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１．農村環境の特徴と農業農村整備における環境保全の取組

（ア）農村環境の特徴とその保全

○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・堤等といった、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、農地や
歳月を経て周囲の環境と調和した農業水利施設等の呈する良好な景観が形成されてきた。

○わが国の農村の環境は、このような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・形成する上でも重要。

（「新・生物多様性国家戦略」から引用）

二次的自然（農村の豊かな生態系）のイメージ

・二次林、二次草原、農地な
ど、人と自然の長期にわた

二次的自然の内容

鳥類のエサ場

るかかわりの中で形成され
てきた自然

・原生的自然に人為等が加
わって生じた自然

水 ため池 雑木林 牧草

鳥類のエサ場

水生昆虫の移動

雑木林

・水田、ため池、雑木林、牧草
地、放牧地 等

両生類の移動

水田

魚類・水生昆虫の
産卵・越冬

両生類の移動

ため池

湿地

維持管理
産卵 越冬

魚類・水生昆虫の
産卵・越冬水田

維持管理
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○農業農村整備における環境保全の取組は、各時代の国民のニーズや社会情勢に応じ、①水質や親水環境の保全、②生

（イ）農業農村整備における環境保全の取組の状況

１．農村環境の特徴と農業農村整備における環境保全の取組

態系や農村景観の保全、③さらには歴史・文化の保全へと施策の範囲を拡大。

○近年、国民が豊かな農村環境との触合いを求める一方、農村では過疎化、高齢化等に伴い、二次的自然や地域資源の質
的低下が課題となっていることから、農村環境保全の取組における住民参加や多様な主体の参画の促進を重視。

○今後 生物多様性の保全や地球温暖化など地球環境課題 の対応を進めていく必要がある○今後、生物多様性の保全や地球温暖化など地球環境課題への対応を進めていく必要がある。

H19 農林水産省生物多様性戦略

H19 農林水産省地球温暖化対策総合戦略

H11 食料･農業･農村基本法
H14 自然再生推進法

H13 土地改良法改正

H16 景観法

H17 新たな食料･農業･農村基本計画

H11 持続農業法 H15 水とみどりの「美の里」プラン２１農政・環境行政
H12 食料･農業･農村基本計画

H19 農山漁村活性化法

H15 環境教育推進法
H20 歴史まちづくり法

H14 バイオマス・ニッポン総合戦略
書

・農地・水・環境保全向上対策の創設（H19）

住 参加 多様な主体 参 促進

H19 IPCC第4次評価報告書

地球環境課題への対応
・農業用水の自然エネルギーの活用支援（H19）

・CO2吸収源である農業用水の水源地域の保全（H19）

生物多様性に対応した水のネットワークの形成や基盤の整備（H20）・

・魅力ある田園づくりによる都市との共生（H10）

･市町村の｢田園環境マスタープラン｣に基づき環境創造型事業を実施 （H14）

・田園自然環境保全・再生支援事業の創設（H15）

農
村
環

・国営造成施設管理体制整備促進事業管理体制整備型の創設（H17）

農

・21世紀土地改良区創造運動（Ｈ13）
住民参加・多様な主体の参画の促進

歴史・文化の保全

・ため池の稀少生物の生育環境の保全・回復（H10）

・生態系に配慮した工法による水田整備を推進 （H13）

・魅力ある田園づくりによる都市との共生（H10）

境
の
保
全
・
再

生態系の保全

景観の保全

・「生態系配慮の技術指針」の策定（H18）

・「景観配慮の手引き」の策定（H18）H3～

H6～

・地域用水を核に多面的機能の利活用や水辺空間の利用を総合的に実施（H12）

・里地・棚田の保全整備（H9）

・施設の持つ地域用水機能の維持・強化活動等への支援（H10）

再
生

景観の保全

親水環境の保全
S63～

地域の特性に応じた生物生息・生育地の確保、景観保全への配慮 事業実施の際の環境との調和に配慮、保全主体の育成

・指定湖沼を対象とする浄化施設の管理体制確立に支援（H9）

・農業水利施設の更新に併せて流域の水質保全機能の増進を図る事業の創設（H12）

背
景

水質・土壌の保全
S45～
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○平成13年に土地改良法が改正され 土地改良事業の施行に当たって原則として 「環境との調和への配慮」を行うこととな

（ウ）土地改良法の改正について

１．農村環境の特徴と農業農村整備における環境保全の取組

○平成13年に土地改良法が改正され、土地改良事業の施行に当たって原則として、「環境との調和への配慮」を行うこととな
り、これと関連して政令や関連通知において、実効性のある手続き等が規定された。

土地改良法改正 関連する通知

土地改良法の改正（平成13年6月改正）
第一章 総則
（目的及び原則）
第一条（略）

関連通知 主な内容

■農業農村整備事業における環境との調和への
配慮の基本方針について（H14.3.1付農振第
2748号農村振興局長通知）

■環境との調和への配慮に対する基本方針を規
定

２ 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。

■環境との調和に配慮した農業農村整備事業等
基本要綱の制定について（H14.2.14付農振第
2512号事務次官通知）
■田園環境整備マスタープランの作成等に関す
る要領の制定について（H14.2.14付農振第

■事業は田園環境整備マスタープランの定めら
れる地域において実施することを規定

土地改良法施行令改正

土地改良法施行令の改正（平成13年11月改正）

る要領 制定 （ 付農振第
2513号農村振興局長・生産局長通知）

■「環境に係る情報協議会」の設置について
（H14.3.1付農振第2820号事業計画課長通知）

■国営事業については、調査・計画段階で専門
家、地域住民の代表から環境に係る意見交換、
情報収集を行うこと。補助事業は都道府県の自
主的な設置

（土地改良事業の施行に関する基本的な要件）
第二条 法第八条第四項第一号の政令で定める土
地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次
に掲げるものとする。
（略）
六 当該土地改良事業が環境との調和に配慮し

主的な設置

■土地改良事業の計画の概要及び計画の作成
について（H14.3.22付農振第3162号農村振興
局長通知）

■土地改良事業の計画の概要及び計画の作成
に当たっては、「環境との調和への配慮」を章と
して追加

■環境との調和に配慮した事業実施のための調 ■環境との調和への配慮を行うに当たっての調
六 当該土地改良事業が環境との調和に配慮し
たものであること。

■環境との調和に配慮した事業実施のための調
査計画・設計の手引きについて（H14.3.19付
農振第3164号計画部長・整備部長通知）

■環境との調和 の配慮を行うに当たっての調
査・計画・設計における手順を取りまとめ

■環境との調和に配慮した事業実施のための調
査計画・設計の技術指針（H18.3.30付農振第
2187号企画部長・整備部長通知）

■生物ネットワークの重要性に着目し、工種横断
的に環境配慮の手法や工法を取りまとめ

2187号企画部長・整備部長通知）

■農業農村整備事業における景観配慮の手引き
（H18.8.18付農振第591号企画部長・整備部長
通知）

■農村景観の捉え方及び調査・計画・設計等の
考え方・手順等を取りまとめ
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○事業実施の原則として位置づけられた「環境との調和への配慮」について、農林水産省としての基本的考え方を示すととも

（エ）環境との調和への配慮の視点及び実効性のある仕組み

１．農村環境の特徴と農業農村整備における環境保全の取組

に、環境との調和に配慮した農業農村整備事業の実施に当たり、実効性のある事業実施手続等の仕組みを構築。

○農業農村整備事業における環境との調和への配慮の実施により、良好な農村環境を形成・維持し、持続可能な社会、循環

型社会の形成に資する。

農業農村整備事業における環境との調和への配慮

視点 配慮すべき環境要素

○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の形成

○大気、水、土壌、その他の自然的環境要素、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合いの
場、良好な景観等

○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

実効性のある仕組み
十分な発揮など循環型社会の形成

○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

・調査、計画、設計に関する手引きの策定
・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

○地域住民の意向を反映する仕組み

○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

○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

目標：持続可能な社会、循環型社会の形成
4



（オ）農業農村整備事業における環境配慮の技術指針（自然生態系の保全）

１．農村環境の特徴と農業農村整備における環境保全の取組

○平成13～16年度にかけ、農業農村整備事業における環境配慮について、水路、水田、ため池など工種別に、環境配慮の
考え方、手順等を手引きとして取りまとめ。

○平成17年度に、生物の「生息・生育環境及び移動経路」（ネットワーク）の重要性に着目し、工種横断的に環境配慮の手法
や工法を技術指針として取りまとめ。

環境配慮の手引き
技術指針策定のポイント

技術指針（H17)
ポイント１

・目的

農業農村整備事業に携わる者を対象に、環境に係る調査、計画策
定と設計に当たり、その内容が環境との調和に配慮したものとなる
よう、基本的な考え方や仕組み、留意事項等を整理

技術指針策定のポイント

・内容

・環境との調和の基本的考え方(H13)
・移入種（外来種）に対する考え方(H14)

・各手引き(H13～H16)の対象範囲 （調査）
配慮すべき生物の設定の考え方

（計画）

生物の「生息・生育環境及び移

動経路」（ネットワーク）に着目

移入種（外来種）に対する考え方(H14) （計画）
環境配慮対策の設定の考え方

（設計）
工法の体系化、設計の考え方工種横断的に環境配慮手法を

体系 体

ポイント２
水路整備にお
ける環境配慮
(H13)

ため池整備にお
ける環境配慮
(H14)

農道整備に
おける環境
配慮(H14)

体系化・具体化
ほ場整備（水田・畑）における環境配慮(H16)

環境配慮の地区事例の蓄積を活用
対象工種の拡充
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（カ）農業農村整備事業における景観配慮の手引き（良好な景観の形成）

１．農村環境の特徴と農業農村整備における環境保全の取組

○我が国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するための基本的な事項を取りまとめ。

○農業農村整備事業の実施に当たり、景観の保全・形成を適切に行っていくために必要な調査・計画・設計の考え方及び手
法を平成17年度に取りまとめ。

○農村景観の美しさは、農村に必要な機能を
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

農村景観の美しさを捉える視点

○美しい農村景観を保全・形成するためには、農
村に必要な機能を抽出した上で、造形的な手法
を用いて 農村における農地 農業水利施設の

農村景観の保全・形成の考え方

形的に調和することにより発現。

農村に必要な機能を踏まえた上 造形的な調和を踏ま

を用いて、農村における農地・農業水利施設の
整備を進めることが重要。

規模 配置 神社など歴史的建造物の視点場からの視認性を確保

景観設計案のイメージ

農村に必要な機能 造形的な調和

で施設等の整備の方向を検討 えた設計の検討
規模・配置：神社など歴史的建造物の視点場からの視認性を確保。

里山の稜線を分断しない配置
形 ：高さを伝統的家屋より低く抑える一方、形状は経済的合

理性により円筒形に決定
色彩、素材：色彩は伝統的家屋の基調色と同系色を採用、素材は構

造上ＰＣに決定
植栽など ：植栽による遮蔽を行うため 常緑樹の杉などを配置。

【人間の生存に必要な機能】
・食料の適切な生産

・多様な生態系の保全

・眺望性の確保 など

【空間的な観点からの調和】

・家屋の形式や色彩・素材に統一
感がある

・農作物などの色彩の美しさがある

植栽など
遮蔽のため杉や桜を植栽、境界部は玉石の石
垣で処理

植栽など ：植栽による遮蔽を行うため、常緑樹の杉などを配置。
ただし、北東側には桜などの中木も植栽、境界には玉
石による石垣を設置

【快適に生きるための機能】
・自然との共生

・休息のための空間

・利便性・機能性

・歴史・文化 など

・山、木、道、広場などに空間的な
アクセントがある など

【時間的な観点からの調和】

・時間的経過による風格がある

規模・配置
視点場からの歴史的
施設等の視認性を確保

形
経済的合理性から円筒形と
するが、高さを抑える

歴史 文化 など
など

色彩、素材
PC素材を用いるが、色彩を
周辺家屋と同系色とする
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（ア）田園環境整備マスタープランを踏まえた環境配慮の実効あるプロセス

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

○全ての農業農村整備事業について、地域の合意のもと市町村が作成する農村地域の環境保全に関する基本計画である

田園環境整備マスタープランを踏まえ実施しており、環境との調和に配慮した農業農村整備事業の実効あるプロセスを確

保。

マスタープランの内容を踏まえ策定

調査段階 計画段階 実施段階 管理段階

幹線水路における

田園環境の現状と

課題の把握

環境配慮の

基本方針の作成

水路の一斉浚渫

区域の設定と

整備計画

幹線水路における
多様な生息環境の
確保と景観配慮

田園環境整備マスタープラン
（作成主体：市町村）

支線水路

幹線水路
頭首工

幹線水路と一体的に整
備した親水公園 生きもの調査の様子

支線水路

◆田園環境整備マスタープラン
策定市町村数の推移

事業の
受益範囲

策定市町村数の推移

1345

2089

2480 2541 2609 2662 2708

2000

3000

凡 例
環境創造区域（自然と共生する環境を創造する区域）

環境配慮区域（環境への影響の緩和等の配慮した
工事を実施する区域）

市町村界

0
187

360
508 638 690 736

0

1000

H14.3 H15.3 H16.3 H17.3 H18.3 H19.3 H20.3

市
町
村
数

策定市町村数 見直し市町村数 7





○国営事業は 広域的な地域において関連事業と一体となって農業生産基盤を整備するものであり 広く農村の良好な景観

（ウ）国営事業における環境配慮計画の策定とねらい

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

○国営事業は、広域的な地域において関連事業と 体となって農業生産基盤を整備するものであり、広く農村の良好な景観

や豊かな生態系を保全・形成する上で大きな契機。

○平成１９年度以降に着工又は計画変更する国営事業については、「環境との調和への配慮に関する計画（環境配慮計

画）」を作成することとし、広域的な視点からの調査・分析を踏まえて具体化された「環境との調和への配慮」を計画的かつ

効率的に推進。

○環境配慮計画は、国営事業の受益地域を含む対象地域全体の農村環境の保全について、その理念・目標・ビジョンを明確

にし、実現に向けた実施プロセスを明示するもの。

○地域全体の環境保全の取組を進めるためには、国営事業と関連する関連事業（都道府県営・団体営）との連携が重要。

環境配慮計画に基づく取組の流れ 【国営事業における「環境配慮計画」のイメ－ジ】

環境配慮の基本方針

※国営事業における「環境配慮計画」のイメ－ジ
樹林地

ため池
樹林地

屋敷林等の伝統的
な農村景観の保全

両生類の生息に必要な

◇調査段階から地域住民、市町村、都道府県等と
協力して環境配慮の基本的な考え方を策定

環境配慮の方策 水田 農道

水路

ため池
頭首工

支線水路

両生類の生息に必要な
環境を一体的に確保

魚類の移動を考慮した◇基本方針に基づき 生物 ネ ト クや景観

協力して環境配慮の基本的な考え方を策定

環境に配慮した事業実施
幹線水路

調整池

支線水路魚類の移動を考慮した
ネットワ－クの形成

◇基本方針に基づき、生物のネットワークや景観の
広がりを考慮し、環境配慮の整備の方針等を作成

◇環境配慮計画に基づき、関連する補助事業と連
携し国営事業における環境配慮の取組を推進

環境に配慮した事業実施

河 川

市町村界

国営事業受益範囲

生物のネットワークや
特徴的な景観のまとまり
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○農業農村整備事業において環境との調和へ配慮を進める上で 専門家・地域住民代表・農業関係者等と環境に関する意

（エ）環境情報協議会における環境に関する意見交換

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

○農業農村整備事業において環境との調和へ配慮を進める上で、専門家 地域住民代表 農業関係者等と環境に関する意

見交換及び情報収集を行うために、地方農政局等に「環境に係る情報協議会」を設置。

○協議会において第三者を交えて検討することにより、環境配慮の取組について客観性・透明性を確保し、事業の円滑な推

進を図るもの。

○協議会は、当初事業計画案・変更計画案の策定時のほか、事業実施期間中、事業完了後も適宜開催。

構成メンバーの例

○実施主体毎（地方農政局等・都道府県）に設置
○学識経験者、地域住民代表、農業関係者等で構成
【構成メンバー例】
・○○大学教授（生態系、植物、景観、農業土木等）
○○県○○博物館学芸員

各段階における意見交換の実施内容例

調査計画段階
○調査方針案に対する助言、意見交換を

適 な 査 実施 ・○○県○○博物館学芸員
・○○新聞編集委員
・○○生活協同組合理事

・○○土地改良区理事 等

調査計画段階
・調査計画方針

・環境配慮の基本方針

行い、適切な調査の実施

○調査結果及びこれを踏まえた環境配慮

の基本方針について意見交換し、円滑
な事業の実施

◆事業計画の概要

◆地域環境 概要

環境情報協議会への提示内容例

設計段階
・環境配慮対策

○具体的な環境配慮対策について意見交

換し 効果的な環境配慮対策の実施

◆環境基盤マップ

◆施設計画と田園環境整備マス◆地域環境の概要

◆田園環境整備マスタープランの

作成内容

◆環境配慮の基本的考え方

◆調査方針（方法・スケジュール）

・環境配慮対策

事業実施段階

換し、効果的な環境配慮対策の実施

○計画変更に伴う新たな環境配慮対策に

ついて意見交換し 効果的な環境配慮

◆施設計画と田園環境整備マス

タープランの区域図

◆配慮対象生物・景観図

◆調査方針（方法 スケジュ ル）

◆調査結果

◆環境配慮計画案

◆今後の対応方針

事業実施段階
・新たな環境配慮対策
・モニタリング状況

ついて意見交換し、効果的な環境配慮
対策の実施

○希少猛禽類のモニタリング状況を説明、

意見交換し適切な環境配慮対策の実施
10



【取組事例 １】 水田周辺水路における生物多様性についての全国調査

【場所】 全国 【事業名】 「田んぼの生きもの調査」（農水省・環境省連携）

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

【場所】 全国 【事業名】 田んぼの生きもの調査」（農水省 環境省連携）

○農水省と環境省が連携して実施している「田んぼの生きもの調査」は、全国規模で毎年実施している水田周辺の生態系・

生物多様性の調査として唯一。魚類とカエル類を対象に、全国約1800地点で、約500団体と連携しながら実施。

○我が国に生息する淡水魚類の約4割、カエル類の約5割を確認。希少種の分布が確認され、子供たちが生きものとの触れ○我が国に生息する淡水魚類の約4割、カ ル類の約5割を確認。希少種の分布が確認され、子供たちが生きものとの触れ
合い体験ができるなど、学術的価値や環境教育の観点からも貴重な調査。

調査対象、実施場所・時期と実施主体 調査結果の公表
■H13～H19 調査地点

・水田周辺水路に生息する魚類・カエル等を対象
・毎年6月～
・全国約1800地点
・農業農村整備に関係する国・県・改良区組織を
中心に 広く一般に参加を呼びかけ

・毎年3月頃
・ＨＰで公表

中心に、広く 般に参加を呼びかけ

2755ドジョウ

魚類種別確認地点数 カエル種別確認地点数

311

812

1,385

743

337

トウキョウダルマガエル

ツチガエル

ヌマガエル

トノサマガエル

ニホンアマガエル
2,755

1,394

1,308

1,296

929

888カワムツ

オイカワ

モツゴ

メダカ

タモロコ

ドジョウ

43

57

57

292

311

ナゴヤダルマガエル

ウシガエル

ヤマアカガエル

ニホンアカガエル

トウキョウダルマガエル

540

572

675

812

888

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

ドンコ

アブラハヤ

タイリクバラタナゴ

ギンブナ

カワムツ

30

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

シュレーゲルアオガエル

延べ確認地点数

延べ確認地点数

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
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【場所】 兵庫県豊岡市 【事業名】経営体育成基盤整備事業 農地 水 環境保全向上対策 地域単独

【取組事例 ２】 コウノトリの野生復帰をシンボルとして、地域一帯の農業環境の保全をブランド化

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

【場所】 兵庫県豊岡市 【事業名】経営体育成基盤整備事業、農地・水・環境保全向上対策、地域単独

○ほ場整備等の生産基盤の整備に際し、環境創造型の基盤整備を行うとともに、水田の冬期湛水等の水管理、環境保全型

の営農が取り組まれており、個性ある地域の取組への支援を通じて、多様で豊かな自然環境や良好な景観といった、農村

の特質と活発な農業生産活動が結びつき 安全・安心な農産物のブランド化や都市との交流が活発化の特質と活発な農業生産活動が結びつき、安全 安心な農産物のブランド化や都市との交流が活発化。

コウノトリ・ツーリズム コウノトリと共生する

自然景観・文化的景観農薬、化学肥料の使用を控え、安全な農産物と生きものを同時に育む

コウノトリ育む農法

コウノトリ・ブランド

「コウノトリと共生する地域づくり」

ウ トリ ブランド

食と農の懇話会 米糠の散布 子供たちによる

田んぼの生きもの調査

米糠ペレットによる抑草試験田

コウノトリと共生する地域づくり」

環境創造型の基盤整備・水管理

耕地面積：3,727ha    経営戸数：3,678戸

コウノトリの餌となるドジョ
ウなどが生息する環境を
転作田を活用して整備

水田ビオトープの設置

排水路から水田へドジョ
ウ等が移動できる魚道
や魚巣を設置

水田魚道の設置

多様な主体により地域
資源を良好に保全する
地域共同活動を実施

ヒガンバナの植栽

地域共同の農地・水等の保全

冬も田んぼに水を張って
生きものを育む。冬鳥の
休息地にもなる

用水確保による水田の冬期湛水

ヒガン ナの植栽
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【取組事例 ３】 水田地域（湿地環境）における水と生態系の広域的なネットワークの形成

プ

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

【場所】滋賀県 琵琶湖周辺 【事業名】経営体育成基盤整備事業、地域単独「魚のゆりかご水田プロジェクト」

○かつて、琵琶湖から水田まで魚類が遡上し、産卵繁殖していた生態系ネットワークの回復を図るため、滋賀県は、琵琶湖、

河川、排水路のつながり、魚類の分布状況を広域的に把握し、水と生態系のネットワークの再生を進めている。

ビオトープ・ネットワーク
形成の基本計画

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

水と生態系の
ネットワーク
形成の具体的
設置計画

水田魚道

の検討 設置計画

約 2,000ha

（Ｈ２０までに２０地域で実施）（琵琶湖基準水位と
田んぼの標高から抽出）

魚（固有種を含む）の産卵場所

出典：滋賀県「マザーレイク２１計画」

田んぼの標高から抽出）

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）
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【取組事例 ４】 生態系、景観、歴史など地域の多様な資源に配慮した地域整備構想

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

【場所】 岩手県奥州市胆沢区（旧胆沢町） 【事業名】 国営農地再編整備事業「いさわ南部地区」

○胆沢平野は、持続的な農業と散居集落が形成する美しい田園景観をもつ地域であるが、国営事業による農地の再編

整備の実施にあたり、地域のもつ生態系、景観、歴史等多様な地域資源に配慮した地域整備を展開。

生態系保全 景観保全 歴史国営事業
美しい田園環境と多様な地域資源

態系保
エリア

景観保全
エリア エリア受益地域

【地域整備に対する受賞実績】
・全国ｱﾒﾆﾃｨｺﾝｸｰﾙ最優秀賞受賞（平成３年度）
農村景観100選入選（平成４年度）など

治平堤
（ビオトープの保全）

環境配慮型 水路改修多様な地域資源を活かした国営農地再編整備

屋敷林の保全

・農村景観100選入選（平成４年度）など

歴史を保全する公園整備

二の台水路（１㎞）
（豊かな自然生態系・景観の【ため池】 貴重な自然を 【 敷林】 散 集落特有

環境配慮型の水路改修多様な地域資源を活かした国営農地再編整備

（豊かな自然生態系 景観の
現況の保全）

【ため池】 貴重な自然を
ビオトープとして保全

【屋敷林】 散居集落特有
の屋敷林等を保全

【排水路】 水路底
を土砂とし、魚巣
ブロックなど魚類
の生息環境を確保

【排水路】 曲線部を
拡幅し、瀬・淵など
多様な環境を確保

【排水路】 植生・
生態系の豊かな
土水路を現況保全

国営農地再編整備事業「いさわ南部地区」
受益面積：1,100ha
予定工期：平成10～21年度

事業概要：区画整理1,090ha
農地造成 10ha等
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【取組事例 ５】 地域共同活動による広域的で多様な農村環境保全活動

取組事例：熊本県熊本市（天明環境保全隊） 事業名：農地・水・環境保全向上対策 経営体育成基盤整備事業

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

取組事例：熊本県熊本市（天明環境保全隊） 事業名：農地・水・環境保全向上対策、経営体育成基盤整備事業

○農地・水・環境保全向上対策の実施を、壊れかけた集落機能を復活させる絶好のチャンスととらえ、ほ場整備事業実施地

区を母体に２８集落からなる活動組織を設立。

○多様な主体の参画 ＮＰＯを含め多くの都市住民の参加などを通じ 景観形成 生態系保全 水質浄化 水源かん養林の○多様な主体の参画、ＮＰＯを含め多くの都市住民の参加などを通じ、景観形成、生態系保全、水質浄化、水源かん養林の

育成など、質の高い様々な農村環境保全活動を幅広く展開し、多くの人数が活動に参加。

多様な主体が参画して、様々な農村環境保全活動を展開
天明環境保全隊

多様な 体 参画 、様 な農村環境保 活動を展開
熊本県

自治会

農 家
（活動全般）

ＰＴＡ
（農村環境

土地改良区
（活動全般への指
導・助言、事務局）

自治会
(活動全般)

（農村環境
向上活動）

老人会
（農村環境
向上活動）

子ども会
（農村環境
向上活動）

竹炭での水の浄化作戦 花壇づくり水質調査

【地区概要】
・取組面積

１１９５ha

ちくたん

消防団
（農村環境
向上活動）

青少年育成
協議会
（農村環境
向上活動）

１,１９５ha
（田 １,１６４ha、畑３１ha）
・資 源 量
開水路 ２５０.８㎞
パイプライン ３.３㎞
農道 １２０８㎞ 環境団体

（農村環境

福祉事業所
（農村環境
向上活動）

女性の会
（農村環境
向上活動）

※

水源かん養林植林 生きもの調査レンゲの作付け

農道 １２０.８㎞
（農村環境
向上活動）

ＪＡ（農村環境向上活動への指導・助言）

※環境団体は以下のとおり。
・ＮＰＯ天明水の会 ・加勢川開発研究会
・健康を守る女性の会 ・銭塘まちづくり委員会
・川口かたらん会 15



【取組事例 ６】 地域住民による地域景観の維持保全への積極的参画

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

【場所】 長野県安曇野 【事業名】国営かんがい排水事業「安曇野地区」

○基幹的水路「拾ヶ堰（じっかせぎ）」の整備改修を行うに当たり、水と緑豊かな田園景観等に配慮するため、事業計画策定

段階から長野県水環境保全条例を基本とした整備計画を立て、施設設計や整備を実施。

地域住民参加によるワークショップ等を通じて、環境に配慮した工法や住民参加型の施設管理のあり方等を決定。

○２０回以上にわたるワークショップ等の開催を契機として、地域住民による自主的な維持管理組織「拾ヶ堰応援隊」が設立さ

れ、土地改良区と連携して維持管理を実施していくこととなった。

８回のワークショップ
３回の改修工法検討会

水環境や景観に配慮した
施設整備計画の策定

・自然石護岸
・間伐材を利用した
木柵の設置 など

拾ヶ堰改修前

１０回の維持管理検討会
（平成１５年１１月～）

木柵の設置 など

ワークショップによる

住民参加によるワークショップで、
環境配慮の設計施工や維持管理の ワークショップによる

設計施工管理の検討

環境配慮の設計施工や維持管理の
あり方を議論し決定

地域住民による「拾ヶ堰応援隊」の設立

拾ヶ堰応援隊の目的
拾ヶ堰改修後

地域住民による「拾ヶ堰応援隊」の設立
住民参加の維持管理体制の構築

（平成１８年２月）

拾ヶ堰の維持管理活動に参加することにより、拾ヶ堰に親
しみ、将来にわたって安曇野の良好な環境を守っていく

構成員 会員９０名、賛助団体６団体（平成１９年３月現在）
地域住民による維持管理

拾ヶ堰改修後

事業概要：排水改良6,170ha
区画整理1,100ha

国営かんがい排水事業「安曇野地区」
受益面積：6,170ha
工 期：平成7～17年度
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【取組事例 ７】 農地と湿地の共生に向けた広域的な整備構想（施策の連携）

【場所】 北海道宗谷支庁サロベツ地区 【事業名】 国営総合農地防災事業「サロベツ地区」

２．農村環境の広域的な環境保全の取組の現状

【場所】 北海道宗谷支庁サロ ツ地区 【事業名】 国営総合農地防災事業 サロ ツ地区」

○サロベツ地域では、大規模な酪農経営が展開されているが、排水の不良による牧草の冠水、土壌の過湿などが課題となっ

ている一方、隣接するサロベツ原野では、地下水位の低下から泥炭独特の生態系へササが進入してきたことから、農地と

湿原の間に緩衝帯を設けるなど、農地と湿地の共生に向けた地域整備を推進。（農水省と環境省が連携）

畜舎

農地側に緩衝域
を設定、農地と湿原の

サロベツ地区における自然環境再生型の整備構想

畜舎を設定、農地と湿原の
相互の影響を緩和

農地エリア国営総合農地防災事業
「サロベツ地区」

沈砂池により河川
への土砂流出を軽減

緩衝帯

「サロベツ地区」
受 益 面 積 ：4,504ha
主要工事計画：排水路22条

暗渠排水 4,217ha
不陸整正 2,154ha
置土 313ha
障害

沈砂池

ビジターセンタ－
湿地エリア

○緩衝帯の構造

障害物除去120ha
予 定 工 期：平成19～27年度

新設排水路

農用地と湿原の共存のた
め、隣接箇所において、農
用地では適度の地下水位
を保持し、湿原地下水位は
現状よりも低下しないよう

緩

衝

帯

境界の排水路

新設排水路

既設排水路
(掘削土で埋め戻し)

境界の排水路

現状よりも低下しないよう、
湿原と農用地の間に緩衝
帯を設定。これにより湿原
の地下水位の低下を抑制

帯

地下水位 緩衝帯設置後の地下水位
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３．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりに関する課題

○今後、国営事業を核として農業生産基盤の整備と併せた田園環境の再生・創造に取り組み、農村環境の広域的な保全と
その特徴を活かした地域づくりを一層推進していく必要。

○このためには、国営事業や市町村など広域的な地域を対象に、地域の豊かで多様な資源を把握し、関係者で共有・活用す
ることにより 持続的な保全管理を進め も て地域の振興に活かしていくための総合的な整備構想が必要ることにより、持続的な保全管理を進め、もって地域の振興に活かしていくための総合的な整備構想が必要。

○このような構想づくりに必要なプロセスや手法について、検討視点の整理をすると次の通り。

１．農村環境の保全を通じた地域づくり目標の設定

２．多様な環境要素・地域資源の活用

３．広域的な調査・評価手法の導入

査計 計 各 階 応 構想 体４．調査計画設計の各段階に応じた構想の具体化

５ 保全管理・モニタリングにかかる広がりのある体制づくり５．保全管理 モニタリングにかかる広がりのある体制づくり

18



視点１ 農村環境の保全を通じた地域づくり目標の設定

３．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりに関する課題

○農業農村整備事業やそれを契機とした地域の環境保全に係る取組を通じて、農村環境の保全とともに、環境に優しい農産
物の販売など、農村の振興・地域づくりに結びつく取組が進められている例がある。

○このような取組を進めるためには、整備構想・調査計画段階から、農村環境の保全を通じた個性ある地域づくりへの動機
付けが必要 地域づくりの構想 目標 ビジ ンの設定 実現に向けた推進役 共有に向けた連絡調整役などの役割分担を付けが必要。地域づくりの構想・目標・ビジョンの設定・実現に向けた推進役、共有に向けた連絡調整役などの役割分担を
早期に明確化し、目標、実現プロセスや施策ツールを共有する必要。

○農村環境の保全による地域づくりのためには、基本的に、環境保全型農業の実践、環境配慮型の農業生産基盤の整備、
これらと併せた地域活動支援のソフトの展開、という３つの組合せが必要。

構想づくり、調査計画段階
ー個性ある地域づくりへの動機付けー

各種事業の実施 地域づくり

地域づくり
活動にか
かる主体

個性ある
目標・ビ
ジョンの

事業を契
機とする
目標の実
現プロセ

連携のメ
リット、役
割分担の

目標・ビ
ジョンの
推進、共
有に向け

構想の取
りまとめ、
施策・事
業のスダ

環境配慮の取組の実践

（施策の展開）

環境要素を活
かしつつ、地域
が自ら考え、自
ら行動する地域

かる主体
の確認

ジョンの
明確化

現プロセ
スの想定

割分担の
明確化

有に向け
た連絡調
整

業のスダ
レ計画

（施策の展開） ら行動する地域
づくりの実現

地方行政

国
（国営事
業・支援措
置等）

受益農家・
土地改良
区等

■意見交換の場の設定（ワークショップなど）
■人材の掘り起こし（推進役、調整役、サポート役など）
■施策ツールのリスト

（農業 環境 観光 健康 教育 地域経済など）

■環境保全型農業
■環境配慮型農業生産基盤
■地域活動支援ソフト

地域住民・
事業者

ＮＧＯ等

（農業、環境、観光、健康、教育、地域経済など）
■外部のノウハウ（他地区、他市町村、他県など）
■他との連携（集落、市町村、流域の連携、交流など）
■専門家の活用 など
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○これまでの環境配慮の取組は 施設周辺の取組にとどまり 地域全体の環境保全につなが ていない例が多い

３．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりに関する課題

視点２ 多様な環境要素・地域資源の活用

○これまでの環境配慮の取組は、施設周辺の取組にとどまり、地域全体の環境保全につながっていない例が多い。

また、景観配慮についても、施設の色彩などデザインの工夫にとどまり、景観と調和した良好な営農条件の確保や多様な
資源の活用まで至っていない例が多数。

○今後は、広域的な視点から水と生態系のネットワークの保全を進めるとともに、多様な資源を活用した景観の保全を一体

広域的な視点から生態系
ネットワ ク保全を進める例

地域全体で農村景観の保全を進める例

的に進めていく必要。さらに、国土の保全など多面的機能の発揮や地球環境対策なども視点にいれた一層広い視点から
の環境保全に取り組むことが重要。

【国営いさわ南部地区における環境整備計画】

生態系の保全 景観の保全
水と生態系の
ネットワーク ①土地所有者等の合意形成により、良好な農村景観を確

全 針

【景観法に基づく景観農業振興地域整備計画区域の
全体イメージ】

ネットワーク保全を進める例

●棚田の保全●景観に配慮した

保するため、農地の保全・利用等の方針を設定（青）

②農業農村整備を通じた景観保全（赤）

現況水路の保全
バイパスの新設
（回避）

水路における生
態系配慮
（修正・最小化）

ため池・水路
の水の連続性
確保

屋敷林等の保全

緑地環境農耕地環境

●棚田の保全

●耕作放棄地の解消

●景観に配慮した
農業用施設の整備

●集落の建築行為は
景観計画で規制

（回避） （修正・最小化） 確保

●景観作物の共同栽培

●歴史文化を形成する
土地改良施設の保全 ●景観重要建造物の保全

●景観重要樹木の保全

水辺環境
●はざ木の保全

土地改良施設の保全 ●景観重要建造物の保全
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視点３ 広域的な調査・評価手法の検討

○これまでの環境配慮計画では 市町村が聞き取りにより作成した田園環境整備マスタープランを基本にしている また環境

３．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりに関する課題

○これまでの環境配慮計画では、市町村が聞き取りにより作成した田園環境整備マスタープランを基本にしている。また環境
調査については、全ての区域をカバーすることはできないことから、対象地域が偏っている場合もある。

○今後、環境配慮計画の策定に当たっては、調査・聞き取りをしていない地域における環境・地域資源の機能の評価予測手
法も活用しながら、地域全体の環境保全の構想づくりを行う必要。

ターゲット指標の統合
これから

○この際、水の連続性や湿地機能などの水環境、環境保全型の農業農村の振興に係る実施・要望などについての情報収集
を進め、環境配慮計画に反映していく必要。また、今後、生物多様性の把握（指標など）にも配慮していく必要。

これまで これから
地域全体の環境を評価・把握する手法の活用

広域にわたる
環境配慮の
計画的実施

田園環境整備マスタープラン

これまで
環境調査・評価手法

広域的な環境保全の構想

新たな取組
対象地域

生態系調査結果 生息ポテンシャル評価生息分布予測

景観資源の

新たな取組

景観調査結果 景観資源の
評価の向上

水環境の評価

景観資源の評価マップ

水環境の評価マップ
■未調査地域での可能性の追加
■多様な評価項目

統合

環境保全型の農業
農村の取組・要望

環境保全型の農業農村の評価
■多様な評価項目
■水環境の重視
■環境保全型の地域づくりを念頭

・工事想定箇所中心の調査
・地域全体のネットワークに至らず
・将来の農業農村振興の姿が不明確

・地域全体のネットワーク形成を念頭に
おいた多様な資源の将来予測・把握
・環境保全型の農業・農村振興の姿

環境の適性評価・予測結果を踏
まえ、農村環境の広域的な保全
を計画的に進めていく
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○農村環境 構想は国営事業 事業構想と密接 関連 る とから 調査 各段階 お 環境配慮 取組 具体化

３．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりに関する課題

視点４ 調査計画設計の各段階に応じた構想の具体化

○農村環境の構想は国営事業の事業構想と密接に関連していることから、調査の各段階において環境配慮の取組の具体化
に向けたステップアップが不可欠。

○広域基盤整備計画調査、地域整備方向検討調査、地区調査の各段階において、環境配慮の技術指針、景観配慮の手引
き等の具体的適用方法を明確にする必要。

要。
○環境配慮への取組による農村の振興や地域づくりを目指した各調査段階のステップアップの基本的考え方を整理する必
要。

地区調査

広域的な基盤整備の状況調査

広域基盤整備計画調査

地域の整備構想の検討調査

地域整備方向検討調査

事業実施（設計・施工）
国営事業計画（案）の策定

環
境
配
慮
の
検
討

【地域の概況把握】

○既存調査や文献調査等から
地域資源（生態系、景観、
歴史・文化、水環境等）の把
握

○聞き取り等により 地域資源

【整備構想の概略検討・調査実
施方針の検討】

○地域資源の評価・検討

○環境調査実施方針の検討・
策定（概略調査の実施）

【環境配慮計画（案）の策定】

○調査の実施
○環境保全目標の設定

○地域住民との協働体制の
調整・確立

【環境配慮対策の実施、維持管理
体制の確立】
○環境配慮の工法の検討と実施
○事業実施による評価

○維持管理・保全活動の体制の
調整・確立討

事
項

調
査

○聞き取り等により、地域資源
の保全活動状況を把握

調整・確立
○他事業との連携

調整・確立

水系単位等から地区単位
へ焦点をあてた検討

地区の環境保全目標の
実現のための検討

事業対象施設における
環境配慮対策の具体化

査
対
象
地
域
ス
ケ
ー

各施設
（頭首工、水路、揚水機場・・・）

ー
ル

水系等を単位とした
広域基盤整備計画対象地域

国営事業地区 水利施設など
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○農村環境は 農業生産活動等の人の働きかけにより維持されている二次的自然であるが 水田 畑地 水路網 ため池

３．農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりに関する課題

視点５ 保全管理・モニタリングにかかる広がりのある体制づくり

○農村環境は、農業生産活動等の人の働きかけにより維持されている二次的自然であるが、水田、畑地、水路網、ため池、
雑木林など、営農や水利用を通じて相互に関係する多様な要素で構成され、人との関わり合いの様態もそれぞれ異なって
いる。また、このような多様な人との関わり合いの様態は、構成要素ごとのみならず総体として地域ごとでも異なり、また上
下流など地域間でも相互に影響を及ぼしあっている。

○今後、農村環境の広域的な保全管理・モニタリングを進めるに当たっては、このような農村環境と人の関わり合いの特徴を
踏まえ、広がりのある体制づくりに向け、さまざまな観点から検討が必要。

自立と協働の広がり 多様な環境機能への広がり 多様な調査結果の集約・活用の広がり

国

団体・NGO 地域住民

地方行政

農業者

歴史・文化

洪水防止 水質保全

景観

生態系・生物多様性

水利用 景観調査

生物多様性調査土壌、土地利用

農業基盤調査

事業者
土壌保全 地下水かん養

水利用 景観調査

（視点）

■観察、モニタリング、保全活動の自立・協働
■地域の裁量・情報の共有
（例：熊本県農地・水・環境保全向上対策）

■多様な地域資源の保全と活用 （例：兵庫県コウノ
トリ、岩手県散居集落、滋賀県琵琶湖周辺など）
■農業体験等による啓発普及

■農村環境情報の集約・共有
■農村環境情報の解析・活用
■事業計画へのフィードバック

農業農村振興施策との連携の広がり

農業基盤整備

他分野の施策との連携の広がり

農業農村整備

施設の保全管理体制の広がり

基幹水利

（例：熊本県農地 水 環境保全向上対策） ■農業体験等による啓発普及 ■事業計画 のフィ ドバック

中山間直接支払

元気な地域づくり 農山漁村活性化

農地・水・環境保全
向上対策

農業基盤整備

河川・国土保全

地球温暖化 環境教育

自然保護

農業農村整備

土地改良区

地方 国

末端施設

基幹水利

■地域共同・集落共同活動への支援
■環境保全型の農業の広がり
■都市と農村の交流

■環境省と連携した自然再生（例：サロベツ地区）
■環境省と連携した生物多様性調査

（例：田んぼの生きもの調査）

■施設の機能診断・長寿命化（ストック・マネジメント）
■基幹から末端までの一貫した保全管理
■国の主導的役割

23




