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１ 農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりの目的１．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりの目的

(ア)農業農村整備事業における環境配慮の取組と ・・・ １
本ガイドブックの目的
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(イ)個性ある目標・ビジョンを明確化する ・・・ ６

(エ)ふるさとの原風景から新しい文化的景観を創造する ・・・１９

(オ)水と生態系のネットワークを形成する ・・・２１

５．多様な地域資源を理解し活用する
(ア)農業情報や農業生産基盤情報に係る広域的な ・・・２２(イ)個性ある目標 ビジョンを明確化する ６
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(オ)連携のメリット・役割分担を明確化する ・・・ ９
(カ)農村振興の取組との連携を検討する ・・・１０
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( )農業情報 農業 情報 係 域的
情報を活用する

(イ)農村環境の生物多様性の特徴を理解する ・・・２３
(ウ)農村景観の特徴を理解する ・・・２４
(エ)環境保全型の農業の実施情報を活用する ・・・２５
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３．合意形成の手法を活用する
(ア)きっかけをつくり、参加を促進する ・・・１２
(イ)協働に向けた合意形成を図る ・・・１３
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１ 農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりの目的１．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりの目的

（ア）農業農村整備事業における環境配慮の取組と本ガイドブックの目的

（イ）農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス

（参考１）農村の環境保全の理念や目標を明確にした地域整備計画（参考１）農村の環境保全の理念や目標を明確にした地域整備計画

（参考２）コウノトリと共生する地域づくりを支える基盤整備・水管理



１．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりの目的

○わが国の農村の環境は 多様な環境で構成される二次的自然を基調とするもの 国営事業をはじめとする農業農村整備事業は 農

（ア）農業農村整備事業における環境配慮の取組と本ガイドブックの目的

１

○わが国の農村の環境は、多様な環境で構成される二次的自然を基調とするもの。国営事業をはじめとする農業農村整備事業は、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。

○農業農村整備事業の実施に当たっては、このような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、これまで水路整
備 ため池整備 農道整備 ほ場整備（水田・畑）などにおける環境配慮対策を進めるとともに 造形的な調和を中心に景観配慮の取備、ため池整備、農道整備、ほ場整備（水田・畑）などにおける環境配慮対策を進めるとともに、造形的な調和を中心に景観配慮の取
組を推進してきた。

○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ところ。

○今後、広域的地域を対象とする国営事業やさまざまな農業農村整備事業について、同一の構想・理念のもと、これまで以上
に連携しながら進め、広域的な視点と拠点的な視点の整合を図りながら、地域全体で調和のとれた環境保全を進めるため、
農村環境の保全に視点をおいた地域づくりを積極的に支援していく必要がある農村環境の保全に視点をおいた地域づくりを積極的に支援していく必要がある。

○このようなことから、本ガイドブックは、国営事業や農業農村整備事業を契機として農村環境の保全に視点をおいた地域づく
りを進めるため、広域的な保全のための具体的で実現性の高い構想づくりに必要な手法やプロセスを体系的にポイントを
押さえながら紹介するものであり、農村環境の保全や国営事業に関係する者でこれらのノウハウを再確認するとともに共有し、
農村環境の保全に視点をおいた地域づくりに役立てることを目的としている。

国営事業によるガイドブック

連携・整合

国営事業

相乗効果
補完効果

国営事業による
環境配慮の取組

農村環境の保全
に視点をおいた
地域づくり

農村環境の
広域的な保全
の実現

広域的な構想

ガイドブック

さまざまな
農業農村整備事業

具体的な目標・高い実現性
内容や実現プロセスの共有

さまざまな事業による
環境配慮の取組



（イ）農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス

○農業農村整備事業を契機とする農村環境の保全を進め 個性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・

１．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりの目的

○農業農村整備事業を契機とする農村環境の保全を進め、個性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

調査計画段階から、農村環境の保全に向けた動機付けが必要。

○地域づくりの構想・目標・ビジョンの設定・実現に向け、主体、参加者の確認や、連絡調整役などの役割分担などを早期に

明確化し、目標実現のプロセスを共有し、必要となる事業や施策を具体化していく必要。

○このような過程のなかで関係者の合意形成、地域資源の評価・情報収集などに当たり効果的な調査計画ツールや分析手

法を活用していく必要。

構想づくり、調査計画段階
ー個性ある地域づくりへの動機付けー

各種事業の実施 地域づくり第2章

地域づくり
活動に係
る参加主
体の確認

個性ある
目標・ビ
ジョンの明
確化

事業を契
機とする目
標の実現
プロセスの
想定

連携のメ
リット、役
割分担の
明確化

構想の取
りまとめ、
施策・事業
の明確化

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）

環境要素を活か
しつつ、地域が
自ら考え、自ら行
動する地域づくり
の実現

国営事業

その他の
事業

地方行政

国

想定 の実現

様 資

事業

国
（国営事
業・支援措
置等）

受益農家・
土地改良
区等

■合意形成
・きっかけづくり
・住民参加組織づくり
・ワークショップ
など

■多様な資源の調査、
情報の収集
・基盤整備
・生物多様性
・農村協働力
など

■多様な資源の評価、活用
・生態系ポテンシャル
・文化的景観の履歴
・水と生態系の
ネットワークなど

地域住民・
事業者

ＮＧＯ等

など

２

など

第3章 第5章第4章



【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」

【参考１】 農村の環境保全の理念や目標を明確にした地域整備計画

１．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりの目的 ３

【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、地域のもつ水辺環境、緑地環境、農耕地環境の保全を基本理念とする地域整備を展開。

緑地環境農耕地環境

多様な環境が織りなす美しい散居集落
農村の環境保全の理念

緑地環境農耕地環境

国営農地再編整備事業
「いさわ南部地区」

水辺環境

基本テ マ

「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

基本テーマ

－ 田んぼの住人と共生するほ場整備 －

生物 景観 水

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

（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

豊かな農村と持続可能な農業の展開
国営事業の受益範囲
（計画策定時）



【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

【参考２】 コウノトリと共生する地域づくりを支える基盤整備・水管理

１．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりの目的

【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。

コウノトリ・ツーリズム コウノトリと共生する

自然景観・文化的景観農薬、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

コウノトリ・ブランド

「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
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

コウノトリと共生する地域づくり」

環境創造型の基盤整備・水管理

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

水田ビオトープの設置

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

ヒガンバナの植栽

地域共同の農地・水等の保全

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

用水確保による水田の冬期湛水

４



２ 農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス２．農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス

（ア）地域づくり活動に係る参加主体を確認する（ア）地域づくり活動に係る参加主体を確認する

（イ）個性ある目標・ビジョンを明確化する

（ウ）事業を契機とする目標の実現プロセスを想定する（ウ）事業を契機とする目標の実現プロセスを想定する

（エ）ビジョン実現への輪を広げる

（オ）連携のメリット・役割分担を明確化する

（カ）農村振興の取組との連携を検討する

（キ）構想を取りまとめ、施策・事業を明確化する



○農村環境の保全に視点をおいた広がりのある活動を実現するためには 事業の整備構想づくりの段階から 土地改良区

（ア）地域づくり活動に係る参加主体を確認する

２．農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス

○農村環境の保全に視点をおいた広がりのある活動を実現するためには、事業の整備構想づくりの段階から、土地改良区

以外にもさまざまな主体が構想づくりに参画することが必要。なかでも地域づくりの牽引役・調整役として地方行政機関や

国の出先機関・国営事業所の役割が重要。

○地域全体における環境保全の取組状況や課題の大まかな把握を行い、農村環境の改善に向けた参加者を想定することが

必要。この際、既存組織の活動をよく把握することが必要。次に、各参加者について、環境保全との関わりや関心の把握を

行うとともに、それぞれのもつ能力、経験、資源等を踏まえつつ、取組への参加の可能性を確認する。

○特に行政機関が中心となる県レベル、国営事業レベルの広がりの場合には、学識者や企業の参加も検討する必要。

自治会

環境保全に視点をおいた
地域づくり活動に係る
参加主体の輪

その他 市町村

国（関係
省庁）

各流域協議会

土地
改良区

青年協議会

環境団体

女性、子供、女性、子供、
老人、消防

■熊本県熊本市天明地区
（概ね１０００h )

行政

地域住民

都道府県学識者
事業者

県民・消費者
ＮＰＯ

土地改良
区・農業者

議
（みずすまし構想
推進協議会）

環境団体 （概ね１０００ha)
土地改良区事務局を中心に、多様
な主体の参画を得て、水質保全、生
物調査、景観植物植付け、水源かん
養林の植林などを実施

自治会 都道府県

地域住民
地域組織

土地改良区・
農業関係

ＮＰＯ
集落組織・
自治会

■滋賀県琵琶湖周辺地域
(流域単位・水利用単位）

国や県政で琵琶湖の総合保
全を推進する中で、湖辺の
生態系保全や農業濁水対策
を流域 水利用単位で取組

市町村
都道府県

環境団体

土地

農業者

■兵庫県豊岡市

国営調査事務
所・事業所

都道府県

市町村土地
改良区

流域組織
環境団体

学識者
企業

■岩手県奥州市胆沢区
■長野県安曇野市ほか

（国営事業単位)
国営事業を契機として生態系

を流域・水利用単位で取組

国（出先）

学識者
企業

土地
改良区 (市全体）

市政・県政で、コウノトリ
をシンボルとした生態系保
全、景観保全、環境教育、
観光・地域振興などを推進

学識者
企業

地域住民

ＪＡ
企業

機
保全、景観調査、景観保全の
取組

５



○農村環境の広域的な保全に向け 関係者の取組の促進を図るためには 個性ある目標・ビジョンを明確化し 共有すること

（イ）個性ある目標・ビジョンを明確化する

２．農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス ６

○農村環境の広域的な保全に向け、関係者の取組の促進を図るためには、個性ある目標 ビジョンを明確化し、共有すること

が必要。このため、

・環境保全に関わる者が意見交換を行う場を設ける

・相互に地域を見つめ直し、情報の共有を行う

地域 資源を発掘する・地域の資源を発掘する

・地域の特徴を抽出する

・地域で次世代に伝える環境要素を確認する

ことを通じて、個性ある目標・ビジョンの設定につなげることが重要。

○その際、アンケートやワークショップなどの合意形成のツールを活用し、意見交換を通じ、目標・ビジョンの明確化を図ること

が有効。

○また、都市部の住民、ＮＰＯ、企業等農村外部から地域資源や産物がどのように評価されているか知ることにより、地域内

からの発想では発掘できない地域資源を発掘することも重要。

都市部の住民等
の評価の把握

専門家の
指導・ 助言・・・・・・・・・・

環境保全に関
わる者が意見
交換を行う場を

相互に地域を
見つめ直し

地域の資源を
発掘

地域の特徴を
抽出

地域で次世代
に伝える環境

個性ある目標・
ビジ 確化

指導 助言

交換を行う場を
設定

見つめ直し、
情報を共有

発掘 抽出
に伝える環境
要素を確認 ビジョンの明確化

プ
農村環境の将来像の

ワークショップ、
集落懇談会な
どの開催

農村環境の将来像の
望ましい方向性を示
し、基本的な理念を
取りまとめ

アンケート
調査など

・・・・・・・・・・



○目標・ビジョンの実現プロセスの検討においては 目標実現に向け 想定される全体スケジュールとその実現に向けた行程

（ウ）事業を契機とする目標の実現プロセスを想定する

２．農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス

○目標 ビジョンの実現プロセスの検討においては、目標実現に向け、想定される全体スケジュ ルとその実現に向けた行程

をまず描くことが必要であり、これらについて、連絡会議等における関係者間の意見交換・交流を通じ共有し、連携した取

組の推進を図っていくことが重要。

○また、目標・ビジョンの実現に向けたプロセスを具体化していくためには、

・多様な関係者の主体的な参加

・それぞれの立場に応じた役割分担

・創意工夫による持続的かつ効果的な施策・事業の連携

・人材の掘り起こしによる 地域づくり活動の推進役 調整役 サポート役の発見・人材の掘り起こしによる、地域づくり活動の推進役、調整役、サポ ト役の発見

・外部からのアイデアやノウハウについての指導・助言

を行いつつ、実現に向けた行程表を分野横断的に取りまとめることが重要。

○○実現 向けた行程表

○年度
～△年度

△年度
～○年度

○年度 ○年度 ○年度

国

○○実現に向けた全体スケジュール

○○実現に向けた行程表

国

都道府県

年度 スケジュール

○年度
～△年度

○○連絡会議の設置

△年度 ○○構想の策定

連絡会議

連絡会議

構想策定

構想策定 ○
○

○○構想に基づく
施策・事業の実施

○
○
構

市町村

土地改良区

△年度
～○年度

○○構想の策定

○年度
～○年度

○○構想に基づく施策・事
業の実施

連絡会議 構想策定

○
の
実
現

構
想
の
策
定

○○団体

ＮＰＯ

○年度頃 ○○の実現

７



○個性ある目標・ビジョンの実現に向け 地域の農業者 土地改良区 市町村が考えている取組や既に取り組んでいる活動

（エ）ビジョン実現への輪を広げる

２．農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス ８

○個性ある目標 ビジョンの実現に向け、地域の農業者、土地改良区、市町村が考えている取組や既に取り組んでいる活動

の輪を広げ、目標・ビジョンを共有する多様な主体の参画を得ていくことが重要。

○この際、市町村や都道府県が地域と一緒に主導する場合、国営事業が契機となり土地改良区や国の調査管理事務所・事

業所が主導する場合、既存の地域協議会、流域協議会が主導する場合などがあり、地域の事情に応じたアプローチを検

討する必要。行政や既存組織からの支援は構想の実現に不可欠であることから、これらの者の役割は重要。

○また、既に取り組まれている農地・水・環境保全向上対策の活動組織や協議会を活用し、これらとの連携を図っていくことも

一つの方法。農地・水・環境保全向上対策においては、参加団体数が増加するほど、活動項目数が多くなる傾向があり、

多様な地域資源を活用した農村環境 保全に向け 広がり ある活動 実施や体制づくり シ ズ（種）となるも多様な地域資源を活用した農村環境の保全に向け、広がりのある活動の実施や体制づくりのシーズ（種）となるもの。

農地・水・環境保全向上対策の活動組織における
参加団体数と農村環境向上活動の項目数

■例
・国営事業による動機付け
・地方行政の主導

受益農家・
土地改良区等

都道府県
（地方局）

教育委員会

市町村ＪＡ

国営土地改
良区等

6 43 6 12
6.66

7.28
7.80

8.69

8

10

（合
計

・国営事業所による調整など

集落などの環境
保全活動

市町村地域住民
○○を守る

市町村
(複数）

国（農政局、
出先事務所）

都市住民

ＪＡ、
農業団体

6.43

5.22
5.66

6.12

4

6

計
活
動
項
目
数
）○○を守る

会（協議会）
学校・
ＰＴＡ

農地・水・環境
保全 協議会学識者

企業・
商工会

0

2

0 1 2 3 4 5 6 7以上

既存の
地域協議会

・・
注）農村環境向上活動：農村地域の生態系や
景観、水質などの環境保全を行う活動

保全の協議会

自治会
（複数集落）

ＮＧＯ等

学識者
（参加団体種類数）・・・



○目標・ビジョンを地域全体で共有した取組を進めるに当たっては 関係者が 興味・関心を持っている分野 得意とする範囲

（オ）連携のメリット・役割分担を明確化する

２．農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス

○目標 ビジョンを地域全体で共有した取組を進めるに当たっては、関係者が、興味 関心を持っている分野、得意とする範囲

などを相互に活用することにより、目標・ビジョンがより実現性の高いものとなるとともに、より幅の広い取組を実施すること

が可能となることから、連携を図るメリットを明確化し、連携による強みとして活かしていくことが重要。

○また、地域全体の目標・ビジョンについて、関係者の理解を深め、それぞれの役割分担を明確化することにより、地域全体

としての取組の活性化が期待される。この際、国（調査事務所・事業所など）の調整役としての役割が重要。

地域の連携と役割分担の例

■役割
目標の策定（国営）■関心

事業 推進
国（調査事務所
・事業所など）

都道府県
土地
改良区

地域の連携と役割分担の例

■役割
目標 策定

■役割
事業の検討・実施

目標 策定（国営）
地域・団体等への呼びかけ
役割分担・合意形成の調整
啓発普及・施策の紹介

事業の推進
国の主導的役割

■関心
■関心
施設の管理 改良区 目標の策定

市町村への呼びかけ
合意形成に向けた調整
啓発普及・施策の紹介

役割

施設の管理
保全活動への参加

■関心
県民の支持
地域の振興

施設の管理
維持負担

市町村環境団体
地域全体の
目標・ビジョン

■役割
目標の策定
集落等への呼びかけ
事業計画の具体化
集落の合意形成の調整

■役割
技術的指導・助言
保全活動の主導
環境教育

■関心
地域の個性
地域活性化

■関心
環境の改善・監視
環境教育・啓発普及

学識者地域住民
■役割
技術的指導・助言
第三者評価・検証

■関心
環境の質の向上
理論と実践

■役割
子供への働きかけ
保全活動への参加

■関心
環境教育
行政への期待

事業者

第 者評価 検証

■役割
保全活動への参加
保全活動への支援

理論と実践

■関心
イメージの改善
社会への還元 ９



○目標・ビジョンに即した個性ある地域づくりに向け 農村の地域資源を活用した地域ビジネスの起業や都市との交流など

（カ）農村振興の取組との連携を検討する

２．農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス 10

○目標 ビジョンに即した個性ある地域づくりに向け、農村の地域資源を活用した地域ビジネスの起業や都市との交流など、

地域おこしへの発展の可能性を検討することが重要。

○農村の地域資源が様々な取組の中で活用されることを通じて、地域のもつ潜在力が発揮されるとともに、農村環境の持続

的な保全が図られる。

経済の活性化に向けて

農村の多様な地域資源
地域おこしへの発展のきっかけ

経済の活性化に向けて

企業等との連携
（内発型産業の育成、クラスターの

形成）

コミュニティ・ビジネスの起業
（農産物加工、直売等）自然環境

農地・農業用水

形成）

交流産業への展開
（グリーン・ツーリズム、市民農園等）

ＩＴを活用した特産品の販売
（情報の受発信、出荷販売管理等）

特産物

景観

都市と農村の交流に向けて

都市住民への動機付け
（体験学習 就農・雇用

都市との橋渡し
（都市部ＮＰＯ・自治体との連携 情

特産物

伝統文化

バイオマス
（体験学習、就農・雇用、

市民農園等）
（都市部ＮＰＯ・自治体との連携、情
報の受発信、援農ボランティア募集）

受け入れの準備
（農家民宿、生活環境整備、
開かれたコミュニティづくり）

ＰＲ運動の展開
（地域ブランド化、

アンテナ・ショップやＩＴの活用）

人材・リーダー

農村協働力

開かれたコミュニティづくり） アンテナ・ショップやＩＴの活用）



○目標・ビジョンの実現に向けて 各主体の役割分担と施策・事業を具体的に取りまとめ 農村環境の広域的な保全に向け

（キ）構想を取りまとめ、施策・事業を明確化する

２．農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのプロセス

○目標 ビジョンの実現に向けて、各主体の役割分担と施策 事業を具体的に取りまとめ、農村環境の広域的な保全に向け

た構想として取りまとめることが必要。

○構想の実効性を確保するには、構想と併せて、それを実現するために必要なツールである施策や事業について、各年度ご

と、各主体ごとに明確にし、総合的かつ計画的に事業を実施していく行程を作成する。また、施策連携や優先順位などの考

え方を整理する。構想の実施過程が定期的に把握され、進捗管理ができるようにすることが重要。

○○構想を実現するための行程表構想を実現する 行程表

施策・事業 事業主体 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

環境創造型基盤の整備
○○国営事業 国営事業所

○○構想○○構想

○○国営事業
○○県営事業（魚道整備）

国営事業所

県

環境保全型農業の導入 県普及所

農地・水・環境保全向上対策 協議会

●地域の目標・ビジョン

○○地区では、・・・
で・・・な地域を目指す

ブランドの普及 県、市

里山林の整備 市

田園景観の整備 県、市

で な地域を目指す。

●基本的な方向

●具体的な取組と役割分担

フォーラムの開催 団体

体験教育プログラムの実施 ○学校

普及啓発の推進 市、ＮＰＯ

●具体的な取組と役割分担

構想を踏まえて、年次別の計画をたて、役割分担、優先順位などを整理

11



３ 合意形成の手法を活用する３．合意形成の手法を活用する

（ア）きっかけをつくり、参加を促進する

（イ）協働に向けた合意形成を図る

（ウ）住民参加組織づくりのノウハウを理解する（ウ）住民参加組織づくりのノウハウを理解する

（エ）ワークショップを活用する



○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

（ア）きっかけをつくり、参加を促進する

３．合意形成の手法を活用する 12

○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。

○このため、構想の検討の初期段階から、様々なコミュニケーション手法を用いて、地域の環境とそれに関わる課題の気づき

を進め、関心を関係者で共有していくことが必要であり、地域社会の特性、コミュニケーション手法の特性等を十分踏まえて、

適切な手法を組み合わせて進めることが重要。

○なお、どのような手法を用いる場合にあっても、特定のテーマに関心がある一部の者に偏らないよう、様々な関係者の参画

を促すことが望ましい。

気づき、参加促進のコミュニケーション手法

手法 方法の概要 効果、利点 制約、留意点

アンケート、ヒアリング 構想等に対する地域住民の意見や
要望をアンケートやヒアリングにより
聴取する方法

多数の者を対象に実施可能 質問文の作り方で結果が左右
される

回答の背景につながる回答者聴取する方法 回答の背景につながる回答者
の考え方の把握が困難

イベント、コンテスト 生きもの調査や景観評価会など各種
イベントやコンテストを通じて、地域
の環境への理解を深めつつ、意識の

楽しみながら参加してもらうこ
とにより、関心の醸成を図りや
すい

参加人数が限られる

幅広い属性の者が参加するよ
う留意の環境への理解を深めつつ、意識の

醸成を図る方法
すい う留意

ワークショップ 地域住民との協働作業により構想の
作成等を行っていく方法

参加者が自ら考えるプロセス
を通じて地域の自立的な取組
の醸成が図られる

議論のテーマを適切に設定し、
参加者の意見を引き出す



○環境保全の持続的な取組を確保するためには 住民が地域の環境を自らのものとして認識し行動することが重要であり

（イ）協働に向けた合意形成を図る

３．合意形成の手法を活用する

○環境保全の持続的な取組を確保するためには、住民が地域の環境を自らのものとして認識し行動することが重要であり、

地域の関係者の理解を深め、地域の将来像を適切に描けるよう、必要な情報を様々な手法を活用し、提供していくことが

必要。また、地域の特性等を踏まえつつ、様々な手法を活用し、合意形成の取組を進めていくことが必要。

○このため、パンフレット等広報資料、ホームページ等のメディアを活用した広範な情報提供手法や、シンポジウムや講演会

の開催による幅広い者に対する広報の実施、先進事例地区の視察や事例の勉強会の開催による理解の促進など各種の

手法を活用して、合意形成を図っていくことが必要。

情報提供、合意形成のコミュニケーション手法

手法 方法の概要 効果、利点 制約、留意点

パンフレット等広報資料 提案内容、検討状況等をパンフレット
等により提供する

直接、関係者の手に情報を提
供することができる

準備と配布に時間や費用が
かかる

インターネット 構想に関するホームページを作成し、
検討の経緯、資料等を提供する

相対的に少ない費用で、幅広く
情報を提供できる

インターネットを活用できる
人にしか情報が伝わらない

ワークショップ 参加者が自主的に活動する学習会 自ら考えることによる意識向上 ワークショップでの意見・要
望の反映に留意

シンポジウム・講演会 有識者、専門家等を呼んで、講演や
意見交換を行う

関係者が協力してイベントを開
催することにより 共通理解の

参加者にしか情報が伝わら
ない意見交換を行う 催することにより、共通理解の

深化、地域外への情報発信に
なる

ない

先進事例地区の視察、
勉強会

先進地区での取組を視察したり、先進
地区から講師を招いて勉強会を行う

先進事例地区の取組プロセス
を直接肌で感じることにより、意

参加者が限られる
勉強会 地区から講師を招いて勉強会を行う を直接肌で感じることにより、意

識の向上が図られる

13



○農村環境の保全に視点をおいた地域づくり目標の設定に当たっては 幅広い地域住民の参加のもと 合意形成を進めるた

（ウ）住民参加組織づくりのノウハウを理解する

３．合意形成の手法を活用する 14

○農村環境の保全に視点をおいた地域づくり目標の設定に当たっては、幅広い地域住民の参加のもと、合意形成を進めるた

めの住民参加組織づくりのノウハウを活用して進めることが重要。

○住民参加組織づくりに当たって、住民参加のもとに、合意を形成しながら進めるためには、同一目標を達成するためのグ

ループを意識的に形成し、様々な立場の人の意見を取りまとめ、行政に伝えていくことが必要。

住民参加組織づくりのノウハウの視点

幅広い手段による広域的活動 住民参加組織づくりのための十箇条

多くの異なる意識を持つ集団を連携させ、広域的に活動を展開させること
により、行政や関係機関が支援しやすい組織を作ることが必要。また、住民
全員が役割を担える組織形態にすることが大切。

第一条 地域住民の意向が反映される民主的な組織であること

第二条 既存の組織の様々な役割をうまく活用すること

第三条 世帯主だけでなく 子供から大人まで種々の年齢属性の既存の組織の特徴を知る

様々な組織は、それぞれ別の目的を持って集まった集団で、それぞれに得
意な分野を持っています。また、組織毎に活動の規模や取組みの濃淡があ
ります。組織づくりを始める前に、既存のグループの現在の活動状況を
チェックすることが必要。

第三条 世帯主だけでなく、子供から大人まで種々の年齢属性の
意見を集約できること

第四条 特技や知識をもった集団が役割を発揮する

第五条 地域の資料、計画技術や専門家の紹介などの支援を行
政から受けること

既存の組織の特徴を知る

組織が担う目的にあわせて、既存組織の特徴をうまく組み合わせ、最も効
果的な人員構成を考えることが必要。外部からの専門家やＮＰＯはあくまで、
情報提供者であり、理解者であることを前提に、住民組織に対して、全体で
支援できる仕組みにしていく

政から受けること

第六条 組織の活動状況を常に全住民に情報として提供すること

第七条 他地域の組織と交流を持つこと

第八条 直接的な利権の問題がからまないこと

目標にあわせた組織づくり

支援できる仕組みにしていく。

地域づくりを円滑に進めるためには、行政や関係機関の支援が必要であり、
それぞれの担当者に住民活動への参加を呼びかけることが重要。参加でき

第九条 住民一人一人の身近な問題から、集落や地域全体の問
題へ発展させること

第十条 運営が円滑化するためには、楽しさの演出が十分になさ
れること

組織の支援体制づくり

民
なくても、活動の様子を、逐次、自治体内で情報提供していくことが、将来的
に継続的な支援体制につながります。

資料：農村振興局「美の里づくりガイドライン」



○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 地域が一体となったワークショップが有効 ワークショッ

（エ）ワークショップを活用する

３．合意形成の手法を活用する

○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、地域が 体となったワ クショップが有効。ワ クショッ

プとは、参加者が自主的に活動する学習会で、専門家の助言・指導等も得ながら住民自らが考え、意見を述べ、自分たち

のものとして地域づくりを進めるもの。

○ワークショップでは、住民が地域づくりの中心となって参加し、自らが作成する地域づくり目標としての認識も高まることから、

農村環境の保全に視点をおいた地域づくりのための有効な手段。

ワークショップの実践フローの例ワークショップ開催の４原則

第１回ワークショップ
地域環境点検

・身近な地域資源の再評価

・改善すべき箇所の把握

みんなで楽しく ～ワークショップは楽しい雰囲気で～

ワークショップは継続することが大切です。そのため、参加する人が緊張する
ことなく、楽しく、また興味を持って参加する雰囲気づくりが大切です。ワーク
ショップの目的、規模、参加者の属性に応じた雰囲気づくりをしましょう。

みんなで楽しく ～ワークショップは楽しい雰囲気で～

第２回ワークショップ
地域の目標・ビジョンと役割分担の検討

改善す き箇所の把握

みんなでびっくり ～ワークショップは地域づくりのための新しい発見さがし～

日頃何気なく通っている場所でも、みんなと一緒に別の視点で見ると、新しい
魅力を発見することができます。また、大人と子供、男性と女性では、まったく
違ったものの見方をしていることも気づきます。今まで、当たり前だと思ってい
たことが 他の地域の人からみれば 当たり前ではないこともあります お互い

みんなでびっくり ～ワークショップは地域づくりのための新しい発見さがし～

第３回ワークショップ

・地域課題の整理(「いつ」「どこで」「何が」必要)
・「だれが」、「どのように」やるのかを検討

たことが、他の地域の人からみれば、当たり前ではないこともあります。お互い
が、「教え、教えられ」、お互いに発見していくことが必要です。

みんなで一緒に ～ワークショップは新たなコミュニティづくり～

ワークショップは子供からお年寄り、男性から女性まで、多くの人が一つの
テ に いて みんなで検討する とができます 問題解決の合意形成を行

みんなで一緒に ～ワークショップは新たなコミュニティづくり～

構想の取りまとめ、施策・事業の検討

・課題の中から優先的に対応すべき事項の検討

・対応する施策・事業の検討

テーマについて、みんなで検討することができます。問題解決の合意形成を行
うという単一的な目標を達成することに終始せず、集まることが楽しいのだとい
う雰囲気もつくっていくべきです。

みんなの思いを ～地域の自由な意見交換の場～みんなの思いを ～地域の自由な意見交換の場～

農村環境の保全に視点をおいた地域づくり目標
ワークショップでは特定の意見にかたよらず、みんな平等に積極的に提案し
ましょう。そして、意見が違っても、違った意見を謙虚に受け止め、相手の立場
に立った認識も必要となります。

資料：農村振興局「美の里づくりガイドライン」 15



４ 農村環境の広域的な調査・評価のプロセスと手法４．農村環境の広域的な調査・評価のプロセスと手法

（ア）広域的な調査・評価を進める

（イ）活用できる資料を整理する

（ウ）生態系の広域評価から重点配慮地域を探し出す（ウ）生態系の広域評価から重点配慮地域を探し出す

（エ）ふるさとの原風景から新しい文化的景観を創造する

（オ）水と生態系のネットワークを形成する



○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 構想の概略検討段階では 環境の時間的 空間

（ア）広域的な調査・評価を進める

４．農村環境の広域的な調査・評価のプロセスと手法

○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、構想の概略検討段階では、環境の時間的、空間

的な変容を把握しつつ、地域環境全体の特徴を概略とらえるとともに重要な環境（その可能性を含む）を抽出する。また、

部分的な現地調査をした結果を踏まえ、調査をしていない地域や項目を含めた地域全体の環境を推定する。

○構想を具体的に取りまとめる段階においては、当該重要環境やその可能性地域について詳細調査を行い、不足する環境

情報を補いつつ、地域環境全体を特徴づける具体的ポイントを明らかにし、これを反映した構想を作成する。

○この際、地域環境全体の有機的なネットワークの形成、生態系のホットスポットの保全、重要景観要素の造形的な調和、歴

史的施設の維持保全などに留意する。

重 境 能性 抽 構想 概略検既存情報 重要環境(可能性）の抽出全体の概略把握 構想の概略検討

・文献・統計情報
・田んぼの生きもの調査
・専門家 など

・部分的な現地調査

・調査していない地域や項
目の推定

・生態系・景観等の重ね合わせ地図
・限定的な聞き取り調査

（例）地域整備方向検討調査

所在情報にもとづく現地
調査や聞き取り

有機的なネットワークの形成、
ホットスポット、重要景観の保全特徴の具体化 具体的構想

専門家 など 目の推定

調査や聞き取り

・追加の現地調査
・詳細な聞き取り調査

・追加の現地調査
・詳細な聞き取り調査

・環境配慮５原則の適用
・造形的調和

（例）国営地区調査

16



○農村環境の広域的な調査・評価に当たり 旧版地形図や過去の航空写真を利用し 氾濫地形や湿地環境などを判読する

（イ）活用できる資料を整理する

４．農村環境の広域的な調査・評価のプロセスと手法 17

○農村環境の広域的な調査 評価に当たり、旧版地形図や過去の航空写真を利用し、氾濫地形や湿地環境などを判読する

ことや、地域専門家から、ほ場整備や都市化の履歴を聞き取ることは、地域環境の空間的、時間的変容を把握する上で有

益。

○河川、水路、農地、ため池等における水の連続性は、移動性の生物の生息・生育条件として極めて重要であり、移動や分

散を考慮した生態系のネットワーク化に不可欠な要素であることから、これに関連する情報をできるだけ収集する。

○また、ため池の多くが江戸時代以降に作られた小水域であり、その豊かな生態系は、かつての氾濫湿地の生態系と密接に

関係していることから、ため池をつなぐ生態系ネットワークに着目することも重要である。

農村環境の機能 評価の視点 整理すべき情報 活用する既存の資料

生態系の保全 地域全体 うち 重点 ○希少種 代表種の分布 生息環境情報調査 田んぼの生きもの調査生態系の保全 地域全体のうち、重点
的に生態系の保全を図
るべき地域

○希少種・代表種の分布
○生態系のホットスポット
○過去の湿地などの分布

生息環境情報調査、田んぼの生きもの調査
ため池の分布
旧版地形図、過去の航空写真

景観の保全・形成 農業生産活動、農村生
活 欠な景観 素

○農業生産活動の変遷を踏まえた土地利
用の移り変わり

土地利用図、微地形図
地形分類図 区画形状区分図 植生図活に不可欠な景観要素、

造形的に調和した景観
要素

用の移り変わり
○農村集落の形態（散居村など）と分布
○農村の植生（屋敷林など）の分布

地形分類図、区画形状区分図、植生図
旧版地形図、過去の航空写真

歴史・文化の伝承 地域固有の歴史・文化
を表現する水利施設等

○歴史的な農業水利施設（円筒分水工、
水車など）の分布

全国的な既存情報としてはなく、聞き取り等に
より把握を表現する水利施設等 水車など）の分布

○伝統芸能等の伝統・文化資源の分布
より把握。

水環境の保全 生態系のネットワークの
保全を図るべき地域

○水の連続性や湿地機能 水利系統図



○生態系配慮の一層の推進を図るためには 広域的な視点から 地域全体の生態系の状況を的確に把握することが必要で

（ウ）生態系の広域評価から重点配慮地域を探し出す

４．農村環境の広域的な調査・評価のプロセスと手法

○生態系配慮の 層の推進を図るためには、広域的な視点から、地域全体の生態系の状況を的確に把握することが必要で

あり、広域的な環境要因（気候、水域、土地利用、植生等）や農業基盤整備の基礎情報（土地利用、区画形状、地下水位

等）と生息状況との関連を解析し、生物の生息ポテンシャル評価を行い、優先的に保全すべき区域や生物多様性のホット

スポット等を把握・予測する手法を活用することが有効。

○生息ポテンシャル評価については、あくまで予測であり、信頼精度が必ずしも高くないことから、既存文献による検証、田園

環境マスタープランとの整合、地域専門家からの聞き取り等を通じ、生息環境の調査精度の向上を図り、地域全体の環境

の適切な評価を行う必要。

○広域的な構想を策定する場合には 生態系を優先的に保全する区域 設定に 検討する必要○広域的な構想を策定する場合には、生態系を優先的に保全する区域の設定について検討する必要。

生息ポテンシャルの予測評価による広域環境の評価
○○カエルの生息ポテンシャルマップ解析例

（イメージ）

■生息状況に係る情報
・田んぼの生きもの調査
・地域で実施する調査 など

■基盤整備に係るデ タ

聞き取りによる
良好な生息環境
の把握

■
生
態
系
に
配

■
優
先
的
に
現

(例)
・○○水系にはいない
・○月には少ない など

■基盤整備に係るデータ
・農業基盤の基礎情報
・水利施設の基礎情報
・ため池の基礎情報 など

■自然環境に係るデ タ

配
慮
す
べ
き
ゾ
ー

現
地
調
査
を
行
う

○○カエルの
生息環境として
望ましい環境

(例)■自然環境に係るデータ
・一般気象情報（気温など）
・自然環境情報（植生等）

■国土情報など
・河川 湖沼など水域

対象生物の
生態学的特性

ー
ン
の
設
定

う
地
点
の
選
定

(例)
・水田・その周辺
・整備率が低い
・水路密度が高い
・ため池から近い
・水田と林地が連続

(例)
産

0.0～0.2

0.2～0.4

0 4～0 6

生息ポテンシャル 水域の連続性（コ
リドー）の延伸に
留意した計画が
必要・河川、湖沼など水域

・土地利用
・土壌

・水田と林地が連続
・浅い地下水（湿地）
・傾斜地 など

・周辺の林で産卵する
・ため池と水路を移動

など

0.4 0.6

0.6～0.8

0.8～1.0 ホットスポットに留意

必要
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○農村景観は農業生産活動 歴史 文化などが調和し形成されたものであることを踏まえ 広域的な地域の景観特性の把握

（エ）ふるさとの原風景から新しい文化的景観を創造する【①農村景観の把握の手順、農村景観の変遷の把握】

４．農村環境の広域的な調査・評価のプロセスと手法 19

○農村景観は農業生産活動、歴史、文化などが調和し形成されたものであることを踏まえ、広域的な地域の景観特性の把握

に当たっては、農村景観の過去から現在に至る変遷を把握・分析し、基盤整備や農業生産活動に応じて形成された農村景

観の時間的な変化から、景観特性を抽出することが有効。

○したがって、広域的な農村景観の把握に当たっては、どのような過程を経て農村景観が形成されてきたのか把握するととも

に、現在の農村景観の把握を行い、それらを踏まえ、農村景観の特性の整理を行うことが必要。

○どのような過程を経て農村景観が形成されてきたのかについて、郷土史、工事史等の文献資料から集落形成、営農方法

の変化などの視点から歴史的な転換点を把握することが必要。

○そのうえで、そのような転換点における基盤整備の状況、水利施設の建設状況等について、工事史、改修史、旧版地形図、

過去から現在までの写真等から把握するとともに、聞き取りにより文献調査で得られた情報をより具体的に把握することが

必要。

① 歴史的な転換点の把握

［分析に必要な視点］
・集落形成

［活用する情報］
・市町村史、郷土史、自然史

［作業］

・歴史的な文献をもとに地域の転集落形成
・農業変革（営農の変化） など

市町村史、郷土史、自然史
・工事史、改修史、沿革史
など歴史的な文献資料

② 転換点における状況変化の分析

歴史的な文献をもとに地域の転
換点（年代、出来事）を把握する

［分析に必要な視点］
・農地開墾、居住区の拡大（造成地の形成・規模）
・水利施設（水路、ため池、分水施設、水車など）の建設
・防災施設（堤防、河川改修など）の建造 など

［活用する情報］
・白地図、地形図
・旧版地形図、航空写真（経年資料）
・過去の写真、風景画、絵画
・①で用いた文献資料

［作業］

・転換点ごとに状況の変化を白地
図、旧版地形図などに落とし込む
・転換点ごとに地図を作成する

・地図上に落としこめない情報は
・聞き取りによる情報収集 リストとしてストックする



○現在の農村景観を広域的に把握するに当たっては 土地利用図 治水地形分類図 植生分布図などをもとに 農地の形状

（エ）ふるさとの原風景から新しい文化的景観を創造する【②現在の農村景観の把握、景観特性の把握】

３．農村環境の広域的な保全のための地域資源の調査・評価の手法について４．農村環境の広域的な調査・評価のプロセスと手法

○現在の農村景観を広域的に把握するに当たっては、土地利用図、治水地形分類図、植生分布図などをもとに、農地の形状、

背景となる山の植生・配置、農業用用排水路の流域におけるつながり、家屋の配置などの空間利用について把握するとと

もに、歴史的な水利施設等についても把握を行うことが必要。

○特に、地域における固有の歴史、文化を反映した農業水利施設等の土地改良施設は、住民等によって保全されてきた行

事等の伝統的な活動と一体となって、地域の歴史・文化を伝える重要な地域資源であり、地域観光の振興や交流人口の増

加など地域活性化にもつながるとともに、各地域の個性ある環境保全に重要な意味を持つことから、その把握が重要。

○しかしながら、これらの情報は既存の調査結果として取りまとめられたものがないことから、地域の取組の中で個別に把握

する とが必要 あり を含む地域関係者 協働作業も有効な手法 ような過程を経 地域に埋もれ た歴することが必要であり、ＮＰＯを含む地域関係者の協働作業も有効な手法。このような過程を経て、地域に埋もれていた歴

史・文化の再確認を行うことは、その魅力を地域で共有することにもつながり有効。

○調査により収集された情報については、地図上に整理し、重ね合わせ、比較するとともに、聞き取りによる情報により補完

し 農業生産活動 歴史 文化などが調和し形成された景観特性を把握し、農業生産活動、歴史、文化などが調和し形成された景観特性を把握。

③ 現況図の作成

［分析に必要な視点］ ［活用する情報］ ［作業］［分析に必要な視点］
・農地、居住区
・現存する水利施設、防災施設
・植生（自然植生、集落防風林、屋敷林、鎮守の杜などの分布）

［活用する情報］
・白地図
・土地利用図、治水地形分類図
・植生分布図

［作業］
・①、②で整理した情報について図面
の収集、点情報の抽出

・白地図をベースに、各図面を重ね合
わせる

④ 歴史的な変遷の把握を踏まえた景観特性の整理

［作業］
・③をベースにして、②で作成した図、情報を重ね合わせ１枚の図面を作成する
・地図上に落としこめない情報は、リストとしてストックする
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○水と生態系のネットワークの再生を図っていくためには 水の連続性や湿地機能の把握を行い 生態系のネットワークの再

（オ）水と生態系のネットワークを形成する

４．農村環境の広域的な調査・評価のプロセスと手法 21

○水と生態系のネットワ クの再生を図っていくためには、水の連続性や湿地機能の把握を行い、生態系のネットワ クの再

生に適した地域を抽出し、事業実施の際に配慮することが有効。

○水田・湖沼周辺エコトーンにおける水田生態系のネットワークづくりには、水田魚道の設置が効果的であるが、その適地検

討に当たっては、排水路底面標高や基準水位と水田の田面標高との標高差から、適地評価を行うことができる。このような

調査方法は広域的な適地調査の参考となる。

水田と排水路・河川・湖沼を結ぶ
魚道設置計画と工事の実施

水田地域における
適地計画

ビオトープ・ネットワーク
形成の拠点の検討 魚道設置計画と工事の実施適地計画形成の拠点の検討

水と生態系の
ネットワーク
形成の具体的

琵琶湖基準水位と琵琶湖基準水位と
田んぼの標高が
１ ２ｍ程度以下の

水田魚道

設置計画

0m
m

１．２ｍ程度以下の
ほ場を選定

約 2,000ha60
0m

m
40

0

水路から水田

（Ｈ２０までに２０地域で実施）
(イメージ）

魚（固有種を含む）の産卵場所
としての「ゆりかご水田」の再生

水路から水田へ
産卵のために遡上する魚
（ナマズが飛び跳ねている）



５ 多様な地域資源を理解し活用する５．多様な地域資源を理解し活用する

（ア）農業情報や農業生産基盤情報などに係る広域的な情報を活用する

（イ）農村環境の生物多様性の特徴を理解する

（ウ）農村景観の特徴を理解する（ウ）農村景観の特徴を理解する

（エ）環境保全型の農業の実施情報を活用する

（オ）農村協働力の特徴を理解する



○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に当たっては 環境保全型の農業 環境配慮型の農業生産基

（ア）農業情報や農業生産基盤情報などに係る広域的な情報を活用する

４．広域的な調査手法や評価手法を活用する５．多様な地域資源を理解し活用する

○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に当たっては、環境保全型の農業、環境配慮型の農業生産基

盤の整備、集落の共同活動など、対象地域の農業経営体や農村地域の活動の状況、農業生産基盤の整備の状況につい

て、広域的に把握することが不可欠。

○このため、農業センサスや農業生産基盤情報の調査成果（縮尺２万５千分の１の精度）を活用することが有効。また、これ

に併せ、田んぼの生きもの調査などの広い地域で調査が実施されアクセスが容易な情報も活用しながら構想を検討する。

農業基盤情報基礎調査
（農林水産省）

農業センサスなど
（農林水産省）

田んぼの生きもの調査
（農林水産省 環境省）

関連地図・情報システム
（農林水産省）（農林水産省） （農林水産省・環境省）

関連地図 情報システム

■国土地理院の古地図
■戦後の航空写真

取り組んでい
る 実農
家数

化学肥料の低減の取組み 農薬の低減の取組み 堆肥による土作り

している していない している していない している していない

918,753  568,096  350,657  722,246  196,507  575,678  343,075 
農 業 集 落
等 で 管 理
し て い る
農

施 設 の 整 備 状 況 実 施 形 態

共同作業の出役義務 （ 複数回答 ） 人 を資源保全の活動など

環境保全型農業の実施など

基幹水利施設・
開水路・パイプラインなど

■国土数値情報
■土壌図
■環境省生物多様性情報
システム

■都道府県の生物多様性情報

水田周辺の魚類など

275,066  178,498  96,568  214,458  60,608  201,515  73,551 

244,573  159,483  85,090  190,579  53,994  182,766  61,807 

214,547  130,312  84,235  172,200  42,347  125,675  88,872 

79,490  49,439  30,051  64,034  15,456  52,657  26,833 

429,140  259,286  169,854  335,588  93,552  248,488  180,652 

農 業
集 落 数

舗 装 未 舗 装 雇 っ て
行 う農 家

土 地 持 ち
非 農 家

非 農 家

55 390 32 290 23 100 54 730 30 520 24 030 510

500 60 430 490 90 50 10

54 900 32 230 22 670 54 250 30 430 23 990 500

7 830 1 480 6 350 7 690 3 590 2 560 140

6 610 2 660 3 950 6 330 3 110 2 130 160

7 520 4 740 2 780 7 500 4 670 3 860 20

2 340 1 370 960 2 320 1 280 1 130 20

2 080 1 030 1 050 2 070 1 140 810 10

3 100 2 340 770 3 100 2 250 1 920 ‐

資源保全の活動など
参 画 状 況 活 動 の 頻 度

現 在
行 わ れ
て い る
農 業
集 落 数

参 画 者 の 構 成 参 画 者 の 地 域 範 囲

１ か 月 に
１ 回 以 上

１か月から
半 年 に
１ 回 以 上

半 年 か ら
１ 年 に
１ 回 程 度

青年層中心 女 性 中 心 高齢者中心
そ の 他
（ 混 在 ）

当 該 農
業 集 落
内 の み

当 該 農
業 集 落
外 を 含 む

5 320 1 250 4 140 43 820 33 860 20 690 1 150 13 750 39 630 38 690

820 300 820 8 200 6 720 3 410 200 2 550 7 390 6 990

1 850 390 1 030 12 630 10 570 5 340 270 3 940 11 710 11 780

1 850 330 1 390 15 390 11 340 7 630 490 5 100 13 380 13 370

800 230 890 7 600 5 220 4 310 200 2 170 7 150 6 550

120 50 60 1 780 720 1 290 10 730 1 280 1 140

集落活動など

排水条件など

開水路 パイプラインなど

ほ場の区画など

■都道府県の生物多様性情報
など

水田周辺のカエル類

10 0 10 160 110 80 0 60 120 80

80 10 20 770 230 640 0 320 550 470

20 30 10 550 240 370 0 230 380 410

10 10 10 310 140 200 0 110 230 190

排水条件など

（調査主体）
・国が県の協力を得て調査

（内容）
・全国
農地の整備状況

（調査主体）
・国が土地改良区・県・市町村・住民等の協力を得て調査

（内容）
水田周辺魚類 カ ル類

ため池の魚類・カエル類（調査主体）
・国

（内容）
・全国（農業集落、市町村）
・農林業経営（経営の様態、労働、耕地、
農作業など）
農山村地域（立地条件 地域資源の利 ・農地の整備状況

・基幹水利施設情報など
・縮尺1/25,000デジタル地図
（更新・利用）
・毎年更新、利用申請

・水田周辺魚類、カエル類、
水生昆虫
・全国で約300箇所、約1800地点
（更新・利用）
・毎年更新、利用申請

・農山村地域（立地条件、地域資源の利
用保全など）
・調表データ

（更新・利用）
・５年に一度、Web利用など
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○農村環境には多様な生物種が存在し それをとりまく自然環境や農業生産活動の違いにより 地域ごとに代表的な生物種

（イ）農村環境の生物多様性の特徴を理解する

５．多様な地域資源を理解し活用する 23

○農村環境には多様な生物種が存在し、それをとりまく自然環境や農業生産活動の違いにより、地域ごとに代表的な生物種

や生態系が相違。このため、広域的な農村環境保全の構想づくりに当たっては、特に、種の多様性、生態系の多様性の地

理的特徴（上位種、典型種、希少種、外来種など）に配慮しつつ、適切な生物多様性の指標を設定することが重要。

○なかでも水田地域については、典型的な二次的自然として地域ごとに相違する生物多様性を形成しているが、全国的かつ

定期的な生物調査は農林水産省・環境省の連携調査である「田んぼの生きもの調査」に限られており、水田生態系の地理

的な特徴を示す有用な調査情報として積極的に活用することが有効。

水田周辺の魚類の地理的特徴水田周辺の魚類の地理的特徴 水田周辺のカエルの地理的特徴水田周辺のカエルの地理的特徴 トウキョウダルマガエル

★（準絶滅危惧）
存続基盤が脆弱な種

水田周辺の魚類の地理的特徴水田周辺の魚類の地理的特徴 水田周辺のカ ルの地理的特徴水田周辺のカ ルの地理的特徴

北海道

東北

関東

ニホンアマガエル

トウキョウダルマガエル

北海道

東北

関東

ドジョウ

アブラハヤ

北陸

東海

近畿

ツチガエルトノサマガエル

ナゴヤダルマガエル

関東

北陸

東海

近畿
オイカワ

モツゴ

メダカ

タモロコ

カワムツ
中四国

沖縄

九州

平地 山間地

ヌマガエル

中四国

沖縄

九州

平地 山間地

モツゴ

タカハヤ

カワムツ

★★★（絶滅危惧ⅠB類）
ⅠA類ほどではないが、近い
来 絶滅

東北地方の魚類東北地方の魚類

（典型種）ドジョウ、タモロコ、モツゴ、
アブラハヤなど

九州地方の魚類九州地方の魚類

（典型種）タカハヤ、モツゴ、カワムツ、
オイカワ ドンコ メダカなど

平地 山間地平地 山間地

ナゴヤダルマガエル

将来における野生での絶滅の
危険性が高いもの

アブラハヤなど
（希少種）メダカ、ギバチ、ホトケドジョウ、

スナヤツメなど
（外来種）タイリクバラタナゴ、カラドジョウ、

オオクチバスなど

オイカワ、ドンコ、メダカなど
（希少種）メダカ、カゼトゲタナゴなど

（外来種）タイリクバラタナゴ、ブルーギル、
カダヤシなど



○農村景観の特徴の把握に当たっては 地域の景観を構成している農地の形状 背景となる山や海の配置等空間利用の秩

（ウ）農村景観の特徴を理解する

５．多様な地域資源を理解し活用する

○農村景観の特徴の把握に当たっては、地域の景観を構成している農地の形状、背景となる山や海の配置等空間利用の秩

序や時間的経過に伴い地域の気候風土に適応していく過程で育まれた地域共通の歴史的デザインコードなどを把握し、地

域全体としての景観の保全を検討することが必要。

○このため、地域全体について、代表的な景観構成要素や空間に関するデザインコードを把握・整理し、景観特性を視覚的

にとらえられるように、これらの内容を地図上に落とし「景観特性整理図」として整理することが有効。

景観特性整理表の例

①特徴的な景観構成要素の整理表
②空間に関するデザインコードと整備対象に関するデザインコード

景観要素 代表的な景観構成要素 整備対象に関係する景観構成要素
自然・地
形 広大な水田が広が

る開放的な景観。

広がりのある農地を
貫く水路。直線的な
景観を形成。

景観要素 空間に関するデザインコード 整備対象に関するデザインコード
土地利用

屋敷林と河畔林で

形成されている緑

のネットワーク。

河畔林のネット

ワークを残した農

業用水路。

①特徴的な景観構成要素の整理表

土地利用

ほ場内に家屋が点

在する散居風景。

水平な農地の中に直

線の道路と水路が強

い存在感。

施設・植
栽等

木材を利用し、地

区内の新しいシン 周囲の緑の中で目立

施設・植
栽等

家屋を北風から守

る屋敷林。植裁様

式の樹高、樹種、

植裁間隔、家屋の

方角等が地域内で

水路の上流にある

古くから生活用水

として使われた湧

水井戸。石積み護区内の新しいシン

ボルとなっている

小学校の校舎。

たない石積み水路。

歴史・文
化

ほ場内の鎮守の森。

散居村の点在する

屋敷林に似ている

が鳥居の赤色がア

上流にある円筒分水

工。周囲は親水公園

として整備

方角等が地域内で

共通。
岸が特徴的。

歴史・文
化

伝統的農法として

の稲干し。地域の

風物詩としての貴

重な景観資源。

地区の伝統的建築

様式の一つである

屋敷門。色合い模

様などが地域内で
が鳥居の赤色がア

クセント。
として整備。

アイデン
ティティ

住民のふるさと意

識を醸成する山。

地区内のどこから

も眺望が可能。

この地方独特の刈り

取った稲の乾し方、

「ほにお」。

共通。

アイデン
ティティ

この地方の独特の

屋敷囲いの「きず

ま」。木の積み方

が特徴的な模様を

形成

ほ場内の辻には、

道祖神が共通して

存在。

形成。

景観特性整理図 24



○農村環境保全に係る施策については 環境保全型農業の支援 環境配慮型の農業生産基盤の整備 これらと併せた地域

（エ）環境保全型の農業の実施情報を活用する

５．多様な地域資源を理解し活用する 25

○農村環境保全に係る施策については、環境保全型農業の支援、環境配慮型の農業生産基盤の整備、これらと併せた地域

活動支援のソフトの展開、という三つ施策が主要な役割を果たすことから、これらの相互連携を図ることが効果的。

○農村環境保全の構想づくりに当たっては、あらかじめ対象地域における環境保全型農業の実施状況やエコファーマーの分

布状況等を調査し、環境保全型農業の志向性を地理的に把握し、この特徴を踏まえつつ、事業の実施に伴う環境配慮計

画の検討やソフト施策の推進を検討することが必要。

国営旧迫川地区

農業センサスにおける環境保全型農業にかかる調査
（2000年農家調査、2005年・2010年農林業経営体調査）

■環境保全型農業への取組み

伊豆沼・蕪栗沼の周辺

国営旧迫川地区
（完了）周辺

■環境保全型農業への取組み

◆対象作物
・稲、野菜、果樹、その他

◆化学肥料・農薬の施用
使用しない・使用しない
・慣行の半分以下 など

◆堆肥による土づくり
・農家のみ参加
・全世帯参加

国営角田地区（完了）周辺

■宮城県の市町村における環境保全型農業に取り組む農家
数の分布（緑色：水稲）は、基幹水利施設の分布（赤：用水路
、青：排水路）と、よく一致している。

国営南貞山堀沿岸
地区（調査）周辺

、青：排水路）と、よく 致している。
■特に、冬水田んぼを実施している伊豆沼・蕪栗沼周辺と、
国営かんがい排水事業角田地区周辺で、取り組む農家数が
多い。



（オ）農村協働力の特徴を理解する

５．多様な地域資源を理解し活用する

○農業の近代化・兼業化あるいは農村の混住化・人口減少などの進行等のなかで 農村地域の環境保全を参加と協働を通○農業の近代化 兼業化あるいは農村の混住化 人口減少などの進行等のなかで、農村地域の環境保全を参加と協働を通

じて進めていくためには、当該農村集落における信頼、規範、ネットワークのような社会的組織の特徴、あるいは「農村協働

力」の特徴をとらえ、このよい面を効果的に活用していくことが重要。

○農村環境の広域的な保全に向けた農村協働力の活用に当たっては、農業センサスにおける農業集落調査等により、集落

活動における寄り合いや地域資源の保全活動の状況や変化を地理的に把握し、地域の合意形成の難易度などの特徴を

踏まえつつ、参加と協働を推進するアプローチの方法を検討することが有効。

国営迫川上流・中田
・旧迫川地区（完了）周辺

農業センサスにおける集落活動にかかる調査
（2000年農業集落調査、2010年農山村地域調査）

■農業集落の寄り合い

◆開催回数

◆寄り合いの議題

・農道・農業用用排水路の維持・管理

国営鳴瀬川地区（実施）
・国営大崎地区（実施）周辺

・祭り・運動会等の集落行事

・環境美化・自然環境の保全など

■地域資源の保全活動

◆活動の内容

・農地、棚田・谷地田

・ため池・湖沼

・河川・水路

・農業用用排水路 など

国営南貞山堀沿岸
地区（調査）周辺

■宮城県の農業集落における寄り合いの開催数の分布（緑色）は、
基幹水利施設の分布（赤・青の線）と、よく一致している。 26




