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（参考 １） 環境施策および農林水産環境施策の動向

○地球温暖化や生物多様性の減少等限りある地球環境に対し、人間活動が与える大きな影響について認識が高まるなか、

１．農村環境の保全に関する施策の動向

暖 限 響
環境との調和に配慮しつつ、持続可能な発展を展開することが求められる。

○特に、資源の循環利用や、自然と人の共生が課題となっており、各種公共事業の実施に際しては、環境配慮や自然環境
の再生に対する要請が増している。
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○農林水産省では 平成15年に「健全な水 大気 物質の循環の維持 増進と豊かな自然環境の保全 形成」を基本認識とす

（参考 ２） 農林水産環境施策の基本方針（平成１５年１２月）

１．農村環境の保全に関する施策の動向

○農林水産省では、平成15年に「健全な水、大気、物質の循環の維持・増進と豊かな自然環境の保全・形成」を基本認識とす
る「農林水産環境政策の基本方針」を策定し、持続可能な社会への転換や自然循環機能の発揮を中心とした取組の方針

を定めている。

基本認識

○施策展開に当たっての ５つの基本認識（ねらい）

２ 農林水産業の ３ 農林漁業者の主体的努力 ４ 都市と農山漁村との ５ 環境保全を重視する１ 大量生産 消費 廃棄社会

基本方策

２ 農林水産業の
自然循環機能の発揮

３ 農林漁業者の主体的努力
と消費者の理解・支援

４ 都市と農山漁村との
共生・対流

５ 環境保全を重視する
農林水産業への移行

１ 大量生産、消費、廃棄社会
から持続可能な社会への転換

○環境保全を重視する農林水産業への移行のための １０の基本方策（実行）

１ 情報の開示・提供と説明

２ 国民の意見を反映した政策づくり

３ 多様な主体参加による施策推進

４ 環境に即した施策相互の連携

５ 環境保全を重視する農業のた
め 指針 策定

６ 補助事業、制度資金における
環境保全の重視

７ 事業のグリーン化(環境配
慮) 透明化

８ 明確な目標の設定と評価

９ 科学的な知識に基づく施策の実施

10 農林水産省自身の環境配慮

各環境分野の施策

３ 多様な主体参加による施策推進 めの指針の策定 慮)・透明化 10 農林水産省自身の環境配慮

１ 健全な水循環 ２ 健全な大気循環 ３ 健全な物質循環 ４ 健全な農山漁村環境の保全

(１) 国土の８割を占める森林、農地の水源か
ん養、浄化機能の活用

(２) 農山漁村地域の水質改善

(３) 水質浄化機能を持つ藻場・干潟の造成

(１) 地球温暖化対策としての森林整備

(２) 農林水産業、食品産業の二酸化炭素の排
出削減

(１) バイオマスの総合的な利活用の推進

(２) 環境保全を重視する農業の推進

①肥料、農薬による環境負荷の低減

②たい肥による物質循環

(１) 都市と農山漁村の共生・対流

(２) 生物多様性、多様な生態系の保全

試験研究・技術開発 環境教育・食育の推進
今後検討すべき課題

農地、農業用水等地域資源に対する施策の検討



○H19年6月には 「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」を策定し 地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業の実現

（参考 ３） 農林水産省生物多様性戦略、地球温暖化対策総合戦略（平成１９年）

１．農村環境の保全に関する施策の動向

○H19年6月には、「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」を策定し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業の実現
を図るため、①地球温暖化防止策、②地球温暖化適応策、③わが国の技術を活用した国際協力についての具体的な方策
を総合的に推進することを表明。H20年7月に、「低炭素社会づくり行動計画」の閣議決定を踏まえ、戦略を強化。

○同年7月には、「農林水産省生物多様性戦略」を策定し、生物多様性保全をより重視した農林水産施策の推進、多様な主
体 創意 夫を 組 促進 農林水産業を 球 境 保全 献などを基本 す 組体による地域の創意工夫を活かした取組みの促進、農林水産業を通じた地球環境の保全への貢献などを基本とする取組
みを総合的に展開することを表明。

農林水産省地球温暖化対策総合戦略（Ｈ19.6策定、H20.7改定） 農林水産省生物多様性戦略（Ｈ19.7策定）

生物多様性保全を重視した施策の推進

農林水産業及び生物多様性への理解の促進

多様な主体、地域の創意工夫

◆基本的な方針◆地球温暖化防止策

削減目標値の達成に向け施策を加速化

・ 森林吸収源対策

・ バイオマス資源の循環利用
地球環境の保全への貢献

田園地域・里地里山の保全

◆各地域での取組み

バイオマス資源の循環利用

排出削減の取組を推進
・農業農村整備事業における温室効果ガス排出削減対策

（小水力発電施設、太陽光発電施設等の導入支援）

・農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用

地球環境保全への貢献

・有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進

（冬期湛水による生物多様性保全） 等

・生物多様性に配慮した生産基盤整備

(環境との調和に配慮した水路) 等

農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用

（基盤整備による農地土壌の炭素貯留機能の向上)
温暖化防止策を推進する体制の構築
・低炭素社会実現に向けた農林水産分野の貢献

（農村地域の実態を把握し、太陽光、農業用水やバイオガス

地球温暖化適応策の推進

・農地・農業用水・農業水利施設等への影響把握

地球環境保全への貢献

生物多様性指標の開発

・国際協力の推進、砂漠化防止、
・水資源の持続的利用、地球温暖化対策

農 産 響指 物 様 指

（農村地域の実態を把握し、太陽光、農業用水やバイオガス
等の自然エネルギーを有効活用する施設整備を推進）

◆地球温暖化適応策

農地 農業用水 農業水利施設等 の影響把握

（地球温暖化が及ぼす影響を評価し、必要な適応策を検討）
森・川・海を通じた生物多様性保全の推進

遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進 等

・農林水産業の影響指標、生物多様性指標

我が国の人材・技術を活用した協力

◆農林水産分野の国際協力



○土地改良事業の計画的かつ総合的な実施に資するため 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４条の２に規定する土

（参考 ４） 新たな土地改良長期計画における「田園環境の再生・創造」

１．農村環境の保全に関する施策の動向

○土地改良事業の計画的かつ総合的な実施に資するため、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４条の２に規定する土
地改良長期計画を策定。

○田園環境の再生・創造と共生・循環を活かした個性豊かで活力ある農村づくりを目指し、平成２４年度までの計画期間にお
いて、豊かな生態系とそのネットワークの保全・再生、歴史的土地改良施設の保全等による良好な景観の保全・創出を実
施。

目指す主な成果
新たな計画の政策枠組み

自給率向 向

（平成２０～２４年度） Ｈ１９まで Ｈ２４ 将来あるべき姿

○個性豊かで活力ある農村づくりに向け、田園自然環境の創造に着手
約１，４００地域（Ｈ19） 約１，７００地域（Ｈ24）

○このうち生物多様性に配慮した生態系のネットワークの保全の推進
約６７０地域（Ｈ19） 約８３０地域（Ｈ24）

○このうち農村地域における良好な景観の保全・創出

１ 効率的かつ安定的な

経営体の育成と質の

自給率向上に向けた
食料供給力の強化の視点

４ 田園環境の再生・創

田園環境の再生・創造の
視点

農 良 景観 保
約５０地域（Ｈ19） 約８０地域（Ｈ24）

目指す姿

高い農地利用集積

２ 農業用用排水施設の

ストックマネジメントに

造と共生・循環を活か

した個性豊かで活力

ある農村づくり
豊かな生態系と

そのネットワークの保全・再生

田園環境の再生・創造と
共生・循環を活かした個
性豊かで活力ある農村

のイメージよる安定的な用水供給

機能等の確保

３ 農用地の確保と有効

５ 減災の観点も重視し

た農業災害の防止に

よる安全・安心な地域

社会の形成への貢献 性豊かで活力ある農村
づくり

豊かな生態系とその
ネットワークの保全・再

農村協働力の形成の視点（横断的視点）

利用による食料供給力

の強化

社会の形成への貢献

農村地域における良好
な景観の保全・創出

ネットワ クの保全・再
生、良好な景観の保
全・創出の取組の全国
拡大

６ 農村協働力を活かし、集落等の地域共同活動
を通じた農地、農業用水等の適切な保全管理



○平成２０年に国内外の農業 農村を取り巻く諸情勢の変化を踏まえつつ 新たな農村環境保全に向けた基本的考え方 新

（参考 ５） 農村環境の保全に関する研究会

１．農村環境の保全に関する施策の動向

○平成２０年に国内外の農業・農村を取り巻く諸情勢の変化を踏まえつつ、新たな農村環境保全に向けた基本的考え方、新
たな理念及び展開方向について取りまとめ。

○新たな農業生産物の概念とは、これまで十分に市場で取引されてこなかった環境・社会的価値も含めて積極的に位置づけ
を行い、一体的なものとして捉え直すということ。今後は、農業生産物の内部化をさらに充実させていくことが重要。

○展開方向として、農業農村整備に関わる農村環境の要素に対し、経済・環境・社会といった様々な価値についてバランスの
とれた総合的な働きかけを充実させ、農村の持つ総合的な潜在力を十全に発揮させることを重視。

○ 新たな農業生産物の概念

目 標

国民全体の福利の向上
（W ll B i )

○ 農村環境保全の目標と対象

広義の概念での農業生産物

地域の
共同性

豊 か で 質 の 高 い 農 村

自然豊かで美しい豊かな人間関係の 安全・安心な

環境の視点社会・文化
の視点 経済の視点

（Well-Being)

ふるさと
意識

水辺
空間

農業 従来の

共同性

農家の
生きがい

祭りや
伝統文化

豊かな

農村
景観

農業が営まれることによって
生み出され、保全される農業生産物

自然豊かで美しい
空間の提供

豊かな人間関係の
形成

安全・安心な
食の供給

対 象

☆ 水・物質の循環系の健全化☆ 水・物質の循環系の健全化

☆ 人の働きかけの強化☆ 人の働きかけの強化

･
･
･農村の総合的な潜在力の発揮農村の総合的な潜在力の発揮

農村環境要素への働きかけ農村環境要素への働きかけ

農業
生物

従来の
農産物

新たな農業生産物の概念を拡大

※一部は既にプレミアムと
しての評価が定着

豊かな
土壌

※ 部は既にプレミアムとしての評価が定着

◇農地 ◇農業用水 ◇ため池 ◇里地・里山 ◇土地改良施設

◇土地改良制度 ◇水利組織 制度・組織制度・組織

社会資本社会資本

社会関係資本
人的資本
社会関係資本
人的資本

◇担い手 ◇地域リーダー ⇔ ◇集落 ◇農村コミュニティ

※一部は既にプレミアムとしての評価が定着 循環系循環系

◇太陽エネルギー ◇河川 ◇湖沼 ◇森林 自然資本自然資本

資料：諸富徹「環境」岩波書店（2003）p.33の図を参考に農村振興局で作成



○1992年 国連環境開発会議（地球サミ ト）開催にあわせ「気候変動枠組条約」とともに「生物多様性条約」が採択

（参考 ６） 生物多様性条約第１０回締結国会合（ＣＯＰ１０）(平成２２年１０月)

１．農村環境の保全に関する施策の動向

○1992年、国連環境開発会議（地球サミット）開催にあわせ「気候変動枠組条約」とともに「生物多様性条約」が採択。

○2002年のＣＯＰ６において、現在の生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる目標（いわゆる「2010年目
標」）が採択。

○2010年に名古屋市において開催するＣＯＰ１０において 我が国の取組を報告

持続可能な開発に関する世界首脳会議（ＷＳＳＤ：リオ）

○2010年に名古屋市において開催するＣＯＰ１０において、我が国の取組を報告。

生物多様性条約（ＣＢＤ）採択 （1992年）

「

1993年12月発効
締結国：189ヵ国及び欧州共同体（2007年7月現在）

ＣＢＤ第６回締結国会合（ＣＯＰ６：ハーグ） （2002年）
「2010年目標」の採択

2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる

■ 期間 ： ２０１０年１０月１８日（月）～２９日（金）

ＣＯＰ１０の日本開催決定ＣＢＤ第１０回締結国会合（ＣＯＰ１０）の
日本招致に関する閣議了解 （2007年）

■ 場所 ： 愛知県名古屋市 名古屋国際会議場

■ ＣＯＰ１０開催の意義

・2010年目標の目標年に開催

ＣＢＤ第９回締結国会合（ＣＯＰ９：ボン） （2008年）

2010年目標の目標年に開催

・2010年以降の次期目標の枠組を提示

・2010年は「国際生物多様性年」ＣＢＤ第１０回締結国会合（ＣＯＰ１０：名古屋） （2010年）



○ 年 発効 た 条約 基づき 動植物 生息 生育環境と 重 な湿地を保全する 組が推進され る

（参考 ７） ラムサール条約と水田の湿地機能の保全

１．農村環境の保全に関する施策の動向

○1975年に発効したラムサール条約に基づき、動植物の生息・生育環境として重要な湿地を保全する取組が推進されている。

○2005年には、蕪栗沼・周辺水田が同条約の登録湿地に登録されるなど、人工湿地である水田が高く評価。

○2008年10月に開催された第１０回締約国会議で、水田決議が採択。

•正式名称：「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」

ラムサール条約の概要

•正式名称：「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」
• 1971年にイラン・ラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において採択

我が国における登録状況等

•登録湿地 37カ所、面積合計は131,027ｈａ（2008年10月現在）
•ラムサール条約湿地の蕪栗沼・周辺水田には水田が含まれ、
伊豆沼・内沼など周囲を水田に囲まれ、水田と一体になった湿地環境を形成
しているところも多数登録して ると ろも多数登録

•ラムサール条約第１０回締約国会議が韓国の昌原（チャンウォン）で2008年10月、

水田決議の概要

開催され、水田の持つ生物多様性の保全に果たす役割に注目した「湿地システム
としての水田における生物多様性の向上」（いわゆる「水田決議」）が採択された。

【決議の概要】
①水田が水鳥をはじめとした様々な生物の生息地として重要であることを認識するとともに

冬期湛水水田と渡り鳥

①水田が水鳥をはじめとした様々な生物の生息地として重要であることを認識するとともに、
②生物相の調査を進め、情報交換を行い
③生物多様性を高めるような農法や水管理を特定し、実践することを締約国に求める
もの


