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１ 「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」改定の背景

○ 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」を位置付け。
平成18年には、生物の生息環境や移動経路に配慮した工法等を示した「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」（以下「技術指針」）を制定し、その取組を進めてきたところ。
○ 技術指針の制定から７年が経過。この間、環境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た
ことにより、新たな技術的知見も蓄積。

○ さらに、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事例が増加。
○ これらを踏まえ、技術指針の充実を図るための改定について検討。

平成13年 ： 土地改良法改正

※ 事業実施に当たっての原則に「環境との調和に配慮すること」を位置づけ。

平成14～16年 ：

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1～3編）

※ 水路整備、ため池整備、農道整備、ほ場整備（水田・畑）など工種別に、

生物・生態系への配慮の基本的考え方や手順等を手引きとして取りまとめ。

平成18年 ： 「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」制定

※ 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。

平成22年 ： 農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりガイドブック

※ 広域的なエリアを対象とする国営土地改良事業等の生産基盤の整備と併せた農村

環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくりを進めるための、構想づくりに関す

るプロセスや手法について取りまとめ。

平成24年 ： 新たな土地改良長期計画の策定

※ 【政策目標７】小水力発電等の自立・分散型エネルギーシステムへの移行と美しい

農村環境の再生・創造

（２） 生態系や景観等の美しい農村環境の保全・創出［施策15］

◆土地改良法改正以降の関連通知等 ◆検討内容

項目①
環境配慮対策の実施事例等を踏

まえた技術指針の各項目（設計・
施工、維持管理・モニタリング）
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。
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ネットワーク
の種類

ネットワーク
における役割

階段式 Ｐ 59

・ 隔壁型（千鳥Ｘ型） Ｐ 59

隔壁型（ハーフコーン型） Ｐ 59

粗石付片斜曲面式 Ｐ 60

その他

・ 瀬・淵（水制工） Ｐ 60

ワンド Ｐ 60

乱杭工、置石工等 Ｐ 60

敷土、砂、砂利、玉石、植生 Ｐ 61

瀬・淵（水制工） Ｐ 61

・ ワンド Ｐ 61

土水路 Ｐ 61

・
かご系（蛇かご工、布団かご工等） Ｐ 62

木系（粗朶柵等） Ｐ 62

自然石系（石積等） Ｐ 62

複合系（井桁沈床工） Ｐ 62

二次製品系（魚巣ブロック等） Ｐ 62

隔壁型（千鳥Ｘ型） Ｐ 63

隔壁型（ハーフコーン型） Ｐ 63

排水路堰上げ式 Ｐ 63

波付管（コルゲート、電線管等） Ｐ 64

その他

保全池、承水路 Ｐ 64

その他

湿地・
農地

耕作放棄地や遊休農地等のビオトー
プ化

Ｐ 64

表土 畦畔、法面等における表土の利用 Ｐ 65

蓋掛け コンクリート、木材等 Ｐ 65

迂回路 トンネル、橋梁 Ｐ 65

Ｐ 65

自然石系（石積等） Ｐ 66

小さな段差による「落差の解
消」

構造物の設置等による「多様
な流速・水深の創出」

隠れ場となるような「空隙の
確保」

・

・

・

小さな段差による「落差の解
消」
勾配の緩和による「流速の低
減」

産卵等、生息・生育環境とな
るとなるような「多様な底質
や植生の確保」等

水田
魚道

護岸

魚道

環境配慮工法の種類環境配慮工法の目的

・

・

水路幅や水深の変化による
「流速の低減」
構造物の設置等による「多様
な流速の創出」

勾配の緩和による「流速の低
減」

・

水路と水田にお
ける生物のネッ
トワーク（主に
魚類）

水路における生
物のネットワー
ク(主に魚類）

生息・生育環境の
確保

移動経路の確保

移動経路の確保

生息・生育環境の
確保

横断できるような「障害の修
正」

池、水
路等

防護柵

産卵等、生息・生育環境とな
るような「浅い水深の確
保」、「止水域又は緩やかな
流れの確保」

・

落下しないような「侵入の防
止」

・

（参照頁）

水路
断面

水路
断面

ネット等

① 設計（改定の考え方）

２ 環境配慮対策の実施事例等を踏まえた充実に向けた検討

○ 平成18年の技術針制定以降、参考とすべき新しい環境配慮工法の事例や新たな技術的知見が蓄積。
これらの内容を踏まえた技術指針の充実が必要。

［ネットワークの種類と環境配慮工法の体系の例］
（現行技術指針） （実績を踏まえ追加する工法）

追
加
す
る
工
法

改訂

 階段式

 隔壁型（千鳥Ｘ型）

 隔壁型（ハーフコーン型）

 粗石付片斜曲面式

 その他

 瀬・淵（水制工）

 ワンド

 乱杭工、置石工等

 敷土、砂、砂利、玉石、植生

 瀬・淵（水制工）

 ワンド

 床止め工

 底版（保全層・土砂止工）

 底版（ポーラスコンクリート）

 土水路

 かご系（蛇かご工、フトンかご工等）

 木系（粗朶柵等）

 自然石系（石積等）

 複合系（井桁沈床工）

 二次製品系（魚巣ブロック等）

 瀬・淵

 隔壁型（千鳥Ｘ型）

 隔壁型（ハーフコーン型）

 排水路堰上げ式

 波付管（コルゲート、電線管等）

 波付管（半円形コルゲート管）

 その他

 保全池、承水路

 その他

環境配慮工法の種類

耕作放棄地 遊休農地等のビオト プ化

魚道

水路

断面

水路

断面

護岸

水田

魚道

池、水

路等

湿地・

（以下略） 2



■少量の通水量でも魚類の遡上が可能な水田魚道の開発

○半円形コルゲート管と流量調整が可能な隔壁からなる少量の通水
でも魚類の遡上が可能な魚道を開発したもの。

【概要】
・排水路と水田を結ぶ水田魚道につい
て、少量の通水でも魚類の遡上が可
能、かつ、流量調整が容易な隔壁の
構造により順応的な管理を可能とし
た効果的な魚道の事例。

【ポイント】
・100ml/s程度の少量の通水量でも、メダカ、タモロコ、ドジョウ

などの遡上が可能。（コルゲート管の溝部が魚類の待機場所
として機能。）

・隔壁の挿入角度の変更が容易であり、これにより水深と流速を
任意に調整することができ、施工後の順応的管理が容易。

・既存の水田魚道の最大勾配と同程度の20°でも効果を発揮。
・ポリエチレン製の半円形コルゲート管などの市販の部材を用い
ることにより安価での施工が可能。
（口径250mmの半円形コルゲート管と厚さ18mmの合板製隔壁で製

作した場合の1m当たりの材料費は約2,200円）

隔壁の挿入角度を変えることにより、水深と流速を任意に調整することが可能

流量・流速減少
水深増加

基準位置 流量・流速増加
水深減少

■水路における効果的な水生植物の生育環境の保全技術の確立

○水生植物の生育環境保全のための環境配慮工法について、実証調査

を踏まえた効果的な施工技術を確立したもの。

【概要】
・水生植物（リュウノヒゲモ）の生育環境
を保全するため水路底版に保全層を施工
する環境配慮工法。当該種の生活史を踏
まえ、現地での適用性について実証調査
を行い、その結果を踏まえた効果的な施
工技術を確立した事例。

【ポイント】
・生育環境として、根を張る底質が必要であることから水路底に
土砂層を設置。

・根の深さが最大50mm程度であることを踏まえ、土砂層を厚さ
100mmに設定。

・工事に伴う移植に際して、当該種の生活史を踏まえ、根茎を形
成する初夏より秋にかけて、根茎を含む土砂を採取し利用。

・流出のリスクを低減させるための土砂止工に加えて、土砂に砕
石を混合し、根茎の固着力を高める工夫。（5種類の工法を実証
調査し、流出防止対策の技術を確立。）

Ａ：現地土に砂を混合、Ｂ：現地土を砕石で被覆（30mm）、Ｃ：現地土に砕石を混合
Ｄ：割栗石を敷き詰め、隙間を現地土で埋める、Ｅ：十字に設置した割栗石の間に現
地土と砂を混合して埋める

配慮対策後にリュウノヒゲモ
が繁茂する水路

半円形ｺﾙｹﾞｰﾄ管魚道

実証調査区のイメージ

② 設計（新しい環境配慮工法の開発） 3

出典：近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所資料

半円形コルゲート管魚道

出典：水田生態系ネットワークを再生する魚道の開発及び遡上特性の解明（田
中雄一、加藤宏明、渡辺勉、宮本晃）水田魚道の設置・観察・管理マニュアル
（愛知県農業総合試験場）



■脱出スロープの設計条件に関する知見

○水路に設置するカエルの脱出対策の必要条件に関する技術的知見
により、効果的な環境配慮対策が可能となったもの。

【概要】
・コンクリート水路に落下したカエルの脱出対策として施工され

る脱出用スロープについて、水路への転落時の行動特性、脱出
しやすいスロープの傾斜角、水利条件（水深・流速）が明らか
にされた。

【ポイント】
・傾斜角はできるだけ緩くする。その角度は現場条件により異
なると考えられるが、室内実験では30°以下で一定の効果が
確認された。

・対策工の上流では、カエルの後脚が水路底に届かない水深に
する。

・流れに逆らう遊泳は得意ではないため、対策工周辺の流速は
遅くなるよう留意する。

出典：農業農村工学会論文集（農村工学研究所・資源循環工学研究領域）

スロープの傾斜角による脱出効果の違い

■水路内の水草が魚類の生息環境に果たす役割に関する知見

○水路内の水草による流速の低減が小魚の生息環境の保全において
重要であることを明らかにし、環境配慮対策における留意事項が
明らかとなったもの。

【概要】
・流速が速い水路においても水草の植生により、遊泳力の低い小

魚（トミヨ、メダカ）の生息に適した環境（流速）が形成され
ていることが明らかとなった。

【ポイント】
・水草内の平均流速は水草外のほぼ0.3倍となる。
・水草の種類別では、ナガエミクリとバイカモ内の平均流速は、

水草内の平均流速より遅く、コカナダモとヤナギタデ内の平均
流速は水草内の平均流速より速い。これは水草の種類による密
集度合や形状の違いに起因するものと考えられる。

出典：農業農村工学会誌Vol. 76 (2008) No. 11（広瀬 慎一、瀧本 裕士、浜田 明）

水草外の平均流速：Vw、水草内の平均流速：Vg
各水草内の平均流速（V1～V4）［ナガエミクリ：V1、バイカモ：
V2、コカナダモ：V3、ヤナギタデ：V4］の比較（12回の平均）

Vg/Vw≒1/3.3
ﾄﾐﾖの巡航速度16cm/s > 水草内の平均流速12.9cm/s
ﾄﾐﾖの突進速度54cm/s > 水草外の平均流速42.3cm/s

平
均

流
速

（
cm

/s
）

流速観測状況

③ 設計（既存の工法に関する新たな技術的知見の反映）
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脱出用スロープの例



■魚類の移動に際し、複数種の生活史を踏まえ移動時期を設定し
た事例

○工事により一時的に魚類の生息地を改変してしまう場合、対象

魚種の繁殖時期を避けるなどの生活史の中で影響の少ない時期

に移動を行い、工事による影響を緩和。

■段階的な施工による魚類の生息に配慮した事例

○水路において工事を行う際、工区割

や半川締切による段階的な施工によ

り、移動性の高い魚類等が遡上、降

下できる環境を維持し、工事による

影響を緩和。

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 場　所

産卵期

仔魚・稚魚 静水域、水田など

未成魚
静水域、水田、河川

の緩流域

成魚
→

静水域、水田、河川

の緩流域最大17年

生物の重要な時期

【タモロコ】

【ドジョウ】

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 場　所

産卵期

仔魚

稚魚・未成魚

成魚 → 水草、藻の中など

移動の適期 移動の適期生物の重要期

半川締切による施工

■地域住民等参加型直営施工の取組事例

○ほ場整備事業におけるビオトープや自然

素材を用いた環境配慮型の水路を施工す

る際に、農家や地域住民が直接工事に参

加することで工事費の縮減が図られるほ

か、施設の構造や整備方法が理解され、

施工後の良好な維持管理も可能。

また、環境配慮における住民参加を計画づくりのみならず、施

設の設計施工まで広げることで、環境保全の意識の醸成につな

がり、地域の環境を地域資源として捉えた地域づくりの取組を進

めるうえでも有効。

出典：住民参加型直営施工による環境配慮施設の整備マニュアル（（一社）地域環境資

源センター・（独）農研機構農村工学研究所・NPO法人TEAM・田援）、農家・地

域住民等参加型の直営施工推進マニュアル（農村振興局）

※参加の方式には、直営施工の参加者に対して作業の報酬として労務費が支
払われる「労務費支払い方式」と、無報酬で実施される「労務提供方式」があり
ます。

工事費縮減のイメージ

住民参加によるﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ
の直営施工

○ 現行の技術指針の内容に加え、現場段階で取組まれている具体的な施工時の配慮の事例や効率的な地域住民等参加
型直営施工の取組事例などについて記載。

複数種の生活史を踏まえた移動時期の設定例

④ 施工（改定の考え方） 5



■水生植物の生育環境と通水能力のバランスを考慮した順応的管理の事例

○希少な水生植物（リュウノヒゲモ）が生育する水路において実施された生育環境保全のための環境配慮対策について、水生植物の生育状

況を踏まえ、環境配慮施設を修正し、水生植物の生育環境の保全と通水能力の確保の両立を図ったもの。

出典：国営農業用水再編対策事業「大和紀伊平野地区」環境配慮計画

（順応的管理）
順応的管理（【英】Adaptive Management）とは、不確実性を伴う対象を取り扱うための考え方・システムで、特に野生生物や生態系の保護管理に用いられる。

生態系は複雑で絶えず変化し続けているため、実施した環境配慮に対して必ずしも十分な効果がえられない場合がある。したがって、想定していなかった事態
が生じることをあらかじめ考慮しておく必要があるとともに、モニタリング等により得られた情報を踏まえ、必要に応じて維持管理方法の見直しや施設の修正など
の柔軟な対応が必要となる。

【環境配慮対策実施（整備）前】

・整備予定の水路にリュウノヒゲモの
生育を確認。
水路のコンクリート化により、現況
の土砂が堆積した底質が改変され、生
育環境が喪失する可能性が想定。

事業実施前の水路

【環境配慮対策実施（整備）後】

・リュウノヒゲモの生育環境を保全す
るため、環境配慮対策工として水路
底版に保全層を施工。

・一部でリュウノヒゲモの過繁茂が
みられ、通水障害の発生が懸念。

配慮対策実施後の水路

【順応的管理(環境配慮対策の修正) 】

・水路の一部に保全層を施工しない区
域を設け、通水能力を確保しつつ、
リュウノヒゲモ生育環境を保全に配
慮。

（環境配慮対策の修正による順応的管理）

環境配慮対策修正後
の水路

水路断面

○ 整備された環境配慮施設の維持管理・モニタリングを通じて明らかとなった課題に対応するため、現場段階で取り
組まれている順応的管理の具体的事例を記載。

⑤ 維持管理・モニタリング（改定の考え方）
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○ 農業農村整備事業の実施地区において、地域の環境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が増加。

○ これらの取組の多くは、環境配慮施設の維持管理の面からも有効であり、このような取組を参考事例として掲載。

３ 環境保全を契機とした地域づくりの事例の掲載

① 地域づくり（改定の考え方）

環境保全を契機とした地域づくりの取組の考え方 ■農村環境の保全を契機とした地域づくりの事例

○国営農地再編整備事業「いさわ南部地区」（岩手県）では、調査の
段階から、関係行政機関、土地改良区、地域住民等により、農村環境
の保全とその活用を検討し、地域づくりを展開。

生きもの観察会 農作業体験田んぼの学校

土水路の保全
ため池をﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ
として保全

屋敷林の保全

落差の解消

農村環境の保全

地域づくりの取組
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「これまで」
事業の実施に伴う環境への負荷や影響を可能な限り回避・低減

するとともに、良好な環境を形成・維持する観点を中心に記載
（土地改良法に規定する基本的要件に関する環境配慮の具体的手
法を中心に記載）。

「これから」
上記に加え、生産基盤の整備と併せた農村環境の広域的な保

全・形成を契機とした地域づくりの取組も記載。

「具体的取組」
個別地区の環境配慮計画の策定に当たり、地域づくりの取組に

関する構想の検討を支援。



［農地・水路等で構築された生物のネットワーク］

ため池と雑木林

水田生態系の上位に位
置するコウノトリ

冬期湛水による
渡り鳥の飛来

ゲンゴロウ

水田で産卵

ため池で越冬

農業水路網
生物生息域としての水田の広がり

水田魚道の設置により
魚類が排水路と水田

間を移動

ドジョウ

水田で産卵

アカガエル

里山で越冬

フナ類トノサマガエル

水田で産卵

生物の生息・生育環境に
配慮した農業水路

［農業生産活動・維持管理活動］

水田、水路、ため池等の農村地域の水辺環境は、水と生態系の有機的なネット
ワークを形成しており、多様な生きものがその生活史に応じ様々な生育・生息環境
を利用。

環境教育、農産物のブランド化、地域コミュニティ
の活発化などの地域づくりの取組に活用。

［地域づくりの取組］

土壌形成、水の浄化、
遺伝資源の利用

二次的自然の維持・形成

地域づくりへの活用

地域コミュニティよる保全

農村地域の水と生態系のネットワークは、農家
や地域住民による生産活動や維持管理活動に
よって保全。

（参考）生物のネットワークの保全活動と地域づくりへの活用事例

○ 農村においては、農地・水路等で構築された水のネットワーク等が生態系を育み、またこうして形成された生物多
様性は、農家等による農業生産活動や農地・水路等の維持管理活動によって保全。

○ こうした地域コミュニティの活動により、維持・形成された農村の二次的自然を地域の資源として、環境教育や農
産物のブランド化などの地域づくりに活用される事例が出現。
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４ 改定スケジュール（案）

○ 平成２６年度内に、農業農村振興整備部会技術小委員会で審議の後、同部会に対して結果を報告。
○ 報告結果を踏まえ、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２５年度＞
３月１８日 農業農村振興整備部会

（技術小委員会へ付託）

＜平成２６年度＞
６月１３日 技術小委員会（第１回）

１０月・２月頃 技術小委員会（審議予定）

年度内 農業農村振興整備部会 （報告）

＜平成２７年度＞
「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」の改定

※審議の過程において、農林水産省のホームページ等を通じ、広く意見・情報の募集（パブリックコメント）を実施。
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