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第１条第２項 土地改良事業の施行に当たっては、その事業は、環境との調和に配慮
しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合
するものでなければならない。 

１ 「農業農村整備事業における景観配慮の技術指針」策定の背景 

○ 農業農村整備事業における景観配慮については、平成18年に景観配慮の基本的な考え方や手順について示した「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」）を制定し、その取組を推進。 
○ 手引きの制定から概ね10年が経過。景観配慮の取組事例の増加とともに、関連する技術開発が進められ、新たな技  
 術的知見が蓄積されたことから、具体技術の参考資料や各地区の取組事例を掲載した技術指針の策定について検討。 
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【技術指針の構成案】 土地改良法改正（平成13年6月改正） 

農業農村整備事業における景観配慮の手引き 
 

          基本的考え方/配慮手法  (平成18年８月) 

農業農村整備事業における景観配慮の技術指針 
 

        技術事例/地域づくり      (平成30年予定) 

【景 観】 

各種技術基準の内容 
 「計画設計基準」 土地改良事業を適正かつ効率的に実施するために定めた技術基準。 
            このうち、計画基準は遵守すべき調査・計画に関する基準を定めた   
                        ものであり、設計基準は遵守すべき工事の設計及び施工の基準を定 
                        めたもの。 
 

 「指     針」 基準の一部についての詳述や開発段階にある技術等を内容とした 
           技術参考資料。 
 

 「手  引  き」 土地改良事業等の実施に当たり、新たな課題に対応する取組を実施 
                       するための基本的な考え方等についてとりまとめた技術参考資料。 



２ 前回の技術小委員会における主な指摘と対応方針（案） 

２ 

項目 指摘事項 対応方針（案） 

1. 
歴史文化の重要性 見た目の美しさの他にも、地域の歴史・文化など重要な

ものもあるので、これらの視点も活かしていくことが必要
である。 

歴史・文化について、技術指針(案)の第２章農村景観の特徴と景
観形成に記載（資料3-2 P3,7） 

2. 
インバウンド施策と
の関連 

日本の農村景観は外国人にも評価されており、観光立
国や農泊、地域再生など施策展開にも活用できる資源
であり背景に記載すると良い。 

インバウンド施策との関連 
について、第２章 農村景観の特徴と景観形成に記載（資料3-2 
P4） 

3. 

多様な主体の参画 景観を維持するためには、地域住民をどのように巻き込
むかが重要。景観を当事者意識を持ってもらうよう景観
のシミュレーション技術のみならず、双方向の議論を活
発化させる手法もあるとよい。 

第２章 農村景観の特徴と景観形成、第３章 景観形成の基本的
な考え方にて、地域住民の参画の重要性などについて記載。（資
料3-2 P8,26）また、第４章 調査及び計画、では、ワークショップや
住民が参加する協議会等の具体的事例について掲載。（資料3-2 
P33,61） 

4. 
動画の活用 動画の活用も入れて欲しい。ドローンの画像や頭首工越

流水の画像など動画の方が分かりやすいものもある。 
動画の活用について、技術指針(案)の第４章調査及び計画に記載
（資料3-2 P32） 

5. 
景観スケール 景観スケールの考え方が生きる内容にして欲しい。農地

のような大きなスケールからスポット的な配慮などの進
め方について、分かりやすく纏められたい。 

景観スケールについて、第４章 調査及び計画において、景観把握
モデルによる視点場の考え方を示し、遠景、中景、近景における調
査計画の進め方を、図表などを用い記載。（資料3-2 P37,39,40） 

6. 

性能設計 設計の進め方として数値化はできないが「景観の性能設
計」の考え方を入れると良いのではないか。 
（多様な主体に対し、景観配慮に関し要求される性能の
検討を共有しながら進めることが重要） 
 

性能設計は、構造物などに求められる性能と信頼性を満たす設計を行な
う手法。現時点においては、要求される景観の性能を定量的に示すこと
が難しいことから、多様な主体からの施設景観に対する要求に対応する
ため、調査から設計に至る各段階でﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等により関係者の意向を把
握しながら配慮対策を決定する重要性やﾌﾟﾛｾｽを記載。(資料3-2 P81) 

7. 

環境保全と維持管
理等とのトレードオ
フ 

景観配慮では、例えば緑化による草刈り作業が必要と
なる等、事業本来目的とのトレードオフの関係もあるの
で検討されたい。 

トレードオフについて、第３章 景観形成の基本的な考え方、第６章 施工
及び維持管理にて記載。(資料3-2 P26,124) また、第４章 調査及び計画
においても維持管理の重要性（P60）を示すとともに、農家を含め地域住
民の合意形成が重要となることから事例等を掲載。(資料3-2 P58,61) 

8. 

復旧のし易さや経年
変化について 

事業で配慮した景観が劣化したり損傷することもある。
景観の維持保全の観点で、施設の長寿命化や復旧のし
易さもキーワードになると考えられるので検討されたい。
景観も経年変化によって劣化する。どうしたら保全できる
かの視点もある。 

復旧のし易さや経年変化について、第６章 施工及び維持管理、
第４章 調査及び計画や第５章 設計にて、旧来の工法・素材をそ
のまま使用するのではなく、機能性、安全性、経済性及び維持管
理の面から適切な手法を適用する旨記載。 
（資料3-2 P52,53,60,81,124） 



３ 景観配慮技術指針の主要な記載内容 

第２章 農村景観の特徴と景観形成 
 1.農村景観の特徴 
  農村は、食料が生産される農業生産活動の場であるとともに、農業者を含む地域住民の生活の場であると 
  いう特色を有している。 
   また、農村地域では、水田等の農地のほか、用排水路、ため池、二次林といった多様な環境が、農業の営 
  みを通じて有機的に結合し、多くの生物を育む自然環境、伝統文化を蓄積した生活慣行や地域の食、祭事   
  などの人文的な活動の展開により、良好な農村景観を形成している。 
   農村景観は、生産と生活に伴った秩序を反映した美しさ、自然環境がもつ多様な美しさ、地域の伝統行事 
  や文化などが醸し出す伝統的な美しさなどを有し、地域住民にやすらぎや充足感をもたらし、生活に潤いを 
  与えるとともに、都市住民にとっても、価値ある原風景と 
  して認識されている。 
   こうした美しい農村景観は、地域の自然や農業と人々 
  の暮らし、文化の継承を背景として、地域の個性を活か 
  し歴史的に形成されており、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 
  れるものである。 
 
 
 2.農村景観の現状 
  農村においては、過疎化や高齢化、加えて混住化により地域社会の連帯性が弱まり、地域環境の管理に支 
  障が生じ、良好な自然環境の劣化、地域の文化伝承への影響が生じている。このことは、農村の活力の低下 
  となり、荒廃農地を発生させ、良好な農村景観を悪化させる要因ともなっている。 
    ～ 中略 ～ 「田園回帰」現象に象徴されるように、農村の豊かな自然環境や地域資源、独自の風土や 
  文化に対する都市住民の関心は高まってきており、農業・農村の価値を再認識し、新たなライフスタイルを模 
  索する動きが顕在化しつつある。   
    また、近年においては農泊の取組の推進やインバウンド消費も急速に拡大しており、日本古来の伝統文化 
   や自然の豊かさを求めて農村に足を運ぶ動きも見られるようになってきている。 
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 （岐阜県下呂市馬瀬）  （北海道網走地方） 

［水田景観］ ［畑地景観］ 

（一社）北海道土地改良設計技術協会主催 
「北の農村フォトコンテスト」公募作品 

①農村景観の特徴と景観形成 

1. 歴史文化の重要性 
 見た目の美しさの他にも
地域の歴史・文化など重要
なものもあるので、これらの
視点も活かしていくことが
必要。 
 
→第２章に農村景観の特
徴として記載 
 

【資料３－２ P3】 

指摘への対応 

2. インバウンド施策との関連 
 日本の農村景観は外国
人にも評価されており、観
光立国や農泊、地域再生
など施策展開にも活用でき
る資源であり背景に記載す
ると良い。 
 
→第２章に農村景観の現
状として記載 
 

【資料３－２ P4】 

（１）景観配慮に関する基本的事項（２章～３章関連） 



3.農業農村整備事業における景観配慮の取組姿勢 
 優れた土木構造物の条件は、「用」、「強」、「美」注1)の３要素を兼ね備えることと 
言われている。 
 明治から昭和初期にかけ「用」、「強」、「美」を兼ね備えた土木構造物が数多く 
造られ、風格ある施設として今なお残されているが、高度経済成長期以降に造ら 
れた施設については「用（機能）」と「強（強度）」が重視され、必ずしも「美」の要素 
に対する考慮や配慮がなされていない場合がある。 
 農業農村整備事業においても、技術者が持つべき視点として「用」、「強」、「美」 
の３要素を総合的に捉えた計画、設計を行うことが必要であり、農村景観の配慮を 
行うには、地域の個性や性格に応じた設計を取り入れ洗練することが重要である。 
 このため、地域の自然、歴史、文化を踏まえ、地域の景観を構成する様々な要素 
が持つ意味を十分理解することが求められる。 
 また、地域の景観づくりの主役は農家を含めた地域住民であり、地域住民が主体 
的に地域の景観づくりに取組んでいけるよう、住民参加を促すための配慮も必要と 
なる。 
 
 
 
 
4.景観との調和に配慮した農業農村整備事業 
 良好な農村景観を形成するためには、景観法や景観条例等の地域 
景観に係る各種計画等が定められている場合は、それらの計画等を遵 
守しつつ、農業農村整備事業における景観との調和に配慮した取組と 
農家を含めた地域住民を主体とした景観形成活動等との連携や、他の 
公共事業等における景観形成の取組を総合的に展開することが必要 
である。また、良好な景観の形成に当たっては、長期的な視点に立ち 
計画的、段階的に推進するよう検討することが必要である。 
 その上で、農業農村整備事業における景観との調和への配慮は、農 
業の生産性の向上など事業本来の目的を踏まえ、地域景観の特性に 
応じた、良好な景観形成を推進するための景観配慮対策を講ずること 
である。 
 
 

豊 稔 池 

常西合口用水 
1. 歴史文化の重要性 
 見た目の美しさの他にも
地域の歴史・文化など重要
なものもあるので、これらの
視点も活かしていくことが
必要。 
 
→第２章に農業農村整備
事業における景観配慮の
取組姿勢として記載 
 

【資料３－２ P7】 

４ 

指摘への対応 

注1)「用」、「強」、「美」 
古代ローマ帝国の建築家、マルクス・ウィトルウィウス・ポリオ（Marcus Vitruvius Pollio）が著した『建
築十書』の第一書において、建築の三原則として「強さ（Firmitas）、便利さ（utilitas）、美しさ
（venustas）」を提示して以来、「用」「強」「美」をいかに調和させるかという問題は、現代に至るまで絶
えず議論されてきている。 

農村景観の形成のための施策のイメージ 

3. 多様な主体の参画 
 景観を維持するためには、
地域住民をどのように巻き
込むかが重要。景観を当
事者意識を持ってもらうよう
景観のシミュレーション技
術のみならず、双方向の
議論を活発化させる手法も
あるとよい。 
 
→第２章に景観との調和に
配慮した農業農村整備事
業として記載 
 

【資料３－２ P8】 



第３章 景観形成の基本的な考え方 
 3.2 農地・農業水利施設等が景観形成に果たす役割と留意事項 

 農地・農業水利施設等は、食料の生産基盤であるとともに、農村地域における景観の形成や地域景
観を特徴づける重要な存在となっている。 
 施設整備に当たっては、周辺景観の特性を踏まえ、各施設が農村景観に果たす役割を念頭におい
た対策を検討することが重要となる。 

 
  農業農村整備事業の整備対象となる農地・農業水利施設等は、 
 生産基盤の構成要素であるとともに、農村景観を構成する重要な 
 要素となっており、整備に当たっては地域景観の特性を十分考慮 
 し、景観配慮の基本原則に即した配慮対策を検討することが必要 
 である。 
  本技術指針においては、農村の形成過程とともに整備されてき 
 た施設等を農地等の面施設、水路や農道等の線施設、ポンプ場 
 や頭首工等の点施設に分類し整理を行うこととし、分類ごとの農 
 村景観の形成に果たす役割・留意事項などを示す。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②農業農村整備事業における景観形成の基本的考え方 

【農村景観を構成する農地・農業水利施設等の要素の例】 

５ 

農地 農道

凡例

農業水利施設など

水田、畑など
基幹的農道、ほ場内農道

など

水路、ダム、ため池、頭首工、ポンプ場、管理棟など

面施設 線施設 点施設

農村（集落住居区、農地など）

水脈

ダム・

ため池

地形・植生

農地 農道 水路

農地・宅地の区画割

集落形態

法面

境界域など

分水施設・

頭首工

農作業

路面など

洗い場等

橋梁

農家・民家の造り

鎮守の杜など聖なる場所

石積・石垣（石張り）

植栽など

水脈

建屋（ポンプ場、管理棟等）

農地・宅地の区画割

素材・色彩

生物種

景観配慮対策の検討で参考となる要素主な整備対象となる要素

大
景
観

小
景
観

景
観
ス
ケ
ー
ル

指摘への対応 

【面的な広がりが、農村 
景観の特徴となる農地】 

【新たな農村景観を創出 
した管水路の上部利用】 【遮蔽物のない河川で視認されやすい頭首工】 

→第１回委員会の方向性
で記載 
 

【資料３－２ P11】 



 3.3 景観配慮対策の進め方 
  1.景観配慮対策の基本原則 
    景観配慮における基本原則として「除去・遮蔽」、「修景・美化」、「保全」、「創造」の４つがある。 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

③景観配慮対策の進め方 

景
観
配
慮
の
基
本
原
則 

「除去・遮蔽」 
景観の質を低下さ
せる要素を取り除
くこと 

「保全」 
調和のとれた状態
を保全し維持する
こと 

「創造」 
新たに要素を付加
することで新たな
空間調和を創り出
すこと 

「修景･美化」 
周辺構造物の形や
色彩等を用いたり、
美化要素を加え周
辺景観になじませ
ること 

 

 

新設するファームポンドが丘陵地の稜線から突出し周辺
景観を阻害する要因となる恐れがあったため、地下埋設
により構造物を隠すことで良好な景観を維持している。 
国営かんがい排水事業 馬淵川沿岸地区（岩手県一戸
町） 

新設する管理施設建屋の形状、色彩を地域の伝統的な建
築様式である赤瓦屋根とすることにより、周辺景観にな
じませ、違和感を軽減させている。 
国営かんがい排水事業 伊是名地区（沖縄県伊是名村） 

老朽化した水路橋の補修に際し、施設の歴史上の文化
的価値に配慮し、既存の石管、石橋構造のまま整備し
農村の文化的価値を保全している。 
県営地域用水環境整備事業 通潤橋地区（熊本県山都
町）  

開水路から管水路への改修に際し、管水路の地下埋設に
より生じた水路上部敷地に自然石等を用いた親水水路と
広場等を設け、地域住民の憩いの場を付加し、新たな空
間調和を創出している。 
国営かんがい排水事業 九頭竜川下流地区（福井県永平 
寺町）、県営地域用水機能増進事業 九頭竜地区 

６ 

指摘への対応 

→第１回委員会の方向性
で記載 
 

【資料３－２ P18】 



3. 景観配慮の取組における住民等の参画の重要性 
 地域において、景観形成の取組を将来にわたり持続するためには、地域住民が地域の景観を地域資源で
あると認識することが重要となる。 
 このため、事業主体は、農家を含む地域住民、多面的機能支払交付金制度等の活動組織、市町村、土地
改良区、NPO、有識者（学識経験者、研究機関の職員、郷土史家、コンサルタント等）等が参画する協議会等
の組織をつくり、地域の景観形成を成り立たせている仕組みや、歴史的な意味合いについて検討を行うなど
地域が一体となった取組となるよう努めるものとする。事業主体は協議会の場等を通じ、景観配慮対策につい
て有識者等の助言を得て、様々な意見の調整を担うことが重要である。 
 さらに、ワークショップや集落・環境点検（集落点検）、植栽など、様々な機会を通じて、地域景観についての
認識や景観形成の意識の醸成を図り、事業完了後も継続的に地域が主体となった景観形成の取組が展開さ
れるようにすることが求められる。こうした地域の主体性を育む方策として、調査や住民参加型直営施工など
“実体験が伴う作業場面での参加”の機会を設け、地域住民の景観配慮対策への理解や施設等への愛着感
の醸成、地域における景観形成にかかるスキルアップや組織づくりを支援することも重要となる。 
 また、景観配慮対策におけるワークショップ等の地域住民との協議の場では、地域の景観の状況や景観配
慮対策の意図、さらに整備対象施設の耐久性、必要となる管理作業等のメリットとデメリットを地域住民に丁寧
に説明し、地域の意向を把握することが重要となる。こうした地域住民との協議の場では、景観配慮対策の検
討を充実させるために、自治会長や多面的 
機能支払交付金制度等の活動組織、地域 
リーダー等地域活動を担う人材の参加を促 
すことが望ましい。 
 維持管理体制の検討に当たっては、地域 
住民等が施設をどのように利用していくかと 
いった視点が重要となることから、状況に応 
じて施設利用に関係する組織や主体を管 
理体制に組み込むといった方策も選択肢の 
一つとなる。 
 
 
           
 
 

指摘への対応 

【参考資料】 [地域住民等の参画による景観配慮の取組体制] 

3. 多様な主体の参画 
 景観を維持するためには、
地域住民をどのように巻き
込むかが重要。景観を当
事者意識を持ってもらうよう
景観のシミュレーション技
術のみならず、双方向の
議論を活発化させる手法も
あるとよい。 
 
7. 景観保全と維持管理等
とのトレードオフ 
 景観配慮では、例えば緑
化による草刈り作業が必要
となる等、事業本来目的と
のトレードオフの関係もあ
るので検討されたい。 
 
→第３章に景観配慮の取
組における住民等の参画
の重要性として記載 
 

【資料３－２ P26】 
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指摘への対応 
【参考事例】[住民参加による景観配慮対策の検討例] 

８ 

［ワークショップ実施の流れ］ 

－ワークショップを踏まえた合意形成－ 
 拾ヶ堰の改修に際し、環境保全に対する地元要望を把
握するため、地域住民、行政機関、改良区、グラウンド
ワーク協会等により構成するワークショップを開催し、環
境に配慮した工法や住民参加を含む維持管理のあり方
等について検討した事例。  

① 初期段階 
 拾ヶ堰の歴史的・文化的価値や、美しい農村景観の構
成要素としての位置づけ、土砂やゴミ対策等の管理労力、
漏水問題など施設の現状について情報を共有。 
② 中間段階 
 参加者が抱く施設改修のイメージを抽出し、複数の検
討案を作成した後、基本的な改修工法などを確認。この
際、完了後の維持管理について別途検討。 
③ 最終段階 
 維持管理項目の確認と住民参加を組み込んだ維持管
理体制の検討。 
④ その他 
 ワークショップと並行して行われたウォーキング、自然観
察会、芝の植栽、草刈りなどのイベントの活動は、地域住
民等の事業等への理解と合意形成に繋がる重要な要素
となる。 

［ワークショップでの検討状況］ ［整備前］ ［整備後］ ［魚つかみ取り(イベント活動)］ 

3. 多様な主体の参画 
 景観を維持するためには、
地域住民をどのように巻き
込むかが重要。景観を当
事者意識を持ってもらうよう
景観のシミュレーション技
術のみならず、双方向の
議論を活発化させる手法も
あるとよい。 
 
→第４章に実際の取組事
例を掲載（参考） 
 

【資料３－２ P61】 

第１回ワークショップ

拾ヶ堰用水路の現状と改修に対する要望事項の検討

第２回、第３回ワークショップ

参加者の施設改修のイメージを抽出

維持管理組織の設立

初
期
段
階

中
間
段
階

最
終
段
階

第５回ワークショップ

工事完了後の住民参加による維持管理のあり方について、現状の作業項目
や改修後の要望などについて検討

第４回ワークショップ

改修工法の「たたき台案」について意見交換

第１回～第４回
管理検討委員会

（改良区代表者、住民代表(WS参加者・活動組織

代表者・一般住民)、国及び県の担当者で構成）

ワークショップでの意見等を踏まえた
管理項目の検討、先進地区視察等

第８回～第１０回
管理検討委員会

住民参加型直営施工による整備の
検討、維持管理組織の規約の検討

第８回ワークショップ

維持管理検討委員会が作成し
た維持管理組織規約案の報告

第５回～第７回
管理検討委員会

イベントを通じた維持管理作業の実

施、組織化のための規約の検討、具
体的な活動内容等の検討

第６回、第７回
ワークショップ

管理検討委員会での検討内容
について報告、意見交換



第４章 調査及び計画 
 4.1 調査 
  4.1.2 概査の実施 
  1. 概査の目的  
   概査は地域景観に関する情報を収集し、地域景観特性の把握とともにポイントを絞った精査及び景観配 
   慮対策の検討を行うために地域景観に関する情報等の整理を行うものである。 
 

【参考資料】  [無人航空機(小型UAV)の活用による景観の概況把握] 
 近年、マルチコプター（電動マルチローターヘリコプター）に代表されるラジコン操作可能な小型UAV(Unmanned 

Aerial Vehicle：無人航空機)（通称ドローン）が注目を集めており、技術の進歩にともなう高性能化と低価格化により
様々な分野において普及が進んでいる。農業農村の現場においても、小型UAVで撮影した空中写真等の活用
が、測量や施設の点検・メンテナンスまで、様々な分野で活用されている。 

（２）技術指針に示す新たな景観配慮技術や手法（４章～６章関連） 

①調査 

   
  
  

  
  

  
  

［小型UAVのイメージ図］ 

 
 

 
 

 
 

 

［上空から斜めに地上を俯瞰した空中写真］ 

［上空から真下を撮影した空中写真］ 

指摘への対応 

4. 動画の活用 
 動画の活用も入れて欲し
い。ドローンの画像や頭首
工越流水の画像など動画
の方が分かりやすいものも
ある。 
 
→第４章に無人航空機(小
型UAV)の活用による景観
の概況把握として記載 
 

【資料３－２ P32】 

９ 

① 適時・高解像度・三次元での広域調査 
 従来までの地図や空中写真などでは困難であった高解像度（施設や農地一
筆毎が確認可能）かつ適時性を有する（数年前などではなく、今を調査）広域
での調査が可能である。 
② 俯瞰的な視点からの景観づくり 
 小型UAV等を用いた空撮による俯瞰的な視点は、住民参加などによる景観
づくり、施設や農地などの点や狭い範囲にとどまりがちな検討の視野を広げる
上で有効な手段。また、動画の活用や3Dpdf形式などで担当者や住民等の間
で情報共有することが可能である。 
③ 立面から平面のシームレスな検討 
 写真等を用いた立面の検討と地図などを用いた平面の検討をシームレスに
（途切れなく）行うことが可能である。例えば、視点場の検討（可視・不可視など
の検討）や各種景観シミュレーションへの応用が考えられる。作成される三次
元モデルは三次元-CADや3Dプリンタなどの三次元造形技術とも親和性が高
く、コンピュータグラフィックを用いたシミュレーションや3Dプリンタで作成した景
観模型を用いた検討なども可能である。 

－景観配慮における小型UAV空撮・三次元形状復元技術の活用の可能性－ 



4.1.3 精査の実施 
 2.精査の内容 
  (2)視点場の設定 
    精査における現地踏査では、「視点場」と「視対象」の考え方を 
   踏まえることが必要である。 
    篠原による景観把握モデルを参考にすると、景観は、①視点、 
   ②視点場、③主対象（視対象）、④副対象（視対象）、⑤対象場の 
   ５つの要素に分けて整理されている。 
 
【参考資料】 [視距離と整備対象施設の見え方] 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観把握モデル～視点場と視対象の関係～ 
（参考 篠原：景観の工学的把握，『新体系土木工学59 土木景観計画』，
土木学会編，pp.27-39，1993.） 
 

指摘への対応 

5. 景観スケール 
 景観スケールの考え方が
生きる内容にして欲しい。
農地のような大きなスケー
ルからスポット的な配慮な
どの進め方について、分か
りやすく纏められたい。 
 
→第４章に視点場の設定 
として記載 
 

【資料３－２ P37,40】 
 

視距離  

近  景  

 

中  景  

 

遠  景  

 

規
模
・
配
置 

○  周辺が把握できない
ため、施設の規模や
配 置 が 確 認 で き な
い。  

○  河川に対する配置が
確認できるが、周辺
の人工物等の比較対
象が把握できないた
め、規模は不明確。  

○  周辺の人工物や自然
形 状 と の 比 較 に よ
り、施設規模が確認
できる。  

形 

○  整備対象施設全体の
形状が確認できる。  

○  整備対象施設全体の
形状が確認できる。  

○  整備対象施設の一部
の 形 状 が 確 認 で き
る。  

色
彩 

○  モルタル吹付壁面の
色彩の経年変化の様
子が確認できる。  

○  壁面はベージュ系と
茶系の２色が確認で
きる。  

○  くすんで見える。  

肌
理
（
き
め
） 

○  タイル張壁面とモル
タル吹付壁面の質感
の違いやタイル張壁
面の目地が確認でき
る。  

○  確認は困難  ○  確認は困難  

素
材 

○  タイル張やガラスブ
ロックなどの素材が
確認できる。  

○  確認は困難  ○  確認は困難  

  ［整備対象施設までの視距離と確認できる景観設計要素のイメージ］ 
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 整備対象施設の見え方は、整備対象施設ま 

での視距離によりその印象が異なる。近寄れば 

構造物の細部を確認することができ、遠ざかると 

構造物の細部の確認は困難となるが、施設全体 

の形態や前景や背景などの周辺景観との関係 

を捉えることができる。 

 そのため、整備対象施設の立地条件に加え、 

遠景、中景、近景といった整備対象施設までの 

視距離に応じ、確認できる景観設計要素（「規 

模・配置」、「形」、「色彩」、「肌理（きめ）」、「素 

材」）を把握することが重要となる。 

 一般的に、素材や肌理といった要素は、近景 

域を中心に確認をすることができ、規模・配置は、 

中景から遠景域で周辺の自然地形や人工物と 

比較することで把握することができる。 

 また、色彩は整備対象施設から遠くなるほど、 

くすんで見える特性がある。 



4.1.3 精査の実施 
2. 精査の内容 
(4) デザインコード 
 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、調和のあり方を検討することが必要である。景
観特性を捉えるためには、調査対象範囲のデザインコードを把握することが重要となる。 
 
 2)デザインコードの活用 
 デザインコードを活用する場合は施設機能面、費用面や維持管理面などを十分考慮し、デザインコードをそ
のまま踏襲するだけではなく、他の技法や素材などにより代替することも検討が必要である。特に、歴史的に継
承されてきたデザインコードを適用する場合は、現代の素材や技法の中で、可能な限り対象となるデザインコー
ドの要素を取り入れることも重要である。 

 

 頭首工建屋の整備における景観配慮を実施するに当たって、周辺集
落に建ち並ぶ伝統的な民家との調和を図ることに留意し、建屋デザイン
の検討を行っている。 
 地区が位置する地域は、明治期において近代的な養蚕技術の発祥の
地となった地域であり、蚕室の換気を最優先に考え二階に高窓を備えた
「模範蚕室」と呼ばれる建築様式を模した民家が多く残っていることが特
徴的である。 
 また、民家の屋根の棟瓦に着目すると、瓦自体の組み合わせによって
独特のデザインを施しており、さらに高窓を持った多くの民家の壁色は、
明度の低い茶褐色から黒に近い褐色となっているものが多く、色調が共
通している。 
 このため、民家に見られる伝統的な建築様式の中から、頭首工の建屋
のデザインに活用できるデザインコードとして、切妻、高窓といった「屋根
の形状」と「壁の色調」を抽出し選定した。 
 これらのデザインコードを頭首工建屋に活用するため、シミュレーショ
ンによる確認の後、整備内容を決定している。 

頭首工建屋のイメージ図 

【改修前】 【改修後】 

デザインコードとは、景観を構成する要素の「あり方」及びそ
の「組み合わせ」についての視覚的な約束事（パターン）であ
り、この「約束事」は、景観を構成する要素の「配置」、「色」、
「形」、「素材」、「生物種」の共通性として示され、景観配慮を
行う上で重要な手がかりとなるものである。 

高窓のある切妻屋根 壁の色調 

指摘への対応 

8.復旧のし易さや経年変
化について 
 景観の維持保全の観点
で、施設の長寿命化や復
旧のし易さもキーワードに
なると考えられるので検討
されたい。 
 
→第４章にデザインコード
の活用として記載 
 

【資料３－２ P52,53】 
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【参考事例】[歴史的に継承されてきたデザインコードの活用例] 



4.2 計画 
 4.2.2 基本構想と景観配慮対策の検討 
  5. 地域住民等の意向の把握 
   施設の完成イメージ図を基に、地域住民等の景観配慮対策について 
  の意向を把握する。意向の把握に当たっては、対象となる地域住民の 
  属性（農家、農家以外の住民等）や数等を勘案し、アンケートや聞き取 
  り、ワークショップ等の手法を用いて実施する。 
   特に、ワークショップ等の実施に当たっては、その場で地域住民等と 
  事業主体や関係行政機関等と対策や地域の景観形成についての意 
  見交換を行うことができるため、対策を促進する効果が期待できる。 
   対策の効果を施設整備後においても維持、発揮するため、地域住民 
  の事業における景観配慮や、地域における景観形成活動についての 
  認知度を高める方策が重要となる。 
 
 
 
 
  【参考事例】 [景観シミュレーション技術の活用例] 
  二次元デジタル画像処理は、２つ以上の二次元デジタル 
 画像を合成して一つの画像にする方法で、例えば現地の 
 画像と模型の画像を合成したり、よく似た構造物の画像を 
 二次元上で変形させたり、色彩を変化させて、これから建て 
 る構造物の完成予想のパース図を作成するものである。 
  三次元CGは、二次元データ（図面等）をもとに、コンピュー 
 タの中に三次元の空間を仮想設計するコンピュータグラフィ 
 ックスの方法で、あらゆる角度から景観シミュレーションが可 
 能であり、新設する構造物の全体的なイメージを造成前に 
 知ることができる。 
 
 
 

②計画 
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■二次元デジタル画像処理：農地の整備に際し、農道を 
参道に見たて、さらに鳥居を配置したシミュレーション 
 （鳥居の位置や形、色彩を変化させることが可能。） 

■三次元CG：新たに農道を配置したシミュレーション 
   （画像の回転により、あらゆる角度から景観の確認が可能） 

住民説明会における景観シミュレーションの提示 

指摘への対応 

→第１回委員会の方向性
で記載 
 

【資料３－２ P58】 



第５章 設計 
 5.3 景観との調和に配慮した設計の決定 
  1.景観との調和に配慮した設計の考え方 
   景観との調和に配慮した設計においては、測量等の成果を踏まえ、整備対象施設を眺める視点場   
   からの見え方を再確認することが必要である。 
     事業による周辺景観への影響の予測を踏まえ、景観配慮対策の基本的な考え方となる景観配慮の  
      基本原則等を念頭に、どのように周辺景観との調和を図るかといった方針を確認し、具体的な施設設 
    計に当たり規模・配置、形、色彩、肌理、素材等の検討を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③設計 
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景観との調和に配慮した設計 
○設計条件の設定 
① 基本的な条件の確保（計画用水量等の基本諸元） 
② 景観配慮対策を行うための条件 
景観配慮の基本原則等を踏まえ、規模・配置、形、色彩、肌理、
素材について空間的な観点と時間的な観点などより決定する。 
③ 用地条件、資材利用条件、維持管理条件 
○景観との調和に配慮した設計の決定 
景観配慮対策が良好な農村景観の形成に果たす効果を勘案し、地
域住民や有識者等の意見等を踏まえ、整備対象施設の機能性、安
全性、経済性及び維持管理等の観点から最適な設計を決定する。 

景観配慮計画 
1. 地域景観の概況 
2. 基本構想の概要 
3. 景観配慮の方策 
視点場と景観への影響、景観配慮対策、維持管理計画等 
4. 推進体制 

地
域
住
民
・
有
識
者
等
か
ら
の
意
見
等 

計
画
段
階 

設 
計 
段 
階 

【参考資料】   ［景観との調和に配慮した設計の決定までの流れ］ 

指摘への対応 

6. 性能設計 
 設計の進め方として数値
化はできないが「景観の 
性能設計」の考え方を入れ
ると良いのではないか。 
（多様な主体に対し、景観
配慮に関し要求される性
能の検討を共有しながら進
めることが重要） 
 
8.復旧のし易さや経年変
化について 
 景観の維持保全の観点
で、施設の長寿命化や復
旧のし易さもキーワードに
なると考えられるので検討
されたい。 
 
→第５章に景観との調和に
配慮した設計の決定まで
の流れとして記載 
  

【資料３－２ P81】 



以下略 

指摘への対応 

→第１回委員会の方向性
で記載 
 

【資料３－２ P86】 
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【景観配慮対策の事例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以下略 



第６章 施工及び維持管理 
 6.1 施工 
  6.1.1 施工時における対策  
 施工時においては、景観との調和に配慮し、整備対象施設の施工を行う上で留意すべき事項を取りまとめ、
関係者間で周知、徹底を図ることが重要である。また、場合によっては試験施工等により、意図した景観配慮
対策の確認を行いながら実施することが望ましい。 
 
【参考事例】 [白滝の美しい頭首工景観を保全するための施工方法の検討例] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■白滝発生メカニズムの確認 

 固定堰石張工の石材表面の凹凸を３D計測により把握。現況石材の凹凸は概ね50mm程度であるこ
とを確認。 

No. 表面加工 凹凸 積み方 

1 こぶだし 45mm 布積 

2 こぶだし 90mm 鎧積（布積） 

3 割り肌 10～20mm 谷積 

 
【現況施設】 【施工後】 施工済区間 

■石張構造の検討 

 石材表面の凹凸の差による白滝の
発生を、表面加工及び石の積み方の
違う3種類で試験施工を実施。 
 白滝の発生は、No.1 ≒ No.2 ＞ 
No.3となり、No.2については流砂等に
よる耐磨耗の理由により、No.1を採用
し、こぶだし加工は、50mmとした。 

試験施工状況（左No.1、中No.2、右No.3） 

④施工 
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指摘への対応 

→第１回委員会の方向性
で記載 
 

【資料３－２ P119】 



6.2 維持管理 
 1．維持管理の目的 
   維持管理の目的は、計画、設計において意図された景観配慮対策の内容を継続的に保つことである。 
    整備対象が施設の場合は、劣化や損傷により色彩の変化や肌理(きめ)の消失、形状の変化等により景  
   観を変容させてしまう場合がある。また、法面緑化や植樹などの植栽に関しては、植物の生長状況、他の 
   植物の混入や外来種の侵入、倒木などにより意図した緑化景観を損なう場合がある。 
    このような整備後の経年変化に伴う景観の劣化を防ぐためには、定期的な点検を実施し、適宜の清掃や 
   草刈り・剪定等の維持管理が必要である。このため、地域住民を含めた多様な主体の参加を促しつつ、施 
   設管理者とともに行政、NPO等が連携し、地域的な取組として管理を実施することが望ましい。また、維持 
   管理の体制整備は、事業計画作成の早い段階から検討を行うことが必要である。 

⑤維持管理 
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 【大江川クリーン作戦の様子】 

【地域住民によるクリーク法面の管理】 

指摘への対応 

7. 景観保全と維持管理等
とのトレードオフ 
 景観配慮では、例えば緑
化による草刈り作業が必要
となる等、事業本来目的と
のトレードオフの関係もあ
るので検討されたい。 
 
8. 復旧のし易さや経年変
化について 
 景観も経年変化によって
劣化する。どうしたら保全
できるかの視点もある。 
 
 
→第６章に維持管理の目
的として記載 
 

【資料３－２ P124】 

【参考事例】  [多様な主体による水路の清掃等の維持管理] 
 

 一宮市の中心部を流れる大江排水路は、地元では大江川とし
て親しまれ、春には桜祭りが開催されるなど、地域の憩いの場と
なっており、地域住民を含めた多様な主体の参加による水路の清
掃活動が行われている。 

【参考事例】 [地域との管理協定の締結による維持管理] 
 

 法面緑化については、施工後からグラウンドカバープランツが定
着するまで除草等の管理が重要となるため、施設管理者である土
地改良区は地域と管理協定を締結し、連携した管理体制を構築し、
管理作業にあたっている。 



   近年、国民が豊かな農村環境とのふれあいを求める一方、農村では過疎化、高齢化等に伴い、二次的自然や景
観資源の質的低下が課題となっている。そのような中、農業農村整備事業やそれを契機とした地域の景観形成の取
組を通じて、地域コミュニティの活性化、農村と都市の交流の活発化、地域の景観資源をシンボルとした農作物のブ
ランド化等の地域づくりの取組が進められる事例が増加している。 
  このような取組は、地域の景観形成やその活用を通じた地域資源としての意識の醸成につながり、景観配慮対策
の継続的な維持管理も期待できる。 
  農業農村整備事業等を契機とした地域の景観形成の取組を魅力的で活力ある地域づくりにつなげていくために
は、調査計画の段階から、地域住民のみならず、関係行政機関、土地改良区、環境団体等の多様な主体の参画を
得て地域づくりの構想を作成し、地域全体で共通意識をもつことが重要である。 
地域の景観形成の取組を契機とした地域づくりを進めるためには、活動のきっかけや地域の景観とそれに関わる課
題を関係者間で共有することが重要である。 
 
【参考事例】  [棚田の保全と地域づくり] 
  棚田百選に選ばれた「堂の坂の棚田」がある愛媛県城川町の田穂（たお）地区では 
「わがむらは美しく」をキャッチフレーズに景観保全活動による地域活性化に取り組ん 
でいる。 
 棚田保全のためのほ場整備では、土色のコンクリートで畦畔などを整備するとともに、 
交流施設として休憩所になる茶堂や案内板の設置が行われている。 
 地域では、虫送りなどの伝統行事の伝承に努めながら、農業体験や花いっぱい運動、 
キャンドルイベントなど地域コミュニティ活動を推進している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）農村景観の形成を契機とした地域づくりの取組 
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田穂地区堂の坂（どうのさこ）の棚田 

ほ場整備前 

ほ場整備後 

300年続く伝統行事「虫送り」 

農業体験 

キャンドルイベント 

指摘への対応 

→第１回委員会の方向性
で記載 
 

【資料３－２ P131】 



４ 策定スケジュール（案） 

○ 農業農村振興整備部会技術小委員会で審議の後、平成２９年度内に同部会に対して結果を報告。 
○ 審議結果を踏まえ、技術指針を改定。 

 

○ 技術指針改定に係るスケジュール（案） 
 
 ＜平成２８年度＞ 
   ３月１５日   農業農村振興整備部会 
          （技術小委員会へ付託） 
 

 ＜平成２９年度＞ 
   ９月２５日   技術小委員会（１回目審議） 
 

  １１月２８日   技術小委員会（２回目審議予定） 
 

  年度内      技術小委員会（３回目審議予定） 
           農業農村振興整備部会 （報告） 
   ※2回目の審議後に、農林水産省のホームページ等を通じ、パブリックコメントを実施。 

 
 ＜平成３０年度＞ 

審議結果を踏まえ、「農業農村整備事業における景観配慮の技術指針」を策定 
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