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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。
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（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
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【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




