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第１章 手引きの目的 
１．１ 農村景観の保全、形成が求められている背景 

我が国の歴史、文化は、二千年に及ぶ稲作を背景として成立してきたことから、

水田を基調とする農村景観は、日本人の原風景となっている。また、農村では、水

田等の農地や、二次林である雑木林や鎮守の森、用水路、ため池といった二次的な

自然が有機的に連携し多様な生態系や良好な景観が形成されてきたといえる。 
近年では、こうした豊かな自然と農業、伝統的な農村文化など農村の持つ魅力が

再認識され、農村に対する期待が高まりつつあることから、農村景観の保全、形成

を進めていくことが重要な課題となっている。 

このため、農業農村整備事業の実施において、国民的な視点に立ち農村景観の保

全、形成を推進する必要がある。 
 
【解説】 
１．日本人の原風景としての農村景観 

我が国において、農村集落は水の確保など生活の利便性や外敵の侵入、洪水に対

する安全性などから、里山の麓や水の辺において発達し、水田の開発が進むに従い

平野部全域に形成されてきた。我が国の歴史、文化は、こうした二千年に及ぶ水田

開発と稲作を背景として成立してきたことから、水田を基調とする農村景観は日本

人の原風景となっている。 
農村では、水田等の農地や、二次林である雑木林や鎮守の森、用水路、ため池と

いった二次的な自然が有機的に連携し多様な生態系や良好な景観が形成されてきた

といえる。このような農村景観を特徴づけている里地里山の二次的自然は、新・生

物多様性国家戦略＊１において３つの危機の１つとして捉えられているように、生物

多様性を確保する上でも極めて重要となっている。 

明治時代に日本を訪れたイザベラ・バードは、当時の日本の農村の様子について、

旅行記の中で、豊かな美しい田園風景を「東洋のアルカディア（桃源郷）」として記

し、海外に紹介している。 

 
２．農村景観の変貌と危機 

経済の高度成長を通じて、都市化、混住化による土地利用や水利用の秩序の混乱、

過疎化、高齢化による農業と農村活力の低下、商品の流通の広域化や規格化などに

よる地域の個性の喪失や画一化が進み、日本の農村景観は悪化してきた。 

我が国では、一般的に土地は個人の財産として強く認識され、基本的に土地の空

間的な利用は自由であるべきという考え方や景観の管理は行政（公）が担うべき課

題であるという意識があることから、こうした農村景観の悪化に対して、農家や地

域住民は無関心でいたり、或いは個人として無力感を抱いている状況がある。 

 
３．農村に対する国民の期待の高まり 

近年、経済社会の成熟に伴い国民の価値観が変化し、ヨーロッパにおいて見られ

るように、ゆとりや安らぎを求め、社会として環境を重視する気運が高まりつつあ
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る。また、国民の間では、豊かな自然と農業、伝統的な農村文化を有する農村の魅

力が再認識されてきている。具体的には、 
① 農村の二次的な自然が、生物の多様性を確保していることを人々が認識し始

めていること 
② 古民家の再生がブームになったり、自然と共生する生活に関心を持ち、農村

へのＵ・Ｊ・Ｉターンが増加するなど、農村生活に対して憧れや期待を抱く

人々が増加していること 
③ 食の安全、安心の観点から、食料生産の場としての農村における環境の保全

が重視されていること 
に見られるように、農村の持つ様々な役割に対する期待が高まっていることから、

国民的な視点に立ち、農業農村整備事業の実施において、農村の魅力を視覚的に表

す農村景観の保全、形成を推進する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊１ 新・生物多様性国家戦略 

生物多様性条約に基づき、生物の多様性と持続可能な利用を目的とした国家戦略。平成 14

年３月に閣議決定。この中で、生物多様性の危機の構造として、①人間活動ないし開発が直

接もたらす危機、②自然に対する人為の働きかけが縮小、撤退することによる里地里山の荒

廃等の危機、③移入種等による生態系の攪乱による危機、の３つがあげられている。 

幕末の駐日英国公使であったオールコック(1809～1897)や明治時代に日本を訪
れたイザベラ・バード(1831～1904)などは、豊かな農村の美しい田園風景を海外に
紹介した。 
 
 こんどは、りっぱな、背が高くて曲がりくねったスギの垣根だ。他方、わらぶき
の家の入り口のうえには、フジの木が、あくことのない欲望をいだいて、その遠大
な腕をひろげ、春ともなれば紫色の花の豪華な房でおおわれる。小さな村落や農家
が絵のように美しい一種の混沌のうちに点在している。それらは、概して谷間や丘
のふもとの木立のなかにある。そこには、スギ、タケ、シュロなどがはえており、
いささかスイスの羊飼いの山小屋ににてないこともない住居に東洋的な特徴をつ
け加えている。 

～オールコック「大君の都（中）－幕末日本滞在記－」岩波書店岩波文庫より～ 
 
米沢平野は、南に繁栄する米沢の町があり、北には湯治客の多い温泉場の赤湯

があり、まったくエデンの園である。「鋤で耕したというより鉛筆で描いたように」
美しい。米、綿、とうもろこし、煙草、麻、藍、大豆、茄子、くるみ、水瓜、き
ゅうり、柿、杏、ざくろを豊富に栽培している。実り豊かに微笑する大地であり、
アジアのアルカディア（桃源郷）である。自力で栄えるこの豊沃な大地は、すべ
て、それを耕作している人々の所有するところのものである。彼らは、葡萄、い
ちじく、ざくろの木の下に住み、圧迫の無い自由な暮らしをしている。 

美しさ、勤勉、安楽さに満ちた魅力的な地域である。山に囲まれ、明るく輝く
松川に灌漑されている。どこを見渡しても豊かで美しい農村である。彫刻を施し
た梁と重々しい瓦葺きの屋根のある大きな家が、それぞれ自分の屋敷内に建って
おり、柿やざくろの木の間に見えかくれする。 

～イザベラ・バード「日本奥地紀行」平凡社東洋文庫より～ 

コラム：外国人がみた幕末、明治の日本の農村風景 
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１．２ 手引きの目的 
「農業農村整備事業における景観配慮の手引き」（以下、「手引き」という）では、

農村景観の現状や美しさの捉え方など、農村景観を理解し、保全、形成するための

基本的な事項をとりまとめる。その上で、農村地域の水、土、環境を対象として扱

う農業農村整備事業の実施に当たり、地域において農村景観を保全、形成するため

の基本構想など農地及び農業水利施設等の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明らかにするものとする。 
 
【解説】 

１．取組の経緯  
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

境との調和への配慮」が原則化された。これを受けて、「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。 

また、平成 15 年度には、個性ある魅力的な農山漁村づくりのため、「水とみどり

の『美の里』プラン 21」を策定し、今後の施策の展開方向を示すとともに、農業農

村整備事業の実施に当たり、景観への配慮を原則化している。 

さらに、平成 16 年度には、地方自治体における景観条例の制定の動向や国民の景

観に対する関心の高まり等を踏まえ、都市、農山漁村等における良好な景観の形成

を図るため、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における規制などを盛り

込んだ、「景観法」が制定されている。 
こうした動きを踏まえ、農業農村整備事業においても農村景観への配慮を推進す

る必要がある。 
 
２．目的 

(1) 地域における農村景観の保全、形成に向けた取組の促進 
農村景観の保全、形成は、これまでも観光の振興や歴史、文化の保全活動の一

環として一部の地域では取り組まれてきているが、今後は、広く農村地域を対象

とした国民運動として加速していく必要がある。このため、手引きでは、日本の

農村景観の現状や美しさの捉え方など農村景観を理解し、保全、形成するために

必要な事項を「美の里づくりガイドライン」＊１を踏まえてとりまとめる。 
(2) 農業農村整備事業における環境との調和への配慮の推進 

農村景観は、自然や地形を景観の土台として、土地利用、施設や植栽などから

構成されている。農村地域の景観を特徴づけるのは、農業の持続的な営みととも

に「土」と「水」により形成されてきた二次的自然である。 

このため、こうした農村地域の水、土、環境を対象として扱う農業農村整備事

業の実施に当たっては、農村景観の保全、形成を適切に行っていくための配慮が

必要であり、手引きでは、こうした取組を推進するための調査、計画、設計等の

考え方及び手法を明らかにする。 
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３．活用方法 
手引きは、農地、農業水利施設等（以下「整備対象」という）の整備に当たり、

農村景観に配慮した調査、計画、設計、施工及び維持管理を進めるための参考資料

である。 

また、農業農村整備事業の計画に当たり、国営事業実施地区においては「環境と

の調和への配慮に関する計画（環境計画）」＊２等の策定、市町村においては「田園環

境整備マスタープラン」＊３の策定、見直しを行うために活用することが考えられる。 

さらに、農村景観の保全、形成に向け、地方自治体が幅広い観点からの総合的な

取組を行うに当たり、農村景観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。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊１「美の里づくりガイドライン」 

「水とみどりの『美の里』プラン 21」を踏まえ、住民の自発的な美しい農山漁村づくりの

実践活動を支援するために、その基本的な考え方と進め方をとりまとめた解説書。 

＊２「環境との調和への配慮に関する計画（環境配慮計画）」 
国営事業実施地区における環境との調和への配慮の基本的方針及び配慮対策をとりまとめ

た計画。 

＊３「田園環境整備マスタープラン」 
市町村が策定する農村地域の環境の保全、形成に関する基本計画。田園環境整備マスター

プランの作成は、農業農村整備事業を実施するための要件の一つ。 

一般的に「景観とは人間を取りまく環境のながめにほかならない」（中村良夫「土

木工学大系 13」(1977)）とされていることから、手引きにおいて、「農村景観」は、

山や川などの自然・地形、農地、林野、水辺、宅地などの土地利用及び施設・植裁

など、人間を取りまく環境を視覚的に捉えたものとする。 

これは、「風景が主観的、感覚的に捉えた眺めであることに対して、景観は客観

的な物質の状態である」とする考え方もあることから、手引きの内容を正確に理解

するために、農村景観の意味するところを明確にすることとしたものである。 

手引きにおける「農村景観」の意味



 - 5 -

【参考文献】 
オールコック，（山口光朔翻訳），『大君の都（中）－幕末日本滞在記－』，岩波書店

岩波文庫，1978 

イザベラ・バード，（高梨健吉翻訳），『日本奥地紀行』，平凡社東洋文庫，2002 

中村良夫，『風景学入門』，中公新書，1982 

中村良夫，『風景学・実践編－風景を目ききする－』，中公新書，2001 

中村良夫編著，『土木工学大系 13 景観』，彰国社，1977 

美の里づくりガイドライン編集委員会，『美の里づくりガイドライン』，農林水産省

農村振興局，2004 
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第２章 農村景観の特徴と農業農村整備の展開方向 
２．１ 多様な美しさで構成される農村景観 

農村では、人間と自然が共生する二次的な自然を基礎として、農業生産活動、人々

の生活、地域の歴史、文化が調和して独自の景観が形成されている。 
こうした農村景観は、農業が持続的に行われるとともに、農村の活力が維持、向上

されることにより保全される。 
 
【解説】 
農村では、農業生産活動と農村に暮らす人々の生活が織りなす農村景観や人間と自

然が共生する二次的な自然がもたらす農村景観、地域の歴史、文化の継承がもたらし

た農村景観、また、農業、二次的自然、農村生活、伝統、文化が凝縮された農村景観

など、自然景観や都市景観に対して、特徴ある景観が形成されている。 

こうした農村景観は、農業が持続的に行われるとともに、農村の活力が維持、向上

されることにより保全される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

農業と農村の生活が織りなす農村景観 

島嶼部では狭小な空間を有効に活用するため

に、地形にうまく適合した農地利用と集落立地に

なっている。緩やかな勾配に合わせて畑地が造成

され、集落は農道沿いの平坦部に立地するパッチ

ワーク状の景観を形成している。農業と地域生活

が溶け合った、生活感溢れる農村景観になってい

る。            （沖縄県伊江村） 

二次的な自然がもたらす農村景観 

農業を営むことで維持される自然は、多様な動

植物の生育、生息環境を育み、地域の豊かな個性

となり農村景観を形成している。 
（兵庫県豊岡市） 

歴史、文化の継承がもたらした農村景観 

はざ掛けの景観は、古くから農家に受け継がれ

てきた稲干しの技であるが、今では地域の代名詞

ともいうべき風物詩となっている。それぞれの地

方において、長い歴史の中で培われてきた地域な

らではの生活の知恵が、地域固有の農村景観を形

成している。         （新潟県新潟市）
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農業、自然、生活、文化が凝縮された農村景観 

河川の氾濫原である扇状地において、洪水に対す

る安全性を確保するため、微高地を選んで住居を構

え、その周囲を水田として開拓を進めたことから、

散居村が形成された。 

個々の農家は、季節風に対する備えと営農や農村

生活に必要な資材、燃料（杉の葉）の確保のため、

伝統的な農家住宅の周囲に、里山の役割を果たす杉、

竹、広葉樹などの厚い屋敷林を配している。 

また、庭には、薬草や果樹などを植え、病気や飢

饉に備えるとともに、かんがい用水を引き入れ、池

をつくり生活用水を確保してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした特徴をもつ散居村では、水田は、洪

水の調節機能や地下水の涵養機能などの多面的

機能を持ち、農家住宅の屋敷林や池は、ビオトー

プとしての役割を果たすなど、水田農業との連携

により自然循環型の生活が営まれ、美しい農村景

観が形成されている。 

（『田園空間整備事業となみ野地区 田園空間整備実施計画書』より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１「サウンドスケープ」 

「サウンドスケープ(Soundscape)」という言葉は、「サウンド」と、「～の眺め／景」を意

味する接尾語「スケープ(-scape)」とを複合させたもので、カナダの現代音楽作曲家、音楽

教育家Ｒ．マリー・シェーファー (R.Murray.Schafer)により 1960年代末に提唱されたもの。

（日本サウンドスケープ協会ＨＰより） 

 

地域の代表的な建築様式である

「あずま建ち」 

  

富山県砺波平野の散居村 

散居村の代表的な農家住宅の構造 

散居村における自然循環型の生活 

農村の美しさは、農村景観の美しさのみならず、緑の香りや水、土の感触、野鳥のさえず

りや虫の声、風の音など五感で感じる要素と地域の伝統文化である豊穣祭など人文的な地域

活動が一体となって醸成される。 

このため、農村景観の美しさと併せて、これらの要素についても配慮することが重要であ

る。特に、近年では、音の風景を意味する「サウンドスケープ」＊１という概念も広がりつつ

ある。 

コラム：農村の美しさ 
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自然・地形 

施設・植栽等 

土地利用 

（平地、台地、山、河川、湖沼、

気候、自然植生、土質など） 

（農地、水辺、林地、 
宅地、道路など） 

（住宅、公園、街路樹、 
公共施設など） 

【農村の景観要素の概念】

２．２ 農村景観を形成する要素と「水」と「土」が果たしてきた役割 

 
【解説】 

１．農村の景観要素＊１ 
農村景観は、平地、台地、山、河川、

湖沼、気候、自然植生、土質など景観

を形成する基本的な要素である自然・

地形的な要素、農地、水辺、林地、宅

地、道路など、人為景観の全体像を現

す土地利用的な要素、住宅の意匠や公

園、街路樹など人為景観の部分像を現

す施設・植栽的な要素により、組み立

てられている。 
農村では、これらの物質的な景観要

素とともに、自然と共生した農業の営

みや農村の生活慣行、地域の食物、冠

婚葬祭、イベントなど人文的な活動の

展開により、地域が特徴づけられてい

る。 
 

２．「水」と「土」の果たしてきた役割 
我が国の農村では、水田農業のため

に開かれた「土」と引かれた「水」の利用により土地利用が決められてきた。 
水をコントロールする技術は、地域の安全性を高め、農業生産と農村生活を可能に

する地域づくりの基本的な技術であり、また、水田や畑、宅地などの土地利用は、地

域経済の状況を景観として現している。特に歴史的な農業水利施設などは、農村の水

文化を代表する施設として重要な地域の景観構成要素となっているものも多い。 
こうしたことから、農村景観における「水」と「土」が果たしてきた役割を十分踏

まえ、農業農村整備事業における農村景観との調和への配慮を行うことが重要である。 
(1)「土（大地）」の利用 

農村景観の大半をなす水田、畑、樹園地、草地などの農用地は、地域の地形、土

壌、気候といった自然条件に適応するように、先人達の創意工夫により開墾され、

耕作、管理されてきた資産である。また里山、野山、茅場等は、農業生産、農村生

農村景観は、自然、地形的な要素と土地利用的な要素に、住宅の意匠や植栽などの

要素が加わり組み立てられている。 
特に我が国の農村は、水田を基調とする水利用と土地利用により骨格部分が構成

されているという特徴がある。水をコントロールする技術は、農業生産と農村生活

を可能にする地域づくりの基本的な技術であり、また、水田や畑、宅地などの土地

利用は、地域経済の状況を景観として表している。 
このため、農村景観における「水」と「土」が果たしてきた役割を十分踏まえ、

農業農村整備事業における景観との調和への配慮を行うことが重要である。 
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活に必要な資材を提供する場として住民の共同利用の下に管理されてきた。 
このように農村は自然である大地を上手に活用して土地利用を展開し、我が国の

特徴ある農村の景観を創り出してきたのである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
(2)「水」の利用 

アジアモンスーン地帯に属する我が国では、温暖多雨な自然条件を活用し水田農

業を展開するために、利水、治水の両面にわたり、水を制御する技術を築き上げて

いる。 
先人達は水との闘いを繰り返しながら水田を開墾し、堰、長大な水路、ため池、

田越しかんがい等々の水利用技術に創意工夫を凝らしている。こうした水利用は、

個性と歴史的な重みを伴った風格ある農村景観を創り出している。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊１「景観要素」と「景観構成要素」 

この手引きでは、「景観要素」は「自然・地形」、「土地利用」、「施設・植栽等」を指すもの

とし、また、「景観構成要素」は、景観要素を構成する水田、畑、樹林などの要素を指すもの

とする。 

 

栃木県那須の原台地の土地利用 

扇状地のため、地表を流れる水が乏し

く、明治に入って那須疎水の開通により形

成された田園地帯である。「土」を拓き、

「水」を引く技術により、農村の骨格が形

成されている。 

熊本県山都町の水利用技術 

水路橋である「通潤橋」は、歴史的水利

施設として有名である。水害の常襲地帯で

あったことから、古くから防災的な手段と

して石組みによる堅牢な築造技術が発達

し、この地方一帯に石橋、石積法面といっ

た石の建造技術が現存している。それは、

伝統技術の美として、農村景観に豊かさを

添えている。 

秋田県羽後町のため池 

平野部に拓かれた農地では用水の確保を

巡り様々な創意工夫が図られてきた。土地

の起伏の少ない平野部では、わずかに高い

丘陵部の裾に堤体を築造して水瓶としての

ため池を設けた。水田地帯に点在するこう

したため池は、水田農業特有の景観として、

農村景観に潤いと安らぎ感を提供してい

る。 
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２．３ 農村景観の課題

都市化や混住化による土地利用や水利用の秩序の混乱や過疎化、高齢化による農業

と農村の活力の低下、地域の個性の喪失と画一化などが進み、我が国の農村景観は悪

化してきており、農村景観を保全、形成することが課題となっている。 

 
【解説】 
１．農村景観の悪化 
(1) 都市化や混住化による土地利用と水利用秩序

の乱れ 

企業や個人の経済効率性の追求により、都市化や

混住化が進み、土地利用の秩序が乱れるとともに、

農地開発に伴う用排水路やため池の機能の喪失、生

活雑排水による水質の汚濁など農業、農村生活を中

心とした水利用の秩序の後退により、農村の景観は

変貌してきている。 

 
(2) 画一的な技術や製品による個性の喪失 

流通の広域化や製品の規格化により、画一的な技

術や製品が普及し、農村において育まれてきた地域

の個性を喪失しつつある。例えば、農業集落におい

て伝統的な家屋と、地域性のない様式の住宅が混在

することにより、農村景観の統一感が失われてきて

いる。 

 

(3) 農業と農村の活力の低下がもたらす耕作放棄地

の発生 

農業と農村の活力の低下が、中山間地域や都市近

郊における耕作放棄を引き起こしている。耕作放棄

地は、地域の統一感を乱すものとして、農村景観の

悪化の一因となっている。 

 
 
２．地域住民の関心 

我が国では、土地は個人財産として強く認識され、基本的に土地の空間的な利用は

自由であるべきという意識が強く、また、敷地の中は、個人の空間として管理するが、

地域の景観の管理は行政（公）が担うべきという意識がある。上述したような農村景

観の悪化に対して、多くの場合、農家を含む地域住民は無関心であったり、無力感を

抱いている状態にある。 
今後は、土地の空間的利用や家屋は個人財産であるとともに、これらが、地域の景

観を構成する公共的な意味を持った重要な要素であるという意識を醸成する必要が

ある。 

非農業的土地利用（工場進出）
が、統一的農村景観を乱してい
る。 

地域性のない新しい住宅が、農村
の伝統的な家屋と混在し、統一感
を失っている。 

谷地田に広がる耕作放棄地が、食
料生産の場としての農村に荒廃
感を与えている。 
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２．４ 農村景観への配慮の展開方向 
２．４．１ 農村景観の保全、形成の取組

国民の環境への意識の高まりから、土地改良法が改正され土地改良事業の実施に当

たって環境との調和への配慮が原則化された。さらに「水とみどりの『美の里』プラ

ン21」において景観への配慮を明確にした。 

また、美しい景観を保全、創造しようという取組が、全国的に進み始めており、こ

の動きを受けて、景観法が制定されている。 
 
【解説】 
１．土地改良法の改正（平成13年度） 

豊かな自然や美しい景観の保全を求める国民の要請に対応し、農業生産基盤の整

備に当たり、環境との調和への配慮を原則とした。農業農村整備事業では、市町村

が策定する田園環境整備マスタープランを農村地域の環境の基本計画として、環境

との調和への配慮を実施している。 

 

２．「水とみどりの『美の里』プラン21」の作成（平成15年度） 

高齢化、混住化の進行などにより、農山漁村の魅力が失われつつあることから、

健全で豊かな自然環境や美しい農山漁村の景観の保全、再生の方向性を示すととも

に、農業農村整備事業の実施に当たり、景観への配慮を明確にするために策定して

いる。 

 

３．景観法の制定（平成16年度） 

近年の地方自治体による景観条例の制定数の増加に見られるように、美しい景観

を保全、創造しようという取組が全国で進み始めている。景観法の制定により、良

好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、景観計画区域における規制や誘

導を行うことが可能となった。 

 

 

【参考資料】景観法の特徴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観計画： 
良好な景観形成を図るために、景観計画区域を定め各種規制措置や景観整備機構への支

援措置を実施。 
景観農業振興地域整備計画： 

景観計画区域のうち、農業振興地域内について、景観と調和のとれた良好な営農条件を

確保するため策定。土地利用についての勧告及び開発行為に対する許可。 
土地利用： 

景観農業振興地域整備計画に従って土地利用を行うように勧告できる。従わない場合

は、所有権の移転等に関し協議すべき旨を勧告。 
景観整備機構： 

景観農業振興地域整備計画に従って土地利用を行うため、委託による農作業や土地の管

理等を実施。 
景観協定： 

土地所有者等の協定により、建築行為の基準や農地の保全、利用等を定めることが可能。
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２．４．２ 農業農村整備における景観への配慮の展開方向 
美しい農村景観を保全、形成するためには、条例や集落協定等による景観保全の枠

組みの構築や住民による保全活動の取組と、公共施設の景観設計などの施策を総合的

に展開することが必要である。 
農業農村整備事業における景観との調和への配慮とは、農業の生産性の向上など事

業本来の目的を踏まえ、地域の景観の特性を把握した上で、景観設計手法を通じて農

村景観が一定の秩序と調和を保てるようにすることである。 
 
【解説】 
美しい農村景観を保全、形成するためには、条例や集落協定等による農村景観の保全

の枠組みの構築や地域住民を主体とした保全活動等の取組と、土地改良事業等の公共事

業の実施における景観との調和への配慮などの取組を総合的に展開することが必要で

ある。 
また、施策の具体化に当たっては、農村景観の保全、形成のためのソフト活動等と、

景観設計の手法を活かした施設整備等が連携して実施されることが重要である。 
このような総合的な取組の一環として、農業農村整備事業における農村景観との調和

への配慮とは、農業の生産性の向上など事業本来の目的を踏まえ、景観の特性を把握し

た上で、景観設計手法を通じて農村景観が一定の秩序と調和を保てるようにすることで

ある。 
なお、総合的な取り組みを必要とする農村景観の保全、形成は、長期的な視点に立

ち計画的、段階的に推進していくよう検討することが必要である。 
 

【農村景観の保全、形成のための施策の体系イメージ】 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策実施の方針

農
村
景
観
の
保
全
、
形
成
の
た
め

の
地
域
の
方
針
や
目
標
等 

・条例や集落協定、景観協定等による農

村景観の保全、形成 

・景観保全活動の推進 

・歴史や文化の保全、継承 

・植栽や水辺、緑地空間の形成の推進 

主として農村景観の保全、形成を目的

とした施策 

主として農村景観への配慮を必要と

する施設整備等のための施策 

・土地改良事業等公共事業の実施におけ

る景観への配慮 

・農村に必要な施設の緑化等農村景観の

修景 

農
村
景
観
の
保
全
、

形
成
の
た
め
の
活
動

等
の
具
体
化 

景
観
設
計
の
手
法

を
活
か
し
た
施
設

整
備
等
の
実
施 

連携 

施策の具体化 構想・計画 
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第３章 農村景観の保全、形成の基本的な考え方 

３．１ 農村景観の美しさを捉える視点 

農村景観は、農業の生産と農村の活力が持続されることにより保全、形成されて

いる。また、その美しさは、農村に必要な機能を備えた上で、農村の景観を構成す

る要素が造形的に調和することにより、発現されるものと考えられる。 

 

【解説】 

１．農村景観の美しさの発現 

農村は、人間が生きるために必要な食料を生産し生活を営む空間であり、また、

多様な生態系を育む二次的自然が形成されてきた空間である。このため、「生きる」

という視点から農村の美しさを考えることが重要である。 

生きるために必要な農村の機能には、人間の生存に必要な機能と快適に生きるた

めの機能があり、美しい農村にはこれらの機能が備わっている必要があると考えら

れる。 

また、農村では、地域の素材を効率よく農業生産や集落形成に活かした結果、調

和と統一感のある景観が形成されてきた。このように形成された農村は、現代的な

価値観から捉えた場合、造形的な美しさを持つ空間として評価されている。 

こうしたことから、農村景観の美しさは、人間が生存し、快適に生きるための機

能を備えた上で、農村景観を構成する要素が造形的に調和することにより、発現さ

れるものと考えられる。 

 

２．農村に必要な機能を備えた空間としての農村景観 

(1) 農村に必要な機能 

①人間の生存に必要な機能＊１ 

人間が環境から美的な満足感を受け取るのは、その環境が生息するのに適し

た場所であることを象徴的に表現している場合であると考えられる。 

このため、農村には、「適切な食料の生産」や「生物の多様性の保全」、「安全

性の確保」、「眺望の良さ」など、人間が生存するための環境として、生態的、

生理的な望ましさを象徴する機能が備わっていることが必要である。 

②快適に生きるための機能 

農村景観を眺める場合、生存するために適切な環境であるかどうかを評価す

るとともに、現代社会では、より人間らしく生きるという視点から、快適性や

利便性も評価し、快適に生きることのできる生活空間、生活様式を連想させる

景観を美しいと感じると考えられる。 

このため、美しい農村には、地域の社会、経済的な状況や伝統的文化に基づ

き、「農業や農村住民にとっての経済的、機能的な合理性」や「農村生活の文化

性、歴史性」などの住みやすさ（アメニティ）＊２が備わっていることが必要で

ある。 
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(2) 農村に必要な機能を備えた空間の保全と形成 

農村に必要な機能を備えた景観を保全、形成するためには、「人間の生存に必要

な機能」、「快適に生きるための機能」の視点から、自覚的に景観要素のもつ意味

を捉え、評価し、地域資源を生かしながら、自然と共生する環境づくりを進める

などの取組を行うことが必要である。 

例えば、広大な畑地における樹木は、農作業の休息空間としての役割や鳥類や

昆虫などのネットワークの中継点としての役割、自分の位置を特定する目印とし

ての役割などがあるが、このように、農村景観を構成する要素が人間にとって持

つ意味を考えることにより、その美しさがどこから発現されるものなのか理解し

た上で、樹木の保全や事業に伴う植樹など景観の保全、形成を図ることが重要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ アップルトンの「眺望－隠れ場所理論」＝生物的に必要な機能（Appleton J.(1975)） 

アップルトンは、「人間が環境から美的な満足感を受け取るのは、その環境が生息するの

に適した場所であることを象徴的に表現している」ことから、人間の生きられる景観として

「危険が回避できる場」、すなわち、「隠れ場と眺望がある場」を持つ景観を人間が美しいと

感じるとする考え方を提唱。 

＊２ アメニティ＝快適に生きるための機能 

アメニティとは、生活環境の快適性向上の目標概念として「地域が保有するさまざまな地

域資源を生かしながら、住民の住みやすさ、暮らしやすさの質的向上を目指すとともに、自

然と共存、共生を図るような環境づくりの理念」を示す。快適に生きるための機能を備えた

生活環境は、アメニティを実現した環境として捉えることができる。 

千葉県鴨川市の棚田景観 

食料を生産している水田景観、生物の多様性を予感さ

せる空間、地形を上手に活用した自然と調和の水田の区

画形状、人間の生活を示す集落がある景観など、生きら

れる景観としての要素を備えている。 

また、デザイン的には、等高線に沿った水田区画のパ

ターンや自然と二次的自然により構成され、異質物が存

在しない景観などの特徴がある。 

北海道美瑛町の畑作景観 

食料を生産している畑作景観、山を背景とした眺望の

良さ、２本の木が人間の活動に休息の場を与えている景

観、畑作の境界によりヒューマンスケールを保った景観

など農村に求められる機能を備えた景観であることが、

美しさの根底にある。 

また、デザイン的には、山と樹木により遠近感がある

空間であるとともに、「図」である樹木と「地」である

その他の景観要素が調和している。 
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３．造形的視点から見た農村景観 

(1) 農村景観の形成過程 

農村では、複雑な地形や様々な土壌、気候などにより地域性豊かな風土が存在

している。特に、明治時代以前は、経済的、社会的に限られた営農手法や生活手

段のもと、地域の素材を効率よく農業生産や集落形成に活用してきた。この過程

において、自然と調和し、地域の特徴が活かされた営農様式、集落、住宅の建築

様式、生活様式などが発達し、統一感のある洗練された農村景観が形成されてき

た。 

(2) 造形的視点からの評価 

建築様式などが統一された農村景観は、現代的な価値観から、人間の知恵と技

術が自然と共生した結果として、多くの人は造形的に美しい農村景観であると評

価している。 

このように、農業及び農村生活に必要な機能を効率よく整備することにより、

美しい農村景観はいわゆる「用の美」＊３として形成されてきたが、現代の社会で

は、「必要な機能」を実現する技術や手段が多様化しているため、必ずしもかつて

のような「用の美」は期待できない状況にある。このため、これらをコントロー

ルする手法として、造形的な考え方を用いて、農村景観の美しさを保全、形成す

る必要が生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊３ 用の美 

柳宗悦が提唱した民芸運動の考え方。それまで美の対象として顧みられることのなかった

民芸品（日常生活のために作った実用品）の中に「健康な美」や「平常の美」といった人間

生活に欠かせない大切な美が豊かに示されていることを発見。 

京都府南丹市の農業集落 

地域の自然、地形に融合し、地域の素材

を使った建築様式などにより全体的にデザ

インが統一されており、造形的美しさを持

つ農業集落となっている。 

富山県砺波平野の散居村集落 

季節風を防ぐための屋敷林や営農単位と

してほぼ等距離に構えられた住居により、

散居村自体がデザイン的な美しいパターン

を持っている。 

また、農家住宅は「あづま建ち」などの

伝統的様式により建築され、地域として統

一感が醸成されている。 
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【美しい農村景観の捉え方の視点（概念図）】 

 

 

 

【生存に必要な機能】 
人間の生存に必要な機能の例としては、 

・適切な食料の生産 
・生物の多様性の保全 
・安全性の確保 
・眺望性の良さ（眺望が確保され、自分の位置が

特定できること） 
・「水」「土」「緑」の存在 
・自然の活用の容易性（農村の背景として生活に

必要な山（里山）があること） など 

【快適に生きるための機能】 
快適に生きるための社会的、個人的な要因とし

て望まれる機能の例としては、 
・ 自然と共生した農村生活を送ることができる

機能 
・ 農村空間の中の休息性、安息性 
・ 農業農村住民にとっての経済的、機能的な合理

性 
・ 農村生活の歴史、文化性（歴史的、文化的位置

付けができる機能） 
・ 都市的な利便性、ファッション性がある生活の

確保 
・ 個人、地域住民の原風景や経験等に基づいた望

ましさ など 

農村に必要な機能 造形的な調和 

【空間的な観点からの調和】 
空間的な観点からの調和の例としては、 

・ 家屋の形式や色彩、素材などに統一感があ

り、電柱等の統一感を乱すものがないこと 
・ 農地の区画形状などにパターン的な統一感

があり、耕作放棄地がないこと 
・ 農作物などによる色彩が美しさをもつこと 
・ 景観の構造に収まっていること（景観のコン

ポジションを乱していないこと） 
・ ランドマーク、変化に富んだ道、辻の広場

（「入り隅み」の空間）など景観にアクセン

トがあること 
・ 樹木や歴史的な建造物などの「図」と「地」

により奥行感、遠近感が存在していること 
・ 大規模なデザインとして直線や曲線の美し

さをもつこと 
・ 地域のアイデンティティを形成している歴

史、文化的資源や山などの自然資源の視認性

が確保されていること など 
 
【時間的な観点からの調和】 

時間的な観点からの調和の例としては、 
・ 日変化、季節変化と調和のとれた色彩である

こと 
・ 時間的経過による風格の発現（エージング）

による調和 など 

〔自然・地形的要素〕 

平地、台地、山、河川、

湖沼、気候、自然植生、

土質など景観を形成す

る基本的な要素 

農村景観の要素

〔施設・植栽的要素〕

住宅の意匠や公園、街路

樹など人為景観の部分

像を現す要素 

〔土地利用的要素〕 
農地、水辺、林地、宅地、

道路など、人為景観の全

体像を現す要素 

美しい農村景観 
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３．２ 景観の捉え方 

３．２．１ 景観における「図」と「地」の把握 

「図（認識されやすいもの）」と「地（認識されにくいもの）」は、視覚におけ

るものの見え方を成立させる基本的な関係であり、「地に浮かび上がる図」が景観

認識の基礎である。 

整備対象が景観上問題となるのは、施設が景観の中で「図」として明確に認識さ

れ、「地」としての背景に調和していない場合が多い。 

 

【解説】 

１．「図」と「地」の関係 

「図」と「地」は視覚認識の基本である。「図」は認識されやすいもの、「地」

は認識されにくいものであるが、両者は相補関係にあって、「図」は「地」の中か

ら浮かび上がる、目を惹く形として認識されることになる。 

しかしながら、「図」と「地」は容易に布置関係を転換

する性質を持っている。右図（ルビンの壺）＊１において、

図形の中央に着目すれば、左右の黒地が背景となって壺が

見え、左右の黒地に着目すれば、中央の白地が背景となっ

て向かい合った二つの顔が見える。このように「図」と「地」

は容易に転換する。例えば、建築物は通常、図となりやす

いが、逆にビルとビルの間にあるポケットパークのような

空間が図として認識されることもある。 

さらに、図と地とは、「図の見え方」を示す考え方でもあり、地の中の図のあり

ようによって見え方は異なる。言い換えれば、地に対して目立つことが図としての

存在を強調するのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．図の現れ方 

景観の中で各景観構成要素が図として把握される場合、そこには幾つかの視覚認

識の傾向がある。 

図となる対象が複数あるとき、対象相互が影響を及ぼし合い、一つのまとまった

群として知覚される「群化の法則」は、景観把握において、景観的特質を説明する

ときに有効な視点となる。 

ルビンの壺 
（『感覚・知覚ハンドブック』

 1969より引用） 

図となるものがなく、地

だけが認識されている状

態。 

図としての山の存在。手前

の農地と背景の空は地と

して認識される。 

手前の木、空の雲が図と

して認識されるとき、背

景の山は地となる。 

農地 

空 
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【参考資料】図の現れ方の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１「ルビンの壺」 

デンマークの心理学者、ルビン（Rubin,E.J.）が 1921 年に発表した多義図形。 

近接の法則： 

近くにある対象同士ほど

まとまって見える 

類同の法則： 

形、色彩等が類似な対象

同士ほどまとまって見え

る 

「近接の法則」の例 

家屋の集合塊は一つの図

として認識される。写真では

２つの家屋の集合塊が２つ

の図を構成し、集落の秩序を

表現している。 

「類同の法則」の例 

類似する対象同士はまと

まって見える。同じ形、色彩、

素材で建築された民家が建

ち並んでいることで、整然と

したまとまり感のある景観

が形成されている。 

「群化の法則」 

人間は対象をできるだけ簡潔な対象として捉えようとする。個々ではなく

全体の秩序、まとまりを認識しようとする。これをゲシュタルト(gestalt)

形態という。「群化の法則」（近接の法則、類同の法則など）は、ゲシュタ

ルトを説明する考え方で、図となる対象が複数あるとき、対象相互が影響を

及ぼし合い、一つのまとまった群として知覚される法則性のことである。こ

れは、景観把握において、景観的な特質を説明するときに有効である。 
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３．２．２ 景観の概念を成り立たせる「視点」と「視対象」 

景観は、見る側の「視点」と、見る対象である「視対象」の関係によって成立す

る。視点を取り巻く場を視点場といい、視点場の違いにより対象となる施設は多様

な見え方をする。このため、視点場の設定は景観配慮を検討するうえで重要であり、

人が往来する道路や歩道、展望所など、まなざし量＊１（見る頻度）の高い場所を選

定する。 

農業農村整備では、農地、農業水利施設等が視対象であり、様々な視点場から視

対象のデザインを考慮するとともに、「見る－見られる」の関係から視点場自身も

デザインの対象となることにも留意する必要がある。 

 

【解説】 

１．視点場の設定 

視点場と視対象の単体の重要性とともに、その相互関係が重要であるといえる。

優れた農村景観を考えるとき、どこから見せるか、どこに視点を置くかということ

は極めて重要である。また、視対象はさまざまな場所から望むことができるため、

その主要な視点場を決定する際には、視対象が眺められる頻度、つまり「まなざし

量」についても検討する必要がある。 

このようなことから、視点場の設定にあたっては、視対象をより適切な場所から

眺めるということと、人の往来や訪問者による「まなざし量」に留意し、多くの人

が通行したり立ち寄ったりする場所（展望所、道路、橋上、公共施設、山腹の駐車

帯など）の中から適切な場所を選定する。なお、視点場自体の快適性が、景観の美

しさに影響することにも留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点場の設定と景観配慮 

同じ施設でも視点場の設定により見え方が変わる 

景観配慮を検討するための視点場の適切な設定 

複数の視点場で景観への影響を把握し、具体的な配慮を行う 

近景 中景 
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２．「見る－見られる」の関係 

図で、視点場は視対象である橋や山を眺める場所であると同時に、橋や山から視

点場を見れば視点場自身が視対象となる。このような「見る－見られる」の関係か

ら、視点場の整備に当たっては、視対象と視点場は逆転する、ということも考慮し

て行う必要がある。例えば、山頂に展望台を設置する場合は、展望台自体が視対象

となることを十分踏まえた上で、設計の検討を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．移動する視点 

日常生活において、人々は常に活動し、視点は絶えず動いている。特に、野外に

おいては、移動する視点から景観を眺めることが多い。 

移動する視点からの見え方は、視対象が見え隠れしたり、あるいは徐々に大きく

なる、小さくなるというようなリズムがあったり、紙芝居のようなストーリー性を

持つところに特徴がある。このように、視対象の見え方が動画のように多様に変化

することになるが、移動する主要な視点場は道路、広場、農地などある程度特定で

きるので、見え方に一定のパターン（見え隠れのリズム）を見いだすことが可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

＊１ まなざし量 

ある視点場から、視対象を眺める頻度（人数）、時間のこと。

【 視点場と視対象の関係 】 

対象場 
(主対象や副対象を引き立たせる) 

視対象（副対象） 視対象（主対象） 

視点場 

視点 

（篠原による景観把握モデル(シーン景観／1982)を基に作成） 

見る－見られるの関係
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３．２．３ 景観を捉える視点 

視点と視対象の距離によって、視対象の近景は「小景観」、中景は「中景観」、

遠景は「大景観」という景観スケールを創り出す。 

景観スケールは、それぞれを連携させて関係づけることが重要である。視対象を

含むある景観を三つの景観スケールにおいてどのように見えるかを理解すること

が、景観スケールを使った景観把握の意義である。 

 

【解説】 

景観スケールは、視対象としての景観を分析するための基本的な枠組みである。景

観は「見え方」の現象であるので、見える範囲（可視領域）と、見える内容（可視構

造）によって分析が可能となる。 

近景では、小景観における視対象と景観構成要素の１つ１つの細部を把握する、中

景では中景観における景観要素の連続性やまとまりを認識する、遠景では大景観にお

ける地形と空間利用の関係を評価することができる。 

また、地図の縮尺における景観スケールの目安は、概ね大景観では 1/200,000～

1/25,000、中景観では 1/25,000～1/2,500、小景観では 1/2,500～1/500 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大景観 小景観 中景観 

調査、計画で主に検討するレベル 設計で主に検討するレベル 

「大景観」は、地域全体を包
含する広がりの景観であり、
地形との調和、土地利用の状
態を把握することができる。 

「中景観」は、集落や農地
のまとまりを認識する景観
であり、景観構成要素間の
群としてのまとまりや一体
性を把握することができ
る。 

「小景観」は景観構成要素の
一つ一つの状態を認識でき、
要素間の連続性や調和性な
どのつながり方を把握する
ことができる。 
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【参考資料】「近景、中景、遠景」と「小景観、中景観、大景観」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観の「見え方」を表すときに、「近景、中景、遠景」と、「小景観、中景観、

大景観」という考え方がある。 

「小景観、中景観、大景観」が可視領域全体を捉えるのに対し、「近景、中景、

遠景」は、ある施設を対象として見た場合の考え方であり、視点の中心は常に視

対象である。つまり、視点は視対象を「図」として捉え、その背景に広がる空間

は「地」として把握される。例えば、農業集落排水処理施設などの施設の写真を

撮る時に、近景、中景、遠景のいずれであっても、常に中心は施設であり、その

他の景観構成要素は施設との関係において捉えられるものとなる。 

近景では、施設の素材や肌

理を把握することができ

る。 

中景では、施設の形、色彩

が、周辺景観と釣り合いが

とれているかを把握でき

る。 

遠景では、施設の規模が周

辺景観の中で突出していな

いかを判別できる。 
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３．２．４ 景観特性の捉え方 

景観配慮対策を行うに当たっては、景観特性を踏まえた上で、調和のあり方を整

備対象のデザインとして検討することが重要である。景観特性を捉えるためには、

地域のデザインコードを把握することが必要となる。 

 

【解説】 

１．デザインコード 

デザインコードは、地域の景観を構成している空間の秩序や建物、施設などの形

や色彩などに共通するパターンであり、景観配慮対策を検討する上で地域の統一性

を生むために必要な事項である。現地踏査によって地域の特性を十分に把握したう

えで、地域住民や専門家の意見を踏まえ抽出されるものであり、計画、設計段階に

おいて、形、色彩、素材等を適切に検討するために必要である。 

 

２．デザインコードの見かた 

地域において道路の線形、集落内の辻の様態、庭や生け垣の様式、水利用の方法、

建物の建築様式や建築素材等についてそれぞれ子細に見ていくと、規模・配置、形、

色彩、素材等において、その地域に独特のデザインや要素間に共通するデザインの

パターンとしてデザインコードを見いだすことができる。 

(1) 歴史的デザインコードと創造的デザインコード 

①歴史的デザインコード 

歴史的デザインコードは、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デザイン様式で、これをそのまま継承することによ

り地域の伝統的な景観を保全、継承することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

②創造的デザインコード 

創造的デザインコードは、歴史的デザインコードを現代的にアレンジしたデ

ザイン様式であり、地域の伝統性を踏まえながら新しい地域景観の創造を図ろ

うとするときに有用なデザインのパターンとなる。 

 

 

 

 

 

地域の気候風土に適応した屋敷林と塀 

この集落では、防風の役割を負う屋敷林(エグネ)
と薪を積み上げた塀(キヅマ)が多くの家屋に残る。
いずれも、屋敷の北西に配置されている。これらの
歴史的デザインコードを同じ形状、使い方で踏襲す
ることにより、伝統的な景観が継承されることにな
る。             （岩手県奥州市）

伝統的景観の中にある農業集落排水処理施設の例 

杉材を家屋建築の素材として活用している歴史
的デザインコードを踏まえ、農業集落排水処理施設
の外周を杉の角材で囲むことにより、新しい景観構
成要素である農業集落排水処理施設が周囲の伝統
的景観と調和すると共に、地域の新しい景観を創り
出している。         （京都府南丹市）
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(2) 景観スケールに応じたデザインコード 

農村景観を眺めたとき、大景観、中景観、小景観のそれぞれにおいて認識でき

るデザインコードがある。 

①大景観におけるデザインコード 

大景観は地域全体を俯瞰した眺めであり、そこから認識できるデザインコー

ドは、地域に共通して見られる家屋の配置、道路や水路の線形、農地の形状、

背景となる山や海の配置等の空間利用の秩序や規則である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中景観、小景観におけるデザインコード 

中景観や小景観は地域の中からの眺めであり、そこから把握されるデザイン

コードは各建築物におけるデザインのパターンや、水路、道路の線形や構成素

材、使われ方などにおける共通のパターンである。このスケールでは、営農上

生じる必要不可欠な様式（棚田、はざ掛け）等の農村景観として重要なデザイ

ンコードを把握することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小景観における共通様式 

壁が共通の建築様式となっている。また、側溝の

蓋を階段状にしたことで、階段も統一感がある。さ

らに階段と壁、路地と建物が相互に影響しあい格子

状の様式により空間が統一されている。 

（新潟県出雲崎町）

中景観における共通様式 

屋根材、形が共通様式となっている。また、屋根

の向きも統一されている。素材や形のパターンは中

景観のデザインコードである。ここでは集落の背景

の杉林、集落内道路との配置関係における共通のパ

ターンを生み出してきた。 

（京都府南丹市）

大景観における共通様式 

各屋敷地に備えられた屋敷林と家屋の向きが共

通様式となっている。また、散居的に配置された家

屋もデザインコードといえる。 

屋敷林は北風を防ぐために全て屋敷の北西側を

覆うように出来ている。このことが空間全体に共通

性、統一性を醸し出している。 （岩手県奥州市）
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３．３ 景観配慮対策の考え方 

３．３．１ 景観配慮の基本原則 

景観に配慮した計画、設計に当たっては、「除去・遮蔽」、「修景・美化」、「保

全」、「創造」という景観配慮の基本原則に基づき、適切な景観配慮対策を検討す

る。 

 

【解説】 

景観における配慮の基本原則として、「除去・遮蔽」、「修景・美化」、「保全」

「創造」の四つの方針がある。 

(1) 除去・遮蔽 

除去・遮蔽とは、景観阻害となる要因を取り除いたり隠すことであり、景観の

質の低下を防ぐための配慮の一つである。雑草やゴミ、野積みの廃車、野立ての

看板といった景観を悪化させている要素、耕作放棄地や廃屋といった負の要素な

どは、良好な景観を維持しようとすれば、取り除く、遮蔽（マスキング）、規制

することが必要となる。除去、遮蔽は景観配慮の も基本的な対策である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 修景・美化 

除去・遮蔽が、整備対象そのものを見えないようにしてしまうのに対し、修景・

美化は、景観阻害のインパクトを軽減し、植栽などの美化要素を追加するという

配慮方針である。景観に影響を与える施設に対しては、周辺景観と馴染む、また

は良好な景観となるように形、色彩、素材などのデザイン要素や周辺整備を考え

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート側壁を植栽により遮蔽した例 

人工的な素材感や色などが多く表出すると、周

辺景観に与える影響が少なくない。しかしなが

ら、住民の意向や経済性、施工性などから景観に

配慮した施設をつくることが困難な場合もあり、

このようなときは施設周辺を植栽するなどして

遮蔽（マスキング）することで、周辺景観に与え

る影響を和らげることができる。 

（栃木県河内町）

集落内水路に修景・美化を施した例 

水路など線形の施設は、材料に自然素材を用い

たり、花や樹木を周りに植栽することで、周辺景

観と施設を一体化させる手法が考えられる。群馬

県みなかみ町須川地区は、道路沿いに歴史的家屋

が建ち並び、多くの観光客が訪れる。このため、

各戸は庭先に色とりどりの植栽を施しており、こ

の集落美化のコンセプトに合うよう、水路沿いに

も植栽を行っているほか、歴史的景観のイメージ

を損なわないように水路も石積みで施工されて

いる。 

（群馬県みなかみ町）
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(3) 保全 

保全とは、今ある空間調和を保つために、調和を乱す要素や要因の侵入、介入

を防ぎ、現状を維持していくための考え方である。地域景観は長い年月をかけて

培われたものであるが、近年の生活様式の変化や農業離れによって新たな様式が

日々生み出されて、景観を阻害している状況が見受けられる。これらの様式を地

域の景観と調和させる、あるいは介入を防ごうとするのが保全である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 創造 

創造とは、新たに要素を付加することで新たな空間調和を創り出す考え方であ

る。空間調和を実現していく上では高度な考え方である。除去・遮蔽、保全とい

うプロセスを踏まえた上で、より高い空間の質を目指す場合に用いられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落の伝統的家屋を保全した例 

高柳町荻ノ島集落は、茅葺き民家が数多く残って

いることで美しい伝統的景観を伝承している。町で

は、伝統的景観を地域の観光資源として地域内に宿

泊施設を設置する際、伝統的景観を壊すことのない

ように、新設する宿泊施設に茅葺き民家のデザイン

コードをしっかりと継承させて、集落景観に溶け込

むような配慮を行った。     （新潟県柏崎市）

水路に新たな要素を付加した例 

水田地帯を流れる用水路に、過去、かんがい用に

存在していた水車を復活させるとともに、水路沿い

にアジサイを植栽するなどして、新たな田園地帯の

景観を創造している。     （高知県四万十市）
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３．３．２ 景観調和の方針 

農業農村整備においては「主役と脇役」、「融合調和と対比調和」という２つの

概念に基づき景観との調和を考える。 

これら二つの概念からは四つの組み合わせが導かれ、基本的にはこれらの組み合

わせが景観との調和の方針となる。 

 

【解説】 

１．主役と脇役 

農業農村整備によって整備される諸施設は、周辺景観の中で主役または脇役とし

て位置づけることができる。多くの場合、主役となりうるのは大規模施設であり、

脇役には小規模施設が当てはまる。 

しかしながら、主役と脇役は視点場と視対象の距離によってその関係が入れ替わ

ることがある。例えば、遠景におけるダムの堤体は、周辺景観の中で脇役となるが、

堤体に近づけば主役となる。また、施設のない広大な平野に配置される集落排水処

理施設などの小規模施設が、景観の中で主役として認識されることもある。 

主役と脇役は、対象となる景観において主要な視点場を設定し、その視点場から

の眺めを考慮して決定する。 

 

２．融合調和と対比調和 

造形的調和とは、規模・配置、形、色彩、素材等の選択により周辺景観との釣り

合いまたは整合を図ることである。整備対象を周辺景観とどのように調和させるか

を考える上では、融合調和または対比調和という調和方針が基本となる。 

融合調和とは、周辺の景観構成要素と同調した形、色彩、素材等を用いることで

調和を図る考え方である。また、それに対して対比調和とは、周辺の景観構成要素

との差異を明確にし、対比的な調和を図る考え方である。  

融合調和か対比調和かの決定に当たっては、主要な視点場からの景観の見え方を

考慮し、当該施設が景観構成要素の一つとしてどうあるべきかを、住民の意向も取

り入れつつ決定する。 

 

３．景観調和の方針 

主役と脇役、融合調和と対比調和という二つの

概念は、マトリックスを用いて考えたほうが容易

に理解できる。マトリックスでは「主役－融合」

「主役－対比」「脇役－融合」「脇役－対比」の

四つの調和方針がある。 

なお、調和方針の決定に当たっては、施設とそ

の周囲の景観との関係を十分に吟味し決定する。 

 

  

  
融合 対比 

主役 

脇役 
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(1) 主役－対比 

周囲の景観とは異なる独自のデザインを用いることで、新たな景観を創り出す。

主に周辺景観の中に参考となるデザイン要素を見いだせない場合に適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主役－融合 

施設の素材や形を周辺景観と馴染ませつつ、周りを脇役に施設自身を引き立た

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 脇役－対比 

大きな空間に囲まれた小さな異質な要素が、周囲の景観をより引き立たせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 脇役－融合 

周辺景観を阻害しないように、施設の形と素材を馴染ませ、景観構成要素の一

部として存在する。 

 

 

 

 

 

取水路の脇役－融合調和 

自然石で構成された側壁が、周辺景観とよく馴

染んでいる。岩盤の川底、石積みの河川護岸を参

考にして水路護岸も自然石張りにすることで、周

辺景観に違和感なく溶け込んでいる。 

（佐賀県神埼町）

農道橋の主役－対比調和 

広大な水田地帯では、橋梁の形状に関して参考と

なる地域のデザイン特性を見つけることができな

いため、独自のデザインを採用した。少ない橋脚と

斜張のワイヤーが、空間の開放感を阻害せずに、新

たな景観構成要素として存在している。 

（佐賀県白石町）

ため池堰堤の主役－融合調和 

曲面を描くように造られた石積みのため池の堤

体表面を流れ落ちる水が、素材の効果により気泡を

伴って流下するため、白く見える。堤体の無骨な印

象を水のカーテンが和らげるとともに、周辺の緑の

中で存在感を際だたせている。 

（大分県竹田市）

農道の脇役－対比調和 

広大な農地を横切る農道が、畑地景観において

アクセントとなり、景観を引き締める効果を発揮

し、起伏に富んだ美しい農地景観を引き立たせて

いる。 

（北海道美瑛町）



 - 30 -

３．３．３ 景観設計の要素 

景観設計は、規模・配置、形、色彩、素材等の景観設計要素について造形的調和

を図るために行う。 

規模・配置は、整備対象の景観的特性を基礎づける重要要素であり、規模・配置

の検討を行った上で形、色彩、素材等について、デザインの検討を進める。 

 

【解説】 

景観設計の要素には、整備対象の規模・配置、形、色彩、素材等がある。規模・配

置は、整備対象の景観的特性を基礎づけるものであり、景観設計の基本的な条件であ

るため、計画の段階若しくは設計の早い段階で決まるうえに、用地取得などの制約が

あり、後の変更ができない場合が多い。整備対象の形、色彩、素材等の景観設計要素

の選択や組み合わせを決定するに当たっては、周辺景観に存在するデザインコードを

調査し、当該設計に反映できるものを適用すること、つまり、「デザインコントロー

ル」＊１を行うことが、景観配慮を行う上で重要である。 

 

(1) 規模・配置の検討 

主要な景観資源の眺望を確保し、地域の景観的特性を踏まえて、人間を圧倒し

ないヒューマンスケールを基準とした規模と配置を検討する。また、整備対象が

グランドスケールとなる場合は、自然地形に適合し、地域の景観の構造を変えな

いような配置となるよう検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ デザインコントロール 

周辺景観のデザインコードを踏まえて、景観設計要素である形、色彩、素材等の選択をし

たり組み合わせを工夫することで、造形的な調和を図ること。 

グランドスケール 

地形や空間の広がりに対して施設が過大、過小にな

らいないようにする。水田の広がりの中に存在する大

規模な施設は、周囲の景観要素とはかけ離れたスケー

ルとなって、開放感のある田園景観を阻害する。 

ヒューマンスケール 

日常生活の身近に置かれる施設は、見るものにその

全体像が容易に把握できるスケールとなるように配慮

する。農道や水路は農作業だけでなく、日常生活の中

でも身近な施設であるので、人を圧倒しない施設規模

となるよう工夫することが肝要である。 



 - 31 -

(2) 形の検討 

整備対象が一つの形として統合するように構成要素間の「プロポーション（分

割比）」や「コンポジション（構図）」におけるバランスを検討する。 

全体が統一されたデザインとして見えるようにするためには、整備対象を構成

する各要素を個々に自己主張させるのではなく、多様でありながら秩序づけるこ

とが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 色彩の検討 

色彩の検討では、見る者に美的な快感を与える色彩の構成とすることが重要で

ある。色彩は色相、彩度、明度の３属性から構成され、これら３属性を一体的に

考えることが必要である。 

色の調和を図ろうとする場合、色相環(下図)のように、現在の景観を構成する

色である基調色に対して両隣の色が融合の調和を、対角とその両隣の色が対比の

調和を成す。明度、彩度も同様に、基調色調に対して融合、対比いずれかを選択

し決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

多様の混乱 

景観構成要素であるサインの形が

不統一であり混乱している。 

多様の統一 

サインの形を統一して集めた

ことにより秩序が形成されて

いる。 

色の３属性 

色相：赤、青、黄などの色味、色合い 

明度：色彩の明暗の度合い 

彩度：色の鮮やかさの度合い 

色相環のモデル図 （『むらの色まちの色―農村環境の色彩計画－』より引用） 

融合の色 

対比の色 

基調の色

明度の差によるゲートの見え方の違い 

明度を落とすと、周辺の自然素

材の色彩と調和する。 

明度が高いと浮き立って見え

る。 
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(4) 素材の検討 

景観設計における素材は、施設に表情をつける役割となり、素材のもつテクス

チュア（肌理）を可能な限り活かすことが重要である。テクスチュアは馴染ませ

ることで融合し、目立たせることによって、その存在感を際だたせる。 

素材には自然素材と人工素材があり、農村においては、基本的に自然素材（木、

草、石、土など）により融合調和を、人工素材（アスファルト、コンクリート、

レンガ、金属製品など）により対比調和を図ることができる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然素材を用いた小規模農道 

アスファルトやコンクリートとは異なり、不

規則に配置された石が創り出す陰影が、素朴さ

を醸成し、周辺景観の中に馴染んでいる。 

人工素材を用いた歩道 

ブロックを用いた舗装は公園内の遊歩道によ

く用いられるが、色づかいやブロックの並べ方

による模様によって、歩く楽しさを感じること

ができる。 
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第４章 景観配慮対策の進め方 

４．１ 景観配慮対策の進め方 
美しい農村景観を保全、形成するためには、農村に必要な機能を把握し、地域の基

本構想に反映させるとともに、造形的な手法を用いて、農地、農業水利施設等の整備

を進めることが重要である。 
また、景観に配慮した農業農村整備事業の実施に当たっては、調査の実施、基本構

想、景観配慮計画の策定、景観設計の各段階において、地域住民の参加を得て、景観

配慮対策の検討を進める必要がある。 
 

【解説】 

１．基本的な考え方 
農業農村整備事業においては、農業の持続的な発展や農村生活の利便性の向上を

目的に整備が行われてきた。 

景観に配慮した農業農村整備事業の推進に当たっては、従来、事業で行ってきた

整備内容とともに、農村に必要な機能の整備として、人間が生物的に生きるという

視点に加え、より快適に生きるという視点から、整備内容を検討することが必要と

なる。 

また、こうした機能を備えた上で、農村空間を構成している要素間において、形、

色彩、素材などについて、造形的な視点からの調和を図る必要がある。 
 
２．景観配慮対策の検討の進め方 

景観配慮対策を進めるためには、事業の基本構想の段階において、農村に必要な

機能として、人間の生存に必要な機能と快適に生きるための機能の視点から地域で

必要としている機能を検討し、こうした機能を含め、地域の方向性を見出すことが

必要である。 
次に、整備対象を含めた景観構成要素の造形的な調和を図るため、計画の段階に

おいて、「図」と「地」の観点から整備対象の景観上の役割を検討し、融合または対

比による調和方針を定めるなどの検討を行い、その上で景観設計及び整備を行うこ

とが重要である。 
なお、このような検討を進める上では、農地（面的な広がり）、農業用用排水路・

農道（線的な連続性）、頭首工・用排水機場（点的な施設）などの整備対象の特徴を

踏まえて調査、計画、設計を行う必要がある。 
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