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【参考資料】 

［工法別の環境配慮施設に係る維持管理作業体系一覧表］ 

環境配慮施設工法別の維持管理作業体系表を追加 



118 

改     定     案 現           行 

6.1.2 営農面との調和 

【解 説】 

生物の生息・生育環境の保全において、水田や用排水路の水位の調整や中干し等の落水時期の調整

などの水管理、減農薬・減化学肥料等の環境保全型農業の推進については、環境との調和に配慮した

土地改良施設の整備や維持管理と併せて実施することで効果が一層高まるものと考えられる。 

一方で、このような取組は、営農方法に変化をもたらすことから、地域の農家の環境に関する意識

の醸成を図ることが重要である。 

なお、このような取組に対して地域の農家の理解・協力を得るためには、“生物と共生し生産され

た安全・安心な農産物”として、地域の農産物の高付加価値化を図るなど、環境保全の取組が農家に

とってもメリットとなる仕組みを構築することが重要である。 

【参考事例】 

［環境に配慮した営農の取組み例 ～魚のゆりかご水田米～］ 

6.1.2 営農面との調和 

【解 説】 

生物の生息・生育環境の保全において、水田や用排水路の水位の調整や中干し等の落水時期の調整

などの水管理、減農薬・減化学肥料等の環境保全型農業の推進については、環境との調和に配慮した

土地改良施設の整備や維持管理と併せて実施することで効果が一層高まるものと考えられる。 

一方で、このような取組は、営農方法に変化をもたらすことから、地域の農家の環境に関する意識

の醸成を図ることが重要である。 

なお、このような取組に対して地域の農家の理解・協力を得るためには、“生物と共生し生産され

た安全・安心な農産物”として、地域の農産物の高付加価値化を図るなど、環境保全の取組が農家に

とってもメリットとなる仕組みを構築することが重要である。 

【参考事例】 

［環境に配慮した営農の取組み例 ～魚のゆりかご水田米～］ 

水田・用排水路の水位の調整や、中干し等の落水時期の調整、環境保全型農業の推進は、環

境に配慮した農地・農業水利施設等の整備や維持管理と併せて、生物の生息・生育環境を保全

する上で効果的な取組みである。 

一方で、このような取組みは、営農に変化をもたらすことから、環境に関する農家等の意識の醸

成を図ることが重要である。

水田・用排水路の水位の調整や、中干し等の落水時期の調整、環境保全型農業の推進は、環境

に配慮した農地・農業水利施設等の整備や維持管理と併せて、生物の生息・生育環境を保全する

上で効果的な取組みである。 

一方で、このような取組みは、営農に変化をもたらすことから、環境に関する農家等の意識の醸 

成を図ることが重要である。
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【参考事例】 

［環境に配慮した営農の取組例～冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）～］ 

（伊豆沼地区（宮城県登米市他））

宮城県伊豆沼地区は、“新しい農法”として注目されつつある冬期湛水水田に取り組んでおり、マガンなどの

国内有数の渡り鳥の越冬地として知られている。 

また、冬期湛水に関連した水管理や畦畔などの管理のほか、魚道の設置やこれらの維持管理が一体となった

営農が行われている。 

さらに、宮城県、市町村、農家、水土里ネット、地域住民等からなる『ナマズの学校』を結成し、①小規模

水田魚道の設置・遡上実験、②“ふゆみずたんぼ”の取組み、③田んぼの学校を通じた農業体験学習と環境教

育の活動、④休耕田を利用したビオトープの創出、⑤オオクチバスの駆除、⑥農産物の直売に取り組んでいる。

参考事例】 

［環境に配慮した営農の取組例～冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）～］ 

（伊豆沼地区（宮城県登米市他））

宮城県伊豆沼地区は、“新しい農法”として注目されつつある冬期湛水水田に取り組んでおり、マガンなどの

国内有数の渡り鳥の越冬地として知られている。 

また、冬期湛水に関連した水管理や畦畔などの管理のほか、魚道の設置やこれらの維持管理が一体となった営

農が行われている。 

さらに、宮城県、市町村、農家、水土里ネット、地域住民等からなる『ナマズの学校』を結成し、①小規模水

田魚道の設置・遡上実験、②“ふゆみずたんぼ”の取組み、③田んぼの学校を通じた農業体験学習と環境教育の

活動、④休耕田を利用したビオトープの創出、⑤オオクチバスの駆除、⑥農産物の直売に取り組んでいる。

＜冬期湛水水田の効果＞ 

1) 湛水による雑草の抑制 

2) 鳥のふん、イトミミズ等の働きによる施肥量の減少 

3) 土壌微生物の活躍による土壌の改質 

4) 農薬投入量の減少 

5) 代かき、除草等の作業時間の節約 

6) 採餌場、ねぐらの確保による渡り鳥の飛来 

7) 生きもののすむ豊かな湿地の創出 

8) 地下水のかん養 

9) 地域社会の一体化（むら社会の維持） 

10) 安全性、環境評価による米のブランド化

【冬期湛水】 

冬期湛水水田は、作付けの無い冬期に意図的に水田に水を張ることで環境を保全し、生きものの豊かな環境の

創造や地域振興につながるなどの効果がある。 

 近年では、全国で取組がみられ、環境と共生した安全・安心なブランド米として付加価値を付けた米の販売も

行われている。 

＜生きものブランド米＞ 

伊豆沼地区では、農薬・化学肥料を使わず、生きものたちと共に育った“お米”として

『伊豆沼オリザ米』をブランド化し販売している。 

冬期湛水水田と渡り鳥 

注）冬期湛水不耕起水田では、湛水終了後にヒエ、コナギ、クログワイなどの水田雑草が繁茂し収

量減になるケースや湿田化により作業効率の低下をきたす場合もあるので、注意が必要である。 

 また、非かんがい期の用水確保については、関係者や関係機関との調整が必要となる。

＜冬期湛水水田の効果＞ 

11) 湛水による雑草の抑制 

12) 鳥のふん、イトミミズ等の働きによる施肥量の減少 

13) 土壌微生物の活躍による土壌の改質 

14) 農薬投入量の減少 

15) 代かき、除草等の作業時間の節約 

16) 採餌場、ねぐらの確保による渡り鳥の飛来 

17) 生きもののすむ豊かな湿地の創出 

18) 地下水のかん養 

19) 地域社会の一体化（むら社会の維持） 

20) 安全性、環境評価による米のブランド化

【冬期湛水】 

冬期湛水水田は、作付けの無い冬期に意図的に水田に水を張ることで環境を保全し、生きものの豊かな環境の

創造や地域振興につながるなどの効果がある。 

 近年では、全国で取組がみられ、環境と共生した安全・安心なブランド米として付加価値を付けた米の販売も

行われている。 

＜生きものブランド米＞ 

 伊豆沼地区では、農薬・化学肥料を使わず、生きものたちと共に育った“お米”として『伊豆沼オリザ米』

をブランド化し販売している。

冬期湛水水田と渡り鳥 

注）冬期湛水不耕起水田では、湛水終了後にヒエ、コナギ、クログワイなどの水田雑草が繁茂し収量減にな

るケースや湿田化により作業効率の低下をきたす場合もあるので、注意が必要である。 

 また、非かんがい期の用水確保については、関係者や関係機関との調整が必要となる。 
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【参考事例】 

 [環境に配慮した営農の取組例～潟と砂丘の地域循環をつくりだす水辺再生（外来種対策）～] 

（河北潟（石川県金沢市、かほく市、内灘町、津幡町）） 

石川県の能登半島の付け根にある河北潟では、在来種のアサザ、ヒシ、クロモといった在来種が減少し、チ

クゴスズメノヒエやホテイアオイといった外来種が繁茂し、水路を覆いつくし、農業用水路の管理にも影響が

出るようになっていた。 

そこで、ホテイアオイについては、夏場に大量に増殖し、冬場に個体数が減少する生態的特徴を踏まえ、冬

季に越冬個体を早期発見し、大量に繁茂する前に効率的に除去するという対策を実施した。その結果、ホテイ

アオイの大発生は見られなくなった。 

冬季も枯れないチクゴスズメノヒエについては、農家や地域住民をはじめとする多様な主体が参加した「河

北潟外来植物対応方策検討会」により水路から除去する活動を続けており、未だ根絶には至らないものの、チ

クゴスズメノヒエ群落の一部が、徐々にマコモ等在来種の群落に置き換わっているのが確認されている。 

また、除去した大量のチクゴスズメノヒエを堆肥化し、ダイコン、ネギ等の栽培試験を行い、富栄養化の一

因となる化学肥料の代わりに使用することで、潟湖と農地のある砂丘との間の栄養塩類の循環を再構築し、自

然と共存できる持続可能な農業の取組を実施している。 

さらに、外来種堆肥で生産した農産物を「河北潟自然再生まつり」で展示・販売するとともに、調理して来

場者にふるまうなどし、市民へ活動をアピールしている。 

潟と砂丘についての循環の概念図 チクゴスズメノヒエ堆肥で栽培したタマネギ

営農面と連携した外来種対策の事例を追加 



121 

改     定     案 現           行 

6.1.3  地域住民との協力の進め方 

【解 説】 

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。 

例えば、地域において「田んぼの学校」注１）を開催するなど、環境教育の視点等を取り入れながら、

学校関係者や環境ＮＰＯ等の専門家などと連携することにより、環境との調和に配慮した土地改良施

設の維持管理を、地域住民主体で実施することが考えられる。 

維持管理及びモニタリングの実施は、環境との調和に配慮した農地・農業水利施設等の整備の

効果を高めるため、地域住民等が協力して進めていくことが望まれる。このような体制を事業の 

早い段階から整備し、地域住民主体の維持管理へと発展させていくことが重要である。 

「6.3.1 維持管理・モニタリング体制の整備」と

して項を再編 
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6.2 モニタリング、順応的管理

6.2.1 モニタリング 

【解 説】 

1. モニタリングの進め方 

環境配慮対策の効果を確認するためには、工事前の調査結果をもとに、保全対象生物の生活史を十

分考慮して、モニタリングに関する範囲、方法、期間を適切に定め、対策前後でのネットワークの状

態を比較できるようにすることが必要である。 

このため、モニタリングの内容を、あらかじめモニタリング計画として整理した上で、施工中や施

工後において、ネットワークの状況を継続的にモニタリングしていくことが重要である。 

また、施工後の一定期間のモニタリングを経た上で、結果を整理し、あらかじめ想定したネットワ

ークが十分に機能しているかどうかを評価するとともに評価結果を踏まえて、必要に応じて施設の修

正を行うなど順応的管理を実施することが重要である。 

さらに、地域が一体となったモニタリングを継続的に実施することにより、地域環境や環境配慮の

効果に関する情報共有が図られ、地域住民の環境に対する意識向上にもつながる。 

このため、モニタリングの方法については、地域住民等が継続的に取り組むことができる内容とす

ることが望ましい。例えば、調査の概要、調査の方法、調査箇所別の採集ポイントを記した「簡易モ

ニタリングマニュアル」として整理しておくことが有効である。 

監視すべき生物として選定した外来種については、モニタリングの際に侵入、繁殖状況を監視し、

必要に応じて駆除等の対策を実施する。対策の実施に際しては、多大な労力を必要とする場合もある

ため、地域住民を含めた多様な主体の協力を得て実施することも検討する必要がある。 

6.2 モニタリング 

6.2.1 モニタリングの進め方 

【解 説】 

1．モニタリングの進め方 

環境配慮対策の効果を確認するためには、工事前の調査結果をもとに、保全対象生物の生活史を十

分考慮して、モニタリングに関する範囲、方法、期間を適切に定め、対策前後でのネットワークの状

態を比較できるようにすることが必要である。 

このため、モニタリングの内容を、あらかじめモニタリング計画として整理した上で、施工中や施

工後において、ネットワークの状況を継続的にモニタリングしていくことが重要である。 

また、施工後の一定期間のモニタリングを経た上で、結果を整理し、あらかじめ想定したネットワ

ークが十分に機能しているかどうかを評価するとともに評価結果を踏まえて、必要に応じて施設の修

正を行うなど順応的管理を実施することが重要である。 

環境配慮対策の効果を確認するため、施工中や施工後において継続的にモニタリングを実施し、

環境配慮対策の評価を行うことが重要である。 

環境配慮対策の効果を確認するため、施工中や施工後において継続的にモニタリングを実施し、

環境配慮対策の評価を行うことが重要である。 

地域が一体となったモニタリングの効果、その際の留意事項について記載 

また、外来種の対応に関する留意事項について記載 
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［モニタリングの進め方］ ［モニタリングの進め方］ 

・調査結果を踏まえ、モニタリング計画を作成 

・モニタリング計画に従い、継続的に必要な調査を実施 

・対策の前後でネットワークの状態を比較し、対策の評価を行うこと

を念頭に置きつつ調査を実施 

環境配慮対策の実施前の調査 

計画、設計 

・モニタリングにより、環境配慮対策が不十分でないか確認 

・対策が不十分であれば、必要な対策を実施 

環境配慮対策の実施中の調査 

・モニタリング結果から、計画、設計段階で検討した対策により、ネ

ットワークの保全・形成が想定どおりなされているのかについての

評価の実施と継続的な取りまとめ 

・評価を踏まえて必要に応じ施設の修正を行うなど順応的管理を実施 

環境配慮対策の実施後の調査 

調

査

計
画

設
計

施
工
時

施
工
後
（
維
持
管
理
）

環境配慮 
対策の段階

環境配慮 

対策の段階 

・調査結果を踏まえ、モニタリング計画を作成 

・モニタリング計画に従い、継続的に必要な調査を実施 

・対策の前後でネットワークの状態を比較し、対策の評価を行うことを

念頭に置きつつ調査を実施 

環境配慮対策の実施前の調査 

計画、設計 

・モニタリングにより、環境配慮対策が不十分でないか確認 

・対策が不十分であれば、必要な対策を実施 

環境配慮対策の実施中の調査 

調

査

計
画

設
計

施
工
時

施
工
後
（
維
持
管
理
）

・モニタリング結果から、計画、設計段階で検討した対策により、ネ
ットワークの保全・形成が想定どおりなされているのかについての
評価の実施と継続的な取りまとめ 

・評価を踏まえて必要に応じ施設の修正を行うなど順応的管理を実施 

環境配慮対策の実施後の調査 
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【参考事例】 

［簡易モニタリングマニュアルの例］ 

（嘉例川地区(三重県桑名市)） 

嘉例川地区では、事業実施段階において専門家の協力を得ながら、保全対象生物の生活史を考慮した簡易モ

ニタリングマニュアルを作成し、維持管理団体への引継を行っている。 

（嘉例川地区簡易モニタリングマニュアル） 

［モニタリング実施状況］ 

魚類調査（タモ網） 粗石付斜路型魚道の魚類遡上調査 昆虫類調査（コドラート法） 

簡易モニタリングマニュアルの例を記載 
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2. モニタリング計画 

環境配慮施設設置前の調査結果を基にモニタリングの範囲、方法、期間をモニタリング計画として

整理し、対策前後の状態を比較できるようにする。

モニタリング計画の検討に当たっては、調査段階で把握したネットワークの状態を基礎とし、有識

者の指導・助言を得ながら、対象となる保全対象生物について、生物種ごとに、その生活史を踏まえ

て調査手法、調査地点及び調査頻度等を設定する。

例えば、四季を通じて複数の生息場所を移動しながら生活する生物種については、それぞれの生息

場所への移動時期に合わせてモニタリングを行う。また、ネットワークにおいて重要な場所（産卵場

等）がある場合は、生物の移動状況や利用状況について重点的にモニタリングを行う。モニタリング

は、生態系が安定すると考えられるまでの期間について実施することが望ましい。

モニタリング計画については、モニタリング結果の評価、さらには、施設の修正等の順応的管理の

基礎となるものであることを前提として作成するとともに、地域住民等のモニタリングの参加者が取

り組む上で、考え方などが容易に理解できるよう配慮する必要がある。 

【参考資料】

［メダカの生活史を考慮したモニタリング時期］ 

［モニタリングの例］

NO 生物分類 保全対象種 調査目的 調査時期 モニタリングの内容 

1 植物 エビネ ・移植の定着状況
4月～5月 
（開花期） 

・調査区域を任意調査し、植物相を把握する。 
・移植エビネの個体数について計測し、移植後の残存

個体数変化を把握する。 

2 両生・爬虫類 ヤマアカガエル ・産卵調査 
2月～4月 
（繁殖期） 

・調査区域を任意調査し、目撃法、フィールドサイン

法により両生爬虫類相を把握する。 
・ヤマアカガエルの産卵状況を把握するため、卵塊数
から個体数を把握する。 

3 魚類 ナマズ 
・魚類の遡上調
 査 

5月～6月 
（繁殖期） 

・魚道等では魚類の遡上状況を確認するため、出口に
トラップを設置し移動個体を把握する。 

・ナマズの産卵状況を把握するため、農業用排水路と

水田魚道、水田内に移動した魚類を把握する。 

4 昆虫類 ヒメタイコウチ ・保全池の効果 
6月～7月 
（幼生期） 

・保全池においてヒメタイコウウチの生育状況を把握

するため、幼生や成体の捕獲調査を行う。 
・水面にコドラードを設置し、定量調査から個体数を
把握する。 

2. モニタリング計画 

モニタリング計画の検討に当たっては、調査段階で把握したネットワークの状態を基礎とし、有識

者の指導・助言を得ながら、対象となる保全対象生物について、生物種ごとに調査手法、調査地点及

び調査頻度等を設定する。

例えば、四季を通じて複数の生息場所を移動しながら生活する生物種については、それぞれの生息

場所への移動時期に合わせてモニタリングを行う。また、ネットワークにおいて重要な場所（産卵場

等）がある場合は、生物の移動状況や利用状況について重点的にモニタリングを行う。モニタリング

は、生態系が安定すると考えられるまでの期間について実施することが望ましい。

モニタリング計画については、モニタリング結果の評価、さらには、施設の修正等の順応的管理の

基礎となるものであることを前提として作成するとともに、地域住民等のモニタリングの参加者が取

り組む上で、考え方などが容易に理解できるよう配慮する必要がある。

メダカは 5月頃に河川、農業用水

路を経由して水田に遡上する。5

～10月に産卵、孵化し、11～4月

には水路、河川で過ごす。これら

の生活史を水田魚道で把握する

場合は、5～10 月の期間内でかん

がい期、落水期等の魚道内を水が

流下する時期にモニタリングを

実施する

（出典：「メダカのくらし」草野慎二、「川の生物図典」(財)ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ を基に作成） 

モニタリングの例を記載 
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［モニタリング計画のイメージ（水域と樹林地のネットワーク）］ 

項 目 内   容 備考（考え方など） 

環境配慮対策の

概要 

樹林と水域との連続性に配慮した緩

傾斜護岸により、アカガエル類の移動

経路を確保。 

水路整備により、アカガエルの移動経路（樹林地と水域

の持続性）が消失しないよう緩傾斜護岸を整備。 

モニタリングの

内容 

緩傾斜護岸の整備により、アカガエ

ル類が水域と樹林地間の移動が可能

となっているか確認。 

調査地点 アカガエル類の産卵場所となる緩傾

斜護岸に隣接する水域（水田）。 

水域にアカガエル類の卵塊を確認することにより、移動

経路が確保されていることを確認。 

調査方法 ・目視によるアカガエル類の卵塊

数の確認 

・水域の水量（範囲）の確認。 

・アカガエル類の成体数の把握には労力がかかるため、

卵塊数の経年変化によりネットワークの回復状況を

定量的に把握 

（雌の成体が１卵塊を産卵するため、成体数を定量的に

把握しやすい） 

・卵塊数が変化する要因として考えられる水域 

の水量（範囲）についても把握

調査時期 ２月～５月（卵塊が確認できる時期） 田植え前 

調査期間 工事前３年間 

工事後３年間 

期間はモニタリングの結果に応じて変更 

実施体制 事業所職員２名、土地改良区職員

１名、専門家 

学識経験者からの助言 

［モニタリング計画のイメージ（水域と樹林地のネットワーク）］ 

項目 内容 備考（考え方など） 

環境配慮対策の

概要 

樹林と水域との連続性に配慮した緩傾斜

護岸により、アカガエル類の移動経路を

確保。（後期：Ｈ17.9～翌年 2月） 

護岸整備により、樹林と水域との連続性が分断され、移動

経路が消失する恐れ。 

モニタリングの

目的 

緩傾斜護岸により、アカガエル類の移動

が確保されているか確認。 

生息場である水域と樹林地の間の移動経路を確保するこ

とがネットワーク形成に不可欠。 

調査地点 緩傾斜護岸の背後の水域 水域にアカガエル類の卵塊を確認することにより、移動経

路が確保されていることを確認。 

調査地点 【地点図】 

調査方法 ・目視によるアカガエル類の卵塊数の確

認。 

・水域の水量（範囲）、水質 

・アカガエル類の成体数の把握には労力がかかるため、卵

塊数の経年変化によりネットワークの回復状況を定量

的に把握。 

（雌の成体が 1卵塊を産卵するため、成体数を定量的に把

握しやすい） 

・一方、卵塊数は、護岸整備以外の様々な要因により影響

を受けることが想定されるため、水域の水量（範囲）、 

水質などの生息環境についても確認。 

調査時期 2月～5月（卵塊が確認できる時期） 田植え前。 

調査期間 工事前 3年間 

工事後 3年間 

期間はモニタリングの結果に応じて変更。 

実施体制 事業所職員 2名、土地改良区職員1名、 

環境相談員 1名 

環境相談員より調査の助言。 

【地点図】 

モニタリング地点 
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3. モニタリング結果の評価 

モニタリング結果については、環境配慮対策の効果が確認できるよう実施前後で比較可能な形によ

り取りまとめ、モニタリング計画時に設定した生態系保全の目標水準に対して評価する。 

評価に当たっては、ネットワークの状態のほか、これらにかかわる水質・水量等の環境要素につい

ても考慮し、有識者等の意見を聞いて総合的に判断する必要がある。また、目標に対する効果が不十

分な場合には、モニタリング手法や頻度、あるいは調査地点（系外も含む）を変更し、詳細な解析が

可能となるよう配慮する必要がある。 

[モニタリング結果の取りまとめイメージ（水田～水路のネットワーク）]

項 目 内     容 

モニタリング結

果 

※環境配慮対策は平成１４年に実施 

[調査地点No.1]

遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下

H14 H15 H16 H17

観

測

数

[調査地点No.2]

遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下

H14 H15 H16 H17

観

測

数

環境配慮対策の

評価 

・ No.1の結果より、A種は、遡上数より降下数が多く、支線水路より末端で繁殖を行っている。ま

た、その数は増加の傾向にあり、ネットワークが形成されている。 

・ このことより、環境配慮施設は移動障害の解消に有効に機能しており、落差や水深の設定など設

計の考え方も妥当であったと考えられる。 

・ 一方、No.2においては、結果にばらつきがある。平成16年度は水田からの排水量が多く、一定の

遡上・降下の効果が確認されていることから、水田からの水量不足により、魚が自由に移動出来

ない場合が多かったことが原因と考えられる。 

今後の予定 水田からの排水量を確保するための方策について、今後検討する予定。 

6.2.2  モニタリング結果の評価及び維持管理等へのフィードバック

【解 説】 

1. モニタリング結果の評価

モニタリング結果については、環境配慮対策の効果が確認できるよう実施前後で比較可能な形によ

り取りまとめ、モニタリング計画時に設定した生態系保全の目標水準に対して評価する。 

評価に当たっては、ネットワークの状態のほか、これらにかかわる水質・水量等の環境要素につい

ても考慮し、有識者等の意見を聞いて総合的に判断する必要がある。また、目標に対する効果が不十

分な場合には、モニタリング手法や頻度、あるいは調査地点（系外も含む）を変更し、詳細な解析が

可能となるよう配慮する必要がある。

[モニタリング結果の取りまとめイメージ（水田～水路のネットワーク]

項 目 内     容 

モニタリング結

果 

※環境配慮対策は平成１４年に実施 

[調査地点No.1]

遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下

H14 H15 H16 H17

観

測

数

[調査地点No.2]

遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下

H14 H15 H16 H17

観

測

数

環境配慮対策の

評価 

・ No.1の結果より、A種は、遡上数より降下数が多く、支線水路より末端で繁殖を行っている。また、その数

は増加の傾向にあり、ネットワークが形成されている。 

・ このことより、環境配慮施設は移動障害の解消に有効に機能しており、落差や水深の設定など設計の考え方

も妥当であったと考えられる。 

・ 一方、No.2においては、結果にばらつきがある。平成16年度は水田からの排水量が多く、一定の遡上・降 

下の効果が確認されていることから、水田からの水量不足により、魚が自由に移動出来ない場合が多かった

ことが原因と考えられる。 

今後の予定 水田からの排水量を確保するための方策について、今後検討する予定。 

モニタリング計画に基づき継続的に調査を実施し、環境配慮対策の効果の確認ができるよう結

果を取りまとめる。目標に対して効果が不十分な場合は、計画、設計の見直しなど事業に反映し、

必要に応じて施設の修正を行うなど順応的管理を行うことが重要である。 

水路

[調査地点 No.2] 
水田と支線水路の

接続部

[調査地点 No.1] 

幹線水路と支線

水路との接続部

水田 水田

支線水路 

幹線水路 

水路

[調査地点 No.2]

水田と支線水路の

接続部

[調査地点 No.1] 

幹線水路と支線

水路との接続部

水田 水田

支線水路

幹線水路
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6.2.2 順応的管理

【解 説】 

1. 順応的管理の考え方 

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、モニタリング計画では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、モニタリングにより得られた情報を分析し、必要に応じて施設の修正や維持

管理方法等の柔軟な見直しが必要となる。 

[モニタリング結果の評価及び順応的管理の流れ] 

2.順応的管理の実施 

生態系は複雑で常に変化していることから、環境配慮対策を講じても必ずしも十分な効果が得られ 

ない場合がある。したがって、モニタリング結果により得られた情報を収集し、必要に応じて施設の 

補修や修正を行う順応的管理（Adaptive management：アダプティブ マネージメント）を実施する 

ことが重要である。 

生態系は複雑で絶えず変化しているため、必要に応じて施設の修正や維持管理方法等の柔軟な見直

しが必要となる。 

このため、モニタリング計画に基づき継続的に調査を実施し、環境配慮対策の効果の確認ができるよう

結果を取りまとめる。目標に対して効果が不十分な場合は、計画、設計の見直しなど事業に反映し、必要

に応じて施設の修正や維持管理方法等の変更を行うなど順応的管理を行うことが重要である。 

事業実施中の順応的管理 事業完了後の順応的管理

事業実施中 事業完了後

管理者へ
の引き継ぎ

調

査

・
計

画

施

工

設

計

モニタリング結果
の評価

生物と施設の
モニタリング

改善策の検討

改善策の実施

生態系配慮施設が
十分に機能

生態系配慮施設が十分
に機能していない

・維持管理ﾏﾆｭｱﾙ
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾏﾆｭｱﾙ

順応的管理の取組を踏まえ、地
域住民の意見も反映し作成

モニタリング結果
の評価

生物と施設の
モニタリング

管理手法の
見直し

改善策の実施

管理手法の見直し
と同じく、または時
間をおいて改善策
を実施

生態系配慮施設が十分
に機能していない

生態系配慮施設が
十分に機能

順応的管理の考え方の詳細を記載 

モニタリング～順応的管理の流れを記載 




