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はじめに 

「いのちは創れない」このフレーズは、新・生物多様性国家戦略のパンフレ

ットの表紙に載っているものです。この言葉どおり、私たち人間は、カエルで

もバッタでもトンボでも、また単細胞のプランクトンすら創ることはできない

のです。一度絶滅してしまうと、永久にその種の持つ固有の価値を失ってしま

います。ですから、生きものを育むためには、生きものがすみやすい環境を整

えてあげるしかないのです。 

私たちは自然からさまざまな恩恵を受けています。生きるために必要な衣・

食・住のことを考えればこのことは明らかで、私たちの生活基盤そのものです。

しかし、人間に有用な動植物のみ保全すれば足りるわけではありません。個々

の動植物は、その生息・生育空間において、周りの環境要素に左右されながら、

それぞれ相互に依存（影響）し合い、複雑な関係性のなかで自身の生息域のな

かで生きています。食物連鎖の関係でも明らかなように、一部が欠損すると、

その生息系に大小の影響が生じることはもちろんのこと、多様性が失われ、代

替性もなく貧弱な生態系となり、私たちの生息基盤が脅かされることになりま

す。 

本書で対象としている水田は、生産の場であるだけでなく、人の関わり（攪

乱）のある二次的自然を形成しています。農業のサイクルに併せて、ドジョウ、

ナマズ、カエルなどが産卵・生育の場として利用し、それらを餌とする水生昆

虫、爬虫類や鳥類が集い、豊かな生態系を形成しています。 

水田には、その他にもさまざまな機能（国土保全、水源涵養、景観形成、文

化の伝承など）を有しています。 

「満々と水を張った水田」、「金色に輝く稲穂」、「時にはやかましいほどのカ

エルの鳴き声」、「秋に飛び交う赤トンボ」、「豊年祭」は、日本人のこころのふ

るさとではないでしょうか。これらの地域資源は何ものにも代え難い財産であ

り、水田生態系を保全することは、地域づくりそのものなのです。 

このような重要な農村地域において、私たちは、生産・経済活動を今までも

やってきましたし、これからも続けていかなければなりません。だからこそ、

そのなかにあっても、自然の豊かさを示す生態系を保全する必要があるのです。

保全するということは、安全を確保し、持続可能な社会を維持していくことな

のです。 

生態系を保全することが重要であるとの認識のもと、本書を参考に環境との

調和に配慮した農業農村整備事業が推進されることを願います。 
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序章 ガイドブック・生態系保全技術検討調査の概要 

 

序―１ ガイドブックの概要 

 

 序－１－１.目的と位置づけ 

平成13年に土地改良法が改正され、環境との調和に配慮することが事業実

施の原則として位置づけられています。実施にあたっては、地域の特性に応

じて、調査計画の早い段階から環境へ配慮することが重要となります。 

また、地域の生物多様性、生態系を保全していくためには、農家、土地改

良区、住民、市町村、ＮＰＯ、学識経験者等の多様な参画を得つつ、地域の

生態系の特徴に適した対策を実施していくことが必要です。 

このため、平成13年度以降、国や地方公共団体等で実際に農業農村整備事

業に携わる者を対象に、環境に係る調査、計画策定と設計に当たり、その

内容が環境との調和に適切に配慮されたものとなるよう、基本的な考え方

や留意事項等を示した「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計

画・設計の手引き」が発刊されてきました。 

また、並行して、平成13年度から５ヶ年をかけて、生態系の保全に配慮し

た整備を進める観点から、農業水利施設等を移動経路、生育・生息環境とし

て生物が利用できるよう、生息域のネットワーク化（移動障害の解消、生息

環境の保全）を図る技術について、現地に実証施設を整備するとともに生物

の移動状況等のモニタリングを行う「生態系保全技術検討調査」を実施して

きました。ガイドブックでは、本調査で得られた実証施設で得られた結果も

踏まえながら、より実践的な生態系を保全するための技術を解説することを

ねらいとしています。 

 

ただし、本書で扱っている内容は、 

①農村地域における水田域を中心としたもの。 

②生物のうち魚類を中心としたもの。 

③生態系配慮のうち、移動障害の解消を中心としたもの。 

となっています。 

従って、農村地域における生態系保全を考えるにあたっては、まだまだ情

報が不足しており、今後も知見や事例の蓄積が望まれます。 



環境との調和に配慮した事業を実施するための手引き等 

 

        第１編 「基本的な考え方・水路整備」 
 

第１章 総 論 
第２章 環境配慮のための調査計画の仕組み 
第３章 調 査 
第４章 計 画 
第５章 設 計 
 

 
第２編 「ため池整備 農道整備 移入種」 

 
    ため池整備     農道整備    移入種 
   第１章 一般的事項  第１章 一般的事項  移入種の侵入が 
   第２章 調 査    第２章 調 査    農村に与える影 
   第３章 計 画    第３章 計 画    響、事業におけ 
   第４章 設 計    第４章 設 計    る移入種の留意 
   第５章 維持管理   第５章 維持管理 
 
 
   第３編 「ほ場整備（水田・畑）」 
 

第１章 目的と取り扱う範囲 
    第２章 一般的事項 
    第３章 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 畑における環境配慮の考え方 
 
 
   技術指針 
 
    第１章 技術指針の目的と活用 
    第２章 農村地域の特徴と生物多様性 
    第３章 ネットワークの保全・形成の基本的な考え方 
    第４章 調査、計画 
    第５章 設計、施工 
    第６章 維持管理、モニタリング 
 
 
   水田域生態系の保全技術 ガイドブック 
 
    第１章 農村の生態系とその特色 
    第２章 調 査 
    第３章 生態系な観点からの解析 
    第４章 保全・復元目標の設定 
    第５章 生物群の特徴と保全 

第６章 保全対策と事例 

H18.4 

刊行予定 

本 書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記手引きは、下記のＵＲＬよりダウンロードできます。 

http://www.maff.go.jp/nouson/keikaku/tebiki.htm 

 

 

 

 

実証施設を設置・修正し、モニタリングを実施。 
現場で配慮施設を検討するうえでのより具体的、実践的、技術的なガイドとしてとりまとめ 

 

 

 

 

           ※下記のＵＲＬよりダウンロードできます。 
       http://www.maff.go.jp/nouson/sigen/home/index.htm 

環境との調和の基本的考え方[H13] 

水路整備[H13] ため池整備[H14] 農道整備[H14] 

ほ場整備（水田・畑）[H15] 

 

技術指針[H17] 

調査から維持管理にいたる各段

階の環境配慮手法を具体化し、現

場適用性を向上 

「環境計画」や「田園環境整備マ

スタープラン」の策定や見直し等

に活用 

水田域生態系の保全技術［H17］ 

ガイドブック 

移入種（外来種）に対する考え方

基本的考え方や留意事項を記載 

実証施設の事例を用いた実践的な技術書 



序－１－２.対象とする生物 

農村に生息する生物は多種にわたり、種によって移動能力が異なります。例

えば、鳥類は広域的な生息空間を必要とする種であり、渡り鳥の移動範囲は国

外にまで及びます。一方、大型のクモ類の一部は、畦や水田のごく近距離な範

囲に生息圏を持ち、移住能力が鳥類に比べて高くありません。 

このガイドブックでは、それぞれの種が持つ移住能力に応じた生活圏を保全

するための技術を中心に解説を行っています。対象とする生物は、農村に生息

する生物の中で「水田とそれに附属する用排水路を対象とする『水田域』にお

いて重要な位置づけにある生きもの」を主な対象とします。 

 

序－１－３.ユーザー 

水田周辺が生活史において重要な位置づけにある生きものを対象としていま

す。このため、ほ場や用排水路・ため池等を整備・利用・維持管理する立場の

人たちを対象としております。 

具体的には、以下の人たちです。 

・農業農村整備事業に携わる担当者（行政担当者等） 

・土地改良区、農業者 

・地域の環境保全に関わる住民、NPO 

 

序－１－４.利用場面 

農業農村整備事業において生態系への配慮を実施しようとする時を主な利用

場面として想定しています。しかし、事業の有無を問わず、用排水路などの改

修や補修、営農活動の中で生態系に配慮しようとする場合でも利用が考えられ

ます。 

 

序－１－５.利用にあたっての留意事項 

 本書は、あくまでも環境配慮対策を検討するときの参考資料となるものです。 
従って、事例を真似ても絶対的な確証が得られるものでもありません。 
また、対策を検討するためには、対象となる種の一部分だけにとらわられず、

共生関係にある種やそれらを取り巻く環境、餌となる生物、地元の意向、事業

費、施設が周辺景観へ与える影響、維持管理に要する手間や経費なども含め、

総合的に検討する必要があります。 
絶対的ではないからこそ、モニタリングにより施設の効果を確認し、効果が

不十分な場合は必要に応じて施設の補修や修正を行う順応的管理が重要となり

ます。 



 
環境に配慮した施設をつくるということは、一見、事業費（負担金）が増え

たり、維持管理が大変になるというネガティブなイメージにとらわれがちです。

生産性を向上させようと努力されている農業関係者の方々にとっては、生活に

絡む重要な問題です。しかし、豊かな生態系や良好な景観が残っている農村地

域は、安らぎの場や文化の継承といった地域おこしの場でもあります。さらに

は、都市住民との往来による地域活性化や経済効果も期待できます。このため、

ポジティブなイメージに移行するよう、日頃から地域の総意を向上させるため

の人的ネットワークも重要となります。 



序－１－６.構 成 

ガイドブックは、生態系への配慮対策を行う手順に基づいて構成しています。

生物の生息環境に配慮した整備は、『地域のことを知る（調査）』⇒『生態的な

観点からの解析』⇒『どのような環境を作り出したいのか考える（目標の設定）』

⇒『具体的な工法を決定する』という手順で進められます。 
本ガイドブックもこの手順にのっとって、 

『調査』⇒『解析』⇒『目標設定』⇒『工法決定』 

という構成になっています。 

生態系配慮の手順とガイドブックの構成を下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概査】 
地域の環境と生物
生息状況の概略を
把握 

○文献調査 
 既存資料の収集整理 
○現地踏査 
 文献調査の補足、現地概要の
 把握 
○聞き取り・アンケート調査 
 生物生息状況（過去）、環境
 に対する意識等の把握 

【精査】 
生物確認位置図、移
動経路図を作成し
生活史における地
区の利用状況を把
握 

第２章 調査 
2-1調査の目的と種類 
2-2概査 
 2-2-1文献調査 
 2-2-2現地踏査 
 2-2-3聞き取り・アン 
    ケート調査 

○精査計画の策定 
 概査結果から精査の区域・時
 期・方法を決定 
○生息場所調査 
 対象生物の生活史を考慮し 
 て生息状況を確認し、生物確
 認位置図を作成 
○ネットワーク調査 
 生息場所間の移動可能性・移
 動阻害要因を把握 

2-3精査 

 2-3-1精査の目的 

 2-3-2精査計画の策定 

 2-3-3生息場所調査 

 2-3-4ネットワーク調査 

第1章 
農村の生態系とその特質 

農村の生態系とその特質 

地域のことを知る〔調査〕 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保全目標の設定】 
 

○目標とする生態系像の設定 
 目標とする地域の生態系像 
○保全対象種の設定 
 地域の生態系を代表する生 
 物種 
○保全方針と対策箇所の設定 
 「生息域の創出」「移動障害
 の解消」 

第4章 保全目標の設定 

4-1目標とする地域の生 

  態系像 

4-2保全対象種 

4-3保全方針と対策箇所 

【生態系保全】 
 

○生物群ごとの特徴と保全の
考え方 

第 5章  生物群の特徴と

保全 

5-1 魚類 

5-2 両生類 

5-3 爬虫類 

5-4 鳥類 

5-5 哺乳類 

5-6 淡水貝類 

5-7 淡水甲殻類 

5-8 昆虫類 

5-9 植物類 

工法選定と実施 

○事例 
○生態系保全技術検討調査の
実証事例 

 
第６章 保全対策と事例 

生態的な観点からの解析 

第3章 生態的な観点から 

    の解析 

3-1生物生態の把握 

3-2環境要素・環境条件の 

  把握 

3-3生息域の推定 

3-4移動経路と障害箇所 

  の推定 

○生物生態の把握 
 通年の生活史、必要な環境、
 餌生物、共生関係の相手など
 について総合的に理解 
○環境要素・環境条件の把握 
 生物の生活史において必要 
 な環境の分布を把握 
○生息域の推定 
 地域における生物の生息域 
 を種別に推定 
○移動経路と障害箇所の推定 
 生物の実際の移動経路と移 
 動障害になっている箇所を 
 し推定 

【解析】 
生態的な観点から
ネットワーク構造
を把握し、問題点・
課題を検討 

目 標 の 設 定 



 

序－２ 生態系保全技術検討調査の概要 

 

１．調査位置 

東北（鴫谷地地区）、東海（輪之内地区）、中国四国（山口東部地区）及び

九州農政局（巨瀬川地区）にて実証施設を設け、生態系の保全技術などを調

査・開発しました。 

調査を行った地区の位置については、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図「調査地区位地図」 

 

２．調査４地区の概要 

調査地区の概要を表-1～4のとおり示しました。地区を大きな視点から把

握し、整備事業を行う地区の水系における役割などを把握し事業に反映さ

せることも必要だと考えています。このため、調査地区が属する地域の水

系図も添付しました。 

 

②輪之内地区 

①鴫谷地地区 

④巨瀬川地区 

③山口東部地区 



【東北農政局 鴫谷地地区】                表-1 

①所在地 山形県上山市 

②地域区分：整備状況 中間農業地域（田畑）：ほ場整備など未整備地区 

③生物多様性保全のための地域区分 第４区域：本州中北部日本海側 

④水系などからみた地区の概要  

 
酢川と蔵王川は合流して須川と

なり最上川をへて日本海へ流入す
る。最上側の最上流部ともいえる
地域で、河川は酸性が強く、魚類
の生息には適していない。本来こ
の水系で生息可能な魚類やその魚
類を餌とするほ乳類の生息環境を
農業用水路が代替している地区で
ある。 

⑤地区の背景と現状  

 山形県南東部の蔵王山系西部を流れる蔵王川と酢川に挟まれた標高約330m～500mの地域であ
る。農業用水は蔵王山系の渓流水を鴨谷池に貯水し馬の背状の地形部を用水路により導水しかん
がいしている。 
 須川については、蔵王川と酢川の合流点から立谷川合流点までが強酸性河川（pH3～5程度）と
して知られ、魚類が生息しにくい環境となっている。酢川の酸性は蔵王温泉に、蔵王川の酸性は
主に蔵王火山に起因している他、旧蔵王鉱山からの強酸性水の流入も一因となっている。 
(http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/kihonhousin/no09/siryo_10detail/1-2-3.html)
 このように酢川というのは、蔵王からの流入以前は、本来はイワナがいたはずだが、蔵王から強酸
性の水が入り、イワナが生息できない環境になっている。本来ならば河川を中心とした生態系は壊滅
したはずであるが、それを鴫谷地地区では農業用水の水源として、蔵王の渓流水を利用し、最終的に
は鴫谷地ため池をつくり、それを尾根沿いに延ばして、尾根から斜面に水を引いている。このこと
によって本来沢から直下して酢川へ落ちてしまう、本当に短い距離に細々と暮らしていたイワナ
とかサンショウウオがかなり広い範囲に生息できるようになっている。また、イワナを餌とする
カワネズミなどのほ乳類の生息も確認されている。このように、本来河川がもっていた生態系を
かんがい施設が代替して、豊かな生態系を保全している地区で２次的、人間が農業を行う中で、
共存している生物を保全していくという目標が立案出来ないかという地区である。 

⑥生物環境の概要  

 地区内農地は棚田状態の小区画で、自然状態が残った随一の団地であり、農地や農業用用排水
路及びため池等を生息場所とする水生生物や昆虫類が数多く存在している。 

⑦生態系ネットワークの考え方  

 ほ場整備事業実施により、現況で保たれていたネットワークが途絶える可能性がある。イワナ
、ホトケドジョウの分布図から生息環境の阻害要因を把握。イワナはコンクリート３面張区間で
は生息が認められない。その上下流ではイワナが生息しており阻害要因ではない。イワナは上流
繁殖地より下流に流下しているものと考えられ、生息適地でとどまりながら流下していると考え
られる。イワナについては、水路の生息環境が問題であり遡上障害による生息域の拡大障害とは
なっていない。 

⑧保全対象生物種（注目すべき種）  

イワナ、ホトケドジョウ、トウホクサンショウウオ、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ドジョウ
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【東海農政局 輪之内地区】                                        表-2  
①所在地 岐阜県輪之内町 

②地域区分：整備状況 平地農業地域（水田）：ほ場整備を実施中 

③生物多様性保全のための地域区分  

④地区の水系  

 
伊勢湾へ流れ込む長良川と揖斐

川に挟まれた低湿地帯であり、輪中
地帯として、河川の氾濫などが頻発
した地域であるが、河川改修も行わ
れ、氾濫による被害は減少している
。水田地帯が過去の氾濫原の代替機
能をはたしており、本水系における
モロコ類などの魚類の保全場所、種
の「みなもと」となっている。 
 
 

⑤地区の背景と現状  

 岐阜県の南西部で濃尾平野の西部に位置し、長良川と揖斐川に挟まれた輪中地帯で標高
2.45m前後の低平野である。 
 もともと０ｍ地帯が多い、氾濫源であり、木曽川左岸の尾張藩側に大堤防が造られ、対岸の
岐阜県南部（本地区）は水害が頻発し、洪水の出にくい自然堤防上に聚落を形成し、後背地を
水田として利用するようになった。この後、聚落を堤防で囲い、洪水から守るこの地方独特の
生活空間としての輪中が生まれた。このような囲み堤と水防共同体は、利根川下流の領（用悪
水路管理）にも見られる。第二次世界大戦後の連続堤による治水工法の導入などにより、洪水
が減少し輪中無用論が広がる中、Ｓ５１年の台風１７号被害により国土交通省では輪中堤や宅
地の嵩上げなどによる洪水対策を始めている。（POTAL no.035 を参考とした） 
このように本地区は低湿地帯であり、洪水時の本地区の農地のほとんどは昭和３０年代前期ま
でに耕地整理がほぼ完了した地域で平成年代に入り順次ほ場計画が進められている。現在まで
の採択面積は５４０ｈａ、整備済みは２８０ｈａ程度である。伝統的な堀田による大きな水路
はモロコ類やメダカなどの生息を支えている。 

⑥生物環境の概要  

 ほ場整備実施済地区では用水は地下水と福束用水を使用。いずれもポンプを使用しており小
魚以外に用水経由で水田内への魚類供給は考えにくい。また排水路からの遡上も落差が大きく
前記と同様である。未整備地区では用排兼用水路により比較的自由に水田へ行き来することが
可能である。また用水反復地区も用水路から水田へ供給される可能性がある。県営ほ場整備事
業にて整備予定地区で生態系保全技術を施工し検証。  

⑦生態系ネットワークの考え方  

 未整備地区は用排兼用水路であり、水管理上から水路と田面の水位を同じにしている。この
ため魚の移動障害については問題なし。整備地区については客土を行い田面高をあげており、
水路と田面には落差が生じている。魚類の生息域拡大のための阻害要因としては整備地区での
水路と田面の落差が考えられるが、生息域の比較検討から阻害要因等を把握することより、種
の繁殖地確保、創造を生態系保全技術と考えている。このため冬季の用水確保と水路内の生息
環境に配慮した施設を検討。 
またブルーギル、ブラックバスなどの外来種が確認されており、生態系ネットワーク検討時に
は注意が必要。       

⑧保全対象生物種（注目すべき生物） 

チュウサギ、カワバタモロコ、メダカ、ナマズ、ドジョウ 
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【中国四国農政局 山口東部地区】                                  表-3 
①所在地 山口県周南市（旧熊毛町） 

②地域区分：整備状況 中間農業地域（水田）：ほ場整備済み 

③生物多様性保全のための地域区分 第４区域：本州中北部日本海側 

④地区の水系  

 
中山間地域であり下流河川の

水源にあたる。以前は、ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ
やｳﾅｷﾞが地域でもみられたが、途
中にダムが２箇所建設され海と
のつながりが分断されている。 
 
 
 
 
 

⑤地区の背景と現状  

山口県東部の周囲を山林に囲まれた盆地に位置する。東は標高600mを越える山地で末武川に
流入する谷は狭く急傾斜。西は350mのなだらかな地形で湧水を水源とする谷津田がみられる。
本来の川はアカザもいるような急流だったが、今は３面張コンクリートになっている。このため、
自然再生的な観点から本来の河川に近くするのが１つの目標となっている。 

⑥生物環境の概要  

八代地区内の農地面積は約２００ｈａ弱であり、ほとんど旧来からの稲作が営まれてきた中
山間地域であり、ツル類の越冬地として国の天然記念物の指定を受けている。ただし飛来数は
Ｓ１５年の３５５羽を最高に減少しＨ１２年は２１羽、１３年度は１７羽が越冬し、１４年は
１２羽が、H15は１１羽、16年は１３羽越冬しており、ツルの越冬数の減少は続いている。ほ
場整備実施済のところは３面張りにより水路が整備されており、魚類の生息環境は良くないが
、ナベヅルに配慮した、ほ場整備事業（法面の緩傾斜、多自然型水路の導入）が施工されてい
る。  

⑦生態系ネットワークの考え方  

水路と河川、水路と水田の落差はドジョウ等水田を利用する生物の生活史に関わる移動の阻
害要件となっている。魚類による生息分布より生息域が拡大されない要因を把握している。要
因は全魚種に共通して水路の落差工による遡上障害である。またドジョウのネットワークにつ
いて検討し生活史から排水路から水田への遡上施設の検証を実施中。本地区では堰等により大
ない小なりの生息ブロックが形成されているが、ほ場整備完了地区のブロック分断は未整備地
区に比較して顕著である。種の移動障害（遡上障害）の検討結果に基づき、遡上障害解消工を
実証。河川と排水路の接続部分において遡上施設を設置。河川側ではあるが、水系として考え
た場合河川での落差工の解消工も必要である（河川にて遡上施設を設置） 

⑧保全対象生物種（注目すべき生物） 

ドジョウ、ドンコ、カワヨシノボリ、オヤニラミ、タカハヤ、ムギツグ 
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【九州農政局 巨瀬川地区】                                     表-4 
①所在地 福岡県久留米市（旧田主丸町） 

②地域区分：整備状況 平地農業地域（水田）：ほ場整備未整備、用水路整備済み

③生物多様性保全のための地域区分 第４区域：本州中北部日本海側 

④地区の水系  

 
巨瀬川は浮羽町妹川に源を発し、

浮羽町、吉井町、田主丸町を経て、
久留米市に入って筑後川と合流し、
有明海に注ぐ。大河川の筑後川の水
源の一つと考えられる。河川への魚
類の供給源とも考えられる。 
 
 
 
 

⑤地区の背景と現状  

 福岡県の筑紫川中流。耳納連山から平坦部まで急峻な勾配となっている。斜面は人口造林地
帯で中腹から山麓にかけて果樹園地帯、筑後平野の沖積地帯では水田、菜園芸が行われている
。樹園はパイプラインによるかんがい、水田地帯はほ場整備が行われておらず用排分離が完全
にはなされていない。用水は渓流水と耳納山麓農業水利事業のパイプラインにより供給されて
いる。河川区域も視野に入れたネットワーク化のモデルとして成果をあげることが期待できる
地区である。またほ場整備が対象地区全域重点地域とされ、今後整備が図られることとなって
いるが、整備に関する生態系保全技術を提案することも考慮する必要有。注意点としてはヒナ
モロコの生息地であり、ヒナモロコ対策地（他の魚種が侵入できないハザード工有）がある。

⑥生物環境の概要  

 巨瀬川が北部を流れ、中小河川が合流する。果樹園はパイプラインによるかんがい、水田地
帯はほ場整備が行われておらず用排分離が完全にはなされていない。用水は渓流水と耳納山麓
農業水利事業のパイプラインにより供給されている。非かんがい期には、水路に水涸れが生じ
ることがあり、洪水時は降雨が水路内を短時間で巨瀬川へ流出する。 

⑦生態系ネットワークの考え方  

河川樋問や樋管と河川との落差や水田と水路との落差等を、生態系ネットワークの阻害要因
として取り扱っている。実証施設としては、水路内の魚類生息環境向上工、遡上障害解消工を
予定。水路と水田の施設も今後考慮することも考えている。沢が急峻なため洪水時には下流へ
短時間で流下するため、遡上施設が洪水時の流下時の障害とならないものとする必要があり、
取り外し可能な施設も検討。なお巨瀬川にて生息している魚種はカワムツ（方言：やまそばや
）ドンコ（方言：どんぽ）ハヤ（オイカワ）（方言：あさでばや）ヨシノボリ（方言：すいつ
きどんぽ）、ムギツク、フナ、カマツカ、ナマズ、カワヒガイ、アブラボテ（方言：しびんた
）メダカ、コイなどである、農業用水路の生息種と比較検討し、河川に対する農業用水路の役
割を念頭に保全施設の維持管理、洪水対策など管理者へ配慮した技術を開発。 

⑧保全対象生物種（注目すべき生物） 

オイカワ、カワムツ、ギンブナ、メダカ、タナゴ類 
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