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「農業農村整備事業における景観配慮の技術指針」の
策定について 

 

農村振興局  

資料４－１ 



１ 前回の技術小委員会における主な指摘と対応方針（案）  １ 

箇所 意見の概要 対応方針（案） 

１ 

（75～76ページ） 
【4.2.4 景観配慮計
画の作成＜参考事
例 ４-７＞】 

 ７５ページの説明文中、４段落目の４行目では「史跡保
存ゾーン」となっているが、７６ページのゾーニング図では
「史跡保全ゾーン」となっている。保存と保全では意味が
異なると思われるため、表現の統一をすればどうか。 

 ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 
「史跡保存ゾーン」→「史跡保全ゾーン」 

２ 

（124ページ） 
【6.2 維持管理】 

 景観配慮対策に伴う維持管理計画の策定について、
高齢化、人口減少の著しい中で、短期的な視点での計
画策定により、途中で維持管理ができなくならないよう、
長期的な視点での計画策定を行う旨を記載すべき。 

 ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 
 
1.維持管理の目的(最終行) 
【原文】 
 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。 
 
【修文案】 
 継続的な活動がなされるよう、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。 

【技術指針(案)の修正対応意見】 

２ パブリックコメントの結果と対応方針（案） 

項目 指摘事項 対応方針（案） 

１ 

「農村における景観
配慮の技術マニュア
ル」の引用明記 

 デザインコードの具体事例において、「農村における景
観配慮の技術マニュアル」との関連性が読み取りにくい
ため、本マニュアルの引用を明記してはどうか。 

 P25の「デザインコード」注釈において、「農村における景観配慮
の技術マニュアル」の引用を明記。 
【原文】 
注１） 「デザインコード」 
  景観を構成する要素の「あり方」及びその「組み合わせ」～中略
～重要 な手掛かりとなる。 
 
【修文案】 
注１） 「デザインコード」 
  「農村における景観配慮の技術マニュアル -デザインコード活
用手法- -視点場設定手法-」（以下、「景観配慮の技術マニュア
ル」）では、～中略～景観を構成する要素の「あり方」及びその「組
み合わせ」…重要な手掛かりとなるものである。 



箇所 意見の概要 対応方針（案） 

３ 

（7ページ） 
【2.3 農業農村整
備事業における景
観配慮の取組姿
勢】 

 農村の高齢化や過疎化が急速に進行しており、地域住
民に景観づくりを取り組ませるのは困難ではないか。また、
高齢化等により、維持管理が困難となっている現状を
しっかり踏まえた指針とすべきではないか。 
 農村全体の景観保全（例：田んぼを田んぼとして残すこ
と）を考えれば、水路や点施設の景観にこだわる必要が
ないのではないか。 

 ご指摘の通り、持続的な維持管理において農村における高齢化
や過疎化等は深刻な問題と受け止めております。このため、P26「第
3章 3.景観配慮の取組における住民等の参画の重要性」やP81
「【参考資料5-1】景観との調和に配慮した設計の決定までの流れ」
等において、地域関係者の意見を確認しながら決定することが重
要である旨示しております。また、水路等も農村景観を構成する要
素であり、施設整備に当たって景観に果たす役割を考えていく必
要があります。これらのことから、本技術指針の事例等を参考とし、
より一層地域が一体となる景観配慮の取組を図っていただくよう考
えており、原文どおりとさせていただきます。 

４ 

（12ページ） 
【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 2. 農
地】 

 棚田などは、景観はすばらしいが作業効率が悪い上に
高齢化で維持管理が困難となっていることから、今後、ど
のような施設を積極的に残すべきか判断基準を示してい
ただきたい。また、残せない場合、どのような対策が考え
られるか併せて示していただきたい。 

 本技術指針は農業農村整備事業において、農村景観に配慮した
調査、計画、設計等を進めるための技術参考資料であり、特定の
施設の存廃の基準等を示すものではございませんが、P26「第3章 
3.景観配慮の取組における住民等の参画の重要性」やP81「【参考
資料5-1】景観との調和に配慮した設計の決定までの流れ」等にお
いて、地域関係者の意見を確認しながら決定することが重要である
旨示し、本技術指針の事例等を参考とし、より一層地域が一体とな
る景観配慮の取組を図っていただくよう考えており、原文どおりとさ
せていただきます。 

５ 

（14ページ） 
【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 4. 農
業水利施設】 

 水路等の線構造物について、一体感のある配慮対策と
して、どの範囲まで景観配慮が求められるのか。また、比
較的小さな断面の水路（例：Ｂ＜１．０ｍ程度）でも景観配
慮は必要となるのか。 

 農村景観の構成要素は場所によって様々であり、施設の規模に
よって一律に配慮の有無を決定することとはならないものと考えられ
ます。このため、調査における視点場の設定等が重要であり、P34
～「第4章 4.1.3精査の実施」において、「2.(1)整備対象施設周辺
の景観特性の把握」や「2.(2)視点場の設定」でその考え方を示すと
ともに、P72～【参考事例4-6】として、水路における景観配慮の具体
事例を掲載しております。 

６ 

（26ページ） 
【3.3 景観配慮対
策の進め方 ３.景
観配慮の取組にお
ける住民等の参画
の重要性】 

 学識経験者には参考意見をもらう程度で、将来管理者
である地域住民が求める事項を把握することが大切。地
域住民が求める以上の施設整備となり、維持管理がいき
届かない、工事費が嵩む等のものも見られることから、将
来を見据えた整備を行うことを記載すべきではないか。 

 ご意見の内容は、P26「第3章 3.景観配慮の取組における住民等
の参画の重要性」等で、既に反映されていることから原文どおりとさ
せていただきます。 

【その他の意見】 

２ 



３ 

箇所 意見の概要 対応方針（案） 

７ 
（55ページ） 
【4.2.1 計画の進
め方】 

 基本構想の策定にあたり、調査（概査）のみ反映するこ
ととなっているが、調査（精査）の観点も含めて策定する
べきではないか。 

 基本構想は、地域が目指す将来の地域景観の姿や基本的な考
え方を整理するものであり、調査（概査）段階で整理可能なものであ
ることから、原文どおりとさせていただきます。 

８ 

 景観配慮計画を作成するのに、地元がどこまで時間と
労力を掛けられるかがカギとなるが、全ての地区でそれ
が出来るとは考え難いことから、画一的な景観配慮整備
が行われることになってしまわないかが懸念される。 

 本技術指針では、より多くの事例等を掲載し、これら事例等を参
考に地域特性に応じた配慮対策を行っていただくこととしておりま
すが、今後とも、さらに多くの事例蓄積を図るなどにより、ご指摘に
ついては、ご意見として承ります。 

９ 

 景観配慮対策について具体のフロー等が示されている
が、景観配慮計画は事業計画に大きく影響することから、
景観配慮策定と事業計画案策定のフローと並列させる
形式にしていただき、事業計画策定に手戻り等がないよ
う、景観対策計画の流れと事業計画へのフィードバック
段階が明確になるように、提示されたい。 

 ご意見の内容は、「図4－6 景観配慮計画策定に係る調査成果
の活用と留意事項」において、景観配慮計画と事業計画案（整備
内容）との関係を示しており、既に反映されていることから原文どお
りとさせていただきます。 

10 

 景観配慮対策では、デザインや構造を地域住民と設計
者が協議して作り上げても、現状では農業農村整備事業
計画での費用対効果をクリアすることが課題となる。 

 景観配慮対策を行うに当たっては、機能性、安全性、経済性及び
維持管理等の観点から決定することが重要となります。このことから、
P52「第4章 4.1.3精査の実施」における「2.(4).2)デザインコードの
活用」やP81「【参考資料5-1】景観との調和に配慮した設計の決定
までの流れ」等においてその旨記載していることから、原文どおりと
させて頂きます。 

11 

（88～112ページ） 
【5.3.4 景観との調
和に配慮した設計
に当たっての考え
方と留意点＜景観
配慮対策の事例
＞】 

 掲載写真には、整備前と整備後、整備後のみ、整備後
と参考 等、掲載情報に統一性がないため、掲載可能な
情報は施設によって異なるかもしれないが、比較出来る
ものが掲載されていれば、景観配慮対策の考え方等の
理解が容易になるのではないか。 

 可能な限り、整備前後を収集しましたが整備前が無い場合もあり
ましたので、原文どおりとさせていただきます。 

12 

（118ページ） 
【6.1.1 施工時にお
ける対策】 

 景観との調和に配慮した施設の施工中に、計画どおり
に施設が整備されているか否かについて、段階的に確
認することも大切ではないかと思う。思っていたものと違う
ものが出来ないようにするための対策が必要ではないか。 

 ご意見の内容は、P118「6.1.1 施工時における対策」等で、既に
反映されていることから原文どおりとさせていただきます。 



４ 

箇所 意見の概要 対応方針（案） 

13 

【景観配慮におけ
る割り増し分の補
助等について】 

 工事にて景観に配慮した場合、配慮しない場合に比べ
て事業費増となることが想定される。この割り増し分が地
元負担増に繋がらないよう、具体的な予算措置の対応を
明示することは出来ないか。（例：国費での対応が難しい
場合、「各都道府県において、割り増し分の補助に対し
て、十分に配慮するものとする」など） 

 本技術指針は農業農村整備事業において、農村景観に配慮した
調査、計画、設計等を進めるための技術参考資料であり、特定の
制度や予算などを示すものではございませんが、ご指摘について
は、ご意見として承ります。 

14 

法律の改正を踏まえ、「農業農村整備事業における景観
配慮の手引き」の制定され、景観配慮を進めてきた」との
記載になっているが、それ以外にも、農業農村整備事業
の持つ多面的な効果が農外の人にも大きな効果をもたら
しているなど、非常に大きな効果があることをアピールし
て、将来的には、「森林環境税」のような財源確保により、
維持管理費や工事費の割り増し分を、事業で補填出来
るようなシステムに導くような記載を盛り込んではどうか。 

本技術指針は農業農村整備事業において、農村景観に配慮した
調査、計画、設計等を進めるための技術参考資料であり、特定の
制度や予算などを示すものではございませんが、ご指摘について
は、ご意見として承ります。 
 なお、農村の魅力や農外の人にもたらす効果については、P4「第
2章 2.農村景観の現状」において記述しております。 

15 

整備後の維持管理面については、基本的に、施設管理
者である土地改良区が実施しているが、植栽工等で整
備されたものは、地域住民のボランティア（土地改良区か
らの委託等）で維持管理等を実施しているところも少なく
ないと思われることから、管理経費については、多面的
機能支払交付金制度等の活用以外に、申請書類の作
成が簡易な補助金等の制度整備も必要では無いか 

本技術指針は農業農村整備事業において、農村景観に配慮した
調査、計画、設計等を進めるための技術参考資料であり、特定の
制度や予算などを示すものではございませんが、ご指摘について
は、ご意見として承ります。 
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2. 景観配慮対策の進め方 

 景観配慮対策の検討は、以下の手順で進める。 

(1) 調査 

景観計画等の既存計画の確認とともに、地域景観特性などの概況把握を行う概

査の後、整備対象施設周辺の景観特性や事業実施による周辺景観への影響の把握

を行う精査を実施する。 

(2) 計画 

調査で確認された既存計画等の内容を踏まえつつ、整備対象施設の景観配慮方

針となる「景観配慮計画」を作成する。 

(3) 設計 

景観配慮計画の内容を踏まえた、具体的な景観との調和に配慮した設計案を作

成する。さらに、設計案に対する地域住民や有識者等からの意見等を踏まえつつ、

景観との調和に配慮した設計を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 - 2  景 観 配 慮 対 策 フ ロ ー  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
注 1) 「デザインコード」 

「農村における景観配慮の技術マニュアル-デザインコード活用手法- -視点場設定手法-」（以下、
「景観配慮の技術マニュアル」）では、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（「配置」、「色」、「形」、「素材」、「生物種」の共通性）とされており、景観
との調和を検討する上で重要な手掛かりとなるものである。  

 

概     査 

地域の景観要素など地域景観特性を把握するために必要な情報を収集する。 

調  査 

精     査 
整備対象施設周辺の景観構成要素、視点場、デザインコード注 1)等を調査し、事業によ

る景観への影響の把握を行う。 

 

基 本 構 想 

地域景観特性等を踏まえ、地域が目指す将来の景観の姿及び景観配慮の基本的な考え

方を整理する。 

計  画 

景観配慮計画 

基本構想及び事業による周辺景観への影響等を考慮し景観配慮の方向性、対策イメー

ジを取りまとめる。 

 

景観との調和に配慮した設計案 

景観配慮計画の内容を踏まえた、具体的な景観との調和に配慮した設計案を作成する。 

設  計 

景観との調和に配慮した設計の決定 

整備対象施設の機能性等を考慮し、景観との調和に配慮した設計を決定する。 

５ 
技術指針（案）修正箇所 

注1) 「デザインコード」 
「農村における景観配慮の技術マニュアル -デザインコード活用手法- -視点場設定手法-」（以下、
「景観配慮の技術マニュアル」）では、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（「配置」、「色」、「形」、「素材」、「生物種」の共通性）とされ
ており、景観との調和を検討する上で重要な手掛かりとなるものである。 
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【参考事例 4-7】 

[条里制による伝統的土地利用を背景とした大区画ほ場整備による景観配慮の例] 

（国営農地再編整備事業 亀岡地区 (区画整理) (京都府亀岡市)） 

本地域は、京都府中部に位置し、盆地の中央を流れる一級河川桂川の左岸に広がる標高 90ｍ

～180ｍの比較的平坦な水田地帯であり、縄文時代の集落跡が確認されるなど、古くから人々の

生活が営まれていた地域である。 

また、奈良時代には、丹波国府や国分寺が置かれ条里制による広大な農地が整備されている。

条里制は、日本における古代から中世後期にかけて行われた土地区画（管理）制度で、ある範

囲の土地を約 109m 間隔で直角に交わる平行線により碁盤の目状に区分するという特徴があり、

109m 四方に区切られた土地（一町）は、さらに 10 等分されこれが条里区画の最小単位（段）

となる。 

［整備前のほ場区画］ 

 

［整備後のほ場区画］ 

 

 

しかしながら、これらの農地は「区画が狭小」、「よその田を通らないと自分の田に入れない」、

「田越しでかんがいするため、水管理が複雑」など、作業条件が非常に悪い状況であったこと

から、水田農業の生産性向上を進めるためのほ場整備事業が平成 13 年度から着手された。 

事業における環境配慮の取組としては、地域住民によるワークショップにおいて環境配慮の

ゾーニングが行われ、石積みの棚田や彼岸花の景観に優れた「石積みの棚田と生き物ゾーン」、

畦畔木が多く水生生物も多数確認された「畦畔木と生き物ゾーン」、河川から生活用水を引き込

んでいる「生活用水確保ゾーン」、数多くの史跡が残る地域全域を「史跡保全ゾーン」に区分し

て配慮対策を検討し、条里制の歴史的区画形状を生かした大区画ほ場整備(100m×10 0 m)や、地

域のシンボルにもなっている彼岸花・畦畔木を水路沿いや畦畔に移植することにより、農村の

営みの中で形成された景観と文化的価値を保全している。 

 

［ほ場整備後の景観］ 

 

 

 

６ 

P76抜粋 

 事業における環境配慮の取組としては、地域住民によるワークショップにおいて環境配慮の
ゾーニングが行われ、石積みの棚田や彼岸花の景観に優れた「石積みの棚田と生き物ゾーン」、
畦畔木が多く水生生物も多数確認された「畦畔木と生き物ゾーン」、河川から生活用水を引き込
んでいる「生活用水確保ゾーン」、数多くの史跡が残る地域全域を「史跡保全ゾーン」に区分し 
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6.2 維持管理 

良好 な農村景 観に配慮 し、景観 配慮対策 を行っ た施設等が 景観配慮 計画に沿 った

目的を 十分に発 揮するた めには、 施設の適 正な維持 管理が重 要となる 。このた め、

施設の 管理者は 、地 域住民な ど多様な 主体の 参加を促し つつ、十分 な体制を 整備す

る必要 がある。  

なお 整備後、施設 の経年変 化に伴う 景観の劣 化を防ぐ ため、定期 的な点検 を実施

し、適 宜の清掃 や補修等 の維持管 理を行う ことが必 要である 。 

 

【解 説】 

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、 継続的な 活動がな されるよ う、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。  

 

2. 事 業主体か らの維持 管理主体 への引継  

事業 主体は、景観配慮 対策を実 施した施設 等の完 成図面（出 来形図 面）、従前 の状

況写真 、施工写 真、景観 配慮対策 の内容を 明記した 資料を維 持管理主 体に引き 継ぐ

必要が ある。 

実際 に維持管 理作業等 を実践す る研修会 などを開 催し、管 理作業に 係る具体 的な

内容を 維持管理 主体に引 き継ぐこ とも効果 的である 。 

 

3. 地 域住民等 による景 観形成活 動 

景観 配慮対策 の効果を 持続的に 発揮する ため、維 持管理計 画の策定 時におい て、

整備後 に地域と 維持管理 協定を締 結するな どの検討 を行う。  

また 、協定を 維持する ための管 理組織の 構築、そ れぞれの 集落若し くは個人 単位

での作 業頻度や 内容など 、維持管 理の実施 に向けた 詳細な内 容につい て、施設 管理

者、関 係行政機 関等を含 め、地域 住民の間 で合意形 成を図る ことが重 要である 。 
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 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、継続的な活動がなされるよう、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。 



 
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。 

３ 「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 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）景観配慮に関する基本的事項（２章～３章関連） 

一般的な農村景観の特徴や地域の景観形成施策と農業農村整備事業の関係について取りまとめ。 



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 
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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 

  
 

 
 

 
 

  



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】 
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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

 

【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】 

 
 

  



 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 
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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、周辺景観へなじませ、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 



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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

 

【参考資料】 [地域住民等の参画による景観配慮の取組体制] 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

13 



 【参考事例】[住民参加による景観配慮対策の検討例] 
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［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)］ 

  
 

 
 

 
 

  

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］ 

 

  
 

 
 

 
 

  

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－ 

  調査・計画、設計、施工・維持管理における各段階での地区事例や参考資料を示しつつ技術指針を取りまとめ。 
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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.） 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

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。 
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