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【参考資料】 

［生物の生息・生育環境の広がり（量）と質について］ 

生物の生息・生育環境の保全・形成については、「広がり（量）」と「質」の観点から検討することが重要であ

る。広がりは生息・生育環境の広大化や連結化などによって確保され、また、質は水深や流速などの様々な環境

要因の適性化により確保される。 

このため、『生物の生息・生育環境の規模＝生息・生育環境の広がり×生息・生育環境の質』と考えて、広が

りの確保と質の向上とを組合せて計画・設計を行うことが考えられる。例えば、魚類において「回避」が出来ず

に生息環境としての水路の質が低下した場合、別の水路において、「新たな魚道の設置による広がりの確保」と

「新たな隠れ場の設置による質の向上」とを適切に組合せ、同等の規模の生息環境を確保することが考えられる。 

また、広がりと質以外の要因としては、例えば、コンクリート水路の施工後に生育した水草が生息環境の質を

向上させるといった「時間」の要因が考えられる。このため、計画、設計においては、環境が安定した将来の状

態や環境が安定するまでの状態についても考慮することが重要である。 

[モロコ類の生息環境の考え方のイメージ]

① 移動経路の保全による生息環境の広がりの確保（生物生息空間） 

② 生息環境の質の向上 

【参考資料】 

［生物の生息・生育環境の広がり（量）と質について］ 

生物の生息・生育環境の保全・形成については、「広がり（量）」と「質」の観点から検討することが重要であ

る。広がりは生息・生育環境の広大化や連結化などによって確保され、また、質は水深や流速などの様々な環境

要因の適性化により確保される。 

このため、『生物の生息・生育環境の規模＝生息・生育環境の広がり×生息・生育環境の質』と考えて、広が

りの確保と質の向上とを組合せて計画・設計を行うことが考えられる。例えば、魚類において「回避」が出 

来ずに生息環境としての水路の質が低下した場合、別の水路において、「新たな魚道の設置による広がりの確保」

と「新たな隠れ場の設置による質の向上」とを適切に組合せ、同等の規模の生息環境を確保することが考え 

られる。 

また、広がりと質以外の要因としては、例えば、コンクリート水路の施工後に生育した水草が生息環境の質を

向上させるといった「時間」の要因が考えられる。このため、計画、設計においては、環境が安定した将来の状

態や環境が安定するまでの状態についても考慮することが重要である。 

[モロコ類の生息環境の考え方のイメージ]

① 移動経路の保全による生息環境の広がりの確保（生物生息空間） 

② 生息環境の質の向上 
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【参考資料】

[環境配慮対策の比較のイメージ] 

Ａ用水路、Ｂ排水路の改修に際し、環境配慮対策の組合せの違いによる複数案を比較。

組合せ案の比較 

対策の組合せ

の概要 

案１ 

・Ａ、Ｂ水路に移動経路と良好

な生息環境の役割。 

[最小化*：配慮レベル高] 

・全部の水田で移 

動経路を確保。 

[修正*：配慮 

レベル高] 

(全体として配慮レベル高) 

案２ 

・Ａ、Ｂ水路は移動経路のみ

の役割。 

[最小化*：配慮レベル低] 

・水田への移動経路は確保し

ない（魚類の移動は不可能） 

(全体として配慮レベル低）

案３ 

・Ａ用水路に移動経路のみの

役割。 

[最小化*：配慮レベル低] 

・Ｂ排水路は移動経路と生息

環境の役割。 

[最小化*：配慮レベル高] 

・一部水田で移 

動経路を確保。 

[修正*：配慮 

レベル中] 

(全体として配慮レベル中）

ネットワークの 

保全面 

地域全体が良好な生息環

境として機能。 

周辺地域の生息環境と連結さ

せるのみで生息環境の機能は

なし。 

案１、２の中間で B 排水路を中

心に生息環境として機能。

農業生産面 

Ａ・Ｂ水路に多様な環境を創

出するため水路断面が大きく

なり減歩の割合が大。 

水路断面の拡大を伴わないた

め、支障なし。 

Ａ水路は水路断面の拡大を

伴わないため、支障なし。 

Ｂ排水路は、減歩により用地

を確保する必要。

維持管理面 

Ａ・Ｂ水路の清掃や補修を行う

費用と労力が大。

水田魚道の管理も必要。 

環境配慮対策の実施に伴う費

用や労力は最小。 

Ａ水路の労力は最小。 

Ｂ水路は、定期的なゴミの除

去や草刈が必要。 

経済性 

多様な環境の創出により生じ

る損失水頭を補うため、水路

断面の拡大が必要になるなど

工事費が大。 

水路のいくつかの場所で魚類

等の隠れ場や避難場所を設

置する程度で工事費は微増。 

Ｂ排水路に移動経路の役割

に加えて生息環境の役割を

持たせるための追加工事費

は（○○円/m）程度。 

景観面 
(想定されるとらえ方)

水路の植栽や水草、変化に

富んだ水の流れなど自然豊

かな景観 

植栽や流れの変化が少なく、

住民が親しみにくい景観

人の目に触れやすい集落沿い

のＢ排水路周辺は、自然豊か

な景観 

【参考資料】 

[環境配慮対策の比較のイメージ] 

比較案をもとに農家を含む地域住民による議論により、地域にとって 

持続的な農業と環境保全とのバランスが成立する案３を決定

（上流側）

（下流側）

Ａ用水路

Ｂ排水路
水田

写真：整備イメージ  ＊：ミティゲーションの分類 

[イメージ図]

集落 

（上流側）

（下流側）

Ａ用水路

Ｂ排水路
水田

写真：整備イメージ  ＊：ミティゲーションの分類 

[イメージ図] 

集落 

比較案をもとに農家を含む地域住民による議論により、地域にとって 

持続的な農業と環境保全とのバランスが成立する案３を決定 

Ａ用水路、Ｂ排水路の改修に際し、環境配慮対策の組合せの違いによる複数案を比較。

組合せ案の比較

対策の組合せの

概要 

案１

・Ａ、Ｂ水路に移動経路と良好

な生息環境の役割。 

[最小化*：配慮レベル高] 

・全部の水田で移 

動経路を確保。 

[修正*：配慮 

レベル高] 

（全体として配慮レベル高）

案２

・Ａ、Ｂ水路は移動経路のみ

の役割。 

[最小化*：配慮レベル低] 

・水田への移動経路は確保し

ない（魚類の移動は不可能） 

(全体として配慮レベル低）

案３

・Ａ用水路に移動経路のみの

役割。 

[最小化*：配慮レベル低] 

・Ｂ排水路は移動経路と生息

環境の役割。 

[最小化*：配慮レベル高] 

・一部水田で移 

動経路を確保。 

[修正*：配慮 

レベル中] 

(全体として配慮レベル中）

ネットワークの 

保全面 

地域全体が良好な生息環境とし

て機能。 

周辺地域の生息環境と連結さ

せるのみで生息環境の機能は

なし。 

案１、２の中間で B 排水路を

中心に生息環境として機能。 

農業生産面 

Ａ・Ｂ水路に多様な環境を創出

するため水路断面が大きくなり

減歩の割合が大。 

水路断面の拡大を伴わないた

め、支障なし。 

Ａ水路は水路断面の拡大を

伴わないため、支障なし。 

Ｂ排水路は、減歩により用

地を確保する必要。 

維持管理面 

Ａ・Ｂ水路の清掃や補修を行う費

用と労力が大。 

水田魚道の管理も必要。 

環境配慮対策の実施に伴う費

用や労力は最小。 

Ａ水路の労力は最小。 

Ｂ水路は、定期的なごみの除

去や草刈が必要。 

経済性 

多様な環境の創出により生じる

損失水頭を補うため、水路断面

の拡大が必要になるなど工事費

が大。 

水路のいくつかの場所で魚類

等の隠れ場や避難場所を設

置する程度で工事費は微増。 

Ｂ排水路に移動経路の役割

に加えて生息環境の役割を

持たせるための追加工事費

は（○○円/m）程度。 

景観面 

(想定される 

とらえ方) 

水路の植栽や水草、変化に富ん

だ水の流れなど自然豊かな景観 

植栽や流れの変化が少なく、

住民が親しみにくい景観 

人の目に触れやすい集落沿

いのＢ排水路周辺は、自然豊

かな景観 
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【参考事例】 

[環境配慮対策の検討例] 

～メダカやタナゴなどのネットワークの保全～ 

（大谷地区（鳥取県 岩美町）） 

地区の概要 

この地区の現況は、低湿地帯であり、水路は用排兼

用の土水路であった。このため、平成 12年に区画整理

や用水路のパイプライン化など生産基盤条件の改善に

資する受益面積 68.8ha のほ場整備に着手した。 

一方、現況の用排兼用水路はメダカ等が生息する良

好な環境であったが、整備によりこれらの絶滅を危惧

する声があがったため、「生きものにやさしい大谷田ん

ぼ」を目標に、地区全体を保全エリアとして生態系の

保全を考慮した排水路の整備を実施した。 

[位置図]

地区を流れる幹線排水路[現

況] 
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確保した生息環境の広がりの中で、生息環境の質の向上（産卵や成育場としての機能の向上）を検討した。 

検討の視点・工夫点 

① 経済性や維持管理作業性を考慮し、生息環境の質の向上は、１年を通じて水がある恒常的水域を重点的に

実施する。 

② 河川と接続し、地区の中心に位置する幹線排水路については、小型魚から大型魚まで様々な魚類の生息

に望ましい環境を創出するため、緩勾配型の多孔質コンクリート護岸に各種魚巣ブロックを組み合わせた

構造とする。 

③ 幹線排水路と接続する支線排水路や小排水路は、産卵拠点及びメダカや様々な生物の成育拠点として位

置付け、画一的でない多様な生息環境を創出する。 

   また、設計・施工に当たっては、現地の条件に併せて工夫を行う。 

・ 現地で発生した石を活用した石積水路 

・ 用地に余裕がない区間は、通水を阻害しない魚巣ブロック（ブロック内には、石を詰めた箇所も設置）

・ 残地を活用したワンド 

検討２：生息環境の質の向上 

 生息環境の広がりと質の向上を図る対策を組み合わせ、地区全体で生態系を保全。 

現地の石を有効活用し、産卵

や成育の拠点を確保

多孔質護岸に魚巣ブロックを組み合わ

せ、様々な魚類の生息拠点を確保 

残地を活用し、魚類や両生類、

昆虫類の生息環境を確保

用地に余裕がない区間は、魚巣

ブロックにより生息環境を確保 

凡 例

一時的水域
（水量が多いときのみ
水がある）

恒常的水域
（１年中水がある）

凡 例

一時的水域
（水量が多いときのみ
水がある）

恒常的水域
（１年中水がある）

河川 （下流側） 

幹線排水路 

確保した生息環境の広がりの中で、生息環境の質の向上（産卵や成育場としての機能の向上）を検討した。 

検討の視点・工夫点

① 経済性や維持管理作業性を考慮し、生息環境の質の向上は、１年を通じて水がある恒常的水域を重点的に

実施する。 

② 河川と接続し、地区の中心に位置する幹線排水路については、小型魚から大型魚まで様々な魚類の生息に望

ましい環境を創出するため、緩勾配型の多孔質コンクリート護岸に各種魚巣ブロックを組み合わせた構造とす

る。 

③ 幹線排水路と接続する支線排水路や小排水路は、産卵拠点及びメダカや様々な生物の成育拠点として位

置付け、画一的でない多様な生息環境を創出する。 

   また、設計・施工に当たっては、現地の条件に併せて工夫を行う。 

・現地で発生した石を活用した石積水路 

・用地に余裕がない区間は、通水を阻害しない魚巣ブロック（ブロック内には、石を詰めた箇所も設置） 

・残地を活用したワンド 

検討２：生息環境の質の向上

 生息環境の広がりと質の向上を図る対策を組み合わせ、地区全体で生態系を保全。 

現地の石を有効活用し、産卵

や成育の拠点を確保

多孔質護岸に魚巣ブロックを組み合わ

せ、様々な魚類の生息拠点を確保 

残地を活用し、魚類や両生類、

昆虫類の生息環境を確保

用地に余裕がない区間は、魚巣

ブロックにより生息環境を確保 

凡 例

一時的水域
（水量が多いときのみ
水がある）

恒常的水域
（１年中水がある）

凡 例

一時的水域
（水量が多いときのみ
水がある）

恒常的水域
（１年中水がある）

河川 （下流側） 

幹線排水路 

整備後の状況整備後の状況 
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【参考事例】       

[環境配慮対策の検討例] 

～鳥類を始めとした生物を保全する緑のネットワークの形成～ 

（西鬼怒川地区（栃木県宇都宮市（旧河内町））） 

【参考事例】       

[環境配慮対策の検討例] 

～鳥類を始めとした生物を保全する緑のネットワークの形成～ 

（西鬼怒川地区（栃木県河内町）） 

地区概要と地域環境の概況 

地区概要 

この地区では、1996 年に農業生産性の向上等を目指した大規模なほ

場整備事業が進行中であり、事業が進むと、地域の自然の消失による

生物多様性の低下が予想された。 

こうした中、1997 年に栃木県と河内町は水田地帯における生態系の

保全・復元を目標とした農村自然環境整備事業を導入し、ほ場整備事

業の換地によって生み出した用地を使って緑地環境や水辺環境の保全

を行った。 

環境保全目標と保全対象生物 

 西側斜面林と東側河畔林は、ある程度の規模はあるが、その間の点

在する平地林は規模が小さく、回廊となる緑もなかった。 

 結果、平地林を生息環境とする野鳥等が少ないため、これらの生物

を保全対象生物として平地林の規模拡大と回廊の整備（緑のネットワ

ークの形成）を行い、自然環境を保全する。 

 地域環境の概況を踏まえ、地域一体を緑のネットワーク検討する範囲として、生物生息空間の形態・

配置の６原則や、1996 年までのほ場整備事業の計画、営農面、経済性を考慮して緑のネットワークの

考え方を整理。 

検討の主な視点 

① 緑のネットワークにおける拠点の候補は、当時、場所が確定していた農村公園や公民館があり、

まず、これらの拠点において緑地の保全・規模拡大（『広大化』） 

②  次に、拠点間の連絡経路となる回廊は、農道や畦畔、水路沿い等の複数案が考えられるが、経済

性や生物にとっての完全性、営農面での支障等を考慮し、整備を行う水路沿いに設置（『連結化』） 

環境配慮対策の検討[第１段階] 

生物生息空間の形態･配置の６原則

『広大化』 『団地化』 『集合化』  

『等間隔化』 『連結化』 『円形化』 
（出典：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 2002） 

生物生息空間の

望ましい形態・配慮

道路沿いに延びる帯状の緑地（ドイツの事例） 

（出典：ビオトープネットワークⅡ、(財)日本生態系協会 1999）

（東側河畔林） 

[概要図]

（西側斜面林） 

地域環境の概況（現況） 

地区概要と地域環境の概況

地区概要

この地区では、1996 年に農業生産性の向上等を目指した大規模なほ

場整備事業が進行中であり、事業が進むと、地域の自然の消失による

生物多様性の低下が予想された。 

こうした中、1997 年に栃木県と河内町は水田地帯における生態系の

保全・復元を目標とした農村自然環境整備事業を導入し、ほ場整備事

業の換地によって生み出した用地を使って緑地環境や水辺環境の保 

全を行った。 

環境保全目標と保全対象生物

 西側斜面林と東側河畔林は、ある程度の規模はあるが、その間の点

在する平地林は規模が小さく、回廊となる緑もなかった。 

 結果、平地林を生息環境とする野鳥等が少ないため、これらの生物

を保全対象生物として平地林の規模拡大と回廊の整備（緑のネットワ

ークの形成）を行い、自然環境を保全する。 

 地域環境の概況を踏まえ、地域一体を緑のネットワーク検討する範囲として、生物生息空間の形態・配置

の６原則や、1996 年までのほ場整備事業の計画、営農面、経済性を考慮して緑のネットワークの考え方を整

理。 

検討の主な視点 

① 緑のネットワークにおける拠点の候補は、当時、場所が確定していた農村公園や公民館があり、まず、

これらの拠点において緑地の保全・規模拡大（『広大化』） 

②  次に、拠点間の連絡経路となる回廊は、農道や畦畔、水路沿い等の複数案が考えられるが、経済性や生

物にとっての完全性、営農面での支障等を考慮し、整備を行う水路沿いに設置（『連結化』） 

環境配慮対策の検討[第１段階] 

生物生息空間の形態･配置の６原則

『広大化』 『団地化』 『集合化』  

『等間隔化』 『連結化』 『円形化』 
（出典：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 2002） 

生物生息空間の

望ましい形態・配慮

道路沿いに延びる帯状の緑地（ドイツの事例） 

（出典：ビオトープネットワークⅡ、(財)日本生態系協会 1999）

（東側河畔林） 

[概要図]

（西側斜面林） 

地域環境の概況（現況） 
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