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第１章 技術指針の目的と活用 

 「農業農村整備事業における景観配慮の技術指針」（以下「技術指針」という。）は、

農業農村整備事業において、良好な農村景観への配慮のため、農地・農業水利施設等

の整備に当たって、調査から維持管理に至る各段階の景観配慮手法を具体化し、景観

配慮の取組の現場適用性を向上させることを目的としている。 

 本技術指針は、国営事業実施地区における「環境との調和への配慮に関する計画」

や市町村における「田園環境整備マスタープラン」の策定や見直し等にも活用する。 

 

【解 説】 

1. 背景 

平成 13 年度に土地改良法が改正され、土地改良事業の実施に際し「環境との調和

に配慮」することが原則化された。このため、「環境との調和に配慮した農業農村整

備事業等基本要綱」（平成 14 年 2 月 14 日付け 13 農振第 2512 号農林水産事務次官依

命通知）が制定され、対象となる事業等が明確化された。 

また、平成 15 年度には、個性ある魅力的な農山漁村づくりのため「水とみどりの

美の里プラン 21」を策定し、今後の施策の展開方向を示すとともに、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している。 

さらに、平成 16 年度には、地方自治体における景観条例の制定の動向や国民の景

観に対する関心の高まり等を背景に、都市や農山漁村等における良好な景観の形成

を図るため、景観計画の策定や景観計画区域、景観地区等における規制などを盛り

込んだ「景観法」（平成 16 年６月 18 日法律第 110 号）が制定されている。 

こうした動きを踏まえ、農業農村整備事業における景観配慮の取組を具体的に進

めるための技術的な拠り所として、平成 18 年度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「景観配慮の

手引き」という。）が制定され、この手引きに沿って農地・農業水利施設等の整備に

当たり、景観配慮が進められてきたところである。 

その後、「景観配慮の手引き」制定から 10 年が経過し、この間に全国で行われた

景観配慮の取組事例が増加するとともに、関連する技術開発も進められたことによ

り、新たな技術的知見や参考にすべき事例の蓄積が進んでいる。 

また、景観法の施行以降、多くの自治体等で景観行政団体として景観法が運用さ

れるとともに、平成 20 年度には、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関す

る法律」（平成 20 年５月法律第 40 号）が制定されている。 

これらを踏まえ、農業農村整備事業における景観配慮に係る技術手法を具体化し、

その充実を図る必要性から、技術指針を制定することとした。 

 

2. 技術指針の目的と内容 

(1) 目的 

本技術指針は、農業農村整備事業において、良好な農村景観への配慮のため、

農地・農業水利施設等の整備に当たって、調査から維持管理に至る各段階の景観

配慮手法をより具体化することにより現場適用性を向上させ、景観に配慮した事

業を推進することを目的とする。 
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(2) 内容 

本技術指針は、農業農村整備事業において、農村景観に配慮した調査、計画、

設計、施工、維持管理等を進めるための技術参考資料である。これまで「景観配

慮の手引き」によって取りまとめた景観配慮の考え方や新たな技術的知見等を踏

まえ、景観配慮手法や工法をより具体化するものである。 

 

3. 技術指針の活用方法 

農業農村整備事業の計画に当たり、国営事業地区等においては「環境との調和へ

の配慮に関する計画（環境配慮計画）注 1)」の策定、市町村においては「田園環境整

備マスタープラン注 2)」及び「農村環境計画注 3)」の策定、見直し等を行う際に活用

する。 

また、農村における良好な景観形成に向け、地方自治体等が農村景観の状況を評

価する際や農業農村整備事業等の実施に当たり、景観配慮に関する評価をする際の

参考資料として活用することなどが考えられる。さらに、「多面的機能支払交付金制

度注 4)」の地域資源の質的向上を図るための共同活動を進める際の参考資料として活

用することも考えられる。 

なお、本技術指針に掲載されている【参考資料】は、本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ものであり、【参考事例】は、各地での取

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ものである。あく

までも一例であることから、画一的に適用されるものでないことに留意する必要が

ある。 

 

4. 「景観配慮の手引き」との関係 

「景観配慮の手引き」は、農業農村整備事業における景観配慮という新たな課題

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取りまとめた技術参考

資料であり、日本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し、地域

において農村景観を形成するための基本構想など農地・農業水利施設等の景観設計

を行うために必要な調査、計画、設計等の考え方及び手法を明らかにしたものであ

る。 

本技術指針は、「景観配慮の手引き」等を踏まえ実施された景観配慮事例の蓄積や、

開発段階にある技術等を内容とした、より具体的な技術参考資料である。農地・農

業水利施設等の整備における具体的な景観配慮の検討に当たっては、「景観配慮の手

引き」と本技術指針を参考とすることとし、双方の適切な運用を図るものとする。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

注 1) 「環境との調和への配慮に関する計画（環境配慮計画）」： 
国営事業実施地区等における環境との調和への配慮の基本方針及び配慮対策を取りまとめた計画。 

注 2) 「田園環境整備マスタープラン」： 
市町村が策定する農村地域の環境の保全・形成に関する基本計画。田園環境整備マスタープラン

の作成は、農業農村整備事業を実施するための要件の一つ(参考資料 2-2 参照）。 
注 3) 「農村環境計画」： 

都道府県知事が策定する農業農村整備環境対策指針に基づき、市町村等が策定する環境に配慮し
た農業農村整備事業実施の基本構想。 

注 4) 「多面的機能支払交付金制度」： 
農業者等で構成される活動組織が農地を農地として維持していくために行う地域活動や地域住民

を含む活動組織が行う地域資源の質的向上を図る活動活動に対して支援する交付金制度。  
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第２章 農村景観の特徴と景観形成 

 農村では、人間と自然が共生する二次的な自然を基礎とした農業生産活動や人々の

生活などの営みにより地域の歴史、文化が調和した独自の文化的な景観が形成されて

いる。 

 こうした農村景観は、活力ある農業や地域活動が持続的に行われることで保たれて

いる。 

 

【解 説】 

1. 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。 

また、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、多くの生物を育む自然環境、

伝統文化を蓄積した生活慣行や地域の食、祭事などの人文的な活動の展開により、

良好な農村景観を形成している。 

農村景観は、生産と生活に伴った秩序を反映した美しさ、自然環境がもつ多様な

美しさ、地域の伝統行事や文化などが醸し出す伝統的な美しさなどを有し、地域住

民にやすらぎや充足感をもたらし、生活に潤いを与えるとともに、都市住民にとっ

ても、価値ある原風景として認識されている。 

こうした美しい農村景観は、地域の自然や農業と人々の暮らし、文化の継承を背

景として、地域の個性を活かし歴史的に形成されており、農業が持続的に行われる

とともに、農村の活力が維持、向上されることにより保全されるものである。 

 

［水田景観］ 

 

食料を生産している水田景観、生物の多様性を予感させ

る空間、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） 

［畑地景観］ 

 

 

食料を生産している畑地景観、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、畑作物の境界によりヒューマンスケールを保

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） 

 

 
（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  
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2. 農村景観の現状 

農村においては、過疎化や高齢化、加えて混住化により地域社会の連帯性が弱ま

り、地域環境の管理に支障が生じ、良好な自然環境の劣化、地域の文化伝承への影

響が生じている。このことは、農村の活力の低下となり、荒廃農地を発生させ、良

好な農村景観を悪化させる要因ともなっている。 

また、流通の広域化や製品の規格化により、効率性や利便性が追求された生活・

生産環境の整備は、例えば、地域の伝統的な様式の家屋と地域性のない様式の住宅

が混在することにより、地域が持つ美しさや個性が十分に活かされていない場合も

ある。 

一方、平成 16 年に施行された景観法により、多くの景観行政団体が農村地域を包

括する景観計画を作成するなど景観形成に係る取組が拡大されているなか、「田園回

帰」現象に象徴されるように、農村の豊かな自然環境や地域資源、独自の風土や文

化に対する都市住民の関心は高まってきており、農業・農村の価値を再認識し、新

たなライフスタイルを模索する動きが顕在化しつつある。   

また、近年においては農泊の取組の推進やインバウンド消費も急速に拡大してお

り、日本古来の伝統文化や自然の豊かさを求めて農村に足を運ぶ動きも見られるよ

うになってきている。 

 

【参考資料 2-1】 

[景観法の概要] 

 

景観法は、急速な都市化の終息に伴って、美しい街並みなど良好な景観に関する国民の関心が

高まるとともに、全国で多くの自主条例が制定されていることや、景観に配慮した都市整備など

良好な景観の形成に向けた取組が進められていることなどを背景に、平成 16 年 6 月に制定された

景観に関する総合的な法律である。 

景観法では都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形

成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図るため、国、

地方公共団体、事業者、住民それぞれの責務を定めるとともに、行為規制や公共施設の特例、支

援の仕組み等を定めている。 

○ 景観行政団体 

景観法に基づく諸施策を実施する行政団体。地方自治法上の指定都市、中核市の区域にあ

ってはそれぞれ当該市が、その他の区域にあっては都道府県がなるが、その他の市町村も都

道府県との協議・同意があれば都道府県に代わって景観行政団体になることができる。 

（出典：「景観法の概要」国土交通省都市・地域整備局都市計画課（平成 17 年９月）） 

○ 景観計画 

景観行政団体が、良好な景観の形成を図るため、その区域、良好な景観の形成に関する基

本的な方針、行為の制限に関する事項等を定める計画。景観計画区域を対象として、景観重

要建造物、景観重要樹木、景観協議会、景観協定等の規制誘導の仕組み、住民参加の仕組み

等の法に基づく措置がなされる。 

（出典：「景観法の概要」国土交通省都市・地域整備局都市計画課（平成 17 年９月）） 

○ 景観農業振興地域整備計画 

景観計画及び農業振興地域整備計画（農振法第８条第１項）に適合させつつ、景観と調和

のとれた良好な営農条件を確保するために、対象とする区域、その区域内における土地の農
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業上の利用に関する事項、農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項、農用地等の保全に

関する事項、農業の近代化のための施設の整備に関する事項について一体的に定める計画。 

（出典：「逐条解説 景観法」景観法制研究会、「景観法運用指針」(平成 26 年 7 月)） 

 

【参考資料 2-2】 

[その他参考となる主な法令等] 

 

○ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）： 

我が国においては、城郭や神社仏閣等歴史上価値の高い建造物と、その周辺の歴史的な建

造物等とが相まって、歴史的なまちなみが形成されている地域が全国に存在している。この

様な地域においては、祭礼行事を始めとした歴史や伝統を反映した人々の活動と歴史的なま

ちなみが一体となって、情緒や風情のある極めて良好な環境が形成されていることが多い

が、文化財保護法に基づく保護がなされているものを除き、滅失が進んでいる状況にあり、

良好な環境が失われつつある。 

このような状況を踏まえ、「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動

とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形

成してきた良好な市街地の環境」を「歴史的風致」と定義し、我が国及び地域にとって貴重

な資産である歴史的風致について、その維持及び向上を図るためのまちづくりを推進する地

域の取組を国が積極的に支援することにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、都市の健

全な発展及び文化の向上に寄与することを目的として、平成 20 年 5 月に制定された法律。

歴史的風致維持向上計画において、歴史上価値の高い農業用用水路その他の農業用用排水施

設についても歴史的風致の維持向上のため必要なものとして位置づけされることが可能と

なっている。 

（出典：「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針」文部科学省・農

林水産省・国土交通省(平成 23 年 8 月)） 

○ 文化財保護法 

文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世

界文化の進歩に貢献することを目的とする法律。平成 16 年の改正によって、新たな概念で

ある文化的景観（地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景

勝地で我が国民の生活又は生業の理解に欠くことができないもの）が文化財として追加され

ている。 

（出典：「歴史まちづくりの手引き（案）」国土技術総合研究所(平成 25 年 2 月)） 

○ 自然公園法 

優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、

休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする法律。自

然公園内において工作物の新築等の各種行為を行う場合、公園内の風致景観を保護するため

に、許可又は届出が必要である。また、この法律を受け、平成 27 年に「自然公園における

法面緑化指針」が策定されており、対象となる場合は十分な検討が必要である。 

（出典：自然公園法第１条等より(昭和 36 年 6 月 1 日)） 

○ 環境影響評価法 

土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらか

じめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることに鑑み、環境影響評価に

ついて国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとな

るおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所

要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の

保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとるこ
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と等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もっ

て現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする法律。環境ア

セスメントの対象となる環境要素に景観も含まれている。 

（出典：環境影響評価法第１条等より(平成 26 年 6 月 4 日)） 

○ 景観条例 

良好な景観を形成することを目的とした地方公共団体の条例。景観法の施行前は自主条例

であったが、景観法の施行以降、法令の委任に基づき、景観行政団体である地方公共団体は、

景観条例により良好な景観を形成するため、地域の特色に応じた規制誘導方策の実効性を高

めることが可能となった。 

（出典：「景観法の概要」国土交通省都市・地域整備局都市計画課（平成 17 年９月）） 

○ 農村環境計画 

都道府県知事が策定する農業農村整備環境対策指針に基づき、市町村等が策定する環境に

配慮した農業農村整備事業実施の基本構想。 

（出典：「農村環境計画策定要綱」(平成 13 年５月８日付け 13 農振第 321 号農林水産事務次官

依命通達)） 

○ 田園環境整備マスタープラン 

市町村が策定する農村地域の環境の保全・形成に関する基本計画であり、地域内の環境評

価、環境保全の基本方針、地域の整備計画、その他市町村長が必要と認める事項を定めたも

ので、対象地域が「環境創造区域」（自然と共生する環境を創造する区域）又は「環境配慮

区域」（工事の実施に当たり、環境に与える影響の緩和を図るなど環境に配慮する区域）の

いずれかに区分されている。 

（出典：「田園環境整備マスタープランの作成に関する要領の制定について」 

平成 14 年２月 14 日付け 13 農振第 2513 号農村振興局長、生産局長通知） 
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3. 農業農村整備事業における景観配慮の取組姿勢 

優れた土木構造物の条件は、「用」、「強」、「美」注 1)の３要素を兼ね備えることと

言われている。 

明治から昭和初期にかけ「用」、「強」、「美」を兼ね備えた土木構造物が数多く造

られ、風格ある施設として今なお残されているが、高度経済成長期以降に造られた

施設については「用（機能）」と「強（強度）」が重視され、必ずしも「美」の要素

に対する考慮や配慮がなされていない場合がある。 

農業農村整備事業においても、技術者が持つべき視点として「用」、「強」、「美」

の３要素を総合的に捉えた計画、設計を行うことが必要であり、農村景観の配慮を

行うには、地域の個性や性格に応じた設計を取り入れ洗練することが重要である。 

このため、地域の自然、歴史、文化を踏まえ、地域の景観を構成する様々な要素

が持つ意味を十分理解することが求められる。 

また、地域の景観づくりの主役は農家を含めた地域住民であり、地域住民が主体

的に地域の景観づくりに取組んでいけるよう、住民参加を促すための配慮も必要と

なる。 

 

［常西合口用水～樹々の緑に映える赤門と桜並木～］ 

 
 

 

常西合口用水は、常願寺川左岸の洪水対策を目的とし、オランダ

人技師ヨハネス・デ・レーケの指揮の下に明治 26 年に完成した疏水

である。周辺の樹木の緑に映えるレンガ造りの排砂水門（写真上）

は明治 33 年に完成し、「新庄の赤門」と呼ばれ、平成５年に補修さ

れているものの、現在も築造当時の姿をとどめており、かつての技

術が「用」、「強」、「美」の考えを踏まえていたことを偲ばせる。 

また、上流部の水路の玉石積みの護岸（写真下）は、洪水による

決壊の防止に必要な強度を持たせるために取り入れられたものであ

る。住民により水路沿いに桜が植樹され、地域の名所として美しい

景観を形成している。 

「用」、「強」、「美」の３要素を総合的に捉えた土木構造物であれ

ば、美しい農村景観の形成に欠くことのできない要素として評価さ

れることになる。（富山県富山市） 

  

［豊稔池～ヨーロッパの古城の風格～］ 

 
 

 

豊稔池は、現存する日本最古の石積み式マルチプルアーチダムで

ある。大正 15 年から 4 年の歳月と延べ 15 万人の労力を投入して完

成し、今日も築造当時の勇壮な姿のままに洪水調節とかんがい用水

の貯水機能を果たしている。 

マルチプルアーチ方式を日本で初めて適用して造られた堤体は、

その頑強さとともに周囲の山あいの景観との調和が図られ、中世の

ヨーロッパの古城を思わせる風格を備えている。その後の改修工事

でも築造当時の姿の保全に努めており、平成 9 年には国の登録有形

文化財（土木構造物）に登録されている。 

土木構造物の近代化遺産から技術における「用」、「強」、「美」の

総合的な実現のあり方を学ぶことができる。（香川県観音寺市） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
注 1)「用」、「強」、「美」 

古代ローマ帝国の建築家、マルクス・ウィトルウィウス・ポリオ（ Marcus Vitruvius Pollio）が
著した『建築十書』の第一書において、建築の三原則として「強さ（Firmitas）、便利さ（utilitas）、
美しさ（venustas）」を提示して以来、「用」「強」「美」をいかに調和させるかという問題は、現代に
至るまで絶えず議論されてきている。 
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4. 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

計画等が定められている場合は、それらの計画等を遵守しつつ、農業農村整備事業

における景観との調和に配慮した取組と農家を含めた地域住民を主体とした景観形

成活動等との連携や、他の公共事業等における景観形成の取組を総合的に展開する

ことが必要である。また、良好な景観の形成に当たっては、長期的な視点に立ち計

画的、段階的に推進するよう検討することが必要である。 

その上で、農業農村整備事業における景観との調和への配慮は、農業の生産性の

向上など事業本来の目的を踏まえ、地域景観の特性に応じた、良好な景観形成を推

進するための景観配慮対策を講ずることである。 

 

 

 

図 2-1 農村景観の形成のための施策のイメージ
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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 

 農村景観は、自然、地形的な要素と土地利用的な要素に施設・植栽の要素が加わ

ることで成立し、さらに、祭事等の人文的な活動の展開により特徴づけられている。 

農業農村整備事業においては、景観構成要素となる農地・農業水利施設等の特徴

を踏まえ、整備による農村景観の変化や周辺景観に与える影響などを検討し、適切

な景観配慮対策を行う必要がある。なお、景観配慮対策などの検討に当たっては、

地域が一体となった取組となることが望まれる。 

 

【解 説】 

1. 農地・農業水利施設等の整備における景観形成の特徴 

農村は、平地、台地、山、河川、湖沼や気候、自然植生、土壌などの自然・地形

的な要素と、農地、水辺、林地、宅地、道路などの土地利用的な要素に、ダム、堰、

水路などの農業水利施設、さらに住宅などの施設や公園、街路樹などの施設・植栽

的な要素が加わることで成り立っている。 

これら物質的な要素とともに、自然と共生した農業の営みや農村の生活慣行、地

域の食、祭事などの人文的な活動の展開により地域が特徴づけられている。 

農村景観の大半を構成する水田、畑、樹園地などの農地は、自然・地形条件に適

応するように、先人達の創意工夫により開墾され、耕作、管理されてきた資産であ

り、雑木林などの林地は農業生産や農村生活に必要な資材を提供する場として共同

で管理されてきている。農村はこの様な土地利用を展開し、特徴ある農村景観を創

り出している。 

また、アジアモンス

ーン地帯に位置する我

が国では、温暖多雨な

自然条件を活用し水田

農業を展開するために、

利水、治水の両面にわ

たり、水を制御する技

術を築き上げている。

水を制御する技術は、

地域の安全性を高め、

農業生産と農村生活を

可能にする地域づくり

の基本的な技術であり、

また、水田や畑、宅地

などの土地利用は、地

域経済の状況を景観と  

図 3-1 農村景観を構成する要素の概念 
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して現している。特に、歴史的な農業水利施設等は、我が国における農村の水文化

を代表する施設として重要な地域の景観構成要素となっているものが多い。 

 

 

2. 周辺景観との調和への配慮の重要性 

農村景観を構成する要素となる農地・農業水利施設等の整備に当たっては、景観

の変化又は周辺景観に与える影響を踏まえ、良好な農村景観の形成に向け、必要に

応じた景観配慮対策を検討し、事業計画に反映していくことが求められる。特に、

ダム、頭首工、ポンプ場など規模の大きな土木構造物、若しくは広い範囲に及ぶほ

場整備事業などの面整備事業にあっては、農村景観に及ぼす影響が大きく、多くの

場合、事業実施により従来の景観が一度変化すると、元に戻すことは容易ではなく、

膨大な費用や時間を要することに留意しなければならない。 

 

3. 地域住民等の参画による景観配慮の取組 

農家を含む地域住民は、良好な農村景観を最も享受する立場にあるとともに、

日々、地域の農村景観を創出し保全している主体である。農業農村整備事業におけ

る景観配慮の取組が将来にわたり継続されるためには、住民が地域の農村景観を十

分理解することが重要である。 

このため、事業主体は、農家を含む地域住民、多面的機能支払交付金制度の活動

組織等、市町村、土地改良区、NPO、有識者（学識経験者、研究機関の職員、郷土史

家、コンサルタント等）などが参画する協議会などの仕組みを整備し、地域の景観

形成のための、農業農村整備事業における景観配慮について検討を行うなど地域が

一体となった取組となるよう努めるものとする。 

  

[栃木県那須野ヶ原の土地利用] 

 

農村景観における「農地」の例 

扇状地のため、地表を流れる水が乏しく、明治に入って那須

疏水の開通により形成された田園地帯である。「土」を拓き、

「水」を引く技術により、農村の骨格が形成されている。 

[熊本県山都町の水利用技術] 

 

農村景観における「農業水利施設」の例 

水路橋である「通潤橋」は、歴史的水利施設として有名であ

る。水害の常襲地帯であったことから、古くから防災的な手

段として石組みによる堅牢な築造技術が発達し、この地方一

帯に石橋、石積み法面といった石の建造技術が現存してい

る。それは、伝統技術の美として、農村景観に豊かさを添え

ている。 
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