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１．検討の背景及び目的
（１）検討の背景
�地球環境問題と持続可能な発展
○地球温暖化や生物多様性の減少など、有限な地球環境に対し人間活動が与える大
きな影響について認識が高まる中で、環境との調和を図りつつ持続可能な発展を
実現することが国際的・国内的に急務となっている。

○また、近年、わが国国民の意識は、物の豊かさから心の豊かさを重視する方向に
転換しつつあり、将来のわが国のあるべき姿として「国土や環境の保全 「自然」、
との共生 「循環型社会の形成」等が求められるなど、環境との調和への要請が」、
高まっている。

�農業、農村と環境
○農業は、自然の物質循環を生産力の基礎としており、適切な農業生産活動の維持
により国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等の多面的機能が発揮されてい
る。

○また、農村は、国民への安定的な食料供給の機能の他に、国民の新たなライフス
。タイルの実現を可能とする自然との触れ合いの場としての評価が高まりつつある

○一方、近年、農村地域においても、生息・生育地の縮小や分断化等による野生生
物種の個体群の絶滅の危機の進行や、過疎化や高齢化などに伴う農地や森林の管
理水準の低下などによる水質、水量、水辺環境に係る問題などが生じている。

○これまでも、農業農村整備事業の実施に際しては、環境に配慮した事業の実施に
ついての考え方をとりまとめ、これに沿った事業制度の拡充や事業を実施してき
たところであるが、さらに、近年、国民の環境に対する関心が高まる中、各種公
共事業の実施に際して環境との調和に対する要請は増している。

�新たな食料・農業・農村政策と土地改良法改正
○食料自給率の低下、農業者の高齢化・農地面積の減少、農村の活力低下などの農
政をめぐる状況の変化に対応する一方、健康な生活の基礎となる良質な食料を合
理的な価格で安定的に供給し、国土や環境の保全、文化の伝承等の多面的機能を
十分に発揮するなどの農業・農村の役割に大きな価値を見出す動きに応え、平成
１１年７月、食料・農業・農村基本法が制定された。

○これまでも農業農村整備事業の実施に際しては、環境との調和への配慮を行って
きたところであるが、今回（平成１３年６月）の土地改良法改正において、土地

「 」 。改良事業の実施に当たっての原則として 環境との調和への配慮 が追加された

（２）検討の目的
○このような国民の環境への関心の高まりや今回の土地改良法改正を背景に、今後
の農業農村整備事業の実施に当たっての環境との調和についての基本的考え方を
確立するとともに、さらにこれに基づき事業実施のための実効性ある仕組みを検
討する。
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２．農業農村整備事業の実施に関しての環境との調和の基本方針
（１）環境との調和への配慮の視点
�農業農村整備事業と環境との調和
○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、良好な
景観を形成してきた。わが国の農村の環境は、このように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・形成するうえでも重要である。

○とくに、農業は生産力の基礎を自然の物質循環の中に置いており、環境への適切
、 。 、な働きかけによって 環境を管理・整備するという特質を有している このため

適切な農業生産活動が行われることにより、国土の保全、水源のかん養、自然環
境の保全等の多面的機能が発揮されているが、一方では、化学肥料や農薬の不適
切な使用等により、農業が環境に負荷を与える場合もある。

○また、かんがい排水事業やほ場整備事業などの土地改良事業は、生産基盤の整備
を通じて、農業生産性の向上、農業経営の合理化等を目指すとともに、持続的な
農業生産活動を可能とすることにより自然環境の保全など多面的機能の向上にも
資するものである。一方、事業の実施に伴い、生態系や景観等への影響が生じる
可能性もある。

○このため、持続可能な社会を形成するためには、農業生産の基盤や農村地域の生
活環境の整備を担っている農業農村整備事業の実施に際しても、さらに環境との
調和への配慮を進めることが必要である。

�参加と共生による循環型社会の形成
○持続可能な社会を形成するためには、広範な関係者の「参加 、自然と人との「共」
生」により 「循環」型社会を形成することを長期的な目標とすべきである。、

○なお、農業・農村の姿は立地条件により様々であり、環境との調和の具体的方法
については、地域ごとの特性を踏まえつつ配慮していくことが必要である。

�全ての事業の実施に際して環境との調和への配慮
○今回改正された土地改良法においては、事業実施の原則として「環境との調和へ
の配慮」が追加された。また、国民の環境への意識の高まりも踏まえ、今後は原
則として全ての農業農村整備事業の実施に際して、環境との調和への配慮を実現
することが必要である。

�環境への負荷の低減と良好な環境の形成
○土地改良事業をはじめとする農業農村整備事業においては、農業生産性の向上等
の本来の目的の達成に重大な支障を及ぼさない範囲で、可能な限り農村の二次的

、 。自然や景観等への負荷を回避し 低減するための措置を講ずることが必要である
○また、これまで失われた環境を回復し、更には良好な環境を形成するという視点
も必要である。

�透明性が高く、実効性のある仕組みに基づく配慮
○環境影響評価法に基づく環境アセスメントは、対象事業、評価対象項目の選定、
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影響予測方法の検討などについて明確なルールが定められるとともに、これらの
各段階において、国民や関係行政機関の意見を聴いて、事業者自らが環境アセス
メントを実施する仕組みとなっている。

○農業農村整備事業においても、事業規模等を考慮し、透明性の高い明確な手順に
従い、受益農家と地域住民等関係者の意見を踏まえ、事業申請者や事業主体が環
境との調和への配慮を行うための実効性ある仕組みが必要である。

（２）配慮すべき環境要素
�環境要素の種類
○環境の要素には、大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素や、動植物の個体や
それらが構成する生態系、さらに人と自然との豊かな触れ合いの場や景観などが
含まれる。

�環境要素の選定の考え方
○各種農業農村整備事業の実施に際しては、これらの配慮すべき広範な環境要素を
対象として、特に地域住民や関係行政機関の意見を聴きながら、配慮の対象とす
る環境要素の選定を行うことが必要である。

○なお、配慮の対象とする環境要素の選定に当たっては、近年、全国的及び地域的
に作成されている野生動物種の調査報告書等の文献について参考にすることも有
用である。

（３）調査、計画、実施の各段階における環境との調和への配慮
�あらゆる局面での環境との調和への配慮
○環境への負荷を低減し、環境保全上の支障を未然に回避するためには、諸外国で
取り組まれている「戦略的環境アセスメント」の概念も参考にし、事業の実施の
段階においてのみならず、政策決定や上位計画の決定など、早期の段階から環境
配慮を意志決定プロセスに織り込むことが有効である。

�農村環境に関するマスタープラン
、 、○ドイツにおいては 連邦自然保護法に基づき各州において自然保護法が制定され

これに沿って景観、生態系の目標を示す「景域計画」が、州、地域、市町村の各
レベルで作成され、これに基づき農地整備事業においても、景観や生態系の保全
が図られている。

○わが国の農業農村整備事業の実施に際しても、このような取り組みを参考とすべ
きである。

（４）地域住民等の役割
�受益農家、地域住民、市町村、都道府県等の役割
○土地改良事業は受益農家の申請に基づき実施されるが、実施手続きの中で、地域
住民や関係市町村、都道府県等の合意形成のプロセスを経て実施されている。

○このため、環境との調和の検討に際しても、受益農家の他に地域住民等の参画を
得ることが必要である。
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�地域住民の参加の促進
○また、農家を含む地域住民が環境配慮に主体的に取り組むためには、地域住民自
らが地域の環境の価値を認識することが重要であり、そのためには 「田んぼの学、
校」など、地域住民が自らの地域環境の価値を評価する環境教育の機会を充実さ
せることが必要である。
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３．実効性のある仕組み
（１）調査、計画、実施の各段階における環境との調和への配慮の仕組み
�農村地域の環境保全に関するマスタープランに基づく環境との調和
○環境との調和への配慮を実効性のあるものとするためには、長期的、広域的な観
点から、あらかじめ農村地域の環境保全に関するマスタープランを策定しておく
ことが有効な手法のひとつである。

○このマスタープランは、全国一律のものではなく、各地域の状況や特徴を考慮し
て、地域住民の意見を十分聴いたうえで、市町村、都道府県等の地方自治体が、
環境保全に関する他の施策や計画と整合性を図りつつ、策定するべきものと考え
られる。

�調査、計画段階での環境との調和への配慮
○環境への配慮は、事業の概略が定まる前のできる限り早期から行うことが有効で
あることから、調査、計画の段階から環境配慮を行うことが必要である。

○環境との調和への配慮については、地域の状況に応じて検討されるべきものであ
るが、これまで十分な経験が積まれていないため、環境との調和への配慮の観点

、 、 、での調査や計画の手順 内容について 先導的に国が一定の考え方を示すことも
環境との調和への取り組みを促進するための有効な手段と考えられる。

�事業計画書の審査の仕組み
○土地改良事業の施行に関する基本的な要件として、これまでの「事業の必要性 、」
「技術的可能性 「経済性」等とともに 「環境との調和への配慮」を新たに加」、 、
えることが必要である。

○このため、事業計画書に環境との調和への配慮の内容を記載するとともに、国等
が事業計画の適否の審査を行うに当たって報告を求めることとしている専門技術
者の報告書に、環境との調和への配慮に関する内容を追加する等の措置を講ずる
ことが必要であると考えられる。

�環境との調和に配慮した事業実施、維持管理及びモニタリング
○さらに、事業の実施中や、事業完了後の維持管理段階においても環境との調和へ
の配慮を行うとともに、環境への影響についてモニタリングを行うことも有用で
あると考えられる。

○特に、維持管理に際しては、地域住民の参加や協力を得て行う体制を確立するこ
とも必要と考えられる。

（２）地域住民等の意向を反映する仕組み
�地域の合意形成
○今回の土地改良法改正により、地域の意向を踏まえた事業計画の策定のため、事
業実施手続きに、地域住民の意見書提出や関係市町村との協議が加えられた。こ
の新たな仕組みを活用し、個別事業計画における環境との調和への配慮の内容に
ついても、市町村、地域住民等の意向を反映する必要がある。

○また、法に基づく手続きの他に、事業計画策定や事業実施に際して地域住民など
の参加を促進し、地域の合意形成を促進する仕組みを設けることが有効と考えら
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れる。
○具体的には、計画策定や事業実施に際して、できる限り、非農家を含む地域住民
など広範な関係者の意見を聞く機会を設けることが望ましい。

�適切な費用負担区分の検討
○環境との調和に配慮した整備を行う場合、配慮に係る部分の経費が増加し、受益
農家の負担も増加することになるが、環境との調和への配慮は受益農家以外の地
域住民からの要請に基づくものが大半であり、またその便益は地域住民や国民全
般など広い範囲に及ぶものであることを念頭に置き、適切な費用負担区分を検討
していくことが今後の課題である。

（３）客観性、透明性の高い仕組み
�環境に関する十分な情報収集と意見交換
○自然との共生の持続性を確保するとともに、客観性と透明性を確保しつつ事業の
円滑な推進を図るためには、事業の実施に先立つ調査、計画に際して、専門家、
地域住民の代表などから環境に関する情報を収集するとともに、意見交換を行う
ことが必要である。

○また、必要に応じ、事業の実施中及び事業完了後においても、専門家、地域住民
の代表などから環境に関する情報を収集するとともに、意見交換を行うことも有
用と考えられる。

�環境に関する専門家の活用
○環境との調和の検討に際しては、環境に関する豊富な知見を有する者を相談員と
して活用することも有効である。このためには、技術士、大学・高校・小中学校
の教員、博物館学芸員、環境保護団体のメンバーなどを登録し、各種事業の実施
に際して相談を行うことのできるシステムを整備することも有用であると考えら
れる。
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４．今後の展開方向
（１）環境保全型・循環型社会の形成

○農業と自然環境との共生をさらに進めるため、今後、農業の持つ自然循環機能を
活かし、環境保全型農業・循環型農業に資する整備を目指していくことが必要で
ある。

○具体的には、有機性廃棄物の循環利用に資する整備や、化学肥料・農薬の適切な
利用を可能とする持続的な農業生産に資する整備、健全な水循環の形成に資する
整備等を進めていくことが課題である。

（２）多様な農村環境の回復
○中・長期的には、わが国の農村地域においてかつて存在した、自然と人間との共
生により形成・維持されてきた良好な生態系・景観などの環境を回復することも
必要であると考えられる。

○多様性のある健全な自然生態系の再形成のためには、地域毎に、その特性に応じ
た段階的な目標を掲げ、農村の二次的自然の回復を目指すことも有効と考えられ
る。

（３）技術的知見の蓄積
○環境との調和を進めるに当たっては、地域の環境の目標を設定する際に必要とな
る生態系や景観等に関する基礎的情報が不足しており、その蓄積が必要である。

○また、環境に関する評価、予測の手法や工法についても十分な知見の蓄積や開発
に努めることが必要である。

○さらに、環境との調和への配慮を担う人材の確保、育成も今後進めていくことが
必要である。
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１．農業農村整備事業における環境との調和の基本的考え方の概要

目標：持続可能な社会、循環型社会の形成

農業、農村における環境との調和

視 点：
○参加と共生による循環型社会の形成

広範な関係者の「参加」や、自然と人との「共生」により、健全な生態系の維
持回復、農業の持続的な発展、農業の持つ多面的機能の十分な発揮など、｢循環｣
型社会を形成

○全ての事業の実施に際しての環境との調和への配慮
農業生産性の向上等の事業本来の目的の達成を図りつつ、原則として全ての事

業の実施に際して環境との調和へ配慮

○環境への負荷の低減と良好な環境の形成
農村の二次的自然や景観等への負荷を回避、低減するとともに、良好な環境を

形成

○透明性が高く、実効性のある仕組みに基づく配慮
地域住民等関係者の意見を踏まえつつ、透明性の高い手順により、あらゆる局

面において環境との調和へ配慮

環境要素：
大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素、動植物の個体やそれらが構成する○
多様な生態系、人と自然との豊かな触れあいの場、良好な景観等

実効性のある仕組み：
○調査、計画、実施の各段階における環境との調和への配慮の仕組み
・農村地域の環境保全に関するマスタープランの策定
・環境調査、技術工法の手引きの策定
・事業計画書の審査
・環境との調和に配慮した事業実施、維持管理及びモニタリング

○地域住民等の意向を反映する仕組み
・地域の合意形成の促進
・環境教育の推進

○客観性、透明性の高い仕組み
・十分な情報収集、意見交換
・環境に関する専門家の活用

背 景
土 地 改 良 法 の 改 正

食料･農業･農村基本法の制定

環境に対する国民意識の高まり
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２．環境との調和のための実効性ある仕組み

地域住民等の参画 事業実施のプロセス 客観性、透明性の確保

事業構想の策定
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ案
提 示

地域住民、 農村地域の環境保全に関する
土地改良区等 マスタープランの作成意 見

（市町村が作成）提 出

調査計画の開始

環境に係る情報収集、情 報
調査・計画策定（事業申請人が実施） 意見交換のための協議提 供
・環境調査 会
・事業計画の策定 専門家、地域住民の意 見

代表者、行政担当者交 換
意見のあるもの 等により構成
（地域住民等） 意見提出

事業計画概要の公告・縦覧
（事業申請人が実施）

協 議関係市町村長

事業計画書の審査、事業計画の決定 専門的知識を有す報 告
国営事業は国､ る技術者の調査
補助事業は都道府県が審査､決定 環境に係る調査

※２審査の観点 報告を含める
、 、○事業の必要性 ○技術的可能性

○経済性､○農家の負担能力、
※１○環境との調和への配慮

利害関係人 事業計画書の公告・縦覧
国営事業は国、異 議
補助事業は都道府県が実施申 立

事業計画確定
事業着手

実施設計（事業主体が実施）

（必要に応じ）情報提供・意見交換
事業の施行

事業主体は意見を参考にして（事業主体が実施） モ
修正施工等に反映ニ

タ
リ事業の完了・供用開始
ン

（必要に応じ）グ 情報提供・意見交換
維持管理
（土地改良区等が実施）

（凡例） ：改正土地改良法令で新設される手続き（※１：政令改正で対応予定、※２：省令改正で対応予定）
：環境に係る通知等に基づく手続き






