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食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会

平成15年度第１回技術小委員会議事録

日 時：平成15年９月25日（木） 11：00～12：00

場 所：三田共用会議所３階 Ｃ～Ｅ会議室

○林田事業計画課長 それでは、若干まだ定刻になっておりませんけれども、委員の先

生方がお揃いですので、委員会を始めさせていただきたいと思います。

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、誠にありがと

うございます。只今から、農業農村整備部会平成15年度第１回技術小委員会を始めさせて

いただきます。

まず、開会に当たりまして、日尾野農村振興局次長からご挨拶申し上げます。

○日尾野農村振興局次長 農村振興局次長の日尾野でございます。本来ですと、局長の

太田が参りましてご挨拶すべきところでございますけれども、副大臣の交代等、諸々の所

用がございまして、こちらに参ることができませんので、代わりましてご挨拶を申し上げ

たいと思います。

委員の皆様方におかれましては大変ご多忙にもかかわらず、本日、ご出席を賜りまして

大変ありがとうございます。

さて、農林水産省では、８月末に平成16年度の農林水産予算を財務省に概算要求をさせ

ていただきましたが、この要求に当たりましては、いわゆる「骨太の方針 ２００３」に

示されております重点４分野に対応をいたしまして、予算配分の重点化に取り組んでいる

ところでございます。農村振興局といたしましても、国民共通の財産としての美しいむら

づくりの推進、農業の構造改革を推進する生産基盤の整備、地域資源の利活用による循環

型社会の構築という３つの重点施策を掲げまして、積極的な施策の展開を図ってまいりた

いと考えております。

また、近年の農山漁村の豊かな自然や美しい景観などが大変着目されているという状況

にございますので、農山漁村の美しさに関する検討会を今年の１月より開催をしてきたと

ころでございます。この検討を踏まえまして今後の施策の展開方向を示しました「水とみ

どりの『美の里』プラン２１」をとりまとめいたしまして、公表させていただきました。

このプランにおきましては、農林水産関連事業における景観配慮の原則化、農山漁村の景

観形成のための具体的数値目標を掲げた取り組みの推進、地域における景観の点検の実施、



- 2 -

農村景観の観点からの法的規制の検証などに取り組んでいくということを盛り込んでいま

す。

また、本日開催されました食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会におきましては、

農業農村整備事業の推進に関します基本的な計画でございます土地改良長期計画につきま

して諮問をいたしまして、概ね妥当であるというご判断をいただいたところでございます。

更には、農林水産大臣から食料・農業・農村基本計画につきまして、概ね５年に見直すよ

うにという規定もございますことから、その見直しについて検討するよう指示を受けたと

ころでございまして、それに向かっての作業を、農林水産省一体となりまして検討する体

制を構築したという状況にございます。

さて、本日ご審議いただきますのは、「環境との調和に配慮した調査計画・設計の手引

き」についてでございます。昨年、一昨年とご検討いただきまして、本年度は第３編とな

ります。その内容を更に充実いたしまして、土地改良法で盛り込みました環境との調和へ

の配慮を、より一層反映した事業推進を図るために、大いにその手引きを活用し、人と自

然とが共生した農村の実現に鋭意努力してまいりたいと思っておりますので、限られた時

間ではございますが、各委員から忌憚のないご意見を賜りまして、私どもの様々な指針の

作成のお手伝いをしていただければと思っています。

簡単でございますが、冒頭のご挨拶にかえさせていただきたいと思います。本日はよろ

しくお願いします。

○林田事業計画課長 本日は、小泉委員、田中委員、角野委員、細谷委員、遊磨委員に

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。

引き続きまして、このたび、農業農村整備部会の部会長より本小委員会の臨時委員並び

に専門委員に指名され、本日より審議にご参加いただくこととなりました委員の方々をご

紹介申し上げます。

臨時委員にご就任いただきました、財団法人自然環境研究センター副理事長の小林光委

員でございます。

専門委員にご就任いただきました、兵庫県土地改良事業団体連合会常務理事の安部優吉

委員でございます。

それでは、以降の議事の進行につきましては、岩崎委員長にお願いいたします。

○岩崎小委員長 それでは、会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。

まず「環境との調和に配慮した事業の実施状況」について、事務局から説明をお願いい
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たします。

○林田事業計画課長 それでは、資料－３に基づきましてご説明をさせていただきたい

と思います。

本年度第１回の技術小委員会でございますけれども、本年度は、継続の事案といたしま

して、設計基準の「農道」、計画基準の「排水」についてご審議いただくこととしており

ますけれども、次回以降、ご説明をさせていただきたいと存じております。詳細につきま

しては、後程ご説明いたします。

さて、環境との調和に配慮した農業農村整備事業の実施手法に係る手引きにつきまして

は、平成13年度に農業用用排水路について、平成14年度にため池、農道、移入種について

報告をとりまとめていただきました。私どもはキャラバン隊を組んで、各地方農政局単位

の説明会を実施いたしました。その場には、都道府県、市町村の担当者も含め、多数の関

係者が集まりまして説明を聞いていただいたという状況でございます。今後とも現場での

適用について促進をしてまいりたいと考えております。

今年度は、パーツとしての施設の整備における配慮に加えまして、面的な整備を実施す

るほ場整備等における環境への配慮についてとりまとめをいただきたいと存じます。面的

な広がりを持つ農地の整備に当たりまして、環境へどの程度影響を与えるかという観点、

また、具体的には、どの程度まで配慮すればよいのかといった現場の技術者の疑問に答え

る形で、より現場の技術者が活用できるような手引きとしてまとめていきたいと考えてお

ります。なお、本日の資料は、検討の視点をお示しする程度になっておりますので、ぜひ

ご自由に忌憚のないご意見を賜りたいと考えているところでございます。

それでは、資料の内容の説明をさせていただきます。本日は、会議時間全体が１時間と

いうことでございますので、説明は20分程度にとどめるように努力したいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

資料をおめくりいただきまして１ページでございますが、１つ目は、国営事業における

環境配慮の取り組みです。70地区でアンケート調査を実施し調べましたところ、主として、

黄色い部分ですが、生物への配慮という取り組みをしていると回答を得ております。中で

も、生物の生息環境への配慮では、上の方で生物の生息環境を保全するものが18％、下は

配慮をする程度でありますけれども、42％が生物の生息環境に配慮したという結果になっ

ています。そのほか、植栽や景観への配慮を行っているという結果を得ております。

右側には事例をつけておりますが、京都府で実施しております国営の農地再編整備事業
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でございますけれども、写真にございますように、排水路から小河川に落ちるところにつ

いて、以前ですと、段差をもって水が流れ込む構造だったと思うのですが、魚が遡上でき

るよう、魚道のような構造にし、排水路の連続性を保っています。右側にありますのは、

コンクリート水路の底に穴を開けまして、一部分について草が生えるような配慮を行って

いるという例であります。

下の奈良県の例は、ため池の改修でありますけれども、改修する際に新たに浮島を設置

いたしまして、底の深さについて変化を持たせている例であります。

２ページ目は、これまでの行ってきている取り組みを一つの図にまとめております。平

成13年に土地改良法が改正されまして、田園環境整備マスタープランを作成していくとい

う動きが始まっています。一方で、一番下のところですけれども、技術者に対しては意識

改革をしなければならないということで手引書をつくり、研修会を実施しています。また、

国民への理解増進という観点から、ホームページ等を活用して情報発信をしています。そ

のような取り組みの中で、中程の部分になりますが、左から右に時間軸が流れている中で、

私どもの取り組んでいる施策についても、だんだん厚みが増してきておりまして、16年度

以降には更に広範な施策を予定しているということであります。

青い部分がありますが、自然再生に向けた先進的な取り組みとしては、サロベツにおい

て国立公園の湿地帯の保全と農家の排水改良を望むという２つの相反する要望に対してど

う応えるかということについて、環境省と連携をしながら調査を行っております。更に今

後は、釧路湿原保全についても積極的に取り組んでいきたいと考えているところでござい

ます。

３ページには、都道府県でどのような取り組みをしているかについて、事例を整理いた

しました。これは、埋め立てを計画していたため池にトミヨが生息していることが分かっ

た例でありますけれども、下にありますように、住民が、子供会なども含めてみんなで話

し合いを行いまして、草刈りやヘドロの浚渫といった対策を行いました。ヘドロを浚渫す

る根拠としては、下にありますように専門家のアドバイスを受けました。ヘドロの下の土

の中に在来種の種子が埋もれたままになっているケースがあり、ヘドロを浚渫しますと、

それが活性化し、本来そこに生えていた植生が蘇るということです。右側の写真になりま

すが、単一層として乾燥してヨシが生えていたところを、浚渫を行って、水を張って、ま

たトミヨの生息に最適な場所にする努力をしている例であります。

４ページには、都道府県における環境配慮に対する支援制度等について行ったアンケー
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トの結果を掲げておりますけれども、各県が独特のユニークな対応を既に講じているよう

であります。福島県では環境アドバイザーというものを設置して派遣するですとか、三重

県では希少生物を保全する場合には、地元負担分を県が補助するですとか、兵庫県では工

事費の５％は環境配慮に自動的に割り振るようにしているというように、それぞれ平成14

年度から新しく取り組んでいるということでございます。

５ページには、環境情報協議会の開催状況を挙げております。先程から説明しておりま

すような環境配慮の取り組みについて、各事業実施主体もしくは農政局レベルにおいて専

門家の意見を伺う場として環境情報協議会を設置しているところですけれども、その動き

についてです。ページ右側に県営事業の例を２件挙げております。左の例で言いますと、

ホタル水路を設置しようということで、環境情報協議会に諮りました。協議会の場で、そ

れは意義あることだということで、下の写真のように、その通りに設置された例でありま

す。

右の例ですが、地区内に希少植物が存在していることが判明したので、夏期に調査を行

いました。工事に際して、それを一時的に移植して、工事が終わってからまた戻すという

案でご提示したところ、現状確保をするべきだというご意見、それから夏だけの調査では

不十分ではないかというご意見を得まして、春期調査も実施して、データを充実させた上

で、移植するのではなくて回避し、その場所について手を触れないという工法を今検討し

ている最中であるという例が報告されております。

６ページには、先程から申しております田園環境整備マスタープランの策定状況が出て

おりますけれども、平成13年度から取り組んだ新しい取り組みにもかかわらず、平成14年

度末で既に2,027の市町村で策定がされました。これがないと事業を実施しないという大き

なかじを切ったものですから、市町村の方でも相当努力をしていただいているという状況

にございます。さらに1,191の平成13年度に策定された中で、１年後の平成14年度には早速

見直しをしたという市町村が110あるということであります。その内訳を、アンケートをと

って調査してみましたところ、様々な理由があるのですけれども、例えば肌色の30という

部分ですけれども、行政が主体になって当初策定したプランを更に充実しなければならな

いという認識に立って改正したケース。ブルーの部分ですけれども、自然・社会環境が変

化していることを踏まえて、調査結果を反映させたといったケース。

右側にその見直した例を出しておりますけれども、岐阜県の例ですが、左側のように、

黄色くなっている部分が環境配慮地域ということであります。少し青くなっている部分に
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ついて環境創造区域ということで、より積極的に環境に配慮した整備をする地域として位

置づけられているのですが、この計画をつくった後で、集落排水事業などの実施によって

水質が改善されまして、魚が増えたという報告があったことを踏まえまして、この町では、

右下の部分、縦長の斜線のハッチが張ってある部分ですけれども、この地域を環境創造区

域として指定をして、魚の生息環境を保全するという改定を行ったという報告がございま

す。

以上が、これまでの取り組みの実態です。現在の状況について把握いたしましたことを

ご報告いたしました。

続きまして資料－４には、今年検討いただきます手引きの第３編の概要を出しておりま

す。

１ページでございますけれども、ここではほ場整備について検討するということで、何

を行っていくのかというポイントについて整理しております。ほ場整備の水田や畑ですけ

れども、地域の生態系の特性や環境配慮の方法について検討したいということです。右側

の方につけておりますが、少し補足いたしますと、例えば右側に暗渠排水がございます。

これは、暗渠排水を過去に行ったのだけれども、古くなって機械が動かなくなるような、

排水性が悪くなった状況がある。そういう際に、パイプだけを入れかえるわけであります

けれども、現場の技術者と話をしておりましたときに、暗渠排水をするだけなので、環境

配慮すべき事項がない、考えられないという話がありました。水路を施工するとか、ため

池を整備するという場合だけではなくて、こういう面的な整備自体は非常に単純な行為を

行う場合であっても、環境配慮すべきことがあるのだということを一層認識させなければ

ならないという問題意識を持ちまして、今回こういう面的な整備についての手引きをとり

まとめたいと考えているところでございます。

２ページ以降に項目だけを整理しております。詳細はその後続きますので、２ページ、

３ページは項目だけを申します。２ページの一番左が大項目、その次が小項目です。１つ

目として「農村地域の自然環境の特性」について、２つ目に「農村地域の生態系の現状」

について、次に「調査計画、設計の進め方」という大項目では、「環境配慮にあたっての

基本的な考え方」、及び「調査の進め方」について整理しております。

３ページにまいりまして、「計画の進め方」、「設計の進め方」、更にその先の「施工

の進め方」という視点で検討を進めていきたいと考えております。最後には「検討のポイ

ント・留意事項」、更に「維持管理・モニタリング」における配慮ということで整理した
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いと考えております。

４ページ以降で詳細を書いておりますけれども、「農村地域の自然環境の特性」という

ことで、農村地域の水田・畑・水路・樹林地などは配置によって連続性が維持できる貴重

な要素であるという認識を持っております。

５ページには「低平地水田における環境と生態系の特徴」ということで、以前は河川の

後背湿地として生態系に非常に役立つ環境だったものが水田になりました。日本において

は、河川との関係が切れていく中で、水田として活用されることによって農業用水が取り

込まれる河川との連続性が保たれ、生態系が維持されているという認識でございます。

６ページには「農村地域の自然環境の特性」ということで、生息空間としての水田、畑

の役割について検討したいということを整理しております。６ページの下の左側にござい

ますように、鳥類、両生類、魚類、それぞれ水田の利用する形態が、それぞれ種類によっ

て違うという視点をもう一度整理してみたいと考えております。

７ページには「生息する生物の特徴」として、水田と畑でまた違うのではないかという

ことを、整理してみたいと考えております。ここにお示ししているのは、まだほんのとっ

かかりとしてのデータだけですけれども、左には水田地域、北海道の例があります。一番

右の水田というところをみても、昆虫類も、草食、肉食、魚類、両生類、鳥類も草食、肉

食の鳥類、このように非常に多様な生物が重なっています。一方、畑地の方をみますと、

ややそれが、階層としては薄くなっておりますけれども、両生類等が見受けられるといっ

た特徴があって、それぞれどう評価すべきなのかについては今後の課題と考えております。

８ページには「農村地域の生態系の現状」ということで、生物多様性国家戦略の中でど

う位置付けられているかということについて整理をしておりますが、国家戦略において３

つの危機をポイントアウトしておりますけれども、１つは、人間活動に伴う生物多様性へ

の影響。第２の危機と言いますのは、二次的自然、人間が作用することによって維持され

ている自然が、人為の働きかけが減退していく中で、また撤退していく中で、危機に面す

るといった指摘。第３の危機は、移入種による生態系の攪乱であります。

９ページには、ほ場整備に限って生態系に及ぼす影響を検討すべきと考えまして、整理

しているところでございます。例えば、９ページの左下にありますけれども、カエル一つ

をとりましても、トノサマガエルは吸盤がないということはよく知られておりますけれど

も、乾燥に弱いといったような特徴があります。一方でアマガエルについては、吸盤も持

っておりますし、乾燥に強いということでございまして、汎用田化を進めて生産の多様性
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に対応してきた結果として、日本の水田にはアマガエルばかりがいる状況になっていると

いうことです。そのことは、右側にありますように、ヘビの捕獲によって食べたものを調

べたことによっても顕著に現れているということを書いております。

10ページには、近年話題になっております鳥獣害の発生を整理しております。昨年度、

この委員会でも、農道の環境配慮についても鳥獣害というものについても配慮することが

必要だというご意見をいただきました。ここにはイノシシの例を書いておりますが、サル

などもすごく大きな話題になっているというところでございまして、これらについて、鳥

獣害に対応したほ場整備の考え方があるのかといった視点についての検討が必要と考えて

おります。

11ページには、基本的な考え方を整理しております。特に末端で環境配慮のための計画

や設計を行う担当者が気に留めなければならない観点としては、やみくもに環境配慮を行

うのではなくて、その地域の特性を踏まえてコンセプトを明確にする、どういう配慮をす

るのかというコンセプトを明確にして、ほ場整備の影響を軽減する観点で適切な環境配慮

を導く手法を考えておかなければならないであろうという意識であります。

12ページには、特に「調査の進め方」について整理しておりますけれども、ほ場整備で

は、農地・水路・樹林地といった多様な環境を構成する要素を考えながら、重点的・効率

的・効果的に調査を進めることが必要であろうということです。

13ページには、計画の段階で、今、計画を見直した例を書いております。谷地田は、ほ

場整備を実施しなければならないということで、当初は、左下にありますように、解説が

少し不十分かも知れませんが、黄色い線で示している道路の右上側の山際に道路を配置し

て、下側に水路を配置する計画をつくり、環境情報協議会に諮りましたところ、上側の道

路が、林地と田んぼを分断してしまう、また、排水路も柵渠化するということについて問

題があるとの指摘を受けて、再考が必要となりました。結果として受益者とも協議して、

右側の図にありますように、今の道路の拡幅という観点で対応し、水路をその下に埋めて

いくということにして、極力周りとの環境の生物との連続性を配慮した計画で、現在計画

を見直しているという最近の事例でございます。

14ページには設計という視点で、どうあるべきかということを書いております。例えば、

水路には魚巣ブロックを設置することが考えられるという提示はこれまで行ってまいりま

したけれども、すべての水路に魚巣ブロックを配置しなければならないのか、そうではな

いのではないかという視点を、現場から質問として投げかけられております。中央段左側
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にありますように、暗渠排水から水がしたたり落ちる部分について特に魚巣ブロックを配

置することによって非常に効果的に、水のしたたりに集まってくる魚を守ることができる

といったような観点。右側にありますけれども、石積みによる移動経路確保。これは暗渠

ではありませんが、水が水路から小排水路に落ちるところについて、そこだけを石積みに

して、様々な生物がはい上がれるよう配慮するいうように、効果的なポイントを考えるこ

とを今後は示していく必要があると考えております。一番右下の例で言いますと、水路壁

を斜めにして両生類がはい上がれる構造をつくったのですが、そこへ生物を呼び寄せる効

果がまた必要だということで、ここでは、絵をつけていますが、鉄板をかぶせて影をつく

り、影へ来た魚もしくは両生類が、その直近にある斜めの避難場所というのですか、それ

を見付けることができるだろうといった、きめ細かな配慮が今後は必要ということであり

ます。

15ページには「設計・施工における留意事項」ということで、今説明しましたような観

点も含む様々な視点に関する計画・設計施工上の留意点について検討することが必要だろ

うということで示しております。

16ページは、とりまとめとして「検討のポイント・留意事項」であります。右下の例に

ありますように、例えばそれぞれの地区の環境への配慮の指標を設けまして、等級で表し

て、左下から順に評価を高めていくと言いますか、少しずつ段階的に環境への配慮の実態

について評価して上がっていくようなイメージで取り組んでいくのはどうかと考えている

ところでございます。

17ページには「維持管理」という切り口で、モニタリングの必要性を書いております。

トミヨの保全、魚巣の設置等をした場合においてどのような効果があったのかということ

について調査を今後充実していくことが必要だと考えておりまして、実はまだ余りデータ

がないのですけれども、ここにありますのは、ある地区でドジョウやトミヨが、整備事業

の実施前後でどう変わったかということを表にしております。これは、偶然、たも網で調

査をしたという事例でございますので、非常にデータ間にばらつきがあります。実施直後

は極端に減っておりますけれども、その４ヵ月後にはまた非常に増えてていまして、十分

な調査ではないかも知れませんけれども、このような調査を行っていくことが必要であろ

うと考えているところでございます。

非常に急ぎ足でご説明いたしましたけれども、以上で、資料－３と４についてのご説明

とさせていただきます。
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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、只今の内容につきまして、ご自由にご発言をお願いしたいと思います。今が

11時半少し前でございますので、約25分程費やしたいと思います。どなたからでも結構で

ございますし、資料－３、４、どちらの資料でも結構でございますので、よろしくお願い

いたします。

○河地専門委員 お尋ねしたいのですが、今回、ほ場整備について検討されるというこ

とですが、これの中に、既に検討済みと言いますか、１編、２編で論じられてきました用

排水路や農道が今回のほ場整備の中に入ってくると思うのですが、その辺りは、もう一度

ほ場整備というカテゴリーの中で再検討されるということなのでしょうか。それとも、も

う既に検討済みなのだから、その部分をここに援用するという形にされるのでしょうか。

○林田事業計画課長 その件につきましては、再検討するということではなくて、既に

とりまとめをいただきました事項について盛り込んでいくという形でとりまとめたいと考

えております。ただ、先程も言いましたように、水路の中で魚巣ブロック、空積みの石積

み等の配慮をするべきだということは既に示しているところでありますけれども、それら

について、すべての水路のすべての延長においてやらなければならないのか、それとも特

に配慮すべき事項があるのかといったことについては、より深められる観点をご示唆いた

だければ取り組んでまいりたいと考えているところであります。

○河地専門委員 それに関連して、もう一つだけお尋ねしたいのですけれども、これま

で、13年度から第１編、第２編、今回第３編という形で、ステップ・バイ・ステップに検

討を重ねてこられたのですが、例えば今回初めて出てきたと思うのですが、生物多様性の

危機に３通り、こういう話は、この会議の場では今回初めてじゃないですか。申し上げた

いのは、ステップ・バイ・ステップにやられていることは結構なことだと思うのですが、

この先まだ、例えば第４編、５編とかいう先のことはお考えですか。ほかの部分について、

環境配慮について検討するというお考えは、まだ先はあるわけですか。

○林田事業計画課長 それにつきましては、ご意見を伺いながら検討していきたいと思

っております。実は、昨年も第２編で移入種を最後に検討していることからも、ほぼこれ

でいいと思っていたところがあるのですけれども、実は終わりの頃になって委員の方から

も、やはり面的な広がりを持つ空間を扱っている立場として、そういう面的な空間につい

て配慮するという必要性を打ち出していかないと、なかなか徹底しないのではないかとい

うご意見をいただいたこともあって、今回検討しておりますし、まだ決めかねております。
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ご意見をいただきたいのですが、大きな構造物として、例えばダムで何かあるのかとか、

そういったご意見もありますけれども、まだ結論は出していない状態です。

○河地専門委員 私が申し上げたいことは、こういう形で逐一検討を進めていかれます

と、１編から２編、３編と続いていきますと、様々なアイデアや考えが次々に出てきまし

て、最後に全体をみたときには、統一性がない、一貫性がないという話になりかねないの

です。一段落ついたところで、総括するように体系性のある形で、一度全体をまとめ直す

ということが必要ではないかと思います。今の生物の多様性の危機とかミティゲーション

の話とか、そういうことが冒頭にあって、逐一個別の問題に触れていくというような、体

系あるまとめ方をし直すということが、先の話でしょうが、必要ではないかと思うのです。

これは、特にお答えは結構です。

○岩崎小委員長 ご意見として承るということで、ほかの先生、いかがでございましょ

うか。

○青山専門委員 関連いたしまして、今の資料－４の２ページ、３ページにあります調

査の基本方法、これは特に今回の面整備に限ってつくられているものなのか、あるいはそ

れ以前のものとも共通のものが含まれているのか、その辺りをはっきりさせていただきた

いと思います。

○林田事業計画課長 今回のねらいといたしましては、面整備についての進め方につい

てとりまとめたいと考えております。

○青山専門委員 これは、先の２つ、水路及び道路等の考え方と整合してないと、先程

の河地委員のお話と同じようなことになろうかと考えているのですが、その辺りは配慮さ

れているのかということをお伺いしたい。

○林田事業計画課長 第１編、第２編での示されたパーツとしてのあり方論がその中に

反映されることで整合はとれるのではないかと考えているのですが、実際やってみて、ま

たご指導いただきたいと思います。

○小林臨時委員 今の話に関連して、事業が面的に広がりを持って行われる場合に、特

に生き物の生息環境にとってその事業の立地という点が特に大事です。それが非常に大き

な影響を持ちます。それぞれ水路や農道については、技術的にかなり解決できる部分があ

りますけれども、大きく改変が行われるような事業になりますと、立地によっては生物に

とって取り返しがつかない事態になります。そこで、要望なのですけれども、既にこの資

料－４では、そういう点も配慮されているように感じますが、更に加えて要望させていた
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だきたいと思います。話が長くなって恐縮です。

資料－４の11ページ「環境配慮にあたっての基本的な考え方」というところで、右上の

図の「重要な生息空間や環境要素の明確化」というところ、これが一番重要で、この点の

配慮はできるだけ早い段階で行われる必要があると考えております。そのことが、調査を

効率的、効果的にやることにも繋がるということで、実は、次の12ページに調査の概査と

精査が四角の枠の中に書いてございますけれども、その関係をもう少し明らかにされた方

がよいという感じがいたしますので申し上げるわけです。12ページの中の色刷りの事前調

査の内容から、生物に関する有識者の意見を聞いて調査の実施に入るという流れが、左側

の図に書いてありますが、生物に関する有識者ですとか、地元の農家の方、そういう方々

に、この地域の自然や生き物についての特徴がどういうところにあるのかということを早

めに聞かれて、その上で調査にかかるという流れでお考えいただいた方が、効率的でもあ

るし、間違いないというか、ポイントを早く掴むことができると思います。ここに書かれ

ている生物関係の調査に関しては、割合細かい調査をするような印象を受けます。これは、

むしろどちらかというと精査に当たる部分という印象をもちました。ですから、この場所

でほ場整備事業をするときに、専門家の方とか地元に住んでいらっしゃる農家の方は、ど

んな動物がいるかというのは大体わかりますし、水辺中心にいろんな保全すべきものも分

かると思いますので、ぜひ事前に、調査というよりも、早めにヒアリングというような、

ざっとした見渡す作業をした上で、どこを重点的に調査したらいいか、どういう対象生物

について重点的に調べたらいいかということの見通しをつけるという流れでつくっていた

だけると大変よい結果になるのではないかという気がいたします。

○岩崎小委員長 それでは、ご意見を承るということにいたします。ほかの先生、いか

がでございますか。

○竹谷専門委員 少し角度が違うかも知れませんけれども、１つは、こういう農村整備、

あるいは農地整備に関わって、成果、アウトカムで評価するということが、この間ずっと

言われてきたと思います。環境配慮するという場合に、環境の成果をどういう指標で測れ

ばいいのか、これがまだ、今日ご説明いただいた中では余り明確になってないのではない

か。調査は、先程来議論されておりますように精査を含めてやられるのだと思いますが、

その延長線上でどういう成果を環境面で実現するのか、この問題は、もちろんもう一方で

事業費をできるだけ安価にしながら、つまり農家負担力が低下している中で環境配慮する

ということによって事業費がかさんでいっては元も子もないと言いますか、農家同意が非
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常に得にくくなってまいりますので、どの程度であれば満足のいく成果になるのかという

ところを詰めて考えておく必要があるのではないかということを感じます。それが１点。

もう１つ、これはお聞きしたい点なのですが、面的整備については、例えばほ場整備に

ついてみますと、既に６割余のところまで進んできているかと思いますけれども、未整備

地域の問題と整備が済んではいるけれども、既に30年以上経過したようなところでの再整

備、こういうところで同じような環境配慮という形を考えられるのか、そこは少し区別し

て、例えば今後未整備のところについては、条件不利な地域が非常に多いとすれば、そこ

にあってはかなり環境重視した整備にして、多少生産性が落ちるかも知れないのですが環

境重視型の整備を、他方では、既存のところでは補修程度のもので済ませるのか、その辺

り、整備の中身によって、先程言いました成果のレベルを異なる形にするのか、あるいは

同じレベルにするのかというところをどう考えたらいいのか、その辺り、何か既にご検討

されているようであればお聞かせいただきたいと思います。

○林田事業計画課長 大変ご示唆に富んだご意見をいただいたと思っております。この

とりまとめの中にも反映させていただきたいと思います。

再整備につきましては、先程も申しまして、繰り返しになるかも知れませんけれども、

水田であっても長年にわたり使用している間に暗渠がつぶれて排水が非常に悪くなるとい

うのが典型的な問題です。これに対して暗渠排水を施工する場合に、暗渠を埋めるだけな

ので環境に配慮することはないということではなくて、全体をさわるわけですので、追加

的にどのような環境配慮ができるかといったことについて、明示的に出していければと思

っております。また、今ございましたように、未整備地域についても環境配慮していくと

いうことについて検討していきたいと思いますが、これまでの条件不利なところが多いで

あろうからということで、一方で、工事費の増嵩といったものについて、条件不利地域で

行政の負担能力がどの程度ついてこれるかといったことについても配慮しながら考えてま

いりたいと考えております。

○中野専門委員 河地先生が言われたことですけれども、８ページをみますと、初めて、

第１、第２、第３の危機というのが出てきまして、私が一番お願いしたいところは、こう

いう事業をやって、魂を入れると言うのですか、生態系を豊かにするというのは、ここに

書いておられますように、例えば第１の危機の右側の四角の２番目「営農方法の変化によ

る影響」、農家の人達、それを使う人達が営農方法を、生態を考えてやるという、それに

対する具体的な指針というのが欲しいかなという気がします。その下の青いところ「維持
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管理方法の変化による影響」、これも農家の人達が一番苦労されているのは管理です。そ

れに対して具体的にどういう管理をしたらいいのか。私は九州におります。佐賀の方のク

リークの管理、ヨシが生えて、それを管理するのは大変なことで、それを、例えば具体的

に、そういう機械を開発するとか、農家の人達が管理できるように、目にみえる指針など

が欲しいかなと思います。この事業実施ということで、管理とはまた違うのでしょうけれ

ども、そういう管理面、そういうことに対する取り組みというのは、どこでされるのです

か。これを実施するに当たって、まず農家の人達が一番関心があるのはそういうところで

はないかという気がするのですけれども、いかがでしょうか。その辺りの管理に対する具

体的に目にみえるものを、これとは別にここでつくられる予定があるのかないのか、お聞

きしたい。

○林田事業計画課長 管理についての配慮についても、恐らく何らかのことはここで言

及しておく必要があると考えております。実態的には、最初の計画をとりまとめる段階で、

地域の環境を求める方々のご意見を伺うだけではなくて、当然土地改良施設としての管理

を行うことになる農家のご意見はもちろん伺って話し合いをまとめていきますので、その

段階で様々な話が出ていると思います。実際、現場ではそういう議論が毎日行われている

と思いますので、そういった情報を集め、とりまとめて、またフィードバックしていくと

いうことが円滑に議論できていければいいのではないかと考えております。

○安部専門委員 私の場合ですと、現場からするご意見という立場であろうと思います

ので、そういう立場で少しお話をしたいと思います。実は、今から申し上げるのは、昨年、

一昨年となされました中で、もう既に整理されていることかも分かりません。その点はお

許しをいただきたいと思いますが、ほ場整備の場合で、私がかつて経験しましたことの中

で、今後これらが一つのマニュアルとして出されたときに、具体に技術者としてそれをど

ういうふうに対応したらいいかというところの迷いを考えます中でお話を申し上げたいと

思います。

あるほ場整備地区の中に、参加された農家は相当な湿田でありまして、何とかしたいと

いう意思のもとで参加されたのですが、ちょうどそれにため池を抱えておりまして、この

ため池が漏水して、既に危険な状態にあるという条件の地区がありました。環境に詳しい

方々がそこへ行ったら、実はそこに自然保護と言いますか、これは動物ではなしに植物の

場合だったのですが、貴重な植物が生育しており、これは絶対さわるべきでないという話

があったわけです。そのときに、具体的には、ため池そのものはそのまま放っておけば危
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険である。だけど、漏水する水で貴重な植物がそこに生育している。従って、相反する条

件がそこにあったわけでございまして、それで計画を進めて実施に移っておりますから、

その過程で相当工事に支障も出てくる、あるいはどういう調整をしたらいいかということ

で、最終的には、結論を申し上げますと、市がその周辺を周辺の田んぼも含めまして、約

30アールぐらいですが、買収をして保護に努めているという実態があるわけです。

申し上げたいのは、手引きという部分で、技術者として一番困るのではなかろうかなと

思いますのは、結局、幾ら努力して環境に配慮しようとしてマニュアルがあっても、それ

を超えた部分、これは手がつけられないという事態が必ず生じてくる。そうすると、まず

最初に事業計画の段階では、その部分をきちっとはずしていくという手順が、既に環境問

題に対しての部分としてあるだろうと強く考えるわけです。従いまして、何か手引きの中

で、まず前段として、これはゆくゆくさわるべきでないと結論付けられるところ、そうい

うものの判断と言いますか、そういう部分を誘導するような項が必要ではなかろうか。そ

の上に立って、あとは当然、配慮する最大限の努力はするという方向になると思うのです

が、いかようにもさわるべきでないという結論が最後求められるものを、技術者の迷いの

中で最初から云々というようなことに入りますと、工程的にも、あるいは事業計画上も支

障が出てくるということがございますので、そういう部分の項が必要ではなかろうかなと

いうことを考えておりますので、その点も既に議論されていることかも分かりませんが、

一言だけ申し上げたいと思います。

○岩崎小委員長 時間も限られていますが、私も一つ申し上げたいことがございます。

７ページは、北海道の事例で、日本全国から言えば北の方は特別な例ということだとは思

いますけれども、ここに挙がっている様々な鳥類、動物、あるいは虫は非常に特異なもの

が多い。今のお話の中にも貴重種に注目していくというお話なのですが、私、単純に畑の

ことを考えますと、菜の花とモンシロチョウ、麦畑とヒバリということを思いまして、も

う少し身近なものを残すような配慮を書いていただけたらいいのではないかという気がい

たします。余り特殊なものではなくて、たくさんいるものをもっと残せるようにという配

慮もお願いできればと思っております。

それでは、ほかにございましたら、いかがでございますか。これから青山先生、大変だ

と思いますが、何かございませんか。

○青山専門委員 資料－３の方でマスタープランの実例を詳しくご紹介いただいたわけ

ですが、マスタープランの全体のニュアンスと言いますか、つくり方がどのようになって
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いるかということを少しお尋ねしたいのです。一般にはマスタープランというものが理想

的なものであって、何年かけてもその目標にはなかなか達しないようなつくり方になって

いるものなのか、あるいは非常に現実的なもので、５年計画などで完全にその目的を達す

るような表示になっているのか。いろいろあろうかと思うのですが、実態は、多数ある中

でどのぐらいかということを教えていただきたいのです。

○林田事業計画課長 マスタープラン自体は、一言でいうとゾーニングの概念でござい

まして、市町村単位でつくるのですけれども、市町村の地域を環境創造区域と環境配慮区

域、全て二色に塗り分けるということになっています。従って、環境配慮区域でもない、

環境創造区域でもないというところは、林地以外はない形になっています。環境配慮区域

よりは環境創造区域の方が、より環境配慮を行っていくという積極的な取り組みを行う地

域として位置付けられております。従いまして、その中でどのような事業を行って、どう

していくかなどを余り具体的に明確には書いてないケースが多いです。従いまして、何年

間で達成するとか、そういうことではなくて、今後、土地改良事業、農業農村整備事業を

行っていく際には、その地域の中では特に環境配慮を行うことが必要だといった区域を、

市町村単位で地域住民の意見も聞きながらゾーニングしていくという概念であります。

ただ、2,027市町村できているのですけれども、個別のものをみてみますと、いろいろま

だ徹底されてないところがございまして、あるところでは環境創造区域と環境配慮区域と、

それ以外の区域という、第３の概念を持ち込んでいるものがあったりしまして、様々な独

自性が出ています。通達に基づけば、きちんと同じことになるはずなのですが、それぞれ

の自主性、独自に取り組んでおられるところがございまして、いろんなバージョンが出て

おります。先程申しましたように、できてすぐに見直しているところもあると申しました

けれども、今後とも見直しが相当進んでいくのではないかと考えておりまして、私どもも

様々な事例を調べながら、よりよくなっていくようにバックアップしていければと考えて

いるところです。

○岩崎小委員長 そのほかにもあろうと思いますけれども、そろそろ時間でございます

ので、次に移りたいと思います。

続きまして、本年度の検討スケジュールについて、事務局から説明をお願いいたします。

○林田事業計画課長 資料－５をご覧いただければと思います。今年度の技術小委員会

の概ねの予定でございます。冒頭、一部申し上げましたけれども、今年度は、継続してご

審議いただいております「農道」の設計基準、計画基準の「排水」のご審議、２つをいた
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だくことになっておりまして、一番左にございますように２月の段階で両基準のとりまと

めをお願いしたいということで、それまでの間に、一番右にございますように、基準関係

については、下部組織としての基準検討委員会におきまして最終的な検討を行いまして、

２月までにお諮りする。その前段としまして、12月の第２回委員会にお集まりいただきま

して、パブリックコメントを実施する前の段階のものをご提示申し上げたいと考えている

ところでございます。そして、今日、ご審議いただきました手引き第３編としてのほ場整

備に関する検討につきましては、この後、検討部会の方で数回にわたりまして詳細な検討

をいただきまして、12月に、これもパブリックコメントを実施する前のとりまとめの案を

ご審議いただきまして、その後、パブリックコメントを実施し、２月にはとりまとめとい

った方向でご検討いただければと考えているところでございます。

以上です。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

今後のスケジュールにつきまして、質問がございましたらお受けしたいと思いますが―

―よろしゅうございますか。

それでは、この方向で検討作業をお願いしたいと思います。

そのほか事務局から何かございましたらお願いいたします。

○林田事業計画課長 今申し上げたように、次回の委員会につきましては、12月上旬頃

を考えておりますけれども、お忙しい時期でもございますので、予め早めに日程調整させ

ていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。

○岩崎小委員長 ありがとうございました。

以上をもちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。それでは、

議事進行を事務局の方にお返しいたします。

○林田事業計画課長 本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして、また貴重なご意見

をたくさん賜りましてまことにありがとうございました。事務局といたしましても、今日

のご意見を基に再度全体の姿を見直しまして、一生懸命取り組んでまいりたいと思います

ので、これからもよろしくご指導の程お願い申し上げます。

これをもちまして、平成15年度第１回の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――


