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国営土地改良事業における環境との調和への配慮に向けて 
～平成30年度 環境に係る情報協議会の開催～ 

北海道開発局は、学識経験者等によって構成される「環境に係る情報協議会」を下記のとおり開催

します。 

協議会では、事業実施予定地域の自然環境の特性、事業における環境配慮方針等に関する事項につ

いて、学識経験者、地域住民代表、農業関係者等と意見交換、情報収集を行います。 

土地改良法では、土地改良事業の施行に関する基本的な要件のひとつとして、「環境との調和に配慮

したものであること」が位置付けられています。 

このことを踏まえ、事業実施に関る調査、計画等に際し、可能な限り環境への負荷や影響を回避・低

減し、良好な環境を形成・維持する視点から意見交換、情報収集を図るべく、学識経験者等によって構

成される「環境に係る情報協議会」を設置しています。（別紙１参照） 

記 

１ 日  時 平成３１年２月２６日（火）  １０：００～１７：００ 

２ 場  所 札幌第１合同庁舎 １０階共用第３号会議室 

（札幌市北区北８条西２丁目） 

３ 対象地区 ９地区 

国営かんがい排水事業    ７地区 

国営緊急農地再編整備事業  １地区 

国営施設応急対策事業    １地区 

４ 議事次第 別紙２のとおり 

※ 過去の検討会の概要・資料については、以下の北海道開発局ホームページに掲載しています。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_seekei/ud49g7000000bbmc.html 

※ 協議会では、地域の自然環境に関する情報収集を行っており、希少な野生動植物に関する情報を含

むため、傍聴、取材、撮影については、冒頭挨拶までとさせていただきます。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

        農業水産部 農業調査課 課長補佐   本保 利征（内線 5583） 

農業水産部 農業調査課 環境調査係長 谷村 元介（内線 5537） 

 北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/ 



環境に係る情報協議会について 

１ 環境に係る情報協議会の設置の目的 

土地改良法では、土地改良事業の施行に関する基本的な要件のひとつとして、「環境と

の調和に配慮したものであること」が位置付けられています。 

このことを踏まえ、事業実施に関る調査、計画等に際し、可能な限り環境への負荷や

影響を回避・低減し、良好な環境を形成・維持する視点から意見交換、情報収集を図る

べく、学識経験者等によって構成される「環境に係る情報協議会」（以下「協議会」とい

う。）を設置しています。 

２ 協議会の内容、構成 

協議会では、事業実施予定地域の自然環境の特性、事業における環境配慮方針等に関

する事項について意見交換、情報収集を行います。 

協議会は、学識経験者、地域住民代表、農業関係者等の第三者の委員で構成されます。 

・ 学識経験者等 ５名 

・ 地域住民代表、受益農家代表等 各地区２名 

３ 環境との調和への配慮に向けた調査計画 

事業実施に際し、地域の環境特性や整備対象施設が地域の生態系又は景観に与える影

響や役割を調べた上で、有効な環境配慮対策について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

概査、調査方針の検討 
・文献や既往調査結果から地域の環境を広く把握し、調査の  

ポイントを絞る。 

調査方針決定 
・調査項目、方法、場所、時期、留意事項。 

調査の実施、調査結果取りまとめ 
・現地調査を行い、事業による影響程度を把握。 

環境配慮方針の検討 
・保全対象種の選定。 

・ミティゲーションの原則に基づき、環境との調和に配慮した施

設整備計画、維持管理計画、モニタリング計画について検討。 

環境配慮計画の策定 
・上記検討を踏まえ、環境配慮計画として取りまとめ。 

 

 

 

環境に係る情報協議会 

・地域の自然環境の特性、

事業における環境配慮方

針についての意見交換、

情報収集を行う。 

【構成】 

・学識経験者 

・地域住民代表 

・農業関係者 等 

事業構想 

意見交換・情報収集

（調査方針） 

意見交換・情報収集

（配慮方針） 

図 環境配慮に係る調査計画の大まかな流れと環境に係る情報協議会の位置づけ 



平成30年度 環境に係る情報協議会 

議事次第 

日時 平成31年２月26日（火） 10:00～17:00 

場所 札幌第１合同庁舎10階共用第３会議室 

１ 開会 10:00～10:10 

２ 議事 10:10～17:00 

・環境に配慮した土地改良事業について 

地区別説明（15分程度）、意見交換（20～25分程度） 

時間 地区名 開発建設部名 事業名 意見交換内容 

10:10～10:45 斜里飽
しゃりあっ

寒
かん

別
べつ

 網走 国営かんがい排水 調査方針 

10:45～11:20 篠津
しのつ

運河
うんが

中 流
ちゅうりゅう

 札幌 国営かんがい排水 調査方針 

11:20～11:55 神
しん

竜
りゅう

二期
に き

 札幌 国営かんがい排水 調査方針 

昼食・休憩 

13:00～13:35 美河
みかわ

 室蘭 国営かんがい排水 調査方針 

13:35～14:10 十勝
とかち

川
がわ

左岸
さがん

二期
に き

 帯広 国営かんがい排水 調査方針 

14:10～14:50 大原
おおはら

二期
に き

 室蘭 国営かんがい排水 配慮方針 

休憩 

15:00～15:40 鳥沼宇
とりぬまう

文
ぶん

 旭川 国営施設応急対策 配慮方針 

15:40～16:20 北見
きたみ

二期
に き

 網走 国営かんがい排水 配慮方針 

16:20～17:00 岩見沢
いわみざわ

北村
きたむら

 札幌 国営緊急農地再編 配慮方針 

 

３ 閉会 17:00

別紙２ 



平成30年度 環境に係る情報協議会 

委員名簿 

常任委員          （敬称略） 

氏名 フリガナ 所属・役職等 区分 

野本 健 ノモト ケン 
一般財団法人 北海道農業近代化技術研究セン

ター 特別研究員 
景観、農村計画 

妹尾 優二 セオ ユウジ 一般社団法人 流域生態研究所 所長 自然河川工学、魚類 

本間 勤 ホンマ ツトム 北海道土地改良事業団体連合会 常務理事 土地改良 

冨士田 裕子 フジタ ヒロコ 
国立大学法人北海道大学 北方生物圏フィール

ド科学センター 教授 
自然植生、植物 

小田 たず子 オダ タズコ NPO 農業応援団 あぐり・びれっじ 理事 食の安全、食育 

非常任委員          （敬称略） 

地区名 氏名 フリガナ 所属・役職等 区分 

斜里飽寒別 

合地 信生 ゴウチ ノブオ 
特定非営利活動法人北海道総合

地質学研究センター 会員 
地域住民代表 

平田 隆雄 ヒラタ タカオ 
斜里町農業協同組合 代表理事

組合長 
受益者代表 

篠津運河中流 
草野 久美恵 クサノ クミエ 

NPO篠津泥炭農地環境保全の会 

広報研修部会事務局員 
地域住民代表 

宇川 和博 ウカワ カズヒロ 篠津中央土地改良区 総括監事 受益者代表 

神竜二期 
西山 育宏 ニシヤマ ヤスヒロ 深川市環境審議会 会長 地域住民代表 

浅井 敬司 アサイ ケイジ 神竜土地改良区 副理事長 受益者代表 

美河 
富田 浩幸 トミタ ヒロユキ 

新ひだか町三石上美野和自治会 

会長 
地域住民代表 

山本 和男 ヤマモト カズオ 新ひだか土地改良区 主任 受益者代表 

十勝川左岸二期 
川上 均 カワカミ ヒトシ 北２条町内会 副会長 地域住民代表 

村瀬 英寿 ムラセ エイジ 農業者 受益者代表 

大原二期 

青山 晴重 アオヤマ ハルシゲ 洞爺湖町公害対策審議会 委員 地域住民代表 

増田 和博 マスダ カズヒロ 
洞爺地区畑地かんがい用水利用

組合 会長 
受益者代表 

鳥沼宇文 
永盛 俊行 ナガモリ トシユキ 

北海道教育大学旭川校 非常勤

講師 
地域住民代表 

菊地 信章 キクチ ノブアキ 富良野土地改良区 理事長代理 受益者代表 

北見二期 
大橋 秀規 オオハシ ヒデキ 

特定非営利活動法人たんのカタ

クリと森の会 事務局長 
地域住民代表 

岩崎 隆幸 イワサキ タカユキ 北見土地改良区 理事長 受益者代表 

岩見沢北村 

渡辺 義雄 ワタナベ ヨシオ 
一般社団法人北海道猟友会岩見

沢支部 顧問 
地域住民代表 

武田 貞行 タケダ サダユキ 
岩見沢地区国営農地再編整備事

業促進期成会 会長 
受益者代表 

 


