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（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
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○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）




