
6.3 維持管理、モニタリング体制
6.3.1 維持管理・モニタリング体制の整備 （資料４－２のP132）

1. 多様な主体が参画した維持管理体制の整備
環境との調和に配慮した農地・農業水利施設等の地域環境の保全・形成に関する効果は地域全体に及ぶ

とともに､通常の場合と比較して維持管理作業が増加する場合が多いため、農家や土地改良区等を中心に
地域住民とともに行政､大学､試験場､学校､各種団体などが協力して維持管理作業を行うことが望ましい。
このような体制づくりを進めるためには、事業実施の早い段階から各主体が環境配慮に関する調査や計

画づくりに関与することが重要である。
また、環境配慮施設の維持管理やモニタリングの機会を地域のイベントとして企画することで維持管理

の負担感を軽減することが有効である。
さらに、地域住民から環境配慮施設整備のアイデアを公募したり、イベントの結果を看板の設置等によ

るＰＲや地域の広報誌に掲載するなど、関心喚起に向けたPR活動も有効な手段である。
これらの取組を通じて、維持管理を主体的に担うリーダーを育成していくことも重要である。

2. 事業主体から維持管理主体への引き継ぎ
事業主体は、環境配慮対策を行った施設等の完成図（出来形図面）、施工写真、モニタリング結果等の

資料を環境配慮対策に関する継続的なモニタリング調査や環境配慮施設の維持管理を行うために維持管理
主体へ引き継ぐ必要がある。
そのため、実際に維持管理作業やモニタリングを実践する研修会を開催して具体的に引き継ぐことも効

果的である。

改定内容

○維持管理・モニタリン
グ体制の整備について記
載を充実。

○維持管理主体への引き
継ぎやその方法等につい
て記載。

注1） 環境配慮施設の維持管理状況に関するアンケート調査（242事例）の結果によると、地域住民等を含めた維持
管理体制が確立されている場合（91事例）、「維持管理が適切に行われている。」と回答した割合が41％であ
るのに対して、地域住民等を含めた維持管理体制が十分でない場合（151事例）では23％となっている。

また、地域住民等を含めた維持管理体制が確立されている場合、「維持管理が課題がある。」回答した割合
が8％であるのに対して、地域住民等を含めた維持管理体制が十分でない場合では21％となっており、地域住民
を含めた維持管理体制の確立により、維持管理が適切に行われている傾向が見られた。

出典：「生態系配慮施設の維持管理手法・体制確立検討調査（H24～26）」、農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課
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環境保全を契機とした地域づくりに関する参考資料 （資料４－２のP135）

農村地域においては、農地・水路等で構築された水のネットワーク等が生物相を育み、また、こうして形
成された多様な生態系は、農家による農業生産活動や多様な主体による農地・水路等の維持管理活動によっ
て保全されている。
こうした地域コミュニティの活動により、維持・形成された農村地域の二次的自然を地域の資源として、

都市農村交流、環境教育、地域の環境資源をシンボルとした農作物のブランド化等の地域づくりに活用され
る事例が増加していることから、その考え方や参考事例を取りまとめ、参考資料として掲載することとした。

また､「新たな土地改良長期計画（平成24年３月20日閣議決定）」､「農林水産省生物多様性戦略（平成24
年２月２日改訂）」においては、農村環境を活用した地域づくりの取組の支援や推進が位置付けられている。

さらに､「平成25年度食料・農業農村政策審議会農業農村振興整備部会（農村社会の変化や新たな農政の展
開における農業農村整備の課題（中間報告））」においても、農村環境への配慮や保全活動の充実とそれら
を契機とした地域づくりの取組の重要性について指摘されている。

[生物のネットワークの保全活動と地域づくり]（本資料P8と同一）

改定内容

○環境保全を契機とした
地域づくりの掲載の背景
等について記載。

主要改定項目② 環境保全を契機とした地域づくりに関する参考資料
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1. 環境保全を契機とした地域づくり （資料４－２のP136）

近年、国民が豊かな農村環境とのふれあいを求める一方、農村では過疎化、高齢化等に伴い、二次的自
然や環境資源の質的低下が課題となっている。そのような中、農業農村整備事業やそれを契機とした地域
の環境保全の取組を通じて、地域コミュニティの活性化、農村と都市の交流の活発化、地域の環境資源を
シンボルとした農作物のブランド化等、農村環境の保全とそれを活かした地域づくりの取組が進められる
事例が増加している。

このような取組は、地域の生態系の保全やその活用を通じた地域資源としての意識の醸成につながり、
環境配慮施設の継続的な維持管理も期待できる。

農業農村整備事業等を契機とした地域の環境保全の取組を地域づくりにつなげていくためには、調査計
画の段階から、地域住民のみならず、関係行政機関、土地改良区、環境団体等の多様な主体の参画を得て
地域づくりの構想を作成し、地域全体で共通意識をもつことが重要である。

改定内容

○環境保全を契機とした
地域づくりの考え方や進
め方について記載。

多様な主体の参加による地域の環境保全の取組は、地域の生態系保全のみならず、地域コミュニティの活
性化等の地域づくりへの発展が期待でき、環境配慮施設の継続的な維持管理の面からも重要である。
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[農村環境の保全を契機とした地域づくりの進め方とその効果] （資料４－２のP136）
改定内容
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2. 環境保全を契機とした地域づくりに向けた合意形成手法 （資料４－２のP137）

農村環境の保全に視点をおいた地域づくりを進めていくためには、農村環境の保全に関する理解や活動
のきっかけづくりを行い、地域づくりに向けて関係者の合意形成を進めていくことが必要である。

この際、様々なコミュニケーション手法を用いて、地域の環境とそれに関わる課題を関係者で共有して
いくことが重要であり、地域社会の特性、コミュニケーション手法の特性等を十分踏まえ、適切な手法を
組合せて進めることが必要である。
また、地域づくりを進めるためには、その牽引役が必要であり、その役割は行政や土地改良区をはじめ

とした様々な組織が担うことが想定される。
調査計画段階から、地域の環境を検討する会議等の場を捉えて、そのような役割を担う者を育成するこ

とも重要である。

改定内容
○地域づくりに向けた合
意形成手法について解説
を記載するとともに、地
域づくりを進めていく上
で活用できる様々なコ
ミュニケーション手法を
掲載。

地域の環境保全の取組を契機とした地域づくりを進めるためには、活動のきっかけづくりや地域の環境とそ
れに関わる課題を関係者間で共有することが重要である。

手法 方法の概要 効果・利点 制約・留意点

アンケート・
ヒアリング

構想等に対する地域住民のアンケートやヒア
リングによる聴取

多数の者を対象に実施可能
質問文の作り方で結果が左右される。
回答の背景につながる回答者の考え方の把握が困難

コンテスト
環境や地域づくりのテーマを決めて、地域住
民から意見やアイデア等を募集

住民の関心を集めやすく、提案内容を計画書等に掲
載することで、その普及に効果

幅広い属性の者が参加するよう、事前のテーマ設定、
募集方法、選考方法、活用方法等の検討が必要

ワークショッ
プ

地域住民との協働作業による構想の作成等
参加者が自ら考えるプロセスを通じて地域の自立的
な取組みを醸成

議論のテーマを適切に設定し、参加者の意見を引き出
すことが必要

手法 方法の概要 効果、利点 制約、留意点

パンフレット
等広報資料

提案内容、検討状況をパンフレット等により
提供

直接、関係者の手に情報を提供することが可能 準備と配布に時間や費用が必要

インターネッ
ト

ホームページを作成し、検討経緯、資料等を
提供

相対的に少ない費用で、幅広く情報を提供可能 インターネットを活用できる人にしか情報が伝わらない

ワークショッ
プ

参加者が自主的に活動する学習会 自ら考えることによる意識向上 意見・要望の反映に留意が必要

シンポジウム
等

有識者、専門家等を呼んで、講演や意見交換
関係者の協力による共通理解の深化、地域外へ
の情報発信

参加者にしか情報が伝わらない

モニタリング
対象者を公募、登録し、意見聴取や会議への
出席

地域住民の意見や議論を踏まえた計画策定が可
能

モニターの選定方法について十分な検討が必要

先進事例地区
の視察等

先進地区の取組みを視察、勉強会
取組みプロセスを直接感じることによる意識の
向上

参加者が限られる

【気づき、参加促進のコミュニケーション手法の概要】

【情報提供・合意形成のコミュニケーション手法の概要】
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参考事例 （資料４－２のP139）

【参考事例】
[榎前地区の地域づくり]

改定内容

31

榎前地区では、過去の自然豊かな環境を取り戻すことを目的に、愛知県農業総合試験場で開発した水田魚道を設置し、こ
れを契機に町内会、農地・水保全管理支払交付金活動組織（榎前環境保全会）等による多様な地域づくり活動を展開してい
る。
また、魚道の整備に当たっては、地域住民の関心喚起に向けたアイデア募集、看板や観察会用の橋、ステップの設置など

の工夫を行っている。

＜地域づくりの取組＞
水田魚道を設置した水田では、農家の協力により、減農薬・減化学肥料栽培、中干しを行わない農法の実施により、ド

ジョウやメダカなどが多数確認されたため、環境教育の場として利用されており、定期的に子供会を中心にモニタリングが
行われ、結果を町内会で回覧するなど、さらなる関心喚起に向けた広報活動も行われている。
また、水田魚道を設置した水田での田植えや収穫作業などの農業体験を交流イベントとして実施しているほか、収穫され

た米を「どじょうの育み米」や「米粉パン」として地域のイベントや消費者団体を通じて販売するなど環境資源をシンボル
とした農作物のブランド化にも取り組まれている。

水田魚道のモニタリング 田植え体験イベント 環境資源をシンボルとした農
作物のブランド化

（榎前地区（愛知県安城市））



5 前回の技術小委員会における指摘と対応方針（案）

指摘事項 対応方針（案）

・技術指針における地域づくりの位置付け
を明確にすべき

・「1 背景」（資料４－２のP1）において、
近年、農村環境の保全活動を契機とした、地域づくりの取組が増加し、地域の活性化に重要な役割を

果たしていることから、その考え方や参考事例を取りまとめ、参考資料として掲載することを記載。

・「環境保全を契機とした地域づくりに関する参考資料」（資料４－２のP135）において、
農業生産活動や農業水利施設等の維持管理活動など、地域コミュニティの活動により形成された農村

地域の二次的自然を地域の資源として、環境保全を契機とした地域づくりに活用される事例が増加して
いることを踏まえ、それらの考え方や事例を参考資料として掲載することを記載。

また、「新たな土地改良長期計画（平成24年３月20日閣議決定）」、「農林水産省生物多様性戦略（平成
24年２月２日改訂）」において農村環境を活用した地域づくりの取組の支援や推進が位置付けられている
ことを記載。

・技術指針に記載する地域づくりの手法を
ソフト面（ワークショップ・地域点検等）と
ハード面（利用し易い設計等）の両面から
掲載すべき。

（ソフト面）
・ 「4.1.2 概査の実施 3. 地域住民等の参加」（資料４－２のP23）における

現行技術指針におけるアンケート調査やワークショップ、生物調査等、調査の様々な機会をとらえて、地
域住民等の参加について検討することの重要性に関する記載に加えて、

ワークショップ、地域点検の参考事例（資料４－２のP24～25）として、【水路評価を例としたワークショッ
プの例】を掲載。

・「5.2.3 住民参加型直営施工」（資料４－２のP113）において、
計画作りから農家だけでなく地域住民も入れた話合いを持つことにより、地域住民の環境への意識、連

帯感や資源の再認識につながり、農村の環境保全とそれを活かした新たな地域づくりに向けた取組みに
つながることも期待されることを記載。

・「環境保全を契機とした地域づくりに関する参考資料 2. 環境保全を契機とした地域づくりに向けた合
意形成手法」（資料４－２のP137）において、

地域づくりに向けた合意形成手法について解説を記載するとともに、地域づくりを進めていく上で活用で
きる様々なコミュニケーション手法を掲載。
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指摘事項 対応方針（案）

（ハード面）
・「5.1.2 環境配慮工法の選定 [環境配慮工法の選定に当たっての留意点]」（資料４－２のP70）において、

地域住民の利用を考慮し、護岸上部を木道として整備していることを記載。

・「5.1.5 工法等詳細設計（ネットワークごとの設計の考え方）【参考事例】[保全池（ビオトープ）」（資料４－
２のP100）において、

地域住民の利用を考慮したビオトープの整備事例を掲載。

・環境配慮施設についてメリットだけでなく、
デメリットの部分についても記載すべき。

・「5.1.5 工法等詳細設計（ネットワークごとの設計の考え方） 1. 水路における生物のネットワーク（主に
魚類） (2) 生息・生育環境の確保 ③ 順応的管理を考慮した設計」（資料４－２のP87）において、

施設の泥上げや法面の草刈り等の維持管理作業を想定した構造や維持管理の軽減を考慮した設計が
必要であることを記載。

・「6.1.1 維持管理の留意点 【参考資料】[工法別の維持管理作業体系一覧表]」（資料４－２のP117）に
おいて、

環境配慮施設を整備した場合に必要となる工法別の環境配慮施設に係る維持管理作業について記載。

・水路を介して分布域を拡大する外来植物
への対応について記載すべき。

・「2.3 環境との調和に配慮した農業農村整備事業 ［農村地域における環境配慮対策の例］」（資料４－
２のP5）において、

生物多様性への影響として、外来植物（オオフサモ等）の繁茂による影響及び対策を記載。

・「3.1 農村地域の生物におけるネットワーク 3. ネットワーク形成の際の留意事項」（資料４－２のP7）に
おいて、

ネットワークを新たに形成することで外来種が侵入、生息・生育範囲を拡大する場合があることを留意
事項として記載。

・「4.1.2 概査の実施 2 概査の内容 (1) 地域環境の概況の把握」（資料４－２のP21）において
外来種についても、文献調査や現地調査等により、周辺地域での分布状況を把握し、侵入や分布の拡

大が予想される種がある場合は、侵入経路等について整理することを記載。

・「4.1.2 概査の実施 [概査において有効な文献・資料例]」（資料４－２のP22）において、
外来種対策等に関する各種文献を記載。
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指摘事項 対応方針（案）

・「4.1.4 注目すべき生物の選定 2. 注目すべき生物種等の選定の考え方 (3) 監視すべき
生物（特定外来生物等）」（資料４－２のP29）において、
項目を新たに追加し、「監視すべき生物」の選定について詳述するとともに、近年、農業農村

整備事業地区で確認されている外来種の状況を参考資料（資料４－２のP30～31）として掲載。

・「5.1.4 環境配慮工法の決定 2. 環境配慮工法を決定するに当たっての留意事項 (2) 周辺の環境の
考慮」（資料４－２のP80）において、

周辺の状況によっては、外来種の侵入の可能性を考慮して工法を選定する必要があることを記載。

・「6.1.1 維持管理の留意点 【参考資料】[生物のネットワークに配慮した維持管理]」（資料４－２のP116）
において、

[在来種を脅かす外来種対策に配慮した維持管理の事例]として、ホテイアオイの駆除に関する事例を
記載。

・外来植物に関連して、施工時に用いる資
材（緑化植物）の選定について、環境配慮
の面から検討すべき。

・「5.1.3 設計条件の設定 2. 検討項目の例 (4) 資材利用条件」（資料４－２のP78）において、
地区外からの土砂搬入に伴う外来種に関する留意事項を記載。

・「5.2.1 施工時における環境配慮 4. 施工時における配慮」（資料４－２のP106）において、
在来種を用いた緑化、裸地の早期解消、仮置土に対するブルーシートでの被覆等の留意事項を記載。

・施工時における植物の移植に関する留意
事項などの技術について記載すべき。

・「5.2 施工 5.2.1 施工時における環境配慮 3. 生物の移動・移植」（資料４－２のP105）において、
「(1) 移動・移植の時期の検討」、「(2) 移動・移植作業の検討」、「(3) 移動・移植先の検討」の項目に留

意事項を記載。

34



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回目審議）

１２月１２日 技術小委員会（第２回目審議）

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

※本日の審議後、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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