示してございます。

最後に、109ページになりますが、「維持管理」につきまして、維持管理の重要性を踏

まえて、維持管理計画に基づいて住民や関係機関と連携しまして、継続的に維持管理に努

めるということでございます。

110ページから具体的な地域での住民参加によります維持管理の事例を紹介してござい

ます。以上でございます。

○林田事業計画課長 続きまして、111ページからの３つ目のテーマである「移入種

編」に入ってご説明申し上げたいと思います。

ご説明に入る前に経緯を若干述べさせていただきますが、昨年とりまとめをいただきま

した第１編の環境配慮の手引きの資料の中で、「農村地域のいきものたち」というのをと

りまとめて提出いたしました。この中には、農村地域に見られる動植物の外来種を含めた
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全般について一覧表として提示させていただいて検討を進めていたのですが、農村地域で

保全すべき環境への配慮について記述している手引きの中で、外来種を含めて提示した場

合に、この手引きが外来種をも含めて保全すべきというように誤解を与えかねないとの委

員からのご意見がございました。このために、中間とりまとめでは、その資料から外来種

を削除した形での一覧表にしてとりまとめをさせていただいた経緯がございます。一方で、

いわゆる外来種の異常繁殖によりまして、農業農村の二次的な自然への影響が大きく報告

されている例が多いということがありまして、ことし６月の第１回の技術小委では、農村

地域に生育・生息する外来種の影響や、その対処方針について手引きとして検討すること

といたしまして、本年度の検討を開始したところでございます。検討に当たりましては、

検討部会の方で、ため池、農道と併せて議論を進めていただいたというところでございま

す。

なお、第１回の委員会では、外来種と表現しておりましたけれども、部会の中で、外来

種というのは定義が非常に難しい。すなわち外国から入ってきたものというような印象を

与えかねないということもありまして、他の用語で定義できないかとのご意見もあって、

ここでは、移入種という言葉にさせていただいております。いわゆる外国由来の種だけで

はなく、国内の種であっても、本来生育・生息していない地域に移入した場合に、その地

域の自生種に悪影響を生じることが考えられるということで、移入編とさせていただいた

ものでございます。

資料は111ページでございまして、移入種による農林水産業への被害の実態について例

示をしております。これはジャンボタニシ――スクミリンゴカイの例。

112、113ページでは、環境省の野生生物保護対策検討会の移入種問題分科会の方で出さ

れた資料の中から農林水産業に影響を与える移入種の例等について、113ページで整理を

しております。

114、115ページにつきましては、「移入種による影響と規制法」という観点で整理を致

しております。なお、ここで、115ページの上の表でございますけれども、最近ご報告致

しました資料と若干変えておりますのは、表の１行目の病虫害の蔓延というところで、概

要等の前に、お送りさせていただきました時は、飼料穀物移入に伴いですとか、農作物の

輸入に伴いというような記述をしておりましたけれども、輸入のみを原因と特定するのは

適当でないというような農水省内部の他局からの意見を踏まえまして、この部分について

削除させていただいております。また、前回委員から昆虫についての例も記載すべきとの
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ご指摘を踏まえまして、クリタマバチ、イネミズゾウムシ、ウリミバエ等についての記述

を、例示として出させていただいております。

なお、115ページの下の規制法につきましては、植物防疫法、家畜伝染病予防法等の例

示をいたしておりますが、これらの法律につきましては、移入種の侵入だけを本来の目的

としているものではないということで、調整をしているところでございますので、若干の

表現の変更があり得るということを申し上げておきたいと存じます。

116ページ～118ページにつきましては、「移入種への対処」ということで、新たな導入

の防止、定着したものの駆除・管理があります。新たな導入防止事例として、「地域で採

取できる自然材料の活用」117ページですけれども、それから普及・啓発、118ページでの

定着したものの駆除・管理例として移入種の駆除を出しているところでございます。これ

も検討部会でのご指摘があって、無意識に移入種を導入している事例を記載したらどうか

といったようなご意見を踏まえて記述をしています。

119ページは、「移入種への対応方針のとりまとめ」ということで、先程既にご紹介致

しましたけれども、環境省の自然環境局で野生生物保護対策検討会、その中の移入種問題

分科会の方で、この８月に移入種への対応方針という形で報告書をとりまとめて、そのご

紹介と概要について説明をつけているところでございます。

120ページは、「移入種の分類とその影響」ということで、先程の対応方針では、外国

から移入される種について、生物多様性に与える影響をカテゴリーで設定をしているとい

うことでございまして、ⅠとⅡが、我が国で野生に分布している種、例えば日本野生生物

目録等に記載されている種を意味する。我が国で定着していないものをⅢというくくりに

致しまして、生物多様性への影響を生じさせているか、または、その恐れがあるかという

ことで、Ⅱ、Ⅲのカテゴリーの中で、Ⅱ-ａ、Ⅲ-ａという形で分類をしております。カテ

ゴリーⅣについては、まだ導入されたことがないか、封じ込め利用がなされているという

種でございまして、いずれにしてもⅢとⅣの境界等について明確な区分は困難との指摘も

ございます。移入種の定義に該当するのはⅡ及びⅢのカテゴリーと考えられます。

最後に121ページにつきましては「農村地域に生息・生育する移入種」ということで、

交通手段の発達、活発な経済活動のために世界規模での移動が頻繁になったことから増加

してきているといわれているところで、我が国の移入種は、脊椎動物で108種、昆虫類で

256種、維管束植物で1,553種がリストアップされているということを紹介しております。

以上、大変急ぎ足でございましたが、ご説明させていただきました。
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○岩崎小委員長 ありがとうございました。

それでは、只今の説明、大変多岐に渡っておりますが、委員からご自由にご発言を願い

たいと思います。ため池、農道、移入種ということでございますが、時間の関係もありま

すので、どこからでもご意見を賜りたいと思います。

○光岡専門委員 ため池について、少しお伺いしたいのですけれども、直接ため池を整

備するのでなく、例えば愛知用水だとかという場合に、大規模水利事業の中では、地区内

のため池を活用しながら足りない分を河川なり、あるいは上流ダム群から補給をするとい

う計画になっているわけです。昭和59年の渇水時に、愛知用水の地域、入鹿池、これは1

7世紀中頃にできた古いため池なのですが、実は管理費の軽減を図るために、釣りのため

にワカサギの放流をして、湖面利用をしているわけですが、これは、たまたま59年干ばつ

時、牧尾ダムは３月末に空にするということで、牧尾の水がなくなったものですから、入

鹿池の水を愛知用水の幹線水路へポンプアップを致しました。その結果、翌年、下流知多

半島のため池でワカサギが非常に異常発生した。もともとあの地域は、ワカサギがいる地

域ではないのですけれども、結果として、ため池を整備したということでなくて、維持管

理の中でやむを得ずとった緊急措置が影響を及ぼしたということなのですけれども、この

辺は、ため池の基準の中で読むのか、別途その辺は、水路系の中で記述をされるものなの

か、あるいはそういった実態がある中で、どのように評価をしていったらいいのか、その

辺の見解をお示しいただけたらと思います。

○林田事業計画課長 ご説明致します。十分ではないかもしれませんが。先程私の説明

したところではない、設計編になるのでありますけれども、資料の58ページ、左側にござ

います。これはブラックバス等の移入種について書いているのでございますけれども、

［移入種の魚類駆除による自生種の生物保護対策］というのがあります。２行目でござい

ますが、「ため池の放流を行う際や流入する場合については、連続する水路、河川・湖沼

等の環境への影響を十分留意するとともに、ブラックバスやブルーギル等の移入種が生息

している場合、当該種が拡散することがないよう流出防止等必要な対策を検討する。」と

いう記述を入れております。これは、実は水産庁の方との協議の中で、水産庁が特に記述

を希望して今回追加しておりますけれども、水産庁の方でもこの辺の流出防止対策等につ

いて神経を非常に遣っているというような状況でございます。

○岩崎小委員長 それでは、遊磨先生どうぞ。

○遊磨特別委員 前回出てないものですから、少し基本的なことをお伺いしたいのです
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が、ため池というのは、最近だんだん使われなくなってきている地域が非常に多いと思う

のですが、ここでいろいろ施工例等々を出しているということは、新規のため池をつくっ

たり、あるいは改修をしたりする場合での例なのでしょうか、あるいはもう使われなくな

ったため池についても、いろいろ保全策をするという意味においてのことなのでしょうか。

○林田事業計画課長 この計画、手引きの全般でございますが、このため池の基準自体

は、最初の特徴のところでも記述していますように、ため池は使われているという前提で、

水位が常に変動し、そこに多様な生物が生息し、というような形で記述しておりますよう

に、ため池が使用されているという前提に立って書いておりまして、放置され、水位の変

動がないといったようなため池について、記述は意識しておりません。

○遊磨特別委員 多分そこが一つの問題点になるのだと思うのですね。いろいろな農業

基盤整備の中で、ため池の機能が失われてきている、使われなくなったという実態、実際

にあると思うのですけれども、特に生物関係のところから申しますと、そういうところを

もう一度、前のため池らしくというひとり歩きの表現をさせていただきますけれども、そ

ういうような形にもっていくことが、より多くのコリドーなり保全地域の発展ということ

につながるのではないかと思います。ここが要するに農業の生産性と完全に矛盾するとこ

ろではあるのですが、むしろそういうところを意識される、あるいはコメント的に何か入

れられるべきではないかなという気が致します。それが、実は農業マスタープランのとこ

ろに関わってくるのではないかという気がするのですけれども。

○林田事業計画課長 維持管理計画等のところでも、先程申しましたように、最近の粗

放化、管理が十分でない、浚渫が行われないといったような実態がある中で、住民関係者、

地元関係者と十分協議調整しながら進めていくというところについては記述しております

ので、先程申しましたような全く使われないため池にならないように取り組んでいくとい

ったようなところについて、もう少しにじみ出すような検討をさせていただきたいと思い

ます。

○竹谷専門委員 先程のご発言とも関連するところと、もう１つ、２つお願いしたいと

思います。

維持管理に関係して57ページのところですが、従来ため池の維持管理の中心は農業者と

いう形であったと思うのですが、ここで使われている言葉は、ほとんどが地域住民という

形になっているかと思います。地域住民といいますと、非常に多様な価値観、あるいは利

害がありまして、その方達の参加を得てやるということについては、基本的には賛成なの
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ですが、農業者と地域住民が管理を巡って、場合によっては意見が食い違うような事態も

十分あるのではないか。その辺りのところはどう考えたらいいかということが、ここでは

余りにさらっと書いているものですから、この通りだとは思うのですけれども、往々にし

てその利害が衝突する。とりわけ、これは設計段階のところで、43ページにございますが、

【解説】の２のところには、「農家を含む地域住民等との合意形成のもと決定する。」と、

合意形成というのを必須の形で置いておるわけですが、設計の工法によっては、かなりコ

ストアップが求められる。この前の現地調査でも相当のコストアップが見られたようです

けれども、そうしますと、農業者の求める水準と住民の求める水準が一致しない恐れとい

うのが十分勘案されると思うのです。その時に「合意形成のもと」、方向としては全く間

違いはないと思うのですけれども、こう書き切っていいかどうか、その辺がちょっと、お

考えをお尋ねしたいというところでございます。

もう１点ですが、１ページに「『ため池』の取り扱う範囲」というのが一番下に書いて

ございます。この範囲の問題と、途中でエリアという概念が出て参ります。さらにネット

ワークという言葉も随所に出て参ります。例えば９ページはネットワークですが、ネット

ワークで後背地の部分と、１ページの沿岸帯というところをみますと、ため池と後背地の

間が沿岸帯のようにも考えられるのですが、そこまでここでは考えておられるのかどうか、

むしろ31ページのエリアのところで、その辺りは、より明確にされようと努力されている

ように見受けたのですけれども、この３つの関係をどう整理したらいいかというところを

２つ目にお伺いしたい。

○石川施工企画調整室長 最初にございます設計のところで、整理の仕方について、

「農家を含む地域住民等との合意形成のもと決定する。」とはっきり書き切っているとい

うところなのですが、もともと手引の性格というのは、強制するというようなものではな

いかと思います。環境に配慮した整備の基本的な取り組み方について、まずは手引きで示

し、こういう取組みをを各地域で行っていただいて、手引きを基本にして進めていただく。

そういう意味では地域ごとの住民と農家の間の話し合いの場で実際は決めていただくとい

うことになるかと思いますので、 必ずしも手引きが、必ずこうすることと示すような性

格ではないかと思います。

○林田事業計画課長 只今のご指摘の１ページは、最初の手引きの適用する範囲という

ことで、それを簡単な概念図と致しまして、水域の水際、沿岸帯、後背地、それら全てを

含んで、当「手引き」でのため池の取り扱う範囲とします、ということをお示ししている



- 14 -

ものでございます。

９ページは、そこに生息する生物の移動ということを具体に置きながら、先程申しまし

たような範囲について、移動のイメージをネットワークとして示しているものでございま

して、基本的には同じ、すなわち、ため池と後背地につながる水域としての多くの森林に

至る後背地を対象範囲としている。ただ、ネットワークで言ってますのは、両生類、魚類、

昆虫等々がこのような地域を行き来しながら、産卵、成長といったような行動をするとい

う意味でネットワークという言葉を遣って概念図でお示ししているところでございます。

31ページのエリアのところでございますが、これは検討部会でも随分議論がございまし

て、このほかにゾーニングという言葉も入れていたものですから、それは削除致しまして、

エリアという言葉に統一したのでありますけれども、これは、より計画の具体論のところ

で、その地域、地域に応じた適切な環境配慮対策を講ずるべきということで、例えば鎮守

の森保全エリアですとか、人間との関わりを重視した親水エリアですとか、より生物に重

点を置いた湿地保全エリア、湿性植物体エリアといったような、その中でエリア分けをし

ながら、環境配慮対策を講じていくというためのツールというのですか、概念としてはエ

リアという言葉を使用しております。

○竹谷専門委員 私、ちょっと誤解しました。１ページのところ、後背地も対象に入れ

ているという理解ですね。

○林田事業計画課長 そうでございます。

○竹谷専門委員 わかりました。

○小泉専門委員 今のご質問の関連ですが、前回、兵庫、現地を見せていただきました。

あの際に、農家の方の土地改良区の水利組合委員長か何か、校長先生を辞めたという方の

ご意見の中に、ビオトープ水路という名前を皆さんは付けてくれたのは結構ですが、農家

の皆さんは、今迄の水路ではないのかなというような印象の中で、なかなか村仕事に出な

くなった。今迄は農家の皆さんが村仕事で、それは農業用水路だったのですが、ビオトー

プという水路という名前になった途端に、どうも意識から離れてしまったというような発

言がありまして、大変重要な発言だろうと思ったのですね。「地域住民の参加により」と

いっても、地域住民、具体的に誰なのだということになると、今お話にありましたように、

その地域住民にも非常に利害や立場や関心の違いがございますので、やはり抽象的なので

すね。

となってくると、これまで伝統的にその地域の農地や水路、あるいは農道を保全してき
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た土地改良区及びその下の水利組合、こういうところが、これからも基本的な、主体的な

役割を果たすのだろうと思いますね。そのことを少し明示的にしてもらった方がいいかな

と思います。この検討自体も土地改良法の改正のもとで進められているし、その土地改良

法の中には、土地改良区というのがきちっと位置付いているものでありますので、そこの

力といいますか、これまで果たしてきた力、これから果たすべき機能、そういうものを見

えるようにしてあげた方がいいのかなという、そんな感じがしますね。土地改良区も、今

度は水土里ネットという愛称で呼ばれるようになったようでありますけれども、そんな感

じがします。

そこで、維持管理の事例というところに、少なくともこの事例に土地改良区なり水利組

合が主体になって、こういうことをしているというものを、この事例に、少なくともそこ

に挙げてもらえたらということでございます。

○石川施工企画調整室長 ご指摘のとおり、環境への取り組みというのは、必ずしも農

家の方皆さんに十分認識されているというところではないかと思いますが、まず基本とし

まして、例えビオトープ水路といっても、農業水路としての機能を確保するということが

もちろん必要になるということですので、ご指摘を踏まえまして、特に維持管理のところ

の書き振りと、事例の書き方につきまして検討させていただきたいと思います。

○河地専門委員 先程ご説明いただきました資料の４ページですが、「ため池の多面的

機能」のところの図ですが、防災機能の第一番目に「雨水・生活雑排水の一次貯留」とい

う表現がございますが、ここで少し表現として、この意味するところは、何か控えめ過ぎ

るのではないかなという思いがするのです。まず雨水の一次貯留というのは、まさに利水

機能の最たるものでして、おそらくここでおっしゃっている雨水の一次貯留というのは、

取水を抑制したり、また流出を抑制したり、洪水を緩和している機能を暗に示されている

のだろうと思いますが、意味が取れにくい。雨水の一次貯留というのは、まさに水を貯め

ている話ですから、なぜ洪水緩和とか流出抑制とか表現できないのかと。別に何か理由が

あるのかということですね。それと関連して、生活雑排水の一次貯留が防災機能であると

いうところが、私も、少しその辺まだ理解できないでおることです。

もう１点、先にお尋ねした件と関連します。お話しさせていただきますが、44ページに

行きまして、フローを書いてありますが、これの右端の縦長の四角、設計条件が幾つかご

ざいますが、ここで流域水系条件というものが落ちているのではないかなと。農道の方に

は入っているのですが、まさにため池の方でそういうものを、当然いわずもがなの条件な
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のでしょうが、あえてそれを抜いておられるという意味でしょうか、その辺ご説明いただ

きたい。流域水系条件という表現が農道の方には載っております。

○石川施工企画調整室長 今の流域条件ですが、当然ため池、農道、ともに含まれます。

流域全体の中ではため池はその構成のひとつでございますので、そういうことも中に設計

条件として入れるものと考えております。表現では落ちてございますが、内容としまして

は、設計条件として含まれるものと考えております。書き方につきまして検討させていた

だきます。

○林田事業計画課長 最初の方のご指摘の、４ページの多面的機能の表現でございます

けれども、ここにございますように、土地改良事業計画指針の「農村環境整備」編から取

っておりますけれども、箱の中の一番右側の例示につきましては、いろいろ改変しており

まして、より分かりやすくなるようにということで記述はしております。今ご指摘がござ

いましたので、この指針とは若干違った表現に変えておりますので、もう一度ご指摘を踏

まえて検討させていただきたいと思います。

○河地専門委員 生活雑排水のご説明……。

○林田事業計画課長 指針の方では、排水といたしまして、生活雑排水という言葉はあ

りますけれども、生活雑排水の一次貯留といったところにつきましては、今回若干の改変

を行っている……。

○河地専門委員 防災機能に入っている理由を説明いただきたい。

○林田事業計画課長 ご指摘のとおり、先程のご紹介致しました土地改良事業計画指針

の「農村環境整備」の方と若干組みかえが違っておりまして、生活雑排水の一次貯留につ

いては、防災機能に入れるのは適当ではないかなと思います。

○田中専門委員 私は、竹谷先生の質問と重なることだったので、先程かなり答えてい

ただいているのですが、例えば78ページのところでは「地元関係者」という表現が出てき

ておりますね。至るところに地域住民という言葉が使われていて、あと農業者もあるでし

ょうし、もっと広い意味では市民という言葉もありますね。たまたま博士課程で、参加型

の方の研究している学生と話すことがありまして、参加型分野では、住民参加と市民参加

も大分違うらしくて、相当の議論があるといったように聞いているのですね。地元関係者

という表現もあるでしょうし、何となく分かるのですが、農業者、地域住民、市民、こう

いうところがきちっとしてないと、先程のビオトープの問題なども含めて、何か先々混乱

が起こってもいけないかなという感じがしたので、あえてもう一度質問させていただくこ
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とが１点です。

今ひとつ、これは細かいことなのですが、１ページ、先程沿岸帯の話が出ていたと思い

ます。７ページ辺りに書いてある水域と後背地の連続性の問題と関わっていると思います。

さらに26ページの表で、「対策検討の考え方」のところに「エコトーン」という用語も出

てきておりまして、沿岸帯、エコトーン、あるいは水域帯とかいろんな言い方がされてお

りますが、もしこういったところでいきなり「エコトーン」と出てくるのだったら、最初

の段階で定義しておいていただけたらということでございます。

○石川施工企画調整室長 地域住民、市民、農業者というような言葉の使い方について

明確にすべきというお話でございます。確かにいろいろなところで、特に環境との調和に

配慮するとなりますと、そういう利害といいますか、利益を受ける方が主体になるかと思

いますので、その辺の言葉の使い方につきまして、どういうふうに定義するか検討してい

きたいと思います。

○林田事業計画課長 田中委員のご指摘のエコトーン等の表現につきましても、今一度

考えて整理させていただきたいと思います。

○岩崎小委員長 実は、時間配分からいいますと余り時間が残ってないのですが、それ

は一つの目安でございます。他のところもご意見がございましたらお願いしたいと思いま

す。

○横澤専門委員 この度、現地も見させていただきまして大変参考になりました。また、

この手引きは非常にきめが細かく、いろんなことを細かく留意されておりまして、かつ内

容は非常に弾力的で融通がきくような設計内容になっておりまして、大変いいと思います。

ただ、ため池で現地に行ったときに、親水とかレクリエーションとかということで、地元

の人とかアクセスするわけですけれども、いろいろ移入種が入ってきたり、ごみ等を投棄

される原因は何だと、あの時確か水土里ネットワークのボランティアの人が言ったのです

けれども、決め手は道路だというのですね。ごみにしても、ブルーギルとかブラックバス

にしても、歩いて運んでくる人はいないという。大体 アクセス道路が狭いときにはそう

いう被害はほとんどないのですけれども、改修された後、一気に道路を、維持管理用の道

路でもあるし、市民のアクセス道路なのですけれども、車が接近するようになると、あっ

という間に大量に放流する。ブラックバスなんか、釣り人がバケツで持って来て放流等は

できないというのですね。あれは、すぐ酸欠になって死んでしまうので、大量にもってき

て一気に放して、あれはセットで放すと、ブルーギルがえさになって、ブラックバスは、
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放すとえさがすぐなくなってしまうので死んでしまう。そういう実態があるので、やはり

維持管理のところに入ると思うのですけれども、できれば車両によるアクセスを制限する

とかということが重要ではないかと思うのですね。

もう１点、道路ですけれども、現地で農免道路を見せていただいたのですけれども、あ

そこですごくいいなと思ったのは、歩道なのですね。歩道にいろいろ植生を施したり工夫

をされているということで、今回の手引きの中で、歩道という言葉が余りないように思う

のですけれども、道路という中に含まれると思えばいいと思うのですけれども、今回の全

体の手引きのトーンとしては、自然にも優しいし人にも優しいというトーンがありますの

で、歩道というのは余り生態系とは関係ないのかもしれないのですけれども、少し記述し

ていただけばありがたいと思っているのです。

○石川施工企画調整室長 ご指摘いただきましたため池の維持管理の中での車両による

アクセスの制限、あるいは歩道について、記述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 それでは、他のところでご意見があればいただきたいと思います。

○遊磨特別委員 農道のところで２点あるのですけれども、１つは、一応記述がある排

水関係のところですけれども、側溝です。こういう道ができると、表面をたらたらと流れ

る水系が分断されるということが、別に農道に限らないのですが一番大きな問題ですので、

特に水田地域においては、水をうまく水田の方に回すなり、あるいはミティゲーション的

湿地に回すというような配慮がある方がいいなというのが１点です。

もう１点ですが、ちょっとこの手引きと逆行するかもしれないのですが、森に近づける

と、今度は獣害というのが出てくるのですね。イノシシ、シカ、サルというのがかなり中

山間地では非常に大きな被害をもたらしていると思うのですが、その点についても一応配

慮した記述が絶対必要なのではないかなという気が致します。以上２点です。

○石川施工企画調整室長 農道における排水の処理、特に水田地帯での湿地等への排水

路の整備、あるいは獣害への対策といいますか配慮等につきまして記述の仕方を検討させ

ていただきたいと思います。

○林田事業計画課長 特に獣害については計画編、調査編に反映させていただこうと思

います。

○岩崎小委員長 その他、ございますか。――それでは、まだいろいろあろうかと思い

ますけれども、今迄のご意見、いろいろいただきましてありがとうございました。この件
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の今後の進め方につきまして、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

○林田事業計画課長 お配りしておる資料―３の別紙という１枚紙がございます。これ

に基づきまして、本日いただいたご意見について検討しながら、12月にはパブリックコメ

ントを募集させていただきたいと考えております。12月上旬から３週間程度、もう一度１

月に第４回の検討部会を開かせていただいて、パブリックコメントの結果を踏まえて再調

整し、２月に第３回の技術小委にお集まりいただきまして、最終とりまとめさせていただ

きたいと考えております。以上です。

○岩崎小委員長 今のご提案に対して、ご意見ございますでしょうか。――

それでは、本日たくさん意見もいただいておりますので、そういうご意見も踏まえまし

て、パブリックコメントの募集をお願いしたいと思います。以上で、この件を終わらせて

いただきます。

続きまして、「土地改良事業計画設計基準・計画『農地地すべり防止対策』の改定」に

つきまして、事務局から説明をお願い致します。

○伊藤資源課長 資源課長でございます。計画基準の農地地すべり防止対策の改定につ

いてご説明をさせていただきます。

まず改定内容そのものについてのご説明の前に、参考資料の４―１を見ていただきたい

と思います。カラー刷りでございます。ここに地すべりの基本的な若事項について若干紹

介をさせていただいております。

１ページでございますが、「『地すべり』とは、土地の一部が地下水等に起因してすべ

る現象又はこれに伴って移動する現象」でございます。風化しやすい地質、軟岩地帯でご

ざいますけれども、泥岩地帯が主だということを聞いておりますけれども、そういうよう

な傾斜地で、地下水に起因して地面がすべるというようなことでございます。特に雪解け

時の地下水の増量、梅雨時期、あるいは秋の長雨とか、雨が続いたときに地すべりが起き

やすいというようなことになっております。

２ページ目でございますけれども、我が国の地すべり防止の指定状況ということで、地

図を見ていただければ分かると思いますけれども、我が国の広範囲に地すべり地帯が存在

するというようなことでございます。最近、11月に北陸地域等で冬型の気圧配置で長雨が

続いておりますので、新潟とか富山県で地すべりが起こっているというようなことで、一

部の被害が出ているようなことも報道がありました。

３ページに「地すべり防止施設」ということで、どのような地すべり防止対策というも
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のがあるかというようなものを簡単に図で示しております。地すべりを防止するというこ

とで、基本的には地下水等によって起こるというようなことですので、地下水の排除なり

地すべり活動を抑制するというような、抑制工というのが基本になりますけれども、実際

に地すべりが起きそうなという時には、表の下の抑止工ということで、杭とかシャフト工

とかアンカー工等、そういうもので地すべりを強制的に止めるというような工事をすると

いうこともございます。

次が地すべり工の実際の状況でございます。これは写真で示しております。

それから今回の土地改良事業計画設計基準・計画の方で取り扱う範囲ということで、地

すべり防止対策というのは、地すべり等防止法によって区域指定を行って、その区域指定

の中で基本計画等を作成して行うというようなことになりますので、そういう範囲で計画

基準でも取り扱っているというようなところでございます。以上が地すべりの概略でござ

います。

今回改定する内容でございます。資料４―１の１ページは、前回、経緯等をご説明しま

したけれども、前回の改定が10数年前の平成元年７月でございますが、10数年経過をしま

して、新たな技術的な知見とか調査手法等もあり、あるいは社会情勢の変化等もあるので、

今回見直したいというようなことでございます。

３ページ目でございますが、スケジュール的には、今年は検討委員会を７月に開いて検

討をして、あるいは全国の査読を続けまして、今回お示しする基準案を作っております。

これを今回、この小委員会で審議していただいて、これを下に、次はパブリックコメント

を募集して、２月には基準案、とりまとめ案というものをお示ししたいと思っております。

主な改定でございます。４ページにございますが、計画基準の構成というものを少し再

編整備しております。下の図でございますが、現行基準というのは、基準的なものと技術

的なものとが混合しており、それを今回、右にございます改定（案）のように、４つの形

に分けるということです。規範的な事項は計画基準の本文というようなことにしまして、

具体的な事項を「運用」、解説的な内容については「基準及び運用の解説」というような

もの、この３点を「基準書」ということで整備をするということの他に、技術的な解説、

あるいは事例とか、そういうものを示すものを「技術書」ということで再編整備をしたい

と考えております。

５ページ目でございます。今回の地すべり防止対策の改定のポイントということでまと

めさせていただいております。今回の改定の内容は、ブルーのところに示してございます
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が、大きく５点ほどございます。効率的、かつ効果的な事業計画の作成というようなこと

で、予備的な調査の概査というものと、それをもとにして詳細な調査を行う精査というも

のに段階的に分けたということが１点目です。

地すべり防止対策にかかわる骨格を定める基本構想を作成するというものを新たに追加

をしております。これが２点目です。

３点目は、環境との調和への配慮というような記述を入れております。

４点目が、基準書以外の項目でございますが、関係機関とか農家の意向が事業計画に反

映するような配慮について記載をしたということです。

５点目が、基準書以外の技術書というようなところに記載をするのですけれども、新た

な技術、例えばＧＰＳ測量とか２次元比抵抗電気探査等、新たな技術が導入されておりま

すので、そのような新技術の導入、あるいは施工実績の蓄積等、知見等に基づいた内容に

ついて、技術書に新たに加えたことです。この５点が主な概要でございます。

改定の本文のところの主なものをご紹介しますと、６ページでございます。特に今回新

たに「周辺環境との調和への配慮にも努めること」というものを記述で追加をしておりま

す。地すべり防止対策は、先ほども図の方でお示ししましたけれども、地すべり等防止法

に基づいて事業を実施するというようなことでございまして、土地改良法で環境配慮が義

務付けられておりますけれども、地すべり防止対策については、環境との調和への配慮と

いうような規定は特段ございませんが、今回、土地改良事業等も義務付けられたというこ

とに鑑みまして、計画作成において配慮すべき周辺環境について調査検討するというよう

なことを念頭に、「周辺環境との調和への配慮にも努める」というようなことを基本的事

項として追加をしました。

２点目でございますが、これは「概査と精査の区分を追加」ということで、調査につい

て、まず予備的な調査を行い、その結果を踏まえて詳細な調査、精査を行うということで、

二段階の調査に分けたということでございます。

７ページでございますが、３点目は、「基本構想の作成」という文章を追加しておりま

す。これは地すべり防止工事計画、基本計画の骨格をまず定めるということで、基本構想

の作成というものがまず必要だということで、基本構想では、地すべり防止区域の概定と

か、地すべりがどのように起こっているのかということを推定するとか、地すべり被害が

想定される農地とか農業用施設を保全するための対策をどのような概定にするかといった

内容の、基本的な構想を作成するということを追加しております。
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４つ目に事業計画作成の手順を追加致しまして、今までは１つの計画でくくってござい

ましたが、その計画を一般計画と主要工事計画というもので区分をします。一般計画は、

地すべり機構の解析とか、安定解析とか、地すべり防止対策の工法選定とか、こういうも

のを入れております。主要工事計画というのは、具体的な地すべり防止施設、防止工、そ

ういうようなものの構造とか配置を具体的に決めるというようなもので、計画を２つに書

き分けたということでございます。

８ページ以降は、現行の基準書の構成を整理し直した、あるいは技術書等に振り分けた

ということで、現在の構成を整理したものでございますので、説明は省略させていただき

たいと思います。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、只今の内容につきまして、ご自由にご発言を願いたいと思います。―― 田

中委員、いかがでございますか、一番ご専門が近いように思いますけれども……。

○田中専門委員 これは施工の方の問題かもしれませんが、抑止杭について、せん断杭

中心からモーメント杭中心という、かなり考え方の基本を変えたように見受けられるので

すが、何か従来のせん断杭は、かなり問題があるというお考えでしょうか。

○伊藤資源課長 これまでの知見から、特にせん断力よりも、曲げモーメントが働く方

が多いというようなことから、このような基準に変えさせていただいたということでござ

います。

○田中専門委員 検討した結果モーメントで考えた方が合理的であるということですね。

○伊藤資源課長 はい。

○田中専門委員 わかりました。

○河地専門委員 お尋ねしますが、今回の改定の趣旨が、先程の色刷りのところでご説

明がありましたように、より効率的かつ効果的な事業実施というところにあるというよう

にご説明いただきましたが、６ページ以降の表を見せてもらってますと、７ページの一番

下の枠囲いの中において、効率的かつ効果的な手順で計画を作成するというところで、

「効率的かつ効果的な」という文言が現れていますが、本来の趣旨は、むしろ６ページの

「総論」の1.3のところで現れてくるべき表現ではないでしょうか。手順を効率的かつ効

果的にやるという趣旨と、本来の、今回の改定の趣旨とちょっと違うような感じがするの

ですが。

○伊藤資源課長 ５ページで、ポイントのところでございますが、委員ご指摘のように、
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より効率的、効果的な事業を実施ということは、計画を二段階にするというようなことだ

けではなくて、全体的なことについて、より効率的かつ効果的な事業実施というようなこ

とでございますので、最初のところにそういう文言を入れるかどうかというのは、検討さ

せていただきたいと思います。

○竹谷専門委員 １点だけお伺いしたいのですが、応急対策を運用の方にもっていくと

いうのが12ページに書いてありますけれども、最初のところでの整理の仕方は、基本的、

規範的な事項については、これを規定し、本文に書くということで、あと具体的な事項に

ついては運用の方にということになるのですが、ここでは、応急対策は、防止対策に先行

して実施するというのが現行の規定で、「先行して」というのは、それなりの基本的考え

方だとは思うのですが、これを運用の方にもっていくということについて、その辺りはど

う考えたらよろしいでしょうか。

○伊藤資源課長 今回は、そういう意味では応急対策については、本文というよりも運

用の方にもっていった方がいいというような考えを以って書き分けたわけでございますけ

れども、先生のご指摘のところも踏まえまして整理をさせていただきたいと思います。

○遊磨特別委員 環境との調和への配慮ということがそれなりのウエートがあると思う

のですが、後半の改正点のところで、実際にどこにそれが反映されているのでしょう。特

に施工のところには、従来のものを配置換えしたぐらいのことで、ほとんど環境との配慮

に関する文言なり何なりが見当たらないように思うのですが、そこのところはどうなんで

しょうか。

○伊藤資源課長 具体的には、技術書の方にいろんな事例ということでお示しをしたい

と思っております。今回、技術書というのはお示しをしておりませんけれども、そういう

中で追加的に記述をしたいと思います。今回、地すべり対策というのは、土地改良事業と

違いまして、被害防止を主眼に置いてますので、環境配慮に努めるということで記述をさ

せていただいておりますので、義務的なものではございませんが、なるべく技術書のとこ

ろにいろんな事例を示すのと、今回審議をしていただいておりますが、環境との調和の手

引きについては第１編でも、水路についての手引きを作成させていただいておりますので、

そのようなものを参考にしながら地すべり対策、計画を作るというようなことを整理させ

ていただきたいと思っております。

ただ、具体的にはどのような所で環境配慮が考えられるのかというようなことで、少し

ご紹介致しますけれども、地すべり防止施設の例というのを、参考資料―４―１の、ペー
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ジがないので申し訳ございませんが、４ページのところに模式図で書いてあります。地す

べり地域というのは、地域の特性上、湿地帯とか傾斜地ですから、谷地田とか、そのよう

な所が多いわけであります。そういうことも含めて、例えば、この中の、水路で水を抜き

ますが、水路に環境配慮をするとか、地すべりの斜面でのすべりを抑えるアンカー工とい

うのをやるのですが、アンカー工を目隠しカバーで覆う等というように配慮ができればい

いかなというような考えをしています。いずれにしてもそのようなことについては、事例

等というもので、技術書の方で紹介をさせていただきたいと思っております。

○遊磨特別委員 環境に配慮というのが義務的でないというのが、ちょっとひっかかっ

たのですが、それは言葉じりのことですからいいのです。こういう対策の場合、えてして

緊急対策の工事がされることが多いと思うのです。緊急は緊急でしなければいけないと思

うのですが、緊急にやった上で更に、環境に配慮したことを時間をかけてやるというよう

な文言がどこかに入る方が、より効果的なのではないかなという気が致します。

○伊藤資源課長 先生のご指摘も踏まえまして、また記述内容については整理をさせて

いただきたいと思っております。

○竹谷専門委員 関連してなのですが、私は、その点についての理解は９ページにござ

いますように、「第２章 調査」の2.1のところに新たに加えられた「計画対象地域の自

然条件及び社会経済条件の特性が事業計画に反映されるよう適切な手順で実施する」この

文言のところに読み取ったのですが、そういう読み方は、必ずしも趣旨に沿わなかったの

でしょうか。

○伊藤資源課長 「調査」のところでございますね。ここは一般的なことで記述をして

おりますので、当然環境配慮とか、そのような点もこの中では読むというようなことにな

ろうと思います。

○岩崎小委員長 よろしゅうございますか。他にはございますでしょうか。――

それでは、本日、ここでいただいたご意見を踏まえて、事務局の方にパブリックコメン

トの募集をお願いするということにしたいと思いますが、よろしゅうございますか。――

異議ないようですので、よろしくお願いします。

続きまして、３番目の「土地改良施設管理基準―ダム編―の改定」につきまして、事務

局から説明をお願い致します。

○勝山施設管理室長 それでは、土地改良施設管理基準―ダム編―の改定につきまして

ご説明を申し上げます。資料―５―１を見ていただきたいと思います。「土地改良施設管
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理基準―ダム編―の改定について」ということです。

１ページを見ていただきたいのですけれども、「改定の趣旨」と「検討委員会による検

討」ということですけれども、これについては、前回ご説明しましたので省略させていた

だきたいと思います。

２ページ目に開催経緯ということで、１月30日に事前説明致しまして、３月14日に諮問

致しました。

３ページを見ていただきたいと思います。「改定スケジュール」でございます。一番上

の11月のところになりますけれども、ここで調査審議をいただきまして、基準（案）を修

正して、他の設計基準と同じようにパブリックコメントを募集いたしまして、これで基準

（案）を修正します。そして、再度、２月に技術小委員会で調査審議いただきまして、最

終的に農業農村整備部会に答申ということで考えております。また、パブリックコメント

につきましては、ホームページとか学会誌とか、特にダム管理基準ということでもござい

ますので、関係土地改良区への説明、また資料の送付等を考えております。

４ページでございます。先程資源課長の方からほぼ説明がありましたが、設計基準と同

じ考え方をしておりまして、従来の構成、現在の構成ということで、基準、運用、解説、

技術書と、４つの分類を致しましてまとめてございます。これについても省略させていた

だきます。

５ページ、今回の「土地改良施設管理基準―ダム編―改定のポイント」ということでご

ざいます。まず書いてありますように、左から見ていただきたいのですけれども、土地改

良施設管理基準、これは建設の方ではなくて、維持管理をどのようにするかという管理基

準でありますけれども、平成５年６月に制定しております。この時の主な内容は、管理の

基本、気象・水象の観測、解析、利水管理、高水管理、ダムの貯水等の管理ということで

したけれども、当時130程だったのですけれども、平成13年度末で、現在151のダムが、今、

国営土地改良事業で造成されている中で、真ん中にありますように、ダムを巡る状況変化

ということを踏まえまして今回の改定ということでございます。

その状況変化について説明致しますと、１点は環境との調和への配慮ということで、国

民の環境に対する意識の高まりの中で、今まで説明がありましたように土地改良法が改正

されまして、目的原則の中に追加されているということ。

２番目としては、逼迫する水需要ということで、平成６年度の全国的な大渇水とか、近

年、水資源白書によりますけれども、少雨傾向を起因してまして、水利調整の複雑化して
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いるということ。

特に安全管理の徹底ということで、国民の安全に対する意識が非常に高まってきている

ということ、特に異常洪水の発生とか突発事故ということで、例えば神奈川県の玄倉川に

なりますけれども、死亡事故が発生したとか、この４月になりますけれども、ダムの異常

作動ということで、ゲートが開いてしまったというような異常作動が生じている。この時

は事故にはならなかったのですけれども、そういうような状況が続きまして、ダムについ

ては安全管理の徹底というのが非常に重要な課題になってきております。

４点目としましては、社会資本の有効活用ということですけれども、経済財政諮問会議

の中でも、骨太の方針の中でも、これからの資本の有効活用というのが重要な課題になっ

てきておりまして、例えば総務省から堆砂対策というものを指摘されたりしております。

そういう観点からより効率的なダム機能の維持、確保が重要になってきております。

５点目になりますけれども、ＩＴの新技術の進展ということで、新しい技術ができてき

ておりまして、例えば超音波によるコンクリートの調査とか、更に、そういう観測したデ

ータを電子化していくということも重要になってきているということで、これへの対応。

さらにダム管理についても、実績が蓄積されてきておりますので、そういう中で観測、点

検データのフィードバックというものが必要になってきている。このような状況変化を踏

まえまして、今回改定ということで検討致しました。

見方ですけれども、矢印で、こういう状況変化に対応した形での改定項目ということで、

主要改定項目、ここにもありますけれども、６点挙げまして、管理の基本の中に環境との

調和に配慮しつつ、また気象・水象の観測、解析、利水管理につきましては、渇水時にお

ける調整事項の追加、洪水時等の管理ということで、特に異常洪水への対応の追加、また

堤体管理についても監視事項についての追加、機能保全ということで、先程の話にもあり

ました堆砂等についても対策をするというようなことを追加しております。これについて

は、さらに詳細について説明したいと思います。

６ページを見ていただきたいのですけれども、６ページ目からはお手元の参考資料―５

―１というものがございます。これを参考にしながら見ていただければと思います。５―

１の方の１ページ目を開いていただきたいのですけれども、ここでは、基準、基準の運用

と現行のものを書いてございます。特に下線を引いた部分が今回の主要改定事項というこ

とで、この点について、資料―５―１の方を見ながら、また参考の方を見ていただくとい

うことで説明したいと思います。
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まず１点、基準１になりますけれども、「基準の対象施設の明確化」ということでござ

います。現行基準では、国営土地改良事業によって新築又は改築されたダムであるとの記

述は枠外解説になっておりますけれども、この基準に記述することにより対象施設を明確

にするということにしておりまして、「基準の位置付け」のところに「国営土地改良事業

で」ということを明確にしております。

②になりまして、基準の運用の方になりますけれども、現在、１級河川、２級河川、準

用河川について適用していますけれども、それ以外に調整池等で、それに相当するダムも

あるということで、これらのダムについても基準の対象にするということで、「必要に応

じて適用する。」という記述をしております。

基準２の関連でございますけれども、管理の基本ということを書いておりまして、ここ

にもありますように、土地改良法の改正の環境との調和への配慮ということを踏まえまし

て、管理の基本に、ダムの機能を環境との調和に配慮しつつ維持保全することを追加して

おります。

ページをめくっていただきたいのですけれども、管理組織につきましては、基本的には

基準と運用の書き方を書き分けてございます。

資料の３ページを見ていただきたいのですけれども、「気象・水象の観測、解析」につ

いてですけれども、これにつきましては、前説明の委員会を踏まえまして、「気象・水象

観測技術の向上や管理実績を踏まえ、計画的な利水管理や洪水時等の安全な操作等に資す

るため、気象・水象情報の活用」をするということを追加しております。

利水管理、基準後の関連になりますけれども、これにつきましては、運用規定の5.2と

いうところで、「取水・放流管理の追加」ということで、放流時に当たっての配慮事項に

ついて追加をしておりまして、この点につきましては、特に説明というものを付けている

わけですけれども、説明の中で、河川の親水性とか生態系への配慮した管理に努めるとい

うことを記述しようと考えております。

次のページに行きまして、運用規定5.3では、「渇水時の管理を追加」ということで記

述しております。ここにつきましては、特に関係者との調整に係る留意事項について追加

しております。

基準６の関連でございますけれども、ここについては、一番下になりますけれども、6.

4ということで設計洪水流量を超える異常洪水対策についての応急対策について追加をし

ております。
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基準７の関係になります。６ページになりますけれども、ここにつきましては、運用規

定7.2の項でございますけれども、特に試験湛水で作成致しました資料については、確実

に引き継ぎをするということを追加しております。

さらに「臨時の計測・点検・監視の追加」ということで、運用規定7.5で、その点につ

いて記述しております。

参考の方の８ページになりますけれども、「機能の保全について」です。これにつきま

しては、社会資本の有効活用ということが重要であるということ、また、前回の委員会の

中で指摘がありましたけれども、できるだけ分かりやすく書いた方がいいということで、

ここにもありますように、「貯水池の湖岸の維持」から「水質の保全」ということで、ま

た「貯水容量の確保」の追加というところで、堆砂等の講ずべき事項に追加する。また、

先程の管理の基本にありましたことをここで受けまして、環境との調和への配慮につきま

して、運用規定8.4で書いておりまして、周辺景観等、環境との調和への配慮をしつつ実

施するように努める、ということをここで追加しております。

その他、道路の管理、冬期の管理、９の構造物の維持補修、土地改良財産の管理につき

ましては、基準と運用という書き分け、また更に追加すべきことを書いておりまして、こ

れについては省略させていただきたいと思います。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、只今の内容につきまして、ご自由にご発言を願います。

○光岡専門委員 一番最初の適用のところですけれども、国営で造成された施設を水資

源開発公団に事業承継されたようなものは、入るのですか、入らないのですか。

○勝山施設管理室長 国営土地改良事業の新築、改築されて、国営造成施設で管理され

ているものと、土地改良法に基づいて行われるということですので、入りません。

○遊磨特別委員 余り知らないので恥ずかしい質問かもしれないのですが、利水のとこ

ろで、受益地が必要となる水量、安定的に供給できるという文言があるのですけれども、

「安定的供給」という中身が、実は僕にはよく分からなくて、どちらかというと、僕の印

象では、水不足の地域により多くダムが造られていて、しかも、そのダムというのが、多

くの場合、必要とするピーク流量というのですか、８月のかけ流しの時期と、５月の代か

き時期、このピークに合わせた水供給を目的としているという感じがするのですね。「安

定的供給」というと、年中、あるいはかんがい期にずっとというような意味があると思う

のですが、そこは、ダムの規模とか何かを計画の時に全く違ったイメージを与えることに
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なるのではないかなという気がするのです。ここを少し、僕みたいな素人にも分かりやす

いような表現に変えられる方が、現実に即しているのではないかなという気がするのです

が、その辺教えていただけたらと思います。

○勝山施設管理室長 水の供給ということですけれども、基本的には年中ということで

はなくて、事業計画に基づきまして、必要な時期に必要な水を供給するような形で、年間

送水量を決めて供給しており、計画を立てているということになります。その計画ができ

た段階で、管理になるわけですけれども、管理につきましては、維持管理計画というもの

を作りまして、かつ河川サイドから水利使用規則というものができていまして、それに基

づいて水を供給していくことになります。そういう意味では、水を安定的に農家に対して

供給していくという観点でして、先程言われたのは、どちらかというと水田の補給水での

ピークというところだけを見ていると思うのですけれども、そうではなくて、全体の、代

かきから始まった形での水供給計画ができている。それに基づいて管理をしていくという

形になっております。

○遊磨特別委員 環境に配慮ということから言えば、むしろ、河川維持用水的なところ

を安定的供給をするように心がけるべきではないかなと思うのですが、やはり水不足とい

うのは、ピーク時に一番シビアになるわけでありまして、現行のそれぞれの地域での運用

規定みたいなものをもう一度いろいろ再検討するみたいな、そういう段階というのがこの

中に盛り込まれて然りではないかなと思うのですね。要するに昔のスタイルで――昔とい

うと表現悪いですけれども、ダムですから、20年、30年前の計画に基づいて、その時の水

利の状態に応じてこういうように運用しましょうと決まっているわけですが、こういう改

定がなされる時に、それぞれの地域でもう一遍再検討し、電気と同じで、ピーク流量が生

じないようないろいろな配慮をしなさいみたいな、そういう表現がトップダウンで来ると、

地元は非常に動きやすいのではないかなというのが私の印象です。

○勝山施設管理室長 管理基準の性格の問題になるのかというのか、それを説明しなけ

ればいけないと思うのですけれども、先程言いましたように全国に約151のダムがありま

して、これの一般的事項を定めているということでございます。その点から、まさしくそ

のダム全体に適用する事項をここにまとめて書いているということです。

今、委員から話がありましたのは、まさしく個別地区として、そういうような対応があ

った場合どうするのかということの質問ではないかと思うのですけれども、もちろん個別

地区につきましては、水形態が変わるとか、そういうことがあれば、管理ということでは
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ないですけれども、例えばもう一回改修とか計画の見直しとか、そういうものは、もちろ

んあるのではないかと思います。ですから、いずれにしても管理につきましては、例えば

先程の河川の放流についても責任放流ということで、河川サイドからの水利の許可の時に

そういう条件が付くわけですけれども、その点についても、全体的にその地区の見直しが

あれば、その時に、また、改修とかそういう中で見直しして、またそれは、管理というこ

とで見直された計画を引き継いで管理していくというような形になります。

○遊磨特別委員 環境に配慮するという文言が入ったがゆえに、そういうことの見直し

をどんどんしなさいというようなことを、こういうところに適宜すべきであるみたいなこ

とを書かれる方がより一層効果的ではないかなというところが私の印象です。

○勝山施設管理室長 分かりました。要するにそういうようなご意見があった場合に、

そういうものをフィードバックしていくということ、それについても整理させていただき

たいと思います。

○細谷特別委員 論議を盛り返すようで申し訳ないのですが、補足する意味で、基本的

には遊磨委員と同じ考え方ですが、今のところですけれども、すなわち参考資料―５―１

の３ページ目の「利水管理」のところで、先程室長から、生態系に配慮については検討事

項で、というようにおっしゃったわけですけれども、実際に5.2の中で、取水・放流管理

をする場合、当然、責任放流というご説明があったわけですが、例えば、同じようなダム

形態の中で、国交省管理のダムであれば、具体的に生態系に配慮したという放流に関して

は、維持流量と――この辺は責任放流なのでしょうけれども、維持流量という物の考え方

と、保全流量という生物の視点に立った流量ですね。こういったものの考え方があるわけ

ですけれども、農水の場合には、それがまだ出てこないのです。例えば保全流量といえば、

当然、動植物の生存を完全に保障して、再生産へもつながるような考え方と、例えば、産

卵期には水が多くて、それ以外の時にはやや少なくて、そういうギャップが物をいうよう

な場合に、自然変動を反映したような放流の仕方といったものもある程度想定した書きぶ

りが、少しでもこの中に盛り込まれていればいいかなと思うのです。遊磨先生の補足にな

るかどうか分かりませんけれども、全体を通じての具体例として、そういった物の考え方

ですね。農水版をお考えになってもいいのではないかなという感じが致します。

○勝山施設管理室長 少し私の説明不足だったと思うのですけれども、参考資料―５―

２の基準書の12ページに、基本的にまさしく運用の解説ということになりますけれども、

運用の解説5.2の「また」以下にもあります。基本的には許可水利権というような形にな
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りまして、「河川維持流量等の規制がある場合には、その規制に従った放流を行う必要が

あるが、その際、河川の親水性、周辺に生息する動植物の生態系にも配慮したダムの管理

に努めるものとする。」というような形で記述させていただいております。

先程基準が４つの構成でできているという話を致しましたけれども、その中の解説とい

うことで、このようなことで考えているということでございます。

○竹谷専門委員 土地改良施設に対し、納税者、国民の関心が高くなってきていると思

いますけれども、情報の公開といいますか、ダムの管理は国民の関心、とりわけ環境面も

含めて関心が高まってきているとしますと、情報公開というのも管理の行為の中では一つ

の課題になってくるのではないかと思うのです。例えば渇水時に受益者間で非常にいろん

なところで調整が必要になってきますので、受益者、組合員への情報公開、それに基づく

適切な合意形成というのも、管理を適切に効果的に行う上で必要だと思います。同時に、

広く国民に向かっても情報公開が必要になってきているのではないかと思うのですが、そ

の辺りはどう考えたらよろしいでしょうか。

○勝山施設管理室長 情報公開については、法律がございまして、そういうことでして

いるわけですけれども、その点につきましては、私の方でまた……。質問ということです

けれども、法律で、資料の提供を求められたときは情報公開するのですけれども、先程あ

りましたように、受益者について積極的に情報を出していきたいと考えております。

○小泉専門委員 ここで問題にしているダム機能というのは何を指しているのか、つま

り、先程ため池の機能というときには、利水機能から環境保全機能まで、４本ぐらいでお

っしゃってますね。それでダム機能の保全と機能の適正な発現というときの機能というの

は何を指すのかということなのですが、環境に配慮したというときには、もう少し広げた

議論が必要かなと思います。例えば田んぼのダム機能や山林の緑のダム等の議論がありま

すが、ダム本来が持っている機能というのを、もう少し国民的、社会的にアピールするこ

とも大事ではないか、そんな感想を持っているもので、ご質問いたします。

○勝山施設管理室長 基本的なことでまずお答えをしておきたいのですけれども、ここ

でいうところのダム機能ということで掲げているのは、参考資料―５―１の「基準の運

用」のところにありますけれども、１ページの2.1にございます、「ダムが有する流水の

貯留機能、流水に対する調節機能、取水機能」ということで記述させていただいておりま

す。先程の環境との調和への配慮ということで、そういう機能を多面的な機能と言ってい

いか、そういうのはあるとは思うのですけれども、それについては、また事例等を、技術
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書とかそういうところで、そういう表現ぶりについて説明をできるような形にしたいと思

っております。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

それでは、今迄いただきましたご意見を踏まえまして、パブリックコメントの募集をお

願いしたいと思いますが、いかがでございますか。――

異議ないようでございますので、よろしくお願い致します。

それでは、その他、事務局から何かありましたらお願い致します。

○林田事業計画課長 本日は貴重なご意見をたくさんありがとうございました。次回の

委員会開催は、先程も申し上げましたけれども、２月頃を予定しておりますが、その詳細

な日程につきましては、追って調整させていただきたいと思います。

また、次回は、本日ご審議いただきました３点につきまして、先程ございましたパブリ

ックコメントを致しまして、意見公募の結果をご報告させていただきますとともに、それ

を踏まえて報告（案）もしくは基準（案）を提示させていただきたいと考えております。

よろしくお願いします。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

それでは、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致します。そ

れでは、議事進行を事務局の方にお返し致します。

○林田事業計画課長 本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうござ

いました。これをもちまして、平成14年度第２回技術小委員会を閉会させていただきます。

ありがとうございました。

――了――
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