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平成20年度政策の政策手段別評価書

評価実施時期：平成21年６月 担当部局名：農村振興局農村計画課

評価書公表時期：平成21年７月

政策手段名 景観・自然環境保全形成支援事業のうち 政策体系上の位置付け

田園景観土地利用推進事業（※平成20年度において廃止）

Ⅴ－⑩－目標③

政策手段の概 １ 政策手段の概要

要・政策分野 地域資源を活かして魅力ある田園空間を創出するため、以下の取組を行う。

の目標との関 （１）計画的な土地利用計画を通じた魅力ある田園空間づくりの手法の検討

連 景観法等による新たな土地利用計画がもたらす景観保全の効果を明確にするため、学識

経験者等から構成される「田園景観土地利用推進委員会」を設置し、先進事例地区の景観

構成要素、景観条例等の現地調査を行い、魅力ある田園空間づくりを推進する手法である

景観農業振興地域整備計画策定プロセスのポイント等を解説した指針（以下「計画策定指

針」という。）を作成する。

（２）魅力ある田園空間づくりの普及・啓発

魅力ある田園空間づくりを促進するため、景観法や景観形成の取組等の普及・啓発のた

めの技術的研修の実施、パンフレットの作成・配布等を行う。

○ 田園景観土地利用推進事業予算額等

18年度（注） 19年度 20年度

予 算 額 １８，８２２千円 １７，８５０千円 １０，８００千円

執 行 額 １８，８２２千円 １７，８５０千円 １０，８００千円

注：平成18年度は、魅力ある田園空間支援事業のうち田園景観土地利用推進事業の予算額等である。

２ 政策分野の目標との関連

「意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現」（目標③）は、豊かな自然環境、棚田を含む美

しい農村景観、生物多様性等の地域資源について、将来にわたり良好な状態で保全管理が確保

される取組を推進すること等の施策を講じることにより達成される。

このような施策のうち、棚田を含む美しい農村景観を将来にわたり良好な状態で保全管理す

るためには、食料・農業・農村基本計画に記載されたとおり、景観法に基づく「景観農業振興

地域整備計画」（以下「景観農振計画」という。）を策定し、それに従い、景観に配慮した施設

の整備や、景観と調和した農業的土地利用を誘導するなど計画的な土地利用を推進し、農地の

適切な保全を図ることなどが必要である。

本事業は、計画策定指針の作成により景観農振計画の策定を支援するとともに、魅力ある田

園空間づくりの普及・啓発を行うことから、目標の達成に資するものである。

政策手段に関 政策手段の実績 １ 政策手段の実績

する評価結果 ・目標の達成状 （１）計画策定指針の作成

と指標 況 計画策定指針の作成のため、18年度は神奈川県真鶴町、滋賀県近江八幡市

等の10市町村を、19年度は北海道東川町、富山県南砺市等の９市町村を、20

年度は愛媛県内子町、三重県熊野市、松阪市及び長野県高山村の４市町村を

現地調査し、計画策定指針の作成基礎となる情報収集を行った。21年３月に

計画策定指針を作成した。

また、現地調査等に併せて、市町村担当者等の景観計画や景観農振計画※

の策定作業を支援した。

※ 景観計画と景観農振計画との関係

景観農振計画を策定するためには、景観計画の中に景観農振計画の策定に

関する基本的事項（以下、「基本的事項」という。）を定める必要がある。
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（２）魅力ある田園空間づくりに関する普及・啓発

18年度から継続して、都道府県、市町村担当者及び地域住民等を対象に、

地域の景観づくり・景観農振計画策定づくりのプロセスを重点内容とした技

術的研修を開催した。

20年度の開催に当たっては、19年度に実施した研修参加者のアンケート調

査において得られた、

・住民の合意形成が重要で研修が役立った。

・具体的な事例発表が良い。

等の意見を踏まえて実施した。

その結果、

・住民、農家が主体となっていく景観づくり、保全等の難しさが伝わった。

この事例を活かし、景観に対する取組を実施したい。

・景観形成に実際取り組んでいる行政の講義内容は良い刺激になった。また、

同じ行政でも景観づくりのプロセスには色々なタイプがあり、その違いが

興味深かった。

・今回の講演を事例としてまとめ、今後に活かしたい。

など、景観づくりに対する一定の効果を上げたと評価を得た。

また、景観法、景観条例に基づく土地利用の取組及び活用手法等を示した

パンフレットを作成し、都道府県、市町村担当者等に配布した。

18年度（注） 19年度 20年度

技術的研修参加者数 ４４９人 １３６人 ８０人

パンフレット配布部数 10,000部 10,000部 10,000部

注：平成18年度は、魅力ある田園空間支援事業のうち田園景観土地利用推進事業

２ 目標の達成状況

計画策定指針の作成過程において、18年度に現地調査等を４回行った近江

八幡市、一関市の２市については、景観農振計画の策定に結びついた。

しかし、20年度に現地調査等を行った市町村においては、景観農振計画の

策定には結びつかず、20年度の景観農振計画の策定数は０市町村であり、目

標の６計画に対して２計画と目標値を下回る結果となり、達成ランクはＣと

なった。

目 標 実 績 達成状況

６計画 ２計画 ３３％

20年度における景観農振整備計画の策定数

（参考）景観計画の中に景観農振整備計画の策定に関する基本的事項を定めている市町村

都道府県 市町村 景観計画 景観農振整 現地調査等

策定年月日 備計画策定 の有無

年月日

滋賀県 近江八幡市 H17. 7.29 H18.12.28 ４回 (H18)

岩手県 一関市 H18. 3.24 H19. 6. 8 ４回 (H18)

神奈川県 真鶴町 H18. 5. 1 １回 (H18)

青森県 青森市 H18. 9. 1 －

北海道 東川町 H18.11.17 １回 (H19)

岐阜県 高山市 H18.12.22 －

岩手県 遠野市 H19. 3.11 －

北海道 平取町 H19. 3.23 －
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愛媛県 宇和島市 H19. 4. 2 １回 (H19)

滋賀県 高島市 H19.10. 1 ２回 (H19)

宮崎県 宮崎市 H19.10. 1 －

山口県 萩市 H19.10.26 －

鹿児島県 鹿児島市 H19.12.25 －

岡山県 岡山市 H19.12.28 －

長野県 飯田市 H19. 9.13 －

佐賀県 唐津市 H20. 1.31 －

山形県 酒田市 H20. 2.28 －

岐阜県 白川村 H20. 3.13 １回 (H19)

北海道 清里町 H20. 3.28 －

岐阜県 下呂市 H20. 3.31 －

熊本県 山都町 H20. 4. 1 －

北海道 長沼町 H20. 4. 1 －

福井県 永平寺町 H20. 5.26 －

神奈川県 茅ヶ崎市 H20. 7. 1 －

高知県 中土佐町 H20. 7. 1 －

高知県 津野町 H20. 7.17 －

高知県 四万十町 H20. 8.28 －

長野県 高山村 H20. 9. 1 １回(H20)

愛媛県 内子町 H20. 9.16 ２回(H20)

鹿児島県 薩摩川内市 H20.10.30 －

熊本県 山鹿市 H20.12.16 －

長崎県 平戸市 H21. 2.27 －

岩手県 一関市 H21. 3.23 市町村重複

富山県 高岡市 H21. 3.24 －

秋田県 秋田市 H21. 3.31 －

注１：35市町村以外に北海道、山形県、埼玉県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、
大阪府、和歌山県、鳥取県、岡山県、福岡県の１道２府９県において景観計
画に基本的事項を定めている。

注２：現地調査等の内容は次のとおり。
近江八幡市 ワークショップ(4回)
一関市 ワークショップ(2回)、計画策定に関する手続きなどの打合せ(2回)
真鶴町 景観保全の構成要素等の現地調査
東川町 景観保全の構成要素等の現地調査
白川村 景観保全の構成要素等の現地調査
高島市 計画策定内容に関する打合せ(2回)
内子町 景観保全の構成要素等の現地調査、計画策定に向けた打合せ(2回)
高山村 景観保全の構成要素等の現地調査

注３：一関市は、２つの景観計画を策定している。

評価の結果 （必要性）※政策手段が政策目標を達成する上で妥当か。

本事業は、景観づくりの意義や地域住民が主体となった景観づくりの重要性

など、農村景観に対する理解を高めるとともに、景観保全に係る取組を推進す

る景観農振計画策定づくりのプロセス等を解説した計画策定指針を作成するこ

とから、設定した目標を達成する上で妥当であった。

（有効性）※政策手段の実施によって期待される効果が得られたか。

本事業を実施したものの、20年度に景観農振計画の策定に至った市町村はな

く、３年間事業を実施した結果、景観農振計画の策定まで至ったのはわずか２

市のみであることから、期待された効果は得られなかった。
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（効率性）※投入された資源量に見合った効果が得られたか。

本事業は、20年度で1,000万円以上の予算措置を講じたにも関わらず、景観

農振計画の策定数は０市町村であり、３年間で4,700万円以上の予算措置を講

じた結果、景観農振計画の策定に至ったのは、わずか２市のみであることから、

投入された予算に見合った効果は得られなかった。

（反映の方向性）

景観農振計画の策定意向を有する市町村を中心に、本事業を実施した結果、

景観農振計画策定まで至った市町村はわずかであり、有効性、効率性に問題が

あることから、当初、21年度まで予定していた本事業は20年度で廃止した。

なお、19年度政策の政策手段別評価結果（後述の「参考」）に基づき21年度

に新たに創設したアドバイザー派遣による直接の指導・助言等に取り組むこと

とした。

政策評価総括 評価の結果にあるとおり、事業を廃止することは適切な判断であると考える。

組織（情報評 また、19年度及び20年度の政策手段別評価結果によると、本事業は景観農振計画策定に必要で

価課長）の所 ある基本的事項を定めた景観計画の策定数が少ないにも関わらず、景観農振計画の策定を支援す

見 るなど、現場の実態と大きく乖離したものであると考えられる。

21年度から新たにアドバイザー派遣による直接の指導・助言等を行うこととしているが、本事

業の実施に当たっては、現場の実態に応じて対応する等により、基本的事項を定めた景観計画や

景観農振計画の策定に結びつける必要がある。

評価会委員の

意見

参考（19年度政策の政策手段別評価結果に対する対応）

（反映の方向性）

評 景観農振整備計画の策定を推進するためには、景観法や景観農振整備計画について幅広く普及・啓

価 発することに加えて、

結 ① 重点地域を定めた上で、この地域の市町村、地域住民等へ支援する

果 ② 国土交通省と連携して普及・啓発に取り組み、景観農振整備計画を策定するために必要な基本的

事項を定めた景観計画の策定を推進する

③ 本事業の効率性を上げるため、アンケート調査での研修参加者の意見を踏まえ、メリット措置の

導入を検討する

ことが必要がある。

（政策評価総括組織の所見）

食料・農業・農村基本計画においては、景観農業振興地域整備計画の策定を通じて、良好な農村景

観の形成を促進することとしている。

しかし、平成18年度以降、２年間本事業を実施した結果、景観計画を策定した90市町村のうち景観

農振整備計画に関する基本的事項を定めた市町村はわずか11に留まっており、このような結果となっ

た原因を早急に分析する必要がある。

また、景観農振整備計画の策定に繋がるメリット措置を導入するなど、本事業の効率性を上げる仕

組みを早急に検討するべきである。

なお、計画策定指針は、景観農振整備計画の策定の推進に当たり、有用な普及・啓発のための資料

になり得ると思われるが、作成まで３年を費やすことは問題であり、かつ、景観農振整備計画の策定

が遅れている要因となっていると考えられるので、平成20年度の早い時期に策定・公表すべきである。
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（評価会委員の意見）

・ 景観農業振興地域整備計画の策定を推進するためには、地域の如何なる主体に助成するのが最も

有効か検討する必要がある。（立花委員（第３回））

・ 景観農業振興地域整備計画を策定することによる地域住民のメリットがないのではないか。（長

谷川委員（第３回））

・ 地域に軸足がない民間団体に補助しても、作られた計画の有効性は低いのではないか。（長谷川

委員（第３回））

・ 景観農業振興地域整備計画の策定など地域が主体となって活性化に取り組むには、プロジェクト

リーダーやコーディネーターのような人材の育成が重要ではないか。（長谷川委員（第３回））

景観農振計画の策定が進まない主な要因は、計画策定にあたって「農地の効率的利用と景観保全の

評 ための土地利用」に対する考え方の違いからくる地域住民の合意形成に時間を要していること、基本

価 的事項を定めた景観計画が景観計画全体に占める割合は約２割程度に留まっていること等によるもの

結 である。

果 このような中、18年度に現地調査等を４回行った滋賀県近江八幡市、岩手県一関市は景観農振計画

の の策定に結びつき、また、20年度に現地調査等を行った愛媛県内子町や長野県高山村は景観計画に景

反 観農振計画に関する基本的事項を定めたことから、この要因を解消するためには、基本的事項を定め

映 た景観計画や景観農振計画の策定意向を有する市町村を重点地域と定めて直接指導・助言を行うこと

状 が有効であると考えられる。

況 したがって、21年度において、景観保全に取り組む意義、景観を活かした地域活動の啓発、地域住

民に対する体制整備など計画策定にあたってノウハウを有している民間団体を活用し、重点地域にア

ドバイザーを派遣し直接指導・助言することによって地域住民の合意形成を図るとともに、地域住民

が主体となって景観農振計画をまとめる人材を育成することとした。

また、モデル的に景観農振計画区域等の良好な環境・景観を保全すべき重要な地域を対象に、環境

・景観の保全に対応した基盤整備等の整備計画策定のための調査等に対する支援及びこの基盤整備等

の実施に対する支援を行うこととした。


