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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 「環境との調和への配慮に関する基準類策定の変遷」について

○ 農業農村整備事業においては、平成13年に土地改良法を改正し、事業実施の原則として「環境との調和に配慮
すること」を位置づけるとともに、事業計画等を策定するために生態系配慮では「手引き」及び「技術指針」を、景
観配慮では「手引き」を策定し、農地・農業水利施設等の整備を推進。

○ 最近年においては、平成27年５月に生態系への配慮に関する技術指針として「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」を改定。

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。

土地改良法改正（平成13年6月改正）

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

第１編 基本的考え方/水路 (平成14年３月)
第２編 ため池/農道/移入種 (平成15年４月)
第３編 ほ場整備 (平成16年５月)

農業農村整備事業における景観配慮の手引き

初版 基本的考え方/配慮手法 (平成18年８月)

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

初版 工種横断/技術事例 (平成18年３月）
改訂 事例追加/地域づくり (平成27年５月)

農業農村整備事業における景観配慮の技術指針

初版 技術事例/地域づくり (平成30年予定)

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。

【生態系】

【景 観】
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【背景】

・都市化・混住化による土地利用や水利用の秩序の混乱
・過疎化・高齢化による農業と農村活力の低下
・地域の個性の喪失・画一化

・経済社会の成熟に伴う国民の価値観の変化

豊かな自然と農業、伝統的な農村文化を有する農村の魅力が再認
識されはじめ、農村の持つ様々な役割に対する期待の高まり。
「水とみどりの美の里プラン21(H15)」の策定により、農業農村整備

事業の実施に当たり、景観との調和への配慮を原則化。
「景観法(H16)」の施行により、景観形成にかかる取組が増大。

景観配慮の手引き(H18)

２ 「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。引き続き農村景観の保全・形成の取組推進を図るため、記載内容の充実が必要
とされている。

２

農業農村整備事業の実施に当たり、農村景観の保全・
形成に向けた取組を推進するため、農村景観についての
考え方及び景観配慮のための調査・計画、設計の基本的
な考え方や手順等について整理。

○景観配慮の手引きは、情報や事例を蓄積している
段階で具体の情報が少ない。

○現場からは、技術や手法について具体事例の記載
要望

①「周辺景観情報の把握」、「デザインコード」等に
関する技術手法

②地域住民との具体的配慮対策の検討手法
③工種別の景観配慮事例の体系的整理
④農村景観を活用した地域づくりの取組 等

農村景観の変貌と危機

農村に対する国民の期待の高まり

景観配慮の手引きの課題

①「景観配慮の手引き」の策定背景と現状



②「景観配慮の手引き」策定以降の状況変化

項目①

景観配慮対策の参考資料・事例等を踏まえた体
系的整理、調査・計画、設計、施工・維持管理に関
する、技術情報の充実に向けた検討。

項目②

農業農村整備事業における環境保全を契機とした
地域づくりの基本的考え方や事例の掲載を検討。

※地区事例を活用し、調査・計画、設計、施工及び
維持管理に係る技術を充実。

○ 手引きの制定以降、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
されたところ。

○ さらに、農業農村整備事業における景観配慮を契機とした地域づくりの事例が増加。
○ 景観配慮に係る技術を具体化し、その充実を図る必要性から技術指針の策定について検討。

３

技術指針における検討内容
１．景観配慮の地区事例が増加

２．新たな土地改良長期計画の策定(H28年)

３．景観法(H16年)に基づく景観計画の策定

【政策目標３】 農村協働力と美しい農村の再生・創造

・土地改良事業の実施を通じて、蓄積された技術や知見を
活かし、美しい農村環境の創出

手引き策定以降、景観計画策定数が増加

団体数：H18年： 16団体→ H28年：523団体

視点場設定手法、ワークショップの実施、色彩ガイドライン
の活用など新たな情報が蓄積

手引き策定以降の農村景観を巡る状況変化



３ 技術指針の構成案について

【参考事例】

○各地区での取組事例であ
り、実際に取組を行う際に参
考となる考え方を示した複数
の参考事例を掲載。

○ 農村景観の形成における農業農村整備事業の位置づけと整備対象となる施設の景観の特性について。
○ 現場適用性の高い技術指針を作成するため、調査・計画、設計、施工・維持管理など各段階において、景観配慮の

調査手法や工法、新たな技術的知見に関する蓄積情報を取りまとめ。

４

（１）技術指針の構成案

[目 次]
第１章 技術指針の目的と活用
第２章 農村景観の特徴と景観形成
第３章 景観形成の基本的な考え方

3.1 農業農村整備における景観形成の特徴
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
3.3 景観配慮対策の進め方

第４章 調査及び計画
4.1 調査

4.1.1 調査の進め方
4.1.2 概査の実施
4.1.3 精査の実施

4.2 計画
4.2.1 計画の進め方
4.2.2 基本構想と景観配慮対策の検討
4.2.3 景観配慮に係る維持管理計画の検討
4.2.4 景観配慮計画の作成

第５章 設 計
5.1 設計の進め方
5.2 設計条件の設定
5.3 景観との調和に配慮した設計の決定
5.4 景観配慮対策の決定

第６章 施工及び維持管理
6.1 施工

6.1.1 施工時における対策
6.1.2 地域住民等の参加による直営施工
6.2 維持管理

農村景観の形成を契機とした地域づくりに関する参考資料
農業農村整備事業における景観配慮技術指針 用語集

（２）技術指針の内容を補う参考資料の掲載

（３）各地区で実施した景観配慮事例の掲載

【参考資料】

○技術指針の内容を理解す
る上で役立つ具体的な内容
や知見を示した複数の参考
資料を掲載。



４ 景観配慮に関する基本的事項（２章～３章関連）

[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取組と、農業農村整
備事業の位置づけ。

○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を遵守し
つつ推進。

○農業農村整備事業における景観配慮は、他の公
共事業や地域住民による景観形成活動等と連携し
総合的に展開していくことが必要。

[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。

○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、自然環境、
伝統文化、生活環境や地域の食、祭事などの人文的な活動の展開に
より農村景観が形成されている。

○農村景観の美しさは、地域住民に安らぎを与えるとともに、都市住民
にも価値あるものとして認識されている。

５

地形を上手に活用し自然と調和した水田の
区画形状、人間の生活を示す集落がある景観
など、人間の生存に必要な機能を持った景観
となっている。山林の間にある水田は等高線
や河川等に沿った区画形状を呈し、道路、集
落等と二次的自然が組み合わされた景観の特
徴を有する。（岐阜県下呂市馬瀬）

山を背景とした眺望の良さ、奥に見える防風
林が人間の生活に休息の場を与えている景観、
畑作物の境界を保った景観など農村に求めら
れる機能を備えた景観であることが美しさの根
底にある。山と樹木、農地の起伏により遠近感
がある空間となっている。（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

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。



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、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配慮対策を検討する
ことが必要。

○ 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
施設に分類しそれぞれの景観形成に果たす役割と留意事項
を示すことが重要。

【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】

【農村景観を構成する農地・農業水利施設等の要素の例】

６

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



③景観配慮対策の進め方

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

[景観配慮の基本原則]
○ 農業農村整備事業における景観配慮は、基本原則（「除去・遮蔽」、「修景・美化」、「保全」、「創造」）に基づいた、適切な
景観配慮対策の検討が必要。

７



５ 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

[無人航空機（小型UAV）の活用による景観の概況把握]

近年、小型UAV （通称ドローン）が、技術の進歩にともない
様々な分野で普及が進み、農業農村の現場においても、測量
や施設の点検などの分野で活用されている。
小型UAVによる空撮は、廉価に必要

な時期、必要な場所の広範な景観情
報の収集が可能で、整備対象施設等
の見え方などの三次元的な検討が必
要となる場合においても有効な技術で
ある。

［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］

８

[デザインコードの活用]

地域の景観を構成する要素の共通性として示されるデザイン
コードの中で、歴史的に継承されてきたデザインコードを景観
配慮対策に適用した事例。
地域特有の建築様式(養蚕高窓のある構造)をデザインコード

として、頭首工建屋に適用。

頭首工建屋のイメージ図

【改修前】

○ 地域景観特性などに関する情報収集を効率的・効果的に進める技術である、無人航空機(小型UAV)の活用に
よる景観把握やデザインコードの活用などに関する事例。

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とりまとめる。

【改修後】

デザインコードとは、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（パ
ターン）であり、この「約束事」は、景観を構成する要素の「配置」、「色」、「形」、「素材」、「生物種」の共通性とし
て示され、景観配慮を行う上で重要な手がかりとなるものである。



②計画 ９

■二次元デジタル画像処理：農地の整備に際し、農道を参道に見たて、さらに鳥居を配置したシミュレーション
（鳥居の位置や形、色彩を変化させることが可能。）

■三次元CG：新たに農道を配置したシミュレーション
（画像の回転により、あらゆる角度から景観の確認が可能）

住民説明会における景観シミュレーションの提示

○ ワークショップ等において、景観配慮対策の意見交換を効果的に進めるための景観シミュレーション技術に関する事例。

【景観シミュレーション技術の活用】
・ 二次元デジタル画像処理は、２つ以上の二次元デジタル画像を合成して一つの画像にする方法で、例えば現地の画像と模
型の画像を合成したり、よく似た構造物の画像を二次元上で変形させたり、色彩を変化させて、これから建てる構造物の完成
予想のパース図を作成するものである。

・ 三次元CGは、二次元データ（図面等）をもとに、コンピュータの中に三次元の空間を仮想設計するコンピュータグラフィック
スの方法で、あらゆる角度から景観シミュレーションが可能であり、新設する構造物の全体的なイメージを造成前に知ること
ができる。



③設計

以下略

景観配慮対策の事例
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○ 景観配慮対策において、検討される設計条件（規模・配置、形、色彩、肌理(きめ)、素材等）に着目
して、これまで蓄積された事例を整理。

以下略

景観配慮の設計条件に着目して事例を取りまとめ。



■白滝発生メカニズムの確認

３Ｄ計測状況

既設石張 ３Ｄ画像

固定堰石張工の石材表面の凹凸を３D
計測により把握。現況石材の凹凸は概ね
50mm程度であることを確認。

No. 表面加工 凹凸 積み方

1 こぶだし 45mm 布積

2 こぶだし 90mm 鎧積（布積）

3 割り肌 10～20mm 谷積

【現況施設】 【施工後】

施工済区間

■石張構造の検討

石材表面の凹凸の差による白滝
の発生を、表面加工及び石の積み
方の違う3種類で試験施工を実施。
白滝の発生は、No.1 ≒ No.2 ＞

No.3となり、No.2については流砂
等による耐磨耗の観点等が懸念さ
れたことから、No.1を採用し、こぶ
だし加工は、50mmとした。

試験施工状況（左No.1、中No.2、右No.3）

■石材加工の設置範囲

④施工 11

○ 設計時に決定した景観配慮対策の実施に当たり、現地での適応性や意図する景観配慮の効果を確認するため試験施
工を行った事例。

石材の設置は、越流上部で白滝が発生し
てしまえば、越流下部は追随して発生するこ
とから、こぶだし加工石材は図のとおり、上
部2.5m区間のみとし、その他は割り肌加工と
した。

【頭首工固定堰の美しい白滝の景観維持のため施工方法を検討】
既設固定堰の越流水が、白い滝のような独特の美しい景観を形成していたことから、白滝の発生メカニズムを把握

するとともに、石張構造の試験施工を行うことにより現況景観（白い滝）を再現。



⑤維持管理 12

【大江川の桜並木】

【大江川クリーン作戦の様子】 【地域住民によるクリーク法面
の管理】

○ 事業により創出された景観を保つため、多様な主体と協力して行う維持管理の事例。

【多様な主体による水路の清掃等の維持管理】

一宮市の中心部を流れる大江排水路は、地元では大
江川として親しまれ、春には桜祭りが開催されるなど、
地域の憩いの場となっており、地域住民を含めた多様
な主体の参加による水路の清掃活動が行われている。

清掃活動は、グラウンドワーク一宮実行委員会の主
催、一宮市及び宮田用水土地改良区の共催により「大
江川クリーン作戦」として、平成11年から継続して行わ

れている。参加団体は、大江川周辺の学校、病院、企
業やボーイスカウトなど広範囲で、子どもから年配者ま
で総勢800名が参加する活動となっている。

【地域との管理協定の締結による維持管理】

クリークと呼ばれる用排兼用水路の法面の保護に当た
り、維持管理及び景観への影響を考慮した対策が行わ
れている。
法面保護は、ブロックマット工法と緑化工法（グラウン

ドカバープランツ）を組み合わせたものを採用しており、
特に法面緑化については、施工後からグラウンドカ
バープランツが定着するまで除草等の管理が重要とな
るため、施設管理者である土地改良区は地域と管理協
定を締結し、連携した管理体制を構築し、管理作業に
あたっている。



６ 農村景観の形成を契機とした地域づくりの取組

【棚田の保全と地域づくり】

棚田百選に選ばれた「堂の坂(どうのさこ)の棚田」がある愛媛県城川町の田穂（たお）地

区では「わがむらは美しく」をキャッチフレーズに景観保全活動による地域活性化に取り
組んでいる。

棚田保全のためのほ場整備では、土色のコンクリートで畦畔などを整備するとともに、
交流施設として休憩所になる茶堂や案内板の設置が行われている。

地域では、虫送りなどの伝統行事の伝承に努めながら、農業体験や花いっぱい運動、
キャンドルイベントなど地域コミュニティ活動を推進している。

○ 地域の景観保全の取組を通じた、地域コミュニティの活性化、都市農村交流の活発化、安全・安心な農産物のブラ
ンド化など、農村環境の保全とそれを活かした地域づくりの取組。

○ これらの取組は、景観配慮施設の継続的な維持管理の面からも有効。
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【田穂地区堂の坂（どうのさこ）の棚田】

【ほ場整備前】

【ほ場整備後】

【300年続く伝統行事「虫送り」】

【農業体験】

【キャンドルイベント】



７ 策定スケジュール（案）

○ 農業農村振興整備部会技術小委員会で審議の後、平成２９年度内に同部会に対して結果を報告。
○ 審議結果を踏まえ、技術指針を改定。

○ 技術指針改定に係るスケジュール（案）

＜平成２８年度＞
３月１５日 農業農村振興整備部会

（技術小委員会へ付託）

＜平成２９年度＞
９月２５日 技術小委員会（１回目審議）

年内 技術小委員会（２回目審議予定）

年度内 技術小委員会（３回目審議予定）
農業農村振興整備部会 （報告）

※2回目の審議後に、農林水産省のホームページ等を通じ、パブリックコメントを実施。

＜平成３０年度＞
審議結果を踏まえ、「農業農村整備事業における景観配慮の技術指針」を策定
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