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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

5



（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


