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第１章 農村環境の広域的な保全の基本的な考え方 

１．１ 農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくり 

農業農村整備事業等は、農業生産基盤の整備・保全等を通じ、二次的自然である農村

環境を健全な状態に維持・保全するとともに質的な向上を図るものであり、特に、国営

土地改良事業については、広く農村環境を保全・形成する上で大きな契機となるもので

あることに鑑み、広域的な視点から環境配慮の取組を推進している。 

また、近年、農業農村整備事業等やそれを契機とした地域の環境保全に係る取組を通

じて、農村環境の保全とそれを活かした地域づくりの取組が進められている事例が生ま

れている。 

このため、広域的なエリアを対象とする農業農村整備事業等の実施を契機に、生産基

盤の整備と併せた豊かな生態系・生物多様性の保全や美しい景観の形成など農村環境の

広域的な保全とそれを活かした地域づくりの取組を一体的に推進していく必要がある。

 
【解説】 
１．農村環境の特徴とその保全 

わが国の農村においては、水田等の農地のほか、二次林である雑木林、鎮守の森・屋

敷林、生け垣、用水路、ため池、畦や土手・堤等といった、多様な環境が有機的に連携

し、多くの生物相が育まれ多様な生態系が形成されるとともに、歳月を経て周囲の環境

と調和した農地や農業水利施設等の呈する良好な景観が形成されてきた。 
わが国の農村の環境は、このような適切な維持管理の上に成り立った二次的自然を基

調とするものであり、その保全や回復を図ることが、国全体として良好な環境を維持・

形成する上でも重要である。 
国営土地改良事業をはじめとする農業農村整備事業等（交付金を含む）は、農業生産

基盤や農村生活環境を整備・保全することを通じ、二次的自然である農村環境を健全な

状態に維持・保全するとともに質的な向上を図り、従前の環境の再生や新たな環境の形

成に寄与している。 
 

２．農業農村整備における環境保全の取組 
平成１３年度に改正された土地改良法において、土地改良事業の実施に際し「環境と

の調和に配慮」することが原則化され、「環境との調和に配慮した農業農村整備事業等

基本要綱」を制定したところである。 
農業農村整備事業等の実施に当たっては、農村環境の特徴を十分踏まえた環境配慮の

取組が必要であり、平成１３年度から１６年度にかけて、農業農村整備事業における環

境配慮について、水路整備、ため池整備、農道整備、ほ場整備（水田・畑）など工種別

に、生物・生態系への配慮の基本的考え方や手順等を「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」として取りまとめた。 
さらに、平成１７年度には、生物の生息・生育環境及び移動経路（ネットワーク）の

重要性に着目し、工種横断的に環境配慮の手法や工法を「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」として取りまとめた。 
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また、農村景観の保全、形成を進めるため、「農業農村整備事業における景観配慮の

手引き」を平成１７年度に取りまとめ、農村景観の現状や美しさのとらえ方など、農村

景観を理解し、保全、形成するための基本的な事項を取りまとめるとともに、農業農村

整備事業の実施に当たり、景観設計を行うために必要な調査、計画、設計等の考え方及

び手法を取りまとめた。 
このような中、国営土地改良事業については、広く農村環境を保全・形成する上で大

きな契機となるものであることに鑑み、平成１９年度から、「環境との調和への配慮に

関する計画（環境配慮計画）」を作成することとし、国営土地改良事業の受益地域を含

む地域全体の農村環境の保全について、その理念・目標・ビジョンを明確にし、実現に

向けた実施プロセスを明示することで、広域的な視点からの環境配慮の取組を推進して

いる。 
 
３．農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくり 

近年、国民が豊かな農村環境とのふれあいを求める一方、農村では過疎化、高齢化等

に伴い、二次的自然や環境資源の質的低下が課題となっている。そのような中、農業農

村整備事業等やそれを契機とした地域の環境保全に係る取組を通じて、農業生産性の向

上と併せて、農村環境の向上、安全・安心な農産物のブランド化、地域コミュニティや

都市農村交流の活発化など、農村環境の保全とそれを活かした地域づくりに向けた取組

が進められる事例が生まれている。 
特に広域的なエリアを対象とする国営土地改良事業は、関連する県営事業等とともに、

地域の土地利用、水利用の大きな変更を伴うことから、受益農家のみならず地域住民が

改めて地域の環境について考えるきっかけとなり、農村環境の広域的な保全・形成を進

める大きな契機となる。 
したがって、今後、広域的なエリアを対象とする農業農村整備事業等を契機に、生産

基盤の整備と併せた豊かな生態系・生物多様性の保全や美しい景観の形成など農村環境

の広域的な保全とそれを活かした地域づくりの取組を一体的に推進していくことが必

要である。 
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【事例】農村の環境保全の理念や目標を明確にした広域的な地域整備構想 

〔場 所：岩手県奥州市胆沢区（旧胆沢町） 
事業名：国営農地再編整備事業「いさわ南部地区」〕 

 
 胆沢平野は、持続的な農業と散居集落が形成する美しい田園景観をもつ地域であり、

国営事業による農地の再編整備の実施に当たり、地域の水田等がもつ「農耕地環境」、

屋敷林、河畔林等がもつ「緑地環境」、排水路、ため池等がもつ「水辺環境」の保全を

基本理念として、地域住民が一体となった地域整備を展開している。 
 
 
 
 

緑地環境緑地環境

水辺環境水辺環境

農耕地環境農耕地環境 緑地環境緑地環境

水辺環境水辺環境

農耕地環境農耕地環境多様な環境が織りなす美しい散居集落

国営農地再編整備事業 「いさわ南部地区」

受益面積：1,100ha
予定工期：平成10～22年度

事業概要：区画整理1,090ha
農地造成 10ha等

農村の環境保全の理念

基本テーマ

－ 田んぼの住人と共生するほ場整備 －

農耕地環境への配慮水辺環境への配慮 緑地環境への配慮

生物 景観 水

（排水路、ため池等） （屋敷林、河畔林等） （水田等）

ビオトープネットワークの形成

環境に配慮した管理、営農方法の採用

【ため池】
貴重な自然が残るため池をビオ

トープとして保全

【土水路】
植生の豊かな土水路を
保全

【屋敷林】
散居集落特有の屋敷林
等を保全

【排水路】
水路底を土砂とし、
魚巣ブロックなど魚
類の生息環境を確保

【排水路】
曲線部を拡幅し、瀬・淵
など多様な環境を確保

【排水路】
落差を解消し、魚類の
移動経路を確保

【ため池】
貴重な自然が残るため池をビオ

トープとして保全

【土水路】
植生の豊かな土水路を
保全

【屋敷林】
散居集落特有の屋敷林
等を保全

【排水路】
水路底を土砂とし、
魚巣ブロックなど魚
類の生息環境を確保

【排水路】
曲線部を拡幅し、瀬・淵
など多様な環境を確保

【排水路】
落差を解消し、魚類の
移動経路を確保

豊かな農村と持続可能な農業の展開
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【事例】基盤整備・水管理を通じた「コウノトリと共生する地域づくり」構想の実現と地

域活性化 

〔場 所：兵庫県豊岡市 
事業名：経営体育成基盤整備事業、農地・水・環境保全向上対策、地域単独〕 

 
 ほ場整備等の生産基盤の整備に際し、環境創造型の基盤整備を行うとともに、水田の

冬期湛水等の水管理、環境保全型の営農が取り組まれており、個性ある地域の取組への

支援を通じて、多様で豊かな自然環境や良好な景観といった、農村の特質と活発な農業

生産活動が結びつき、安全・安心な農産物のブランド化や都市との交流が活発化してい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コウノトリ・ツーリズム

「コウノトリと共生する地域づくり」

コウノトリ・ブランド

食と農の懇話会

コウノトリと共生する

自然景観・文化的景観

ヒガンバナの植栽

環境創造型の基盤整備・水管理

農薬、化学肥料の使用を控え、安全な農産物と生きものを同時に育む

コウノトリ育む農法

米糠の散布

子供たちによる

田んぼの生きもの調査

米糠ペレットによる抑草試験田

耕地面積：3,727ha     経営戸数：3,678戸

コウノトリの餌となるドジョウなどが生
息する環境を転作田を活用して整備

冬も田んぼに水を張って生きものを育
む。冬鳥の休息地にもなる

水田ビオトープの設置 用水確保による水田の冬期湛水

排水路から水田へドジョウ等が移動
できる魚道や魚巣を設置

水田魚道の設置

多様な主体により地域資源を良好に
保全する地域共同活動を実施

地域共同の農地・水等の保全
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１．２ 農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくりの構想 

農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくりを進めていくため、広域的なエ

リアを対象とする農業農村整備事業等を実施する際、農村環境の保全とそれを活かした

地域づくりの目標・ビジョンや各主体の役割分担などを内容とする構想を策定し、総合

的な取組を展開していくことが重要である。 
 
【解説】 
１．広域的な視点からみた構想づくりの意義 
農業農村整備事業等による施設整備、事業を契機とした環境保全の取組及び地域にお

いて現に行われている環境保全の取組を有機的に結びつけ、地域全体で農村環境の保全

を図り、それらの取組を活かした地域づくりに発展させていくためには、事業の調査計

画の段階から、広域的な視点で農村環境の保全に向けた目標・ビジョンを設定し、地域

全体で共有することが重要である。 
また、地域全体の共通の目標・ビジョンのもと、地域の特徴ある環境資源を多様な主

体が様々な取組の中で活用し、農地・農業水利施設等の整備に併せた農村環境の保全の

ための整備と活力ある地域づくりに向けた取組の連携を図ることにより、農村環境の保

全とそれを活かした地域づくりを総合的かつ計画的に推進していくことが可能となる。 
このようなことから、今後、広域的なエリアを対象とする農業農村整備事業等を実施

する際に、農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくりを進めていくため、関

係行政機関、農業者・農業団体、地域住民、環境団体等の多様な主体の参加の下、地域

の特徴ある環境資源を活かした地域づくりの「目標・ビジョン」、ハード・ソフトの各

種取組と各主体の役割分担等を内容とする構想を策定することが重要である。 
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１．３ ガイドブックの位置づけ 

「農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりガイドブック」(以下、「ガイドブック」
という)は、国営土地改良事業をはじめ広域的なエリアを対象とする農業農村整備事業等
を契機に、生産基盤の整備と併せた農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づく

りを進めるため、農村環境の広域的な保全のための構想づくりに必要なプロセスや手法

に係る基本的な事項を取りまとめたものである。 
本「ガイドブック」を参考に、農業農村整備事業や農村環境の保全に関係する者が、

地域の個性に応じた様々な創意工夫を行い、農村環境の保全とそれを活かした地域づく

りを進めるものとする。 
 
【解説】 

１．位置づけ 
本ガイドブックは、国営土地改良事業など広域的なエリアを対象とする農業農村整備

事業等の実施に当たって、調査計画の段階から、農村環境の保全とそれを活かした地域

づくりを総合的かつ計画的に進めるため、農業農村整備事業や農村環境の保全に関係す

る者が、関係行政機関、農業者・農業団体、地域住民、環境団体等の多様な主体の参加

の下、農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくりの構想を作成するための参

考として活用する資料である。 
 
２．活用方法 
本ガイドブックは、農業農村整備事業等の調査・計画に当たり、国営土地改良事業地

区においては、地域の整備方向の検討調査における「環境配慮整備構想」の策定や「環

境との調和への配慮に関する計画（環境配慮計画）」等の策定、都道府県、市町村にお

いては「農村環境計画」及び「田園環境整備マスタープラン」の策定、見直しを行うた

めに活用することが考えられる。 

また、農村環境の保全、形成に向け、地方公共団体や地域で環境保全に取り組んでい

る者が、幅広い観点から総合的な取組を行うに当たり、農村環境に関する基本的な考え

方を整理するための参考資料として活用することなどが考えられる。 
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第２章 農村環境の広域的な保全に向けた構想づくり 

２．１ 構想づくりのプロセス 

広域的なエリアにおける農業農村整備事業等の実施を契機として、農村環境の広域的

な保全とそれを活かした個性豊かで活力ある地域づくりを進めていくためには、事業の

整備構想の段階から、事業の実施段階、維持管理段階までを見据え、計画的な取組の推

進を図ることが必要である。 

構想づくりに当たっては、広域的な地域で共有する目標・ビジョンを設定し、その実

現に向けた実現プロセスを構想として共有し、各主体が役割分担に応じた取組を総合的

かつ計画的に推進していくことが重要である。 
 
【解説】 
１．農村環境の保全とそれを活かした地域づくりのプロセス  
国営土地改良事業など広域的なエリアを対象とする農業農村整備事業等の実施を契

機として、農村環境の広域的な保全を進めるとともに、個性豊かで活力ある地域づくり

につなげていくためには、事業の整備構想段階から、事業の実施段階、維持管理段階ま

でを見据え、計画的な取組の推進を図ることが必要である。 
このため、農村環境の保全とそれを活かした地域づくりの目標・ビジョンを設定し、

関係行政機関、農業者・農業団体、地域住民、環境団体等の多様な主体の参加の下、目

標・ビジョンの実現に向け、事業メニューや各主体の役割分担を検討し、実現プロセス

を関係者で構想として共有していくことが重要である。 

また、構想の策定と併せて、多様な主体の参加の下、目標・ビジョンの実現に向けた

施策・事業を推進していくための体制づくりを行っていくことが重要である。 

 

国営事業における構想づくり（環境配慮計画の作成）のプロセス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農村環境の広域的な保全に向けた構想づくり

農業農村整備事業を契機とした農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくり

第３章

各種事業の実施

国営事業

その他の

事業

各事業の環境配慮計

画による環境配慮の取

組の実践

（事業・施策の展開）

環境配慮を活かしつ

つ、地域が自ら考え、

自ら行動する地域づく

りの実現

地域づくり

■多様な資源の評価手法

・環境資源

・地域活動、環境保全の取組
・既存計画　　　など

■合意形成のための手法

・きっかけづくり

・参加の促進
・ワークショップの活用　など

環境資源の抽出、

参加主体の確認
目標・ビジョンの設定

実現プロセスの想定

と推進体制の構築

構想の取りまとめ、施

策・事業の明確化

第４章

広域的な基盤整
備の状況調査

地域の整備構
想の検討調査

国営事業計画
（案）の策定

国営事業計画
（案）

環境配慮計画
（案）

農村環境の広域的な保全に向けた構想の概定

国営事業の事業構想、事業計画

構想づくりのプロセスの解説

構想づくりに係る手法の解説
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２．２ 構想づくりに係る手法 
農村環境の広域的な保全に向けた構想の検討を行うに当たっては、対象地域が広く、

あまねく現地調査を行うことが困難であることを踏まえ、環境資源や環境保全の取組な

どについて、広範囲にわたる既存情報を効率的に収集、整理し、地域の特徴ある環境要

素を抽出し、目標・ビジョンの素材を抽出することが必要である。 

また、農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくりを進めていくためには事

業を契機として、関係者の参加を促進していくことが必要であり、様々なコミュニケー

ションを通じて、参加の促進や合意形成を進めていく必要がある。 

 
【解説】 
１．農村環境の広域的な調査・評価手法 
これまでの環境配慮の取組は、施設周辺の環境をいかに保全するかとの拠点的な視点

にたった取組が多く、地域全体の環境保全をどのように進めるのかとの広域的な視点が

十分でない事例や、景観配慮においても、施設の色彩・デザインの工夫にとどまり、景

観と調和した良好な営農条件の確保や多様な地域資源の活用にまで至っていない事例

がみられる状況にある。 
このため、地域全体の環境資源を把握し、良好な環境が残っているところをどのよう

に保全していくのかなど、地域全体の環境の状況を把握した上で、農村環境全体の保

全・形成を視野に入れながら、総合的、長期的な観点から環境配慮を行っていく必要が

ある。また、環境保全の取組とそれを活かした地域づくりを進めるため、地域で現在実

施されている環境保全の取組や活動団体の把握を行うとともに、環境保全、農業振興、

地域活性化などの既存計画の把握を行うことが必要である。 

このような中から、地域の特徴ある環境要素を抽出し、広域的な地域で共有する目

標・ビジョンの素材を抽出していくことが必要である。 

 
２．構想づくりに向けた合意形成手法  
農村環境の保全に視点をおいた地域づくりを進めていくためには、事業を契機として、

農村環境の保全に対するきっかけづくりを行い、関係者の参加を促進していくことが必

要であり、構想の検討の初期段階から、様々なコミュニケーションを通じて、参加の促

進や合意形成を進めていく必要がある。 
 


