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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８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」を位置付け。

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（水制工）

 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

魚道

水路

断面

水路

断面

護岸

水田

魚道

池、水

路等（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、塊茎を形
成する初夏より秋にかけて、塊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、塊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

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）

半円形コルゲート管魚道



■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、現場段階で取り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）

6

リュウノヒゲモ



○ 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、地域の環境資源をシンボルとした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

7

「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。

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。

［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などの地域づくりに活用される事例が増加。

8



４ 「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」 主要改定項目 9

主な改定箇所

○ 改定案（抜粋）

改定内容

○工法選定の視点を追加
記載。

○移動経路としての脱出
スロープに関する技術的
知見を記載。

第５章 設計、施工
5.1 設計
5.1.2 環境配慮工法の選定
2. ネットワーク形成に資する工法選定（資料５－２のP62）
工法の選定に当たっては、「4.2.4 環境配慮対策の検討」の「2.の(2)検討の視点」を参考に、ネット
ワークの保全・形成において当該施設が果たすべき役割を明確にした上で、現地への導入が可能となる
工法を選定する。
一般的に選定は、各工法の特徴を考慮した上で、導入可能な工法を用地条件により絞り込んだ後、さ
らに工事費や用地費、維持管理費等の経済性、地域住民の利用のしやすさ及び安全性を考慮して行う。

(3) 水田、水路等と樹林地におけるネットワーク（主に両生類） （資料５－２のP63）
水田と樹林地の移動経路を阻害する要因には、「開水路の法面が急勾配であること」や「壁面が滑り
やすいこと」等が挙げられる。
このため、環境配慮工法では、これらの移動経路を阻害する要因を解消する必要がある。
工法としては、水路への落下防止のための蓋掛け、緩傾斜護岸、開水路からの這い上がり施設として
ワンド等の設置がある。なお、水路の機能や構造、管理等から蓋掛けやワンドの設置ができない場合は、
落下した生物が集まる枡構造の部分にスロープなどを設置し、落下生物への脱出対策を検討する。
また、トウキョウダルマガエルを対象としたスロープの角度に関する室内試験注1）では、30°以下

で一定の効果得られるとされている。

主要改定項目① 環境配慮工法の事例や新たな技術的知見を踏まえた記載内容の充実



改定内容

○実績を踏まえ工法を追
加記載。

【参考資料】
[ネットワークの種類と環境配慮工法の体系の例] （資料５－２のP65）（本資料P2と同一）

10（以下略）

ネットワーク
の種類

ネットワーク
における役割

環境配慮工法の目的 （参照頁）

階段式 ｐ．66

隔壁型（千鳥X型） ｐ．66

隔壁型（ハーフコーン型） ｐ．66

粗石付片斜曲面式 ｐ．67

その他

瀬・淵（水制工） ｐ．67

ワンド ｐ．67

乱杭工、置石工等 ｐ．67

敷土、砂利、石、玉石、植生 ｐ．68

瀬・淵（水制工） ｐ．68

ワンド ｐ．68

床止め工 ｐ．68

底板 ｐ．68

底板（ポーラスコンクリート） ｐ．68

土水路 ｐ．69

かご系（蛇かご工、フトンかご工等） ｐ．69

木系（粗朶柵等） ｐ．69

自然石系（石積等） ｐ．69

複合系（井桁沈床工） ｐ．70

二次製品系（魚巣ブロック等） ｐ．70

瀬・淵（水制工） ｐ．70

隔壁型（千鳥X型） ｐ．71

隔壁型（ハーフコーン型） ｐ．71

排水路堰上げ式 ｐ．71

波付管（コルゲート、電線管等） ｐ．72

波付管（半円形コルゲート管） ｐ．72

その他

水路と水田に
おける生物の
ネットワーク

水田
魚道

・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」

移動経路の確保

水路
断面

護岸

・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」
・産卵等、生息・生育環境となるよう
な「多様な底質や植生の確保」等

生息・生育環境
の確保

水路における
生物のネット
ワーク
（主に魚類）

移動経路の確保

環境配慮工法の種類

魚道
・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」

・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」

水路
断面



[環境配慮工法選定に当たっての留意点] （資料５－２のP68）

改定内容

11



改定内容

[環境配慮工法選定に当たっての留意点] （資料５－２のP70）

12



改定内容

[環境配慮工法選定に当たっての留意点] （資料５－２のP72）

13



改定内容

○資材等として土砂を調
達する際の外来種に関す
る留意事項を記載。

○環境配慮工法の組合せ
による効果等に関する具
体例を記載。

○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。

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５－２のP78）
経済性や景観面、資源の有効利用の観点から地域で採取・利用できる自然材料（石材、間伐材等）や
現地発生材（水路底土、表土、ため池の浚渫土、栗石、ブロック等）を環境配慮工法の資材として利用
する場合は、種類や資材としての賦存量（利用可能量）等を把握する。
また、地区内外から土砂等を調達する場合は、類似した生態系や環境で採取されるものを選定すると
ともに、外来種の混入に留意する。

5.1.4 環境配慮工法の決定
2. 環境配慮工法決定に当たっての留意事項 （資料５－２のP80）
(1) 工法の組合せ
複数の環境配慮工法の組合せにより、環境配慮施設の効果が高まることや維持管理の軽減が図られる
場合がある。
例えば、水路の横断面では右岸、左岸と異なった工法を組合せ、水路にワンドを部分的に設置するこ
と等により、流れの変化や断面の変化等をつけて多様な環境を創出することが可能となる。
このほか、水路内の淵工内部にＵ字溝を伏せて設置することで流速の変化や隠れ家となる空間が生じ、
多様な生息環境が創造される。
また、水田魚道から水田への接続部に、田面の水位変動に対して柔軟に対応できる勾配修正が可能な
タイプの魚道を組み合わせることで水田魚道の維持管理の軽減が図られる。

(2) 周辺の環境の考慮
工法を検討する施設だけではなく、例えば、水路の水際の植物、農道沿いの樹林帯、ため池周辺の緑
地等が、生物の生息・生育環境や移動経路として利用できるように、施設に附帯する周辺の緑地等も考
慮した工法を決定する。
なお、水路等への環境配慮工法の採用については、周辺の状況等によっては外来種の侵入を招く可能
性があることも考慮して、工法を選定する必要がある（例：河川と排水路の連続性を確保した場合の河
川からの外来種侵入の可能性、新たに造成したワンド部で外来種が繁茂する可能性等）。

14



改定内容

○水草が水路の流速に与
える影響に関する知見に
ついて事例を掲載。

○維持管理作業の軽減を
考慮した設計の必要性に
ついて記載。

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）
1. 水路における生物のネットワーク（主に魚類）
(1) 移動経路の確保

【参考資料】
[水路内の水草による流速の低減～水路内の水草が魚類の生息環境に果たす役割～] （資料５－２のP84）

(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５－２のP87）
順応的管理の考え方をあらかじめ設計に取り入れ、環境配慮工法による流水の変化や植生の自然の
回復等を確認しながら、段階的に生息・生育環境を確保することが経済性や維持管理面からも有効で
ある場合が多い。
例えば、石や杭により流速の遅い箇所や魚類の隠れ場等を確保する場合、始めから一度に施工せず、
生息環境の形成状況、維持管理面での課題の有無等を確認しながら、必要に応じ石や杭を追加するこ
とが考えられる。この場合、設計では石や杭を追加・撤去することをあらかじめ想定し、修正の自由
度を確保していくことが重要である。
また、施設の泥上げや法面の草刈り等の管理作業を想定し、水路内に作業用の階段や法面に草刈り
作業用のステップを採用するなど、維持管理作業の軽減を考慮した設計も必要である。

15



【参考事例】
[淵工とＵ字溝の組合せの例] （資料５－２のP91）

改定内容

1. 工法の概要
鉄筋コンクリート柵渠の排水路内に一部、底高を下げた区間（淵工）を設置し、その区間
には魚類の隠れ家となるＵ字溝が伏せて置かれているほか、魚巣ブロックも設置されている。

2. 特徴と工夫点・留意点
（淵工）
・ 排水路内に深みを作り、流速を緩和させる区間を設けて、魚類の生息・生育環境に適
した環境を創出

（Ｕ字溝・魚巣ブロック）
・ 魚類等の避難場所・休憩場所となる魚巣ブロックやＵ字溝を配置
・ Ｕ字溝をランダムに水路底へ配置することにより、流速に変化を付け、多様な魚類の
生息環境を形成
・ 流速緩和区間の環境を維持するために定期的に土砂、水草、ゴミ等の除去が必要
・ 環境配慮施設の維持管理を考慮し、ステップを設置

3. 工法を組み合わせることによる効果
・ 複数の工法を組み合わせることで、魚類の休憩場所や越冬場所など多様な環境を創出
している。
・ Ｕ字溝をランダムに配置することで、流速に変化が生じることから、多様な生物の生
息・生育環境が形成される。
・ 本地区のモニタリング結果では、コイ、ギンブナ、タモロコ等の遊泳魚のほか、ナマ
ズ、ドジョウ等の底生魚など、遊泳力の異なる魚種が確認されていることから、多様な
魚類に対応した環境が形成されていると考えられる。また、整備直後の平成19年と平成
23年度に実施したモニタリング結果を比較すると、確認魚種が12種から20種に増加して
いることから、配慮施設の設置により魚類の生息環境が復元されていることがうかがえ
る。
なお、ステップの設置により、施設に安全にアクセスでき、維持管理を含め利用しや
すい構造となっている。

ランダムに配置したＵ字溝

魚巣ブロック

淵工

（糸貫地区（岐阜県本巣市））

16

出典：「環境配慮施設分析評価調査（H23）」、農林水産省農村振興局整備部設計課計画調整室



改定内容

【参考事例】
[水生植物の生育に配慮した水路整備の例] （資料５－２のP92）

（大和紀伊平野地区（和歌山県紀の川市））

1. 工法の概要
希少な水生植物であるリュウノヒゲモ注1）の生育環境を保全するために、水路底版に

根を張るための土砂・砕石等からなる土砂層を設けるとともに土砂層の流亡を抑えるた
めの土砂止工を施した事例。
環境配慮工法の施工に当たっては、実証調査を踏まえた効果的な施工技術を確立して

いる。

注1) リュウノヒゲモ：環境省レッドリスト「準絶滅危惧」、和歌山県レッドデー
タブック「絶滅危惧ⅠＢ類」に指定

2．特徴と工夫点・留意点
・ 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、塊茎を形成する初夏よ
り秋にかけて、塊茎を含む土砂を採取し利用
・ 土砂層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、塊茎の固着力を高める工夫を実施
・ 5種類の工法を実証調査し、流出防止対策の技術を確立

実証区の設置による工法の検討

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
※効果の高かった、Dの工法を採用

環境配慮対策施工状況

配慮対策施工後の水路
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改定内容

○段階的な施工について
具体例等を記載。

○生物の移動・移植に関
する留意事項を記載。

5.2.1 施工時における環境配慮 （資料５－２のP105）

1. 施工時期の配慮
施工時期の設定に当たっては、生物の生活史における重要な活動時期を考慮する。例えば、魚類の繁殖
時期においては、河川や水路工事の施工時期を避ける等、生物の重要な繁殖・生育時期と重ならないよう
に配慮する。やむを得ず影響が懸念される時期に工事を行う場合は、生物の移動・移植等、影響軽減対策を
講じるものとする。

2. 段階的な施工による配慮
一度に広範囲において工事を実施すると地域の生態系や周辺環境に与える影響が大きくなるため、生物
のネットワークを考慮し、影響を緩和するための工区割や施工方法の変更について検討する。例えば、水
路において工事を行う際に、工区割や半川締切等の段階的な施工により部分的に工事を行うことで、ネッ
トワークの連続性が保たれ、工事後に接続する水域から種の供給を受けることが可能となり、生態系の早
期回復が期待できる。

3. 生物の移動・移植
工事により一時的に生物の生息地を完全に改変してしまう場合は、あらかじめ専門家の助言を踏まえ、工
事実施前に生物の移動・移植を行うことを検討する。また、地域の希少な動植物については、保全活動を行
う関係団体や地域住民等とも連携することが重要である。
(1)移動・移植の時期の検討
移動・移植には、植物の活着しやすい時期等、生活史の中で生息・生育に影響が少ない時期に行う。
例えば、魚類の繁殖期や植物の開花期など、生活史において重要な時期を避ける対応が必要となる。
また、複数種の生物が相互に関係しながら生息・生育している場合は、関係する種を含めて保全する必
要がある。
(2)移動・移植作業の検討
移動・移植作業を行う場合は、専門家の助言を踏まえ、具体的な移動・移植計画を検討するとともに、
移動・移植先の検討（一時的な移動先、移植先も含む。）に当たっては、捕食種の存在や日照、乾湿条件
など、生物の生息・生育環境に留意する必要がある。

施工時においては、生物への影響が軽減されるよう、環境配慮対策を講じる。なお、設計時に設定した
工法、資材の他、施工場所や時期などの配慮事項について、施工者に理解されるように努める。
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改定内容

○魚類の生活史を踏まえ
た移動適期に関する参考
事例を掲載。

○外来種も含めた施工時
における配慮の留意事項
について記載。

新設したビオトープや保全池などに移動・移植を行う場合は、生物に適した生息・生育環境になるまで
一定期間を要することがある。このため、底土の状態や餌資源の復元状況について調査を行った上で、複
数回に分けて段階的に移動・移植を実施するなど、生息環境の変化による影響を最小限に止める必要があ
る。なお、移動・移植の際に、外来種を移動させてしまうことがないよう十分注意するとともに、移動・
移植に伴い外来種が侵入していないか確認し、発見した場合は速やかに防除する。

【参考事例】
[複数種で見る移動時期の適期の例] （資料５－２のP106）

4. 施工時における配慮
保全対象生物の必要とする生息・生育環境を考慮し、工事期間中における生物への影響を軽減するため、
遮光・遮音対策や沈砂池等の影響軽減対策を講じることを検討する。
また、保全区域等、作業上制限を設ける場合は、立ち入り禁止区域をテープやロープで囲むなど作業上
の境界を実際の施工現場で確認できるようにすることが有効である。
環境配慮施設の施工においては、現場の状況に応じた柔軟な対応が求められる。このため、設計時に選
定した工法、資材、施工場所・時期等の配慮事項について、施工者が理解しておく必要があるとともに、
状況の変化が生じた場合には迅速に関係者と協議し、対策を検討する。
なお、施工時は土砂の移動や一時的な裸地の出現などが、外来種の侵入や定着の機会となりやすいため、
仮置土にはブルーシートをかけたり、法面等は早期に在来種を用いた緑化を行うなど、外来種の生息・生
育域が拡大しないよう留意する。
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改定内容

○住民参加型直営施工に
関する目的や効果等につ
いて記載。

5.2.3 住民参加型直営施工 （資料５－２のP113）

1. 住民参加型直営施工の目的
農業農村整備事業などの住民参加の機会を計画作りのみならず施設の設計、施工まで広げ、「ものづく
り」を通じた地域住民の環境配慮や環境保全への取組の理解と意識の醸成を図る。

2. 住民参加型直営施工の効果・効用
(1) 施設の補修、修繕が容易
住民自らが施設設計に携わっているため、施設の構造や整備方法などが住民に伝達しやすく、補修や
修繕が必要となった際に住民による対応が容易となるメリットがある。
(2) 地域住民の意識醸成
環境配慮施設の整備を住民参加型直営施工により行うことにより、地域住民の施設に対する愛着が育
まれ、住民参加による施設の維持管理の取組意識が高まることにより、将来にわたって継続的に行われ
ることが期待される。
また、直営施工は、計画づくりから農家だけでなく地域住民も参加し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につながることも期待される。
(3) 施工工事費の縮減
住民参加型直営施工には「労務費支払い方式」と「労務提供方式」の実施方法があり、請負方式によ
る工事費と比較すると工事費用の縮減を見込むことができる。

住民参加型直営施工は、地域住民の意識醸成や施設整備への住民の参加を促すことで、住民によ
る補修・修繕を含む維持管理、地域づくりに向けた取組のきっかけ、工事費縮減等の効果が期待で
きる。
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改定内容

○生物に着目した維持
管理体系に加え、工法
別の環境配慮施設に係
る維持管理作業体系表
を掲載。

第６章 維持管理、モニタリング
6.1 維持管理
6.1.1 維持管理の留意点
【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］ （資料５－２のP117）
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維持管理作業体系

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

瀬・淵（水制工）

ワンド

乱杭工、置石工等

敷土、砂、砂利、玉石、植生

床止め工

底版

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）

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（水制工）

自然石系（自然石固着金網工）

複合系（捨石等による緩傾斜護岸工）

かご系（蛇かご工、フトンかご工）

木系（木柵護岸工）

二次製品系（多自然型ブロック等）

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（ｺﾙｹﾞｰﾄ管、電線管等）

波付管（半円形ｺﾙｹﾞｰﾄ管）

半円形

水田魚道

・田面の水位変動に合わせた堰板の調整

・魚道内部の浮遊ゴミ等の除去

・魚道入口、魚道内部の堆積土砂の除去

護岸

・通水断面を阻害している植生の除去

・護岸部に付着した漂流物等の除去

・劣化した木系や針金等の定期的な更新

・崩壊している土水路や自然石系護岸の補修

・護岸部の除草

・魚巣ブロック開口部の土砂の除去

環境配慮工法の種類

魚道

・魚道入口、魚道内部の堆積土砂、流木等の除去

・粗石付魚道に付着した漂流物等の除去

水路断面

・通水断面を阻害している植生の除去

・水制工、ワンド、乱杭工等へ付着した漂流物の除去

・床止め工上流部の堆積土砂の除去

維持管理作業体系

池、水路等 保全池・承水路

・堆積土砂の除去

・保全池内、護岸部の除草

湿地・農地 耕作放棄地、遊休農地等のビオトープ化
・植生の管理（外来種等）

表土 畦畔、法面における表土の利用
・植生の管理（外来種等）

蓋掛け コンクリート、木材等
・劣化した木材の定期的な更新

迂回路 トンネル、橋梁
・移動経路の除草

防護柵 ネット等 ・ネット上に堆積するゴミの除去

 自然石系（石積等）

 かご系（蛇かご工、フトンかご工等）

 木系（粗朶柵等）

 二次製品系（ポーラス等）

壁面 スロープ、ワンド ・移動経路の除草

植生工 植栽
・植生の管理（外来種等）

・護岸部の除草

・護岸部に付着した漂流物等の除去

・劣化した木系や針金等の定期的な更新緩傾斜護岸

環境配慮工法の種類



改定内容

○地域が一体となったモ
ニタリングの必要性、効
果、その際の留意事項に
ついて記載。

6.2 モニタリング、順応的管理
6.2.1 モニタリング
1. モニタリングの進め方 （資料５－２のP121）

（略）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の向上にもつながる。
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。

【参考事例】

［簡易モニタリングマニュアルの例］ （資料５－２のP122）

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（抜粋））
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【参考資料】

［メダカの生活史を考慮したモニタリング時期］ （資料５－２のP123）

［モニタリングの例］

改定内容

○メダカの生活史を考慮
したモニタリングの時期
及び動植物を対象とした
モニタリングの例を掲載

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）

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 移植後の定着
状況の把握

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 産卵状況の把

握
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 魚類の遡上状
況の把握

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 生息個体数の
把握

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、幼虫や
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。
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6.2.2 順応的管理（資料５－２のP126）

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、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改善や維持管理方法等の柔軟な見直しが必要と
なる。

2. 留意事項（資料５－２のP127）
順応的管理は、農業農村工学と生態系に関する専門的な知識が必要であり、維持管理組織だけで実施する
ことが困難であるため、専門的知見を有する者の知見を活用して実施することが重要である。
ハード整備の部分については、事業完了後の対応が困難な場合があるため、順応的管理を念頭においた施
設の整備を検討する必要がある。また、資材に木材、石材などの自然素材を用いることは、施設整備後の環
境配慮対策の改善等の順応的管理を行いやすい整備方法である。
冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）や水路魚道は、水域ネットワークを結ぶ修復技術であるが、外来種の侵
入・定着や越冬場として利用している鳥類の糞による水質悪化に留意する必要がある。

改定内容

○順応的管理に関する
考え方を記載。

○順応的管理に関する
留意事項を記載。

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改善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改善
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。
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【参考事例】
［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］ （資料５－２のP128）

改定内容

1.概要
大和紀伊平野地区において、希少な水生植物（環境省のレッドリスト「準絶滅危惧」、和歌山県レッドデータブック「絶滅危惧ⅠB類」に指定）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、環境配慮施設を改善し、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。

2.順応的管理の内容

・整備予定の水路に希少な水生植物である
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

・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

【環境配慮対策実施（整備）前】 【環境配慮対策実施（整備）後】

・水路の一部に保全層を施工しない区域を設けるこ
とで、通水能力を確保しつつ、リュウノヒゲモの生育
環境の保全に配慮

【順応的管理の実施（環境配慮対策の改善）】

環境配慮対策改善後の水路

事業実施前の水路 環境配慮対策実施後の水路

水路断面

（環境配慮対策の改善による順応的管理）

（大和紀伊平野地区（和歌山県紀の川市））
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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５－２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。」と回答した割
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５－２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、農村環境の保全とそれを活かした地域づくりの取組に
活用される事例が増加していることから、地域づくりの進め方や合意形成手法について参考となる基本的な考え方、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。
なお、「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成22年法律第

72号）」第３条第１項に基づく「地域連携保全活動の促進に関する基本方針（農林水産省・国土交通省・環境省告示第2
号）」（平成23年９月30日公表）においては、地域の自然や文化等の自然的・社会的条件を活かして、地域における多様な
主体が有機的に連携して行う生きもの調査や環境学習等の地域連携保全活動を個性的で魅力ある地域づくりを進める上で有
効な取組であるとしている。
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）」においても、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５－２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魅力的で活力ある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５－２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５－２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
組み合わ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、地域の環境の保全・形成について検討を行う環境に関する協議会等を活用して、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へのアンケートやヒ
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
アンケートでは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

先進地区の取組を視察、勉強会
取組の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５－２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）

・「第１章 技術指針の活用と目的」「１．背
景」において述べられている「環境保全を
契機とした地域づくり」については、進め方
や合意形成手法について参考となる基本
的な考え方を載せるといった主旨で記載し
た方が良いのではないか。

・「第１章 技術指針の活用と目的」、「２ 技術指針の目的と内容」「(2) 内容」（資料５－２のＰ２）において、
地域づくりの取組は、地域の活性化や環境配慮施設の維持管理の面からも有効であることから、調査・
計画（第４章）、設計・施工（第５章）、維持管理・モニタリング（第６章）において、地域づくりに関する内容
の充実を図るとともに、地域づくりの進め方や合意形成手法に関する基本的な考え方、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。

・工法を採用するに当たって、汎用性があ
る事例かどうか確認した上で留意事項を記
載した方がよいのではないか。

・「第１章 技術指針の活用と目的」「3 技術指針の活用方法」（資料５－２のP２）において、
技術指針に掲載されている「参考資料」、「参考事例」の適用に関する留意事項を記載。

・「ふゆみずたんぼ」については、特定の事
例について述べているのでなければ、一般
的な冬期湛水という表現で良いのではない
か。

・「第６章 維持管理、モニタリング」「6.2.2 順応的管理」「2 留意事項」（資料５－２のP127）において、
「ふゆみずたんぼ」を「冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）」に修正。

・課題のある事例についても、技術者の参
考となるので掲載してはどうか。

・「第６章 維持管理、モニタリング」「6.2.2 順応的管理」（資料５－２のP130、131）において、
課題のある事例（水路魚道、ビオトープ）について、順応的な管理で改善した事例を追加掲載。

・「環境保全を契機とした地域づくりに関す
る参考資料」「１．環境保全を契機とした地
域づくり」のフローに合意形成手法をいれる
べきではないか。

・ 「環境保全を契機とした地域づくりに関する参考資料」「1 環境保全を契機とした地域づくり」（資料５－
２のP136）において、
フローの農業農村整備事業の調査計画段階における地域づくり構想の作成、地域全体の意識の共有
の内容に合意形成手法に関する記述を追加。
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６ パブリックコメントの結果と対応方針（案）

箇所 意見の概要 対応方針（案）

（資料５－２のP13）
3.3 環境配慮対策の進め方
2 地域住民等の参画による環
境保全活動の取組

（意見概要）
農業農村整備事業の事業地区内だけでなく、事業地
区外の自然環境とのネットワークの保全・形成を進めて
いく必要がある。

（意見提出者の修正案）
以下の文言（赤字部）を追記
2. 地域住民等の参画による環境保全活動の取組
環境保全の取組が将来にわたり持続的に確保される
ためには、住民が地域の環境を自らのものとして、認識
し行動することが重要である。また、農村地域に生息す
る多様な野生生物の安定した存続を図るためには、事
業地区内だけでなく、事業地区外の自然環境（例えば、
河川や湖沼等）とのネットワークの保全・形成も進めて
いくことが求められる。
（以下略）。

ご意見をいただいた内容については、「第3章 ネットワークの保全・
形成の基本的な考え方」の「解説」に記載の事項（生息・生育環境と移
動経路から構成される生物のネットワークが確保されていることが重
要）及び「3.1 農村地域の生物におけるネットワーク」【参考資料】[生物
が利用する生息環境（例）]（資料５－２のP8）に関係することから、同
【参考資料】の本文に以下の文言（赤字部）を追記することとしました。

「農村地域に生息している生物は、単一の生息環境に定住するものか
ら、複数の生息環境を移住するものまで様々である。
このため、農村地域に生息する多様な生物の生息・生育環境の保全
を図るためには、事業実施地区内だけでなく、地域全体の自然環境
（例えば、樹林地や河川等）とのネットワークの保全・形成にも留意する
ことが必要である。」

（資料５－２のP13）
3.3 環境配慮対策の進め方
2．地域住民等の参画による環
境保全活動の取組

（意見概要）
「有識者」について、単なるコンサルタントではなく、ビ
オトープ管理士等の、生物多様性の保全について専門
的知識を有する者を事例の一つとして紹介するのが適
切。

（意見提出者の修正案）
以下のとおり修文（赤字部）
2. 地域住民等の参画による環境保全活動の取組
「（略）有識者（学識経験者、研究機関の職員、ビオ
トープ管理士コンサルタント等）」

生物多様性に関する有識者としては、ビオトープ管理士のほか、技術
士、環境カウンセラー、生物分類技能検定等、様々なものがあるため、
以下のとおりを追記（赤字部）し、欄外にこれらの資格の名称を記載す
ることとしました。

「（略）有識者（学識経験者、研究機関の職員、環境に関する資格を
有する者(注1、コンサルタント等）」

（欄外）
注1）環境に関する資格としては、技術士（公益社団法人日本技術士
会）、環境カウンセラー（環境省）、ビオトープ管理士（公益財団法人
日本生態系協会）、生物分類技能検定（一般財団法人 自然環境研究
センター）等がある。
（）内は、登録事務局。
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箇所 意見の概要 対応方針（案）

（資料５－２のP14）
3.3 環境配慮対策の進め方
【参考資料】[地域住民等の参画
による環境保全の取組の流れ]

（意見概要）
事業地周辺の河川や湖沼等とのネットワークを想定
した場合、「3.3 環境配慮対策の進め方」で記載され
ている「協議会」に、河川管理者の参加を促すなどして、
初期の段階からこれらの自然環境と一体となった農村
のネットワークの保全・形成について検討を進めること
が重要である。

（意見提出者の修正案）
3.3 環境配慮対策の進め方【参考資料】[地域住民
等の参画による環境保全の取組の流れ]の図に、
「河川管理者等」を記載。

ご意見いただいた内容については、「3.3 環境配慮対策の進め方」「2
地域住民等の参画による環境保全活動の取組」に「事業主体は協議会等
の場を通じ、環境配慮対策について有識者等の助言を得て、様々な意見
の調整を担うことが重要である。」と記載されているとおり、重要であること
から、【参考資料】の図に、主旨を踏まえた文言（赤字部）を記載した枠を
追加することとしました。
なお、関係する者は、河川管理者のみではないため、追加する文言は、
「樹林地・河川等の管理者」とします。

（資料５－２のP46）
4.2.3 保全対象生物の設定
【参考資料】[保全対象生物の設
定例（その2）]

（意見概要）
河川管理者との連携を図る等して河川区域内のヤナ
ギ林を保全することについて検討を行った形跡が確認
できないことと、フナ類を食物資源とするチュウサギの
保全が図られるようフナ類の生息空間を確保する等の
文言がないため、適切に地域の生態系の代表となる
生物を設定した例と言えないため、削除が求められる。

（意見提出者の修正案）
削除

4.2.3 保全対象生物の設定【参考資料】[保全対象生物の設定例（その
2）]については、水田や水路の整備による影響、種間関係等を踏まえ、注
目すべき生物からフナ類を保全対象生物に設定する例を示したものであ
るため、保全対象生物の設定例として引き続き掲載することとします。
なお、注目すべき生物から保全対象生物を選定する流れがより明確に
分かるよう、図に注目すべき生物から保全対象生物の検討につながる矢
印を追加するとともに、参考資料のタイトルを①のとおり、保全対象生物
の検討の図のタイトルを②のとおり、保全対象生物（フナ類）の検討の図
内の「②事業との関係」のテキストを③のとおり、設定した保全対象生物
の図のテキストを④のとおり、修正することとしました。

①「～チュウサギ（鳥類）とフナ類（魚類）の関係を考慮した検討～」
⇒「～事業による影響や種間関係等を考慮し、フナ類（魚類）を保全対
象生物に設定～」
②「これらの生物から保全対象生物の検討」
⇒「保全対象生物（フナ類）の検討」
③「チュウサギの生息数は、事業地区外の繁殖場の縮小・消失等にも影
響され、事業との関係が不明確。」
⇒「農地や水路の整備による影響により、フナ類のネットワークが縮小・
消失するおそれ。」
④「チュウサギは、保全対象生物とはしないが、地域での環境教育や環
境保全型農業など、新たな取組を促進するための地域の象徴として、ＰＲ
等に活用。」
⇒「チュウサギは、保全対象生物とはしないが、フナ類を保全することで
チュウサギの餌資源が保全される。また、地域での環境教育や環境保全
型農業など、新たな取組を促進するための地域の象徴として、ＰＲ等に活
用。」
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７ 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２６日 技術小委員会（第３回目審議）

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

※平成27年1月から2月に、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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