
食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会 

平成 17年度第１回技術小委員会 議事録 

 

日 時：平成 17 年 10 月 14 日（金） 15：30～17：30 

場 所：農林水産省４階 第二特別会議室 

○角田事業計画課長  

 本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましてはご出席いただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

 ただいまから、農業農村整備部会平成 17 年度第１回の技術小委員会を開催させていただきます。 

 それでは、開会に当たりまして、川村農村振興局長よりごあいさつ申し上げます。  

○川村農村振興局長  

 農村振興局長の川村でございます。 

 今日は、農業農村整備部会の平成 17 年度の第１回の技術小委員会ということでございますが、一

言ごあいさつ申し上げます。 

 まず、委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中ご出席を賜りましたこと、改めて厚く御礼を申

し上げます。 

 ご案内のとおり農林水産省では、本年３月に「新たな食料・農業・農村基本計画」を作成したわけで

ございます。今後10年程度を見通した施策の基本方針ということになるわけでございますけれども、こ

のうち農業生産基盤の整備につきましては、農業構造改革の加速化ということで、それに資するため

の基盤整備の推進、また、これから更新期を迎える農業水利施設等のウエートが高まるわけでござい

ますけれども、その適切な更新・保全管理を充実していく。また、今日のご議論にも大きく絡むわけで

ございますが、生態系、景観などの農村環境の総合的な保全・形成に配慮した基盤整備、こういった

ものに取り組むべく盛り込んであるところでございます。 

 この技術小委員会でございますけれども、昨年12月から生態系への配慮の取組の一層の充実を図

るということで、全国の環境配慮の蓄積を踏まえまして、環境配慮の手法を具体的に示した技術指針

の作成に向けまして、検討をお願いしているというところでございます。また、景観の関係では、景観

法の制定など法制面での進展もございまして、国を挙げて景観配慮ということの取組が始まっており

ます。農業農村整備事業におきましても、これまでも景観の配慮ということで次第に取組を強めている

わけでございますが、今後、その基本的な考え方、手法を手引きとしてとりまとめていきたい、こういう

ふうに考えております。 

 そういうことで、本日は、「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」、

これが１つございますが、もう１つは、「農業農村整備事業における景観配慮の手引き」、この２つにつ

きましてご審議をいただきたいと思っておるところでございます。 

 今後の農業農村整備事業の実施に当たりましては、本技術指針あるいは手引きを活用いたしまして、

生産性の向上とあわせまして、豊かな自然環境あるいは農村景観の保全・創出ということに努めてま

いりたいと考えております。 



 委員の先生におきましては、ぜひいろいろご審議をいただきまして、この完成に向けましてご協力、

ご理解いただければと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。簡単でございますが、ごあい

さつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○角田事業計画課長  

 それでは、第１回の技術小委員会でございますので、まず、委員の皆様のご紹介をさせていただき

たいと思います。お手元に小委員会の名簿もお配りしておりますので、ご参照いただければと思いま

す。 

 まず、田中忠次委員でございます。安部優吉委員でございます。四方平和委員でございます。竹谷

裕之委員でございます。中野芳輔委員でございます。そして、今年度から新たにこの小委員会の特別

委員にご就任いただくことになりました藤本信義委員でございます。 

 なお、小林光委員、青山咸康委員、河地利彦委員、細谷和海委員におかれましては、本日、所用に

よりご欠席との連絡をいただいております。また、遊磨正秀委員におかれましては、少々おくれてご出

席されるというご連絡をいただいております。 

 次に、小委員長の選任でございます。岩崎前小委員長の辞任に伴いまして、今回から田中委員に

小委員長をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、事務局の紹介をさせていただきたいと存じます。 

 このたび、10 月１日付けをもちまして農林水産省の組織再編が行われたことに伴いまして、これまで

の計画部が企画部になりました。農村政策課が企画部農村政策課になったということと、地域振興課

と農村整備課が統合されまして整備部の地域整備課に再編されたということでございますので、ご紹

介させていただきます。 

 事務局のご紹介をさせていただきます。 

 今ご紹介申し上げました川村農村振興局長でございます。中條農村振興局次長でございます。宮本

企画部長でございます。齋藤整備部長でございます。岩村水利整備課長でございます。國広農地整

備課長でございます。片桐防災課長でございます。雑賀農村整備総合調整室長でございます。春日

農村環境保全室長でございます。下舞施工企画調整室長でございます。それから、今、齊藤設計課

長がまいりました。最後に、本小委員会の事務局を務めさせていただきます事業計画課長の角田でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の議事の進行につきましては、田中小委員長にお願いいたします。  

○田中小委員長  

 それでは、会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。 

 まず、「今年度の検討の進め方について」、事務局より説明をお願いいたします。  

○角田事業計画課長  

 それでは、お配りしております資料―１、１枚紙でございますが、お開き願いたいと思います。 

 今年度の技術小委員会の検討の進め方でございます。検討テーマとしては３点ございます。そのう

ちの２つは今日ご議論いただくわけでございますけれども、「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」でございます。昨年の 12 月に第１回目のこの議論をいたしまして、

今年度引き続きということでございます。環境配慮については過去３年間の蓄積がございますけれど

も、特に生物の生息・生育環境と移動経路、つまり生物のネットワークの保全・形成ということに重点を



置きまして、調査、計画、設計にかかわる技術指針をまとめていきたいということで、昨年度に引き続

き検討をお願いするものであります。 

 ２つ目は、今年度からの新たなテーマとなる「農業農村整備事業における景観配慮の手引き」でござ

います。事業の実施に当たりまして、農村景観の保全・形成に向けた取組を推進していくということで、

農村景観についての考え方、あるいは景観配慮のための調査、計画、設計の基本的な考え方につい

て、手引きとしてとりまとめていきたいと思っております。 

 ３点目は、昨年度諮問した「土地改良事業計画設計基準・計画『ほ場整備（畑）』」の改定でございま

す。現行の基準につきましては、昭和 53 年に制定されて以来既に 27 年が経過しているわけでござい

ますけれども、この間の技術の進展や農業農村を取り巻く情勢の変化、あるいは制度的にも大きく変

わっているという状況の中で、畑地におけるほ場整備の政策課題は変化しております。こうした変化を

踏まえて、畑におけるほ場整備の適正かつ効率的な実施に資するために、計画基準の改定を行うと

いうものでございます。 

 この３つのテーマのうち、本日は環境配慮の技術指針（１次案）の検討ということと、景観配慮の基本

的な考え方の検討をお願いいたします。今後、２回目、３回目をそれぞれ 12 月、２月に予定しておりま

すけれども、それぞれこの３つの課題について検討をお願いしたいと考えているところでございます。 

 以上です。  

○田中小委員長  

 それでは、「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」について、事

務局より説明をお願いいたします。  

○角田事業計画課長  

 それでは、資料―２、「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（１次

案）」をお開きいただきたいと思いますが、ごらんのとおり、58 ページのかなり大部なものになっており

ます。この技術指針につきましては、昨年 12 月のこの技術小委員会で基本的な検討方針をご説明し

たところでございます。それから少し時間も経っておりますので、この資料の後ろに参考資料ということ

で、この技術指針の作成についての経緯なり方針をまとめた２枚紙がございますので、まず、これを簡

単にご説明したいと思います。 

 環境配慮につきましては、ご案内のとおり土地改良法の改正により、平成 13 年度におきまして環境

との調和に配慮することを原則化してきたということで、それに農業農村整備事業としてどう対応する

のかということを、この部会の企画小委員会の方で平成 13 年度に議論いたしまして、調査、計画、設

計の手順や内容についての考え方を示す必要性があるということがまとまったわけでございます。 

 それを受けまして、この技術小委員会におきまして、平成13年度、14年度、15年度と３カ年にわたっ

て環境配慮の考え方なり調査、計画、設計の基本的な考え方をご議論いただきまして、それを手引き

としてとりまとめました。水路整備やため池整備、農道、ほ場整備といった工種別に配慮の考え方をま

とめてきたところでございます。成果は製本いたしまして、全国の農業農村整備事業の調査計画を担

当する技術者が活用しているところでございますが、いろいろ事業を進めている間に、この手引きにつ

いての様々な課題も明らかにになってきているということでございます。 

 そもそも環境配慮に取組み始めてまだ日が浅く、いろいろな事例を蓄積しているという段階なので、

環境配慮を行う際に、生物のネットワークのとらえ方がまだ十分ではないのではないか、生物は生息・

生育する環境がそれぞれ違い、移動するわけですけれども、その生息・生育環境と移動経路、これを



ネットワークといっておりますが、そのとらえ方を十分検討していく必要があるのではないかというのが

一つでございます。 

 また、その具体的な環境配慮の考え方や手法について基本的な考えは示されているわけですけれ

ども、もう少し手法について具体化を図っていただきたいというような要望もあるところでございます。 

 さらには、環境配慮のベースとなっている市町村が作成する田園環境整備マスタープランがあるわ

けでございますが、これも、もう少し広域的な視点の追加でありますとか内容の具体化を図ってほしい

というような要望もあるわけでございます。 

 今回、新たな基本計画が策定されたわけでございますが、この新たな基本計画においても、環境配

慮を一層進めていくことが位置づけられたところでございますので、国営事業を始め農業農村整備事

業の実施に際して、より一層環境配慮を進めていく必要があるという状況でございます。 

 ２ページにまいりまして、そういう問題意識のもと、これまでの３カ年にわたる手引き作成の実績を踏

まえまして、新たな技術指針の検討を進めていくべきではないかということで、昨年、その基本方針を

ここでお諮りしたところでございます。 

 それは、手引きからさらに一歩進めるといいますか、これまでの知見や技術的蓄積も含めた形の技

術指針としてとりまとめていこうということでございまして、その主な課題としては、生物のネットワーク、

つまり生息・生育環境、移動経路の確保に特に重点を置いて、工種横断的に検討をしていくと。そして、

調査から計画、設計、維持管理に至るそれぞれの段階での環境配慮手法を具体化して、現場での適

用性を高めていこうという趣旨でございます。 

 主な検討内容としては、調査段階では、注目すべき生物の設定の考え方でありますとか、ネットワー

クの把握、事業による影響予測の考え方。計画段階では、エリア設定、環境配慮対策の設定の考え

方。設計では、それを踏まえた環境配慮工法の体系化なり設計の考え方といったことについてまとめ

ていこうということでございます。 

 そして、この技術指針につきましては、当然今後の事業実施に当たって活用していくということでござ

いますけれども、国営事業計画の策定において環境計画を今後義務づけていきたいと考えております

が、そのための参考資料でありますとか、あるいは市町村が策定する田園環境整備マスタープランの

見直しというものにも活用していければと考えているところでございます。 

 そのような考え方でこの技術指針の検討に着手したということでございまして、実はこの小委員会の

作業部会という位置づけになろうかと思いますけれども、別途、検討部会を設けておりまして、この小

委員会のメンバーでもある青山委員、四方委員、細谷委員の３人の先生方にも加わっていただきまし

て、これまで３回にわたりこの技術指針の内容について検討をしてまいりました。本日は、その３回の

検討部会を経て一応まとまってまいりました技術指針を１次案という形でお示ししたいということでござ

います。 

 それでは、資料―２でございますけれども、かなり厚いものでございますので、要点をかいつまんで

ご説明していきたいと思います。 

 まず、１ページでございますけれども、最初に「技術指針の目的と活用」でございます。技術指針の

目的につきましては、箱書きのところにございますとおり、生物の生息・生育環境及び移動経路、これ

をネットワークというふうに定義しておりますけれども、ネットワークの保全・形成に視点を置きまして、

調査から維持管理に至る各段階の環境配慮手法を具体化し、環境配慮の取組の現場適用性の向上

を図るということを目的としております。 



 次に、４ページをお開きいただきたいと思います。第２章として、「農村地域の特徴と生物多様性」と

いう章を設けまして特に記述しておりますけれども、農業農村整備事業は、持続的な農業の営みを可

能とするといいますか、支えるという役割があるわけでございまして、そういう意味では生物の生息・生

育環境である二次的自然を保全・形成するという役割を有しているわけでございますけれども、他方で

事業の実施が生物多様性に影響を与える側面もあるわけでございまして、そういったことに配慮した

事業を実施する必要があるという原則論をここに掲げております。 

 次の５ページに、具体的に「環境との調和に配慮した農業農村整備事業」をどういう形で実施してい

かなければならないのかという事例をまとめております。事業自身は農業の持続的な発展を支えると

いう大きな目的があるわけですけれども、場合によっては生物の多様性等に影響を与えることもある

ということで、例えばコンクリートの護岸でございますとか水路の落差、水路と水田との高低差によって

生物の移動経路が分断されるといったようなこともあるわけでございます。そうしますと、生物の移動

が阻害されて生活史が全うできなくなるといったことで、環境への負荷や影響も出てくるという側面が

あるわけでございます。 

 そういった環境への負荷や影響をできるだけ回避・低減していくということが環境配慮の目的である

ということでございまして、この下の表に、具体にどういう影響があるのか、それに対してどういう配慮

対策があるのかということを概観的にまとめております。例えば水路のコンクリート化によって、魚類の

産卵場でありますとか越冬場の減少・消失というような事態に対しては、例えばワンドを設けるとか、

水辺環境を創出していくというようなこともございますし、水路と水田の落差が大きくなって移動経路が

分断されるというようなことになれば、水田魚道をつくって移動ができるようにするというようなことなど、

様々対策があるのではないかということでございます。 

 その具体の対策の考え方をこの指針で述べていこうということになるわけでございますが、ちょっと

ページを繰っていただきまして７ページでございます。今回の指針のテーマである「ネットワークの保

全・形成の基本的な考え方」でございます。基本的には、こういった多様な生態系を維持するためには、

生物が生息・生育するための良好な環境と移動経路を確保しなくてはいけないということでございま

す。 

 ２つの視点がありまして、（１）にありますとおり、良好な生息・生育環境、ハビタットというふうにいっ

ておりますけど、これを確保していくということ。２つ目は、生物が利用する環境を移動していく経路、コ

リドーというふうにいっておりますが、これを確保するということでございます。例えばフナですと、比較

的水が浅くて流れのよどんでいるような水田で卵を産んで、孵化して大きくなると水路に出て河川に行

くというように、成長過程に応じて移動するわけでございますけれども、その成長過程においてそれぞ

れがすむ場所、水田、水路、河川と、こういう場所に移動して生活しなければならないということで、１

つでもその生活場所が奪われるということになると生息が困難になるということでございます。ですか

ら、それぞれの生息環境を確保する、ハビタットを確保するという視点。そして、その移動が適当な時

期にできるように、コリドーの確保という視点、こういうものがあるということでございます。 

 次の８ページに、具体的に移動する環境というものをそれぞれの生物ごとに図示してございます。 

 10 ページにまいりまして、こういった生物の生息・生育環境、そして移動経路というネットワーク、これ

に農地や農業水利施設がどういう役割を果たしているのかということを解説したものでございます。そ

れぞれの特徴があって、水の流れとか特徴がある中でそれぞれの生息・生育環境があるということを

解説してございます。 



 12 ページにまいりまして、「環境配慮対策の進め方」でございますけれども、特にここで強調しておき

たいのは、地域住民の参画による環境保全活動の取組みでございます。いずれにしても、施設ができ

た後の維持管理なり生態系のモニタリングといったようなことにつきましては、事業実施主体だけでは

なくて、地域の人たちが中心になってやっていくということでございますので、最初の段階から地域の

人を巻き込んでいくというような仕組みが必要ではないか。例えばワークショップなり生き物調査を一

緒にやっていくというような取組も必要だということでございます。 

 14 ページ以降、そういった地域一体の取組を行ってきたという事例も少しご紹介しているところでご

ざいます。 

 以上がネットワークについての基本的な考え方ということで、今度は 16 ページにまいりまして、具体

の調査、計画、設計についての基本的考え方を順次説明してまいりたいと思います。 

 まず、調査でございますけれども、調査段階では、配慮を行う注目すべき生物の選定。どういう視点

で注目すべき生物を選んでいくのかというような視点、それから、その生物のネットワークの把握、そし

て、事業がネットワークにどういう影響を及ぼすのかということをこの調査の中で把握していくという視

点でございます。 

 17 ページに調査のフロー図を掲げてございますけれども、いろんな既存資料なり踏査という、まず概

査を実施して、基本的な情報を把握し、地域の田園環境整備マスタープラン等によって地域の環境保

全目標を概定していく。その上で、注目すべき生物を選定し、ネットワークを明確にして影響を把握し

ていくという、いってみれば精査という段階でございますけれども、そういう過程で行っていくわけでご

ざいます。 

 今回の１次案につきましては、注目すべき生物の選定とネットワークと影響の予測というところを中

心にまとめたところでございます。欠けている部分につきましては、次回までにまとめていきたいという

ことでございます。 

 そういう意味で次の 18 ページ、少し項目が飛ぶわけでございますけれども、「精査方針の作成」でご

ざいます。ここでのポイントは、注目すべき生物の選定でございまして、選定の視点を今回お示しして

おります。下の括弧書きにありますとおり、①から⑤までございますが、まずは外来生物については、

むしろ監視すべき生物として除去していくということでございます。 

 そして、事業による影響の可能性。いろんな生物がいるわけですが、その外来生物以外の国産の生

物について事業の影響の可能性を把握し、その中で希少性なり生態系における指標性といったような

視点、そして地域住民の意向というものを踏まえて注目すべき生物を選んでいくという考え方でござい

ますが、次の 19 ページにその選定のフロー図をお示ししております。ただ、どういう生物を選ぶかとい

うのは、最終的には専門家の意見を聞いて総合的に判断ということでございますので、いろいろデータ

を集めるわけですが、最終的には専門家の判断が重要になってくると思っております。 

 次の 20 ページに、例えばドジョウ、ギンブナ、タモロコという同じような生物がいる場合に、指標とす

る生物としては、その中から代表的なものを１つ選べばいいのではないかということで、その選定のポ

イントの考え方等もお示ししております。 

 それでは、少しページを進めまして、24ページです。今度は、選んだ注目すべき生物について精査を

行っていく。その生物のネットワークの把握と事業による影響の予測ということでございます。ネットワ

ークの把握を行うためには、まず、その生物の生息・生育情報をきちっと把握して、それを一定の基盤

図、図面に落としていく。スケールでいえば１万分の１から２万 5,000 分の１でございますけれども、そ

ういう図面に落として、その生物のネットワークを把握していく。その上で、重要なところについてはもう



少しスケールの大きい地区スケールの平面図、 2,500～ 5,000 分の１ぐらいのスケールの平面図で、

その生物のネットワークなり、事業による影響の予測というものをそういった図面で行っていくという手

順でございます。 

 具体的には、25 ページにお示ししていますような基盤図において、青いラインでありますような生物

の移動図を示して、何か影響が起きそうなところを示しております。例えば、樹林地と水田の間に水路

と農道が走って移動経路が分断されるのではないか、それを拡大したのが次の 26 ページです。具体

にその水田と樹林地の間の移動経路が阻害されるところを確認して、そこについて何らかの対策が必

要だということをこういうシートで確認していけばいいのではないかという調査段階の整理でございま

す。 

 次の 27 ページにまいりまして、計画段階になりますが、今整理した環境基盤図をベースに環境配慮

の計画を策定していくという段階になります。 

 これも 28 ページにありますとおり、作業の策定のフロー図は、目標の設定なり保全対象生物の選定

ということになるわけですけれども、主なところは環境配慮対策を検討するわけでございまして、ここで

はネットワークを保全・形成するためのエリアをどうするのかということと、そのエリアにおいて保全対

策を具体にどうしていくのかというのがこの計画の範囲になってまいります。 

 29 ページにございますとおり、エリアの設定の考え方でございますけれども、先ほどの環境基盤情

報の図面等において、生物の保全を検討すべき範囲をネットワーク保全エリア、あるいはネットワーク

を事業によって逆に回復するという考え方もございますので、ネットワークを回復するエリアをどうする

かというような形でエリア設定をしていく。そして、そのエリアの中での具体の対策として、ミティゲーシ

ョンの５原則というのがございますが、まず回避の検討を行う。それが困難な場合は、影響を低減する

ための最小化なり修正、影響の軽減というような検討を行っていく、そういう手順でございます。 

 その際、検討の視点としては、例えば用水路でありますと、上流からの水の流れで生物種の供給が

行われる。排水路は、流れも緩やかで通年に水があるということで、生息環境になるというような特徴

もございますし、また、ほ場整備で残地が発生する場合は、そういったところが生物の隠れ場になった

りするというような特徴がある。そういう検討の視点も踏まえて考えていくということが必要だというふう

に述べさせていただいております。 

 31 ページに、そのエリアの具体の設定例なり、32 ページに、その配慮対策の検討例というものもお

示ししてございます。 

 次に、35 ページにまいりまして、設計、施工の段階になるわけでございます。計画段階で立てました

環境配慮の計画に基づいて、具体的な工法選定や設計の考え方をまとめていきたいということでござ

います。 

 36 ページにその手順を書いてございますが、ネットワークの保全・形成において施設が果たすべき

役割を明確にして工法を選定していくのが最初のステップでございます。その上で、その生物に適した

流速とか様々な設計条件、そういったものを設定して工法を決定していくという手順でございます。 

 37 ページは工法選定の考え方でございます。やはりネットワークを保全するという目的と、施設が本

来農業生産の上で必要な機能、そこの両立を図っていくことが基本になるわけでございますけれども、

特にネットワークという視点でどういう形状のものが必要なのかという、施設の機能の役割を十分踏ま

えた環境配慮工法を選定していく必要があるというのが基本でございます。 

 例えば、水路工であります。水路から水田への移動とか、あるいは農道に関しての考え方だとか、い

ろいろ工種はあるわけでございますけれども、ここでは、水路と水路の移動についてどう考えるかとい



うことで、今回はそれについてご紹介いたします。ここは様々な組み合わせがありますので、今後さら

に充実していきたいというふうに思っております。 

 水路工につきましては、特に用水路の場合は非常に流速が速くて、流量が不均一だというような性

格がございます。一方、排水路は、流速は緩くて年間通じて水がある。だから、生物の移動経路として

もよろしいし、また、生息・生育環境としてもいいというような特徴がある。そういう水路の性格を踏まえ

た工法の設定ということがあるでしょうし、そういう観点で、移動経路なり生息環境として工法を選定す

る場合にどういう考え方をとればいいのかということを述べております。 

 38 ページに、工法の体系ということでございますが、今言いました水路から水路を移動していくという

ネットワークにつきましては、ネットワーク形成における役割としては、移動経路の確保と、生息・生育

環境の確保という２つの役割があり、その役割に応じて求められる機能としては、水の連続性の確保

でありますとか、落差の解消とか流速の低減とか、こういうものがあって、それにふさわしい工法として

は、例えば連続性の確保であれば階段式の魚道ですとか、流速の低減であれば、拡幅をしたりワンド

を置いたりというような様々な体系化がなされるということをお示ししてございます。 

 39 ページ以降、具体にこれまでのいろんな環境配慮の実績からとられているような工法の概要をこ

のような形でお示しして、選択しやすいような使い方ができるような整理をしていきたいというふうに思

っております。 

 42 ページは、そういう工法の選定の後、それを設計するための設計条件の設定ということについて

の考え方をお示ししております。 

 44 ページは、その設計条件を踏まえた「環境配慮工法の決定」ということで、施設の安全性なり経済

性、施工性といったことや、あるいは維持管理の作業性も考慮して、総合的な検討を行って最終的に

工法を決めていくということでございます。 

 45 ページに「環境配慮工法の検討例」ということで、水路の側壁を木材でやるのか、布団かごなのか、

ブロック積みか石積みかという様々な選択肢の中で、この場合は石積みを選んだと。その検討経過を

まとめたものでございます。 

 46 ページにまいりまして、今度は施工でございますけれども、施工時における環境配慮ということで

ございますが、工事の実施時期において、生物の繁殖だとか移動といったような時期に重ならないよ

うに配慮するとか、あるいは重なる場合は影響を緩和するための工区割りを考えるとか、さもなくば生

物を移動させるとか、そういうような様々な配慮対策を講じるべきではないかということでございまして、

47ページにあるような施工指針の作成、48ページには、その工区の地点ごとにどういうものをとってい

ったらいいのかということを、このようなシートでまとめたらどうかというご提案でございます。 

 最後の章の49ページにまいりまして、維持管理とモニタリングでございます。ネットワークの機能をき

ちっと発揮させるためには、施設の適正な維持管理が非常に重要でございまして、これも地域が一体

となった維持管理が将来にわたって行われるというような体制をつくり上げていくということが重要でご

ざいます。例えば水路に泥がたまれば、それは施設に生息する生物にいろんな悪影響が出てくる場

合もありますので、定期的な泥上げが必要であったりとか、あるいは草刈り、水管理といった営農活動、

これも生物の生態系の保持に非常に重要な要素であるということでございます。 

 50 ページに、そういった「生物のネットワークに配慮した維持管理」の考え方というものをお示しして

ございます。 

 51 ページには、「営農面との調和」という面もございます。滋賀県の事例にありますような環境に配

慮した営農の取組、これも環境配慮対策とセットになったものであろうかと思います。 



 53 ページには、「地域住民との協働の進め方」という考え方についてもご紹介しております。例えば

「田んぼの学校」といったような、地域住民が一緒に参画するような仕掛けもあわせてやっていくという

ようなこともございます。 

 54 ページに「モニタリング」でございますけれども、環境配慮対策を行ったその効果を、きちっと把握

していく必要があるわけでございます。したがいまして、調査計画段階からモニタリング計画をつくって、

施工時、施工後、維持管理段階できちんとみていく必要があるということでございます。少なくとも生態

系が安定するまでは、モニタリングを継続していく必要があるだろうということでございます。 

 56ページに具体の「モニタリング計画のイメージ」をお示ししておりますけれども、配慮対策をとったと

ころで、モニタリングのための調査なり調査期間についてどのぐらいやっていけばいいのかというのを

例としてお示ししております。 

 最後、57、58 ページでございますけれども、順応的管理という考えをご提案しておりますけれども、モ

ニタリングの結果、予定したような生態系の回復がないような場合は、何らかの補修や修正を行う。順

応的管理、アダプティブマネジメントといっておりますけれども、そういったことを実施することも重要で

はないかということでございます。 

 以上、少し省略したところもございますけれども、基本的な指針の考え方についてのご説明を終わら

せていただきます。  

○田中小委員長  

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明の内容につきまして、委員の方々、ご自由に発言お願いいたします。 

 どうぞ。  

○四方専門委員  

 今日は、青山委員と細谷委員が出ておられないので、作業部会のメンバーで私だけ出ているんだと

思いますので、作業部会に出ておりました委員を代表しまして、事務局の方に御礼を申し上げたいと

思います。 

 と申しますのは、昨年 12 月にこの小委員会でいろいろなご注文が出ましたのを、私どもも含めて作

業部会で検討したわけでございますが、作業部会の中でけんけんがくがくいろんな意見を出しましたも

のを非常に的確にまとめていただきまして、この場でみていただければ、第１次案で不十分だというと

ころはあるかと思いますけれども、私ども作業部会としましては、注文されたものすべて網羅をされて、

かなりいい水準の１次案をつくっていただけたというふうに思っております。 

 特に私の担当分野について１～２申し上げますと、今までこういう農業農村整備事業の関係の中の

技術指針で、ここまで地域と一体になってやるとか、今まで環境保全というのは、どちらかというと場当

たり的というふうな感じがあった中で、農業農村整備事業の中で環境保全が避けて通れないというこ

とになるので、逆に生物保全をきちんと突っ込んで書いていただいて、現場の担当者なり市町村なり

土地改良区なりの実際にやっている人からみれば、非常に使いやすい指針が出来つつあるのではな

いかというふうに思っております。ぜひそういう方向で、ほかの先生方のご意見もあるかと思いますけ

れども、この方向で完成をさせていただけたらと思います。 

 １～２細かい点ですが、気がついた点をせっかくの場ですので申し上げさせていただきたいと思いま

すが、41 ページですか、ここの部分、ネットワークの関係で、水路のところが非常に重要だと思います。

１次案では例示だということなのでよくわかりますが、お魚が例示にされているので、主に水路なり魚



道なりのところが中心になっているわけですけれども、今度２次案になっていく過程では、水生動物で

すとか両生類なんかも入ってくるんだろうと思います。そうなりますと、ネットワークということになります

と、水路だけでなくて水路側面の草地ですとか樹林地ですとか農耕地、畑の方ですね――水田の方

は用水路でできるわけですが、やはり移動の中で水路の壁面ですとか流速ですとか、お魚とは違った

意味で非常に重要なところが関わっているので、これは当然皆さんご承知だと思いますが、そこら辺

のところは、ハード等にうまく反映できるように留意をして書いていただけたらというふうにお願いをい

たしておきたいと思います。 

 それから、51 ページ、52 ページに、これは私からもお願いをして、特にある意味で今までのこの手の

ものではなかったでしょうけど、実際につくり上げただけじゃなくて、営農とか維持管理で手間がかかる

だけじゃなくて、付加価値をつけるというところが実際に長続きすることで、環境に配慮してつくったお

米なりはこれだけ付加価値があるんだよというふうな事例があるものですから、そういう取組をきちん

と位置付けてあげて、こういうものを示すことによって、農家の方が維持管理なり営農なりうまくやって

いけるんじゃないかということで書き込んでいただいたわけでございます。これは非常に感謝をしてお

ります。 

 非常によく書いていただいているんですが、52 ページで、これは極めて細かいことなんですけど、実

は冬に水を貯めるということになりますと、いいことだけ書いてあるんですが、湛水によって雑草を抑

制すると書いてあるんですが、これは畑の雑草は抑制するのでありまして、逆に田んぼの雑草は、冬

干すことによって減るわけなんですね。だから、実際のところ農家の人は、冬の水を張るのを正直言っ

て嫌がるわけです。作業面だけでなくて、来年、こんなことをしておきゃ随分草がふえるから、水が抜

けるように干しておきたいんだというわけですね。 

 だから、そこら辺のところは非常に微妙なところでありまして、それは水の管理の仕方だとか、例えば

水深だとか、そういうことでかなり抑えられるという知見もあるというふうに聞いております。だから、農

家の人にやはり支持をしていただいてやるということになると、生物も保全をして、次の年の営農にも

支障がないようなということがありますので、そこら辺まで少し、微妙なところですので、丁寧に書き込

んでいただけたらどうかというふうに思います。 

 一言御礼を申し上げまして、余計な注文２つばかりいたしまして、私のお願いにかえさせていただき

ます。どうもありがとうございました。  

○田中小委員長  

 ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 どうぞ。  

○遊磨特別委員  

 遊磨です。おくれてきて済みません。 

 細かいところを３点ばかりと、あと大きな話を少しさせていただきたいんですが、まず、細かいところ

からいけば、今、四方先生がおっしゃったところに関連して、49 ページなんですが、この下に「維持管

理とその効果」というところがあるんですけれども、この右側のところに２つほどピンク色のボックスが

ありますが、ここに「付加価値」という言葉をぜひ入れていただきたいなというように思いました。 

 それから、ずっと戻るんですけれども、５ページなんですが、かなり最初の方で申しわけありません、

第２パラグラフのところに、「しかしながら」としていろいろな問題点をお挙げいただいているんですが、

今まで何回か申し上げていることなんですけれども、やはり農閑期の水の流し方ということを、実は非



常に上手に逃げて書かれているなというように思いました。水利権の話がちらっとどこかに出てきてい

たと思うんですけれども、大変上手に逃げておられる。ここを解決しない限りは、いかに構造、ネットワ

ークを目指してもだめだろうという気がします。そこをどういうように書き込んでいただくのか。それはひ

ょっとすると 42 ページのところにも同じような文言が出てきますので、「流域・水系等」ですね、そういう

ところの問題をどういうようにされるのかなというのが、実は一番大きな問題だろうと思います。 

 それから、５ページのところの問題点の中に、もう１つは大型ほ場化によって畦畔が減少するというこ

とがあって、これはずっと問題になって、どうしょうもないというようなことかもしれないんですが、せめ

て畦畔のところのコンクリート化はやめるとか、いろんな手はあると思うんですよね。そういうことをもう

少し、どこか具体的なところに書き込まれてもいいんじゃないかなというふうに思いました。 

 今のは文言上の問題なんですが、あと、ちょっとお尋ねしておきたいことは、ネットワークというのは

今までの話にそれほど大きく出てきてなかったことだと思うんですけれども、特にマスタープランの関

係ではほとんど、あれは区域、エリア分けの話であって、マスタープランをつくるときには、こういうネッ

トワークのことをここまで強く考慮されてなかったと思うんですよね。にもかかわらず、マスタープランに

反映するような書きぶりになっているので、その点は大丈夫だろうかというのが非常に心配になってい

て、ほかの資料の景観の方も実は同じことが起こると思うんですが、一つ一つが先出ていって、また一

つブッキングで条件が出てくるということになると、要するにマスタープランそのものがないがしろにさ

れていくというと表現は悪いんでしょうか、少しずつ重きを置くところが変わっていくんじゃないかなと思

うので、その辺をどういうふうにお考えになっているのかというのをお尋ねしたいのと、もう１点だけ申し

わけありません。 

 ５ページの表からみえるところは大変いろいろ配慮いただいているんですが、水田と河川の両方でい

ろいろ問題を起こしている地下水位のネットワークというところも、何か配慮いただけないかなというよ

うに思います。というのは、要するに環境全体のことを考えると、地下水位がどれだけあるかで、排水

路等々に水がどれだけ行くかということが実は決まってくるわけなんですね。今滋賀県では――私、滋

賀県なんですが、大変地下水位が下がっていることが大きな問題になっているところなんです。もちろ

ん、農水省さんだけでは解決つかない問題がいっぱいあって、河川工事で掘削すると、それまで水が

とれていた集落のところに水が流れなくなる。しかも、１年じゅう流れる上水がとれていたんだけど、そ

れがとれなくなる。それで、地域のいろんな水関係、「めだかの学校」とかやっておられた活動ができな

くなるんじゃないかと。もちろん、農家の方々あわせていろいろ参画されていた事業ができなくなるんじ

ゃないかという、いろんな問題が複雑に絡んでいるわけですね。そういう地域全体の水位管理、地下

水という一つのあれかもしれませんが、そういうものもうまく考えるような仕組みをつくっていただけま

せんでしょうかというのが、最後、大きな話２つです。 

 以上です。  

○田中小委員長  

 ただいま質問でございますので、４点ぐらいですか、済みませんがお答えをお願いします。  

○角田事業計画課長  

 どうもいろいろご指摘ありがとうございます。 

 ご指摘いただいた点で、反映させるところはもちろん反映させていきたいと思っておりますが、水の

流し方のご指摘でございますけれども、確かに用水路の場合、水利権の問題があって、かんがい期は

水があるけれども冬場はないのはどうするのと、こういうご指摘かと思いますが、もちろんその問題は



あると思います。冬場の冬季の環境用水として、そういう水利権をきちっと確保していこうという取組も

今少し動きつつありますので、そこは、そういう点で頑張っていきたいというふうに思っております。 

 他方、生物生息環境という面からすると、用水路は非常に流速が速くて、なかなか生物がすみにくい

と。もちろん、上流の方から新たな生物種を供給するという意味で機能はあるわけですけれども、逆に

排水路の方ですと、大体年間水が流れておりまして、生物の生息環境なり移動にも非常に重きがある

ということで、できるところからと申しますか、例えば河川と水路と水田のネットワークということで考え

た場合、河川から排水路に生物が上がって、そして水田に行くと、そういうネットワークを確保するとい

うような視点で、特に、まずできるところからやっていくということも考えられるのかなと。そういう視点で

も、この指針ではいろいろ手法をまとめていきたいなというふうに考えているところでございます。 

 ２点目のご質問で、このネットワーク、ある意味で今回の指針の売りといいますか、これまでの手引

きと違って、そこに視点を置いて、より具体的な考え方をお示ししているわけでございますけれども、そ

れと田園環境整備マスタープランとの関係はどうなのかというご指摘でございます。この指針の 30 ペ

ージのところに、その田園環境整備マスタープランとこの指針の関係というものを若干触れております

けれど、要は田園環境整備マスタープランは、平成 13 年度に土地改良法を改正した後、市町村に作

成していただくということで進めてきたわけですけれども、なかなか十分な技術なり情報なりが市町村

にもない状況の中で、取り急ぎ作成したという状況もあるわけでございまして、私どもとしては、この指

針でもってそういう生態系配慮のネットワークという基本的な考え方、区域の設定の考え方とかそうい

うものを具体的にお示しできるとなれば、この考え方を逆に市町村が使って、田園環境整備マスタープ

ランの見直しなり修正にぜひ活用していっていただきたいと。そんな関係で位置づけていきたいなとい

うふうに思っているところでございます。 

 それから、地下水の話は、これも非常に難しいテーマだというふうに思っておりまして、そこを具体的

にどうかということは、直ちには今いえないと思うんですけれども、ただ、例えば表流水でかんがいを

することによって、地下水をチャージするといいますか、地下水を涵養するという機能もありますし、水

田から地下水を供給して、それが例えば下流の都市側の飲料用水の供給にもつながっているという

事例もございますので、できればそういう事例をこの中でご紹介していくということも一案かなと、そん

なふうに受けとめさせていただきました。 

 以上でございます。  

○田中小委員長  

 あと、畦畔の話がちょっとあったんですけど、これは６ページに、何か畦畔のことが１ページにわたっ

て書いてございますね。何か全体として、畦畔のコンクリート化よりもむしろこういうことを推奨している

ようにみえるんですが。  

○角田事業計画課長  

 ６ページに書いてあるのは、草刈りの頻度によって生物、植物の多様性がよくなるということです。で

すから、畦畔の保全管理は生態系の多様性に非常に効果があるということだろうというふうに思って

おります。コンクリート畦畔をやめるということは、なかなかそこまでこの指針で書けるかどうか何とも

いえませんけれども、引き続き議論させていただきたいと思っております。  

○田中小委員長  

 ほかにご意見ございますでしょうか。 



 どうぞ。  

○中野専門委員  

 先ほど地下水の話が出まして、実は筑後川の中流で地下水を測っているんですけど、かんがい期に

なると２メートル上がる。昔に比べると、全部水田であった時代に比べると、１メートルちょっと少ないと

いうことで、地下水は生産調整によって下がっているという、現実にそういうデータが出ているわけで

す。筑後川中流では休耕田というのがあちこちにみられまして、休耕するときに水をためている農家の

方がかなりおられまして、それが先ほどの水質の話になると、浄化機能も働くし生態系も豊かになると

いうこともありますので、これは営農の問題になるかもしれませんけど、そういう形で農家の人たちが

協力して、でき上がったこの施設により生態系を豊かにするような何か事例、そういうのも増やしてい

ただいたらいいかなと。例えばそういうことがあるのかなと思いつきました。 

 それから、魚道の話が、排水路に落ちた魚が水田に上がっていく魚道、小規模魚道、水田魚道とい

いますか、それはいろいろ実験されていますけど、排水路に設置すると、洪水のときに、雨のときに通

水阻害。どうも農家の人たちはそれを嫌がって、実験をしていたら、のけてくれということを言われたこ

とがあります。工法についてはまだ書かれていなかったのですけれども、41 ページですね、空白にな

っていますけど「工法の概要」、その辺も何か、私自身もわからないんですけど、農家の人たちが嫌が

らない魚道というのを何か工夫されたらいいかなと思います。例えばブロックの中に魚道をはめ込むと

か、何かそういうことができないかなと私は思ったりしているんですけど、なるべく維持管理がしやすい

ものということで、そういう工夫もされて、ここに工法として載せていただくといいかなと思いました。 

 以上です。  

○田中小委員長  

 あと、ここに堰上げのことがちょっと書いてありましたね、滋賀県かどっかですか。それに似たような

問題はありますか。具体的に堰上げとかなにかというよりも、雨が来るとか豪雨が来るとかそういうの。

農家の人に、そういうのはかなりうまく協力していただけるのかどうかという。  

○角田事業計画課長  

 滋賀県の「魚のゆりかごプロジェクト」ですね、これはまさに土地改良区と農家の方が一緒になって

進められている事例であるというふうに承知しております。  

○田中小委員長  

 だから、これは地元との協議とかそういったことが非常に大事ということなんでしょうかね、落差工の

問題につきましても。  

○角田事業計画課長  

 そうですね。それから、今の水田魚道の例で、私もまだ余り事例を知っているわけじゃないんですけ

ど、兵庫県の「コウノトリの里」の事例ですと、あそこは 100 ヘクタールぐらいの水田の一枚一枚にす

べて魚道をつけて、コウノトリの餌になるドジョウが水田にきちんと上れるような整備をして、コウノトリ

の野生化に地域全体が協力してやっているというふうなことも報告されています。 

 ですから、そういったところで農家の人がちゃんと協力してやれるような魚道の工法、設計はどうなっ

ているのかというのは、きちっと調べて反映させていきたいと思います。  



○中野専門委員  

 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。  

○田中小委員長  

 はい。  

○竹谷専門委員  

 それでは、発言させていただきます。 

 先ほど農家の協力という話が出ましたが、１ページの技術指針の目的の中に、「環境に配慮した事

業や環境保全活動を推進すること」と書かれています。この後者の「環境保全活動を推進すること」も

あわせてこの技術指針の目的に入れるかどうかというところをお尋ねします。後、この「環境保全活動

を推進する」という文言は余り登場してきておりません。もちろん、そういうものにつながっていくという

書き方はあるんですが、目的でこれを書くということでいいかどうかということです。 

 それと当然関わるのですが、付加価値がつく場合もありますし、付加価値がつかない場合もあり得る

と思います。これはエコファーマーとかトレーサビリティとかいろんな形で農家は努力するわけですが、

市場がそれを評価する場合もあるし、評価しない場合もある。51 ページでみますと、この 51 ページで

は、営農活動がしっかりと環境保全型になっているということで、その両者がタイアップすることで付加

価値がつくということですので、先ほどの「環境保全活動を推進する」というのを入れると付加価値が

つくのかが、最終的には農業者の広範な参画を得られるかどうかという問題ともかかわってくるのでは

ないかと思っております。 

 それに関連しますが、例えば 16 ページの「環境保全目標の概定」について、この「目標」というところ

が、後にも何度か出てまいりますが、「環境保全のあり方」というふうに書かれているところと、例えば

28ページで見ますと「環境配慮のコンセプト」ということで、ビジョンなのかターゲットなのかコンセプトな

のかというところがちょっとわかりづらい。これは１次案では省略ということになっておりますので、詳し

い中身は多分次回出されるかと思いますが、この「目標」というところをきちっとわかるような形で提示

する必要があるんじゃないかと思っております。 

 それから 13 ページに、これは協議会といいますか、地域住民等の参画も得ながらという話になるわ

けですが、この図を見ますと、都市住民という――これも都市住民の参画を得られれば非常にいいん

ですが、この辺、地域住民のみならずＮＰＯ、さらに都市住民まで参画を求めて協議会を設置する必

要が現実的かどうかというところについて、できればそういうところまでいった方がいいとは思いますけ

れども、指針の中でここまで表現できるかどうかというところは、ちょっと気になっているところです。 

 それから、30 ページの「環境配慮対策の決定」のところで、「配慮の内容の違いにより複数作成する」

という対策の案は、ミティゲーション５原則のうちそのレベルが違うということで「複数」というふうに理解

すればいいのか。この「複数」の案は、配慮の内容をどういうレベルで発想すればいいのかというとこ

ろがちょっと明確でないように思いました。 

 さらに、最後のモニタリングのところですが、このモニタリングは、先ほどの話ですと、全体としてこの

調査、設計の当初からモニタリングのことを考えておけということでしたが、このモニタリングは事業経

費の中に含めてものを考えているのか伺います。その点と、モニタリング結果の活用で、もうちょっと

広範囲に、情報発信といいますか公開の問題がここでは書かれておりませんが、その辺のところはど

う考えておられるのか、ちょっとそんなことに気がつきました。 

 以上です。  



○角田事業計画課長  

 いろいろご指摘ありがとうございます。  

○田中小委員長  

 時間の関係がありますので、手短にお願いします。  

○角田事業計画課長  

 では、ページ１の「環境に配慮した事業や環境保全活動を推進」は、この手引きを使ってそういうこと

を運動として進めていく必要があると思っておりますので、これはぜひ目的として位置づけていきたい

と思っております。 

 それから、いろいろ言葉の使い方については、検討させていただきたいと思います。 

 あと、協議会の中にＮＰＯ、都市住民はどうなのかということで、これは確かにそういう事例もござい

ますし、そういう意味でご紹介しておりますけれども、必ずそれが入らなきゃならないというものでもご

ざいませんので、そこはちょっと誤解のないようにしていきたいと思います。 

 それから 30 ページ、ミティゲーション５原則で複数案ということでございますけれども、これは回避、

最小化とかいろいろな手法がございますので、そういう意味で幾つかの対案という趣旨でございます。

ちょっとわかりやすくしていきたいと思います。 

 モニタリングにつきましては、事業の調査、計画、設計段階あるいは施工段階におきましては、当然

事業費の一部としてできるものと思っておりますが、事業完了後のことについては、管理主体となる地

域なり管理主体といったところでもやっていただかなければならない問題でございますし、そういう性

格のものだというふうに思っております。 

 以上でございます。  

○田中小委員長  

 それでは、時間の関係もございますので、こちらの「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」についての検討はこれで終了させていただきまして、次の「『農業農村整備

事業における景観配慮の手引き』について」、事務局より説明をお願いいたします。  

○角田事業計画課長  

 それでは、資料―３と資料―４でございます。 

 まず、資料―３で、今回、農村景観の保全・創出に取り組むようになった背景について簡単にご説明

したいと思います。 

 １ページお開きいただきますと、先ほどから述べているとおりでございますが、農業農村整備事業に

おいて環境配慮の取組がスタートしております。そのベースとなる市町村が策定する田園環境整備マ

スタープランでございますが、 3,200をベースとした市町村数でいえば、既に８割以上の市町村がその

策定を終えているという状況でございます。 

 ２ページにまいりまして、農水省全体として、個性と魅力のある農山漁村づくりを進めていこうというこ

とで、その指針となる「水とみどりの『美の里』プラン21」を平成15年９月に作成しているところでござい

ます。美しい里づくりという視点での施策の展開をお示ししているわけでございますが、その中に「景

観配慮の原則化」を打ち出しておりまして、この中で、農業農村整備事業の実施に当たっても、景観配



慮に関する基本的な考え方、手法をとりまとめた「景観配慮の手引き」を策定していこうという基本的

な方針をこの段階で出しているということでございます。 

 そして、３ページにございますとおり、平成16年度に景観法が制定されまして、ことしの６月に施行に

なったということでございます。良好な景観形成という、これまでは自治体レベルのいろんな条例制定

というような形で取り組まれてきたわけでございますが、法的な根拠をこの景観法によって位置づけた

ということでございます。 

 農村地域においては、景観農業振興地域整備計画を策定することができるようになりまして、例えば

棚田の畦畔の石積みを保全するようなことについて、一定の規制もできることになったということでご

ざいます。 

 次の４ページに、そういう状況の中で、今後の農村景観を保全・創出するための施策を総合的に推

進していこうということでございます。景観法による規制的な措置と合わせて、先ほどの「水とみどりの

『美の里』プラン」のような普及・奨励措置、これをセットで推進していくということでございます。その具

体化の手法として、ソフト・ハード両面にわたる事業を展開していこうということで、農業農村整備事業

を実施していく上で景観配慮の考え方を明らかにしていくのが、今回のこの手引き作成に至った背景

ということでございます。 

 それでは、資料―４に基づきまして、「景観配慮の手引き」についてのこれまでの検討状況をご説明

いたします。この手引きにつきましても、検討部会を別途設けておりまして、本日ご参加いただいてお

ります藤本先生にいろいろご指導をいただきながら、これまで３回にわたる議論を積み重ねてまいりま

して、本日は、その１次案というような形でこの小委員会にお諮りをするものでございます。 

 最初に１ページ、「背景」でございますが、農村景観の保全・形成が求められている背景をまず整理

しております。この手引きは、農業農村整備を実際に実施している現場の技術者なり行政関係者が、

これを使って実際に物事を進める上で使いやすいようにという視点でまとめていきたいと考えておりま

す。そういう意味で、まず、農村景観とは何かという理念的なもの、基本的な考え方をきちっと位置づ

けて、その上でいろんな手法に入っていくといった構成にしているということでございます。 

 そういう意味で、まず、「背景」のところから入るわけでございますけれども、日本人の原風景として

の農村景観。いうまでもないことですが、水田を基調とする農村景観は日本人の原風景でございます。

そして、水田、農地あるいは鎮守の杜、用水路、ため池といったような二次的な自然が有機的に連携

して、多様な生態系、良好な景観が形成されてきた、こういう特質があるというふうに思っております。 

 ところが、こういう農村景観が、高度経済成長を通じた都市化、混住化の進展等によって、土地利用、

水利用秩序の混乱、あるいは非常に画一的な技術や製品により地域の個性が喪失していくというよう

な状況の悪化があるのではないか。最近になって、そういったことに対する国民の価値観も変化して

きたということで、ヨーロッパにみられるような形で、農村地域なり田園環境に対する期待が大きくなっ

てきているという面もあるわけでございます。農村の二次的な自然が生物の多様性を確保していると

いうことを人々が認識しているとか、農村へのＵ・Ｊ・Ｉターン現象、環境の保全を国民全体が重視する

ようになったというような状況があろうかと思います。 

 次の２ページに、そうした農村景観の多様な美しさは、やはり人間と自然が共生している、二次的な

自然であるということが基礎になっているというふうに分析されると思います。そして、農業が持続的に

行われている、農村に人々がいて活力が維持されている、この２つが農村景観を美しいものとする一

番重要な要素ではないかということでございます。 



 ３ページにまいりまして、その農村景観の形成に果たす基本となるのが、やはり水と土だということで

ございます。水田を基調とする土地利用あるいは水の利用、これが農村景観の骨格部分を構成して

おりますし、2000 年の歴史を経て、大地への刻印というような形で農村景観がつくられてきたという歴

史的な積み重ねがあるというふうに思っております。 

 次の４ページ、ところが、こうした農村景観が悪化してきております。土地利用、水利用の秩序の混

乱でありますとか、農業の衰退、農村活力の低下、あるいは地域の個性の喪失といったような状況が、

それぞれ全国各地でいろいろ起こってきているということでございます。 

 ５ページに、そういう状況に対応して景観保全の取組、先ほど資料―３で述べたとおりでございます

ので、これは省略いたします。 

 ６ページにまいりまして、「農業農村整備における景観への配慮の展開方向」でございますが、農村

景観を保全・形成するために、条例を制定するとか集落協定だとか、そういう地域全体の保全・形成

の取組、あるいはその地域の文化・歴史を保全・形成していく運動論的なものとともに、事業で施設を

整備する際における景観への配慮や、農村景観をよくしていく取組もあり、ハード・ソフト両面で施策の

具体化を連携しながら図っていくということが重要であり、そのためにも、この手引きの作成が必要に

なってきていると考えております。 

 次の７ページは、今回の手引きの構成でございます。まず、「景観配慮の手引き」の目的でございま

すが、これまでも部分的にいろんな取組はあったわけでございますけれども、今後は、農村地域全体

を広く対象とした国民運動という形でその景観保全の話を進めていく必要があるというのが１点。その

ために、まずは農村景観の現状と美しさのとらえ方、そういう農村景観を理解するための基本的な事

項をとりまとめていきたいということでございます。そして、実際に農業農村整備事業を実施するに当

たって、景観の保全・形成を適正に行っていくために必要な調査、計画、設計の考え方なり手法を明ら

かにするというのが、この手引きの目的としているところでございます。 

 「手引きの利用方法」としては、実際に事業を行う現場の技術者が使えるような参考書としての活用

もございますし、また、市町村が策定する田園環境整備マスタープランの見直しというものもこれから

進めなければならないと思いますけれども、そういったことへの活用もあろうかと思います。 

 ３点目に、「手引きにおける『農村景観』の意味」というのをここであえて書いておりますけれども、農

村景観の意味は、「景観とは人間を取り巻く環境のながめにほかならない」という中村先生がいわれ

ていることを引用すれば、農村景観とは、「人間の存在を通じて、人間を取りまく山や川などの自然、

農地や水路に代表される農業の生産基盤、営農や農村生活の状況などを視覚的に捉えたもの」とい

うような解釈が可能ではないかということで紹介をさせていただいております。 

 次の８ページに、「手引きで取り扱う範囲」、今回の手引きの構成でございますが、１章の「背景」から

「手引きの構成」、ここまでは今ご説明したようなところを骨格に示していきたいと思っております。その

後、第３章の「基本的考え方」なり「景観の捉え方」、そして「農村景観への配慮の取組姿勢」といった

ような理念的あるいは基礎的な部分を第１部というふうにいたしまして、今回は、この第１部の基本的

なところをこれからご説明していきたいというふうに思っております。第２部は、その基本的な考え方に

基づく調査、計画、設計という具体的な手法をこれからまとめていきたいと思っておりまして、次回以降、

ご審議いただければというふうに考えております。 

 ９ページにまいりまして、景観配慮の基本的な考え方でございます。農村景観の美しさをどうとらえる

かということでございますけれども、農村景観は、地形的な要素、土地利用的要素、造形・状況的要素

という３つの要素から成立しているというふうに考えられます。 



 この農村景観の美しさについてですが、「農村に必要な機能」、これはまさに農業の生産と農村の活

力が持続されるということによって農村景観は維持されるということでございますので、その農村景観

の美しさというのは、農村に必要な食料生産とか、あるいは人が定住するといったような機能を備えた

上で、さらに「造型的な調和」がとられているということによって美しい農村景観が形成されるのではな

いかという分析を試みているところでございます。 

 「農村に必要な機能」として、「人間の生存に必要な機能」と「快適に生きるための機能」というふうに

分けておりますけれども、「農村に必要な機能」としてはまさに農村は食料生産の場でありますので、

持続的な農業が行われているといった視点。そのためには、水、土、緑というものがきちっと保全され、

そしてまた多様な生態系が存在する、こういうような視点が重要だろうということでございます。 

 「快適に生きるための機能」としては、自然との共生でありますとか、伝統・歴史・文化を感じさせると

か、そういったような要素がここに入ってくるのだろうと。もちろん、ある程度の利便性というものもこの

中に入ってくると思います。 

 その上で、「造型的な調和」という意味では、例えば家屋の形式・色彩・素材といったところに一定の

統一感があるとか、農地の区画形状にもパターン的な統一感がある、色彩も美しいといったような要

素がこの中に入ってくるのではないかという整理でございます。 

 次の 10 ページから、今いったような大まかな整理のパーツをご説明していきたいと思っておりますけ

れども、まず、「農村に必要な機能を備えた空間としての農村景観」でございます。「人間の生存に必

要な機能」と「快適に生きるための機能」について先ほど説明いたしましたけれども、美しさの要素とし

ての「人間の生存に必要な機能」ということについては、Ｊ．アップルトンという方が提唱した考え方でご

ざいまして、つまりは、人間が景観をみた場合に、危険が回避できる場であるとか、あるいは隠れ場と

眺望がある場、そういうような景観というのを人間は美しいと感じるのだというような考え方でございま

す。 

 そして、「快適に生きるための機能」ということでは、まさにアメニティーといいますか、快適性というも

のが景観の中にあるということであろうということでございます。そういう意味で、実際に農村景観をみ

た場合に、その景観の中からそういう機能を分析していくといいますか、機能を評価していくというのが、

景観を整備する上でも重要になってくるということだろうと思います。ここに北海道美瑛町の畑作景観

なり千葉県鴨川の棚田の景観というものをお示ししておりますけれども、それぞれちょっと解説がござ

いますように、生存空間なり快適空間という意味があると思っております。 

 次の 11 ページに、「造形的な視点から見た農村景観」ということでございますが、やはり美しい農村

景観というのは、地域の素材を効率よく農業生産なり集落形成に生かした結果、調和と統一感のある

景観が形成されているというのがやはり美しいと感じるものでございまして、まさに造型的な美しさ、用

の美をもつ空間として評価されるということであろうと思っております。この事例にありますとおり、京都

府の美山町の農業集落なり富山県砺波平野の散居村集落、そういう統一感のある造型的な美しさが

あるわけでございます。 

 次の12ページに行きまして、したがいまして、農村景観の美しさの視点を生かした景観の保全・形成

を進めていくという観点からすれば、まずは農村景観の現状をみて、そこから美しい農村景観保全・形

成のための機能を抽出していく。その機能として、生存機能と快適機能を抽出していくということでござ

いますし、その上で、景観の保全・形成には造形的な手法を使って保全・形成を図っていく。そういう考

え方で、具体的には形態・色彩・素材といった点からの調和でありますとか、あるいは調和を図るため



の「地と図」の観点、「融合調和」、「対比調和」といったような考え方が出てくる。その結果、用の美を

実現していくという流れでございます。 

 次の13ページ、14ページに、水田景観、大規模な畑作景観について、今いった農村の機能なり造形

的な視点からそれぞれの風景を分析したものをお示ししております。日本の農村景観、水田風景につ

いてやはり美しいと感じる要因なり、逆にカリフォルニアの水田、これは集落とか山というものがみえな

い、広大なのでやや単調であるというような分析がなされております。そしてまた、それは人間の個人

的な経験とか体験とか、そういったものとも関連してくるということで、総合的に判断していくものという

位置づけでございます。 

 15 ページにまいりまして、こういった視点を農業農村整備事業の実施においてどう適用していくのか

というのを少しイメージでお示ししたものでございます。例えばほ場整備事業の実施あるいは構想する

際に、景観という視点からまず見ていった場合に、ほ場整備事業対象地域において農村に必要な機

能というのは何なのかということで、人間の生存に必要な機能と快適に生きるための機能を抽出した

場合に、その地区で何が必要なのかというのが出てくるであろうと。そうすると、例えば樹木、緑地とい

ったような視点で、広いほ場の中に休息空間として何らかの樹木が必要ではないかとか、あるいは生

態系の保全のための鎮守の杜を中心とした緑地空間が欲しいのではないかといったような構想が出

てくる。それを造型的手法によって保全・形成していくとすれば、その区画形状においてもやはり一定

の統一的なパターンの区画形状のあり方というものも考えなければなりませんでしょうし、樹木、緑地

を地区の中でどう配置していくかという観点からすれば、大区画ほ場における「地と図」の関係であり

ますとか、景観上のランドマークとしての位置づけだとか、そうした視点から木の大きさや本数というよ

うなことを計画していくのではないか。その上で事業を実施していくというようなことが、事業への適用

のイメージとして考えられるわけでございます。 

 次の16ページにまいりまして、今度は「景観の捉え方」についてご紹介していこうということで、「景観

における『地』と『図』の把握」ということでございます。「地」というのは認識されない、つまり背景という

ことでございまして、「図」が認識されるものだという整理です。「地に浮かび上がる図」というのが景観

認識の基礎であるということでございますので、例えばいろんな施設を整備する場合では、やはり施

設が景観の中で「図」として明確に認識され、背景である「地」と調和していくということが必要で、そう

でない場合が景観上問題になる、こういうことだというふうに定義づけられると思います。「地と図」の

関係については、逆転するというようなこともあるとか、ルビンの壺とか、あるいは見え方もいろいろ変

わってくるというふうなこと、群化の法則というような理論があるということをご紹介しております。 

 17 ページに、景観における視点と視対象という関係でございますが、みる側の立場からの視点、み

る対象である視対象の関係によって景観は成立するということでございます。特にみる側、視点を取り

巻く場を視点場というふうにいっておりますけれども、重要なのは、視点場の設定をどうするかというの

が景観配慮を検討する上で重要であるということでございます。基本的には、人通りの多い場所なり

展望所、まなざし量というふうにいっておりますが、みる頻度の高い場所を視点場として設定していくと

いうのが基本でございます。その際にも、対象物の高さと対象物から視点場との距離や視点場の選び

方についていろんな法則があることをご紹介しております。 

 18 ページにまいりまして、農村景観をとらえる視点で、景観は視点と視対象の距離によって、近景は

小景観、中景は中景観、遠景は大景観という景観のスケールをつくり出すというようなことがいわれて

おります。当然それぞれの景観によって、大空間、大きな景色を把握するとか、近くに行ってそのディ



テールを把握するという様々な見え方があるんだということでございまして、こういう見え方というもの

も、施設の設計には当然考慮しなければならない要素になってくるということでございます。 

 19 ページの「景観配慮の基本原則」ですが、景観配慮の計画、設計に当たっては４つの原則がある

ことを提案させていただいております。除去、修景・美化、保全、創造ですが、除去というのは、景観を

悪化させる要因があれば、それを取り除くとか、覆い隠すとか、そういう対応をとるのを除去といってお

ります。 

 修景・美化とは、形状・色彩・素材に地域の統一感をもたらすようなデザインコードを踏襲していくとい

うこととか、植栽などによって景観のレベルを上げていくというようなことがこの範疇に入ります。 

 保全になりますと、これは現状の景観構成要素をそのまま残していくということで、例えばカヤぶきの

集落全体をきちっと守っていくということとか、中は快適な生活ができるように改装するけれども、外観

はカヤぶきのままきちっと保全していくというような対応がこの保全に入るということでございます。 

 創造は、新たな要素をつくり出すということでございますけれども、変化のない空間に新しい要素を

追加するとか、新たな施設を整備する、土地利用を再編するという、農業農村整備事業でもこうした創

造が相当多いと思いますが、その際にどういう考えをとるかということでございます。 

 次の 20 ページにまいりまして、「景観調和の方針」でございますが、「主役と脇役」、「融合調和と対

比調和」という概念がありまして、これに基づいて景観と調和を考えていくということでございます。マト

リックスを用いて考えると４つの組み合わせがあることをお示ししてございますけれども、こうした景観

理論も考慮に入れながら調和の方針を考えていくということであろうかと思います。 

 21 ページに「景観設計の要素」ですが、まず、容積、スケールの大きさを決めるのが設計の第一でご

ざいますが、その後、デザイン要素としての形・色・素材といったものを決めていくという一定の検討の

流れをお示ししております。それぞれにいろいろ比較検討する要素は、このようなものがあるというの

をお示ししてございます。 

 22 ページにまいりまして「農村景観への配慮の取組姿勢」。現場で事業に携わる方々に、どういう姿

勢で景観に取り組んだらいいのかということを示していく必要があるのではないかということで、あえて

こういう章を設けたところでございます。土木構造物が備える要件として、「用」・「強」・「美」という３要

素があると。特に近代化遺産といわれるようなものは、「用」・「強」・「美」を兼ね備えた風格のある土木

構造物が数多くあるわけですが、戦後の高度成長期以降つくられた施設については、その「美」の概

念に疑問符がつくものが非常に多くなってきていると。「用」と「強」はあるけれども、「美」がどうかとい

うようなものも多いわけでございまして、今後、その「美」という要素についても十分な検討が必要だと

いうのをまず述べております。その上で、地域の個性や風土とか歴史だとか、そういったことを十分理

解して景観を設計者として考える必要があるということ。そして、主役は地域住民だと。設計者のひとり

よがりでいろんな奇抜なデザインをやったりしてはまずいのであって、その地域になじむのか、地域住

民に受け入れられるのかといったようなことも当然考えていかなければならないというようなことでござ

います。 

 23 ページ、「景観設計の留意点」。周囲との調和だとか地域性に応じた設計でありますとか、洗練さ

れた設計といったような留意点もございますし、景観配慮の継続性の確保、これは調査、設計から施

工に至るいろんな過程がありますけれども、その考え方がきちっと継続してなきゃいけないというよう

なこと。 

 最後には、住民参画のためのコーディネーターとしての役割も果たさなければならないと。景観設計

を決める際に、地域の人たちとの話し合い、場合によっては協議会などをつくって、いろいろ地域住民



の意見を踏まえながら景観設計をしていく必要があるというようなことを心構えとして記述していきたい

というふうに思っております。 

 以上、手引きの基本的な考え方ということで、説明を終わらせていただきます。  

○田中小委員長  

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの内容につきまして、ご自由に発言をお願いいたします。 

 どうぞ。  

○四方専門委員  

 今のお話を聞かせていただきまして、ともすれば今まで農業農村整備の現場では余り考えつかなか

った景観そのものの理論的な紹介等も含めた手引きにしていただけるということで、私自身も非常に

新鮮に思いましたし、非常に現場で役に立つものができるのじゃないかというふうに期待しておりま

す。 

 今日は第１部だけで、第２部は次回ということだったんですが、第１部で、今の理論的な第４章のとこ

ろが非常に印象を受けましたのと、第５章で設けられた「配慮の取組姿勢」ということで、技術者の姿

勢の問題ですとか、景観配慮の継続性の確保ですとか、住民参画のためのコーディネーターの役割と

いうふうなところの切り口で書いていただいたのは非常に重要だと思います。 

 それを重要だと思うので、今度第２部の構成をみますと、調査、計画、設計までで終わっているんで

すが、逆に維持管理といいますか、できたものの――中身はもちろん調査のところに④で入っていま

すし、計画のところに⑤で入っていますし、設計のところも④で入っているんですが、それ自体ができ

た後、特に都市の景観とは違った意味で、実際の耕作活動なり営農活動そのものが農村の景観の大

きな要素になりますので、維持管理という章を設けていただいて、そういう営農なり生活なり一体的な

ことをやることが農村景観に非常に重要だというふうなところの位置づけを、もう１章書いてもらったら

どうかなという感じがいたします。よろしくお願いいたします。  

○田中小委員長  

 ほかにございませんでしょうか。 

 どうぞ。  

○竹谷専門委員  

 私も、農業農村整備事業がここまで来たかということで大賛成です。それから、先ほどご発言されま

した四方委員と全く同感で、維持管理といいますか、先ほど発言させていただいたときに、前の手引き

のところで「環境保全活動の推進」ということが入っているんですが、ここではまだそこまで踏み込んで

おられないものですから、多分この景観配慮については、総論は恐らく地域住民を含めて賛成という

ことなんでしょうけれども、各論になると、農作業の邪魔になるとか、私のは何で除去しなくちゃいけな

いのかとか、いろんな利害が衝突するのではないかということを推測します。 

 そういう意味で、かなりの運動がないと、これは絵にかいたもちになってしまうおそれもあるんじゃな

いかということで、ぜひ運動についてもふれていただきたい。そしてその場合に、例えばコンサルをどう

うまく活用していくかというところまで書き込む。例えば議論をするときに、これは主体が地域住民だと

いうことは書いてあるんですが、地域住民の中にコンサル的な専門能力をもった人がおれば、これは



かなり前へ進んでいくんでしょうけれども、そのあたり、維持管理を含めて考えるときに、コンサルが十

分機能発揮しないといけないのかなという印象をもちます。 

 あと、調査、計画、設計というところで問題になると思うんですが、例えば土地改良施設で除去するも

のというのはどういう形で具体的にあるのか、あるいは保全・修景・創造という４原則でみた場合に、か

なりこれは具体的に書いていただいた方がいいだろうと思います。むしろそれ以上に、例えば営農で

耕作放棄地、これは農業者の問題、景観をかなり壊す要素があるとしますと、農業者の相当の理解が

必要になるかと思います。その辺で、調査、設計、計画というところで農業者の参画を得る場合に、何

を除去し、何を保全し、何をというところは具体例で示されると、これもかなり議論が進むのではないか

と思っています。大きな期待をかけています。 

 以上です。  

○田中小委員長  

 ありがとうございました。 

 どうぞ。  

○中野専門委員  

 景観には伝統景観と生産景観があるということを聞きましたけど、ここで述べられたのは生産に伴う

景観だろうと思うんですけど、この目標とするところは、維持管理に結構お金がかかる、周囲の協力が

要るというところですね、将来住民が維持するという意思をもたれたところは、そういうところも含めて

景観を、こういう事業に取り組むという、そういう考えでよろしいですか。その辺いかがでしょうか。  

○角田事業計画課長  

 やはり地域住民合意の上で、景観をどうしていくかというのをまずきちっとワークショップ等で話し合

って、その上で進めていくのが基本だというふうに思っております。  

○田中小委員長  

 どうぞ。  

○遊磨特別委員  

 ３点ほどあるんですが、まず、私も大変これはいいことだと思うんですけれども、『この良好な農村景

観の保全・創出の取り組み』というのは、先ほどのネットワークに注目した『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』と一緒にならないんですかね。こういうことをアナロジー

でいうと怒られるかもしれないんですが、いわば素材のネットワークがグランドスケールの話になるん

じゃないかなというようなイメージが僕はあるんですよね。それがちゃんと調和しないで個々ばらばらに

動いていると、結局景観も調和しないものができ上がるという気が非常に強くいたしました。だから、む

しろいろんな配慮をするときにこそ、この景観のことを十分に考えて、両方の視点からしっかりとらまえ

ていくということこそが、今日の話で非常に大事かなというふうに思います。それが１点目です。 

 ２点目なんですが、これはちょっと個人的な趣味かもしれませんが、この計画、景観的なことをいろい

ろ配慮されるということは、ひょっとして 100 アール規模の整備を考え直される気があるということです

か。つまり、僕の個人的な感傷からいけば、 100 アール規模にして、とんでもなく長い直線距離の水

路と農道が交互に並んでいる、あの景観がある意味で非常に冷たく感じるんですね。しかも、今日幾



つかお出しいただいたヒューマンスケールという点からすれば、とても子供が歩いていける距離ではな

い。そういうことを考えると、何かそこら辺をいろいろ考え直される気があるのかなと思って大変期待し

たのが第２点です。 

 第３点はいささか細かいことなんですが、ヒューマンスケールの中に実は大人と子供の視点があると

いうのは、僕は常に気にしていることなんですが、その辺はどういうようにお考えになっているのかなと

いうのが第３点目です。 

 以上です。  

○田中小委員長  

 では、事務局から。  

○角田事業計画課長  

 どうもいろいろありがとうございます。 

 景観と先ほどのネットワークですね、一緒に考えられないかと。そこは、ご指摘ごもっともというふうに

思っております。例えば水路整備でも、地域で出てくるいろんな石材だとか素材を活用して環境配慮

の水路整備を行うといった場合は、これは多分景観的にみても、地域の素材を生かしたという意味で、

まさに地域の風景に溶け込む、なじむというものになるんだろうと思いますので、どういうふうになるか

わかりませんが、そういう視点は大事にしていきたいなと思います。 

 それから、１ヘクタールの大区画ほ場整備を目指すのかということでございますが、農業農村整備事

業は、やはり効率性の高い整備を実施するというのが第一義の目的ですし、農村の人口が減少し農

家も減少する中で、いかに効率のいい整備、装置化された農業を行っていくかというのが一方の重要

な目的でございます。ですから、大区画というのは効率的な農業展開をする上でも非常に重要だとい

うふうに思っておりますので、それはきちっと進めていかなければならないと思っております。また、大

区画整備をする際に、それ自体やはりパターン的な面での統一感とか美しさはあるというふうにも思っ

ておりますが、先ほどの眺望としてみた場合、何も木がないという状況に何か冷たさを感じるとか、隠

れ場がないとか、そういうような話であれば、その中でポイントになるような景観的な面での整備という

ものもあるのではないかなと思っておりまして、そういうようなところをどう考えていくかというのを、この

「景観配慮の手引き」の中でヒントというか一定の考え方が示していければいいのではないかなと、私

としてはそんなふうに思っております。 

 ヒューマンスケールについては、大人と子供とどうみるのかといわれても、ちょっと直ちには答えが出

ないですが、例えば親水空間とかそういうことを整備する場合に、子供の視点とかそういうものが考慮

すべき事項として出てくるのかなと。そんなふうに思いましたけど、そこはまたよく勉強させていただき

たいと思います。  

○田中小委員長  

 ちょっと私の方から質問なんですが、この景観の手引きの中には視覚ということを非常に、視覚的と

いいますか、この議論はそういうことが中心ですよね。例えば農村に行きますと、せせらぎがあり、松

籟がありとか、そういう音響的なといいますか、そういうのは一切これでは触れないわけですか。  

○角田事業計画課長  

 今回のこの手引きの中でですか。  



○田中小委員長  

 はい。視覚的なものに限定するという……  

○角田事業計画課長  

 そうですね、今のところは視覚的なものとして考えていきたいと思っておるんですが。  

○田中小委員長  

 委員の方で、ほかに意見ございますでしょうか。 

 どうぞ。  

○藤本特別委員  

 先ほどから、どういう立場で発言すればいいのかというのが私もよくわからなくて、今まで何回か事

務局の方とやりとりしながらここまで来たということで、大分リファインされてきたなという感じはもって

いるんですが、ただ、やっぱり最初の議題の議論と比較してみますと、まだやっぱり生まれたてのほや

ほやという感じがありまして、だから、ちょっとたたかれるとすぐへこんじゃうような、そういう危うさも何

かありそうだなという印象はもっております。 

 今出たご意見の中で、環境配慮との連携の必要性とかその辺は、やっぱり景観は景観でお化粧で、

環境は環境というようにはいかないだろうという思いはありますので、やはり景観的な美しさというのは

環境を大切にしているということでもあるという、そこら辺のストーリーづくりがやはり必要になるんじゃ

ないかなということをちょっと感じています。 

 それと、あとは、危ういところでは農村景観の定義とか、あるいは中に、皆さんお気づきになったかど

うか、「地域のデザインコード」なんていう言葉がぽんと入ってきます。そういうことに対する理解なんか

をどこでするのかというようなことですね。 

 それから、ご意見として出た維持管理についても、参加あるいは事業として展開する部分と運動論と

して展開する部分と、そこら辺のところをきちっと仕分けしながらこれからは展開していく必要があるな

と、そんな感じをもちました。まだまだ生まれたてですので、いろいろ温かいご意見をいただければとい

うふうに思います。  

○田中小委員長  

 どうぞ。  

○四方専門委員  

 中野先生のご意見を聞いていて、ちょっと言い忘れたことを思い出したんですが、先ほどの説明の中

で３回も写真が出てきました美山に、実はついこの間まで５年間通っていましたので感想なんですけ

れども、農家の人を含めてあの地域の人は、景観を維持するということと、農薬を減らしたり、いわゆ

る認証野菜ですね、そういうのをつくるのを裏表にやっていまして、その結果、都市住民なんかも大勢、

１泊でも滞在に来る。いいのは、俗化をしないで、その中でいろいろな体験をしたりしながら、そこでつ

くられた農産物が無農薬なり減農薬なり、なおかつ新鮮だということで非常にリピーターがふえて、地

域としての景観がいいだけでなくて、そういう景観がいいからこそいいものもできるというふうな形でう

まく、先ほどのゆりかご米じゃないですけれど、美山の野菜は非常にいいんだというふうな形になって

きている。だからこそ、景観がいいだけじゃなしに、本当にごみも落ちてないし、草刈りもきれいにやっ



ているし、確かに表裏一体なので、そういうふうな――手引きですから、技術指針のようなところまでい

かないと思いますけど、そういう営農なり景観なり、できたものの付加価値なりの事例なんかもちらち

らとは入れていただいて、美山のような事例はほかにも幾つかあると思うんですよね、そんなふうなこ

とをしていただければ、非常に深みのある現場で使いやすい手引きになると思いますので、工夫して

いただけたらと。ちょっと先ほど言い忘れましたので。  

○田中小委員長  

 ほかに何かございますでしょうか。 

 はい。  

○安部専門委員  

 現場の技術者という立場からみまして、ちょっとお願いをしたいなと思うんですが、こういう方向に対

しては、その必要性は十分感じて仕事をしているわけでございますけれども、従前からいたしますと大

きく変わった分野でございますので、一つの戸惑いと、さらには事業を仕組む場合の地元のコンセン

サスというようなことからしますと、大変苦労する部分があるやに思います。 

 それはさておきまして、今後におきましては当然必要なことでございますから、内容において事例等

を十分入れていただくような手引きにしていただければ、現場が喜ぶということを１つだけお願いして

おきたいと思います。  

○田中小委員長  

 ほかにご意見がもしないようでございましたら、予定した時間がまいりましたので、今日は景観に関

しては第１回の議論ということもございますので、議事の進行を事務局の方にお返ししたいと思いま

す。  

○角田事業計画課長  

 どうも本日は、お忙しい中ご議論いただきまして、まことにありがとうございました。 

 第２回目の技術小委員会につきましては、これから日程調整させていただきますが、12 月を予定し

ておりますので、またよろしくお願いいたします。 

 では、以上をもちまして第１回の技術小委員会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうご

ざいました。  

――了―― 

 


