
○ 地域の課題であった農村環境保全の取組を促進することが可能であることから、平成19年度から活動を
開始。

○ 摩周湖、屈斜路湖を形成した火山に由来する火山灰土壌が広がる地帯であり、表土流出防止のため、
有機質資材（家畜排せつ物由来のたい肥）を散布し、土壌の団粒化を促進すると共に湖の水質保全を目
的とした河川の水質モニタリング調査を実施。

○ 畑作農家を中心として、自治会、PTA、鹿防止柵管理組合などの地元の既存組織との連携を図り、地域
で環境保全活動等に取り組む事により、活動への理解と課題解決への意識を共有。

摩周ノースネットワーク（北海道弟子屈町）

地域の現状 取組内容 効果、課題、今後の展開

【地区概要】
・取組面積 9,369ha

（畑 1,353ha、草地 8,016ha）
・資源量 開水路 0.5km、

パイプライン 6.0km、
農道 3.5km

・主な構成員
農業者、畑作振興会、自治会、
ＰＴＡ、鹿防止柵管理組合 等

・交付金 約19百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

○ 畑作と酪農を中心とする農村地帯で
あり、近隣には摩周湖や屈斜路湖と
いった観光地も控えていることから、農
村景観の保全や耕畜連携による環境
保全の取組の促進が求められていた。

○ 農業者をはじめとして、地域住民が
自ら地域の環境保全や施設管理に
取り組んだことにより、地域の環境
保全に対する一層の意識向上や、
地域の課題解決に向けた意識の共
有が進展した。

○ 離農者の農地を地域の農家が引き
受けることにより、農家一戸あたりの
経営規模が拡大しており、農作業に
従事する時間も増加。農繁期におい
ては、環境保全活動を行う時間を確
保することがさらに難しくなってきて
いる状況。

○ 老朽化が見られる施設も多くあるた
め、今後は施設の保全管理等に対し
て今まで以上に力を入れることが必
要。

表土流出防止のために、
地域の酪農に由来する
たい肥を農用地に散布
し、土壌団粒化を促進。

屈斜路湖とその周囲に広がる畑地

○ 近年ではエゾシカによる被害も増大し
ており、鳥獣害防護柵の適正管理など
を通じた対策が必要となっていた。

斜路湖の水質保全の一
環として、河川の水質モ
ニタリング調査を実施。

町の北半分を囲む
形で鳥獣害防護柵を
設置しており、柵の
点検・補修は地域住
民も含め町全体で取
り組んでいる。

畑・草地地帯における農村環境保全活動と鳥獣害防護柵管理の取組４―８



○ 絶滅危惧Ⅱ種で日本固有の魚類であるアカザが生息する自然環境豊かな水路は、本地域の水源として
最も重要な役割を担っている。 

○ 本組織では、農道の草刈り、水路や田んぼの生きもの調査、農道の舗装（自主施工）等の取り組みや、
老朽化した水路の補修等を実施している。 

○ また、高度な農地・水の保全活動として、地域住民の自主施工による石積み護岸水路の整備を行い、ア
カザやその他の生きものが棲みやすい環境保全活動に取り組んでいる。 

尉ヶ畑環境保全組合（京都府京丹後市） 

水辺の生きもの調査 自主施工による高度な 
農地・水の保全活動 課題および今後の展開 

       生き物が棲みやすい石積水路の直営施工 ５－１ 【地区概要】 
・取組面積  １８ha （田１８ha） 
・資源量  
   開水路 １７km、農道 ６km 
・主な構成員 
     農業者、自治会、ふるさと会、 
     若尉会、婦人会、老人会、子供会 
・交付金 約２百万円（H26） 
  

集落の子ども達による生き物調査 

アカザ カワムツ 

○工事着手前の状況 

○自主施工の風景 

○完成した石積護岸水路 

○絶滅危惧Ⅱ種のアカザなどが急流で河川に 
 流れ込まないように、ワンドの設置を計画 

○今後は集落の憩いの場や子ども達の生き物 
 観察の場としての活用を計画中 

近隣国道の拡幅工事で 
発生した石を石積護岸水
路の材料として使用 

５カ年で１０７ｍを施工 
予定 

ドジョウ サワガニ 
たくさんの生きものを発見！ 

ワンド予定地 

じょうがはた 

大雨による増水で、
水路の生き物は河川
に流下する。また、水
路に隣接する農道法
面も雨の度に洗掘さ
れていた 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 



○ 地域の生態系を回復させるため、用途廃止された用水路をビオトープとして活用することとし、専門家の
指導のもと、自主施工により造成した。 

○ 今後、更に２箇所のビオトープを造成することとし、造成したビオトープは多面的機能支払を活用して維持
管理していく。 

チームエコ美な美がた（新潟県上越市） 

取組経緯 高度な農地・水の保全活動によるビオトープの造成 

今後の展開 

      用途廃止された水路を活用したビオトープの造成 【地区概要】 ※面積等はＨ25年度時点のもの 

・取組面積 34.2ha   
  （田 33.8ha、畑 0.32ha） 
・資源量 開水路 9km、農道 2km 
・主な構成員 
   農業者、非農業者、 
   町内会、子ども会、消防部 等 
・交付金 約５百万円（H26） 

・昭和48年のほ場整備以

前、本地域にはホトケド
ジョウ、タナゴ、ホタル
等の多様な生物が生息
していた。 

 

・近年、集落営農により
特別栽培米・有機栽培
米の生産を開始以降、
化学肥料や農薬に頼っ
た農業を、環境に配慮
した農業を実施したいと
いう気運が高まった。 

（財）上越環境科学センターによる現
地調査を実施し、これを踏まえた整
備計画を策定、自主施工によりビオ
トープ（延長：180m、幅：2m、深さ：
0.3m）を造成した。 

保全対象生物 

ホトケドジョウ、メダカ、 
トノサマガエル、イモリ、タニシ 等 

・設置したビオトープに、花ハス、スイレン、アヤメ等を植栽し、保全対象生物の自然定着を図り、定期的にモニタ
リングしていきたい。 

・トビ・モズ・鷹類のホバリングや滞留が促進するよう桜木を植栽し、ヒバリの高鳴き、キジバトの太鳴きがさらに高
まる、より良き共生の‘農舞台’を作っていきたい。 

・今後、更に2箇所のビオトープを造成する計画となっている。 
・将来的には、ホタルの里となるような地域としたい。 

施工状況 

 

施工後 

み   み 

５－２ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 



山室湿原 

山室集落 

a 
b 

c 

d 

e 

f 

g 

Ｐ 

循環かんがい 
施設 

○ ラン科の多年草であるサギソウ等の希少性の高い植物を有する山室湿原は、農業用水の水源としても
重要な役割を果たしている。 

 

○ 自治会が母体となり、平成24年度に山室保全会を設立。地域の草刈や泥上げ等の共同活動のほか、高
度な農地・水の保全活動として、 

   ・琵琶湖の水質保全に資する循環かんがい施設の保全等 
   ・山室湿原における管理・観測用の歩道（木道）の補修 
を実施した。 

山室保全会（滋賀県米原市） 

木道の補修 循環かんがい施設の保全 

取組における課題および今後の展開 

     農業用水源の湿原の生態系に配慮した保全 

・地域住民の生活の変容により、湿地の利用
が減少し、人的管理が行き届かなくなった
ことから、湿地の陸地化が進行している。 

劣化の進行した木道 

補修状況 

・管理用の木道は、
湿原の生態系へ
の配慮から防腐剤
を使用していない
ため、劣化が早く、
補修等の保全管
理が課題となって
いる。 

高度な農地・水の保全活動による 
木道の補修 

循環かんがい施設内部 

高度な農地・水の保全活動による 
循環かんがい施設の保全 

・ 山室湿原の管理で年３回の伐採を実施しているが、伐採後に発生する残材の処分が課題となっている。 
・ 地域資源の保全管理を恒久的な活動としてくため、より参加しやすい環境づくりが必要と感じている。 
 将来的には、山室湿原の保全を通して、サギソウの村として地域活性化を図りたい。 

【地区概要】 
・取組面積  29.0ha 
  （田 28.9ha、畑 0.1ha） 
・資源量 水路 7.7km、農道 4.4km、 

ため池 2箇所 
・主な構成員 

 農業者、自治会、老人会、婦人会 
・交付金 約１百万円（H26） 

現状 現状 

真空ポンプの更新 

・昭和60年頃のほ場整備によりポンプ場を設置した。 
・排水を揚水機場  Ｐ  からa～ｇ地点までポンプアッ
プし、循環かんがいを実施している。 

・農業管理組合により管理していたが、高齢化等の
進行により吸水槽の土砂上げ等に苦慮している。 

５－３ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同）  



○ 建設から３５年以上経過した水路の老朽化が進み、その機能維持が地域の大きな課題となっていた。 

○ 平成１９年度から開始された共同活動支援により、用水路の目地詰め、排水路の側壁の補修（現場打ち
水路）等に直営で取り組む。 

○ さらに、向上活動支援交付金を活用して、これまで予算的・技術的に取り組めなかった水路の補修・更新
等を実施。このように、集落が主体的に水路の維持・保全を実施し、将来に亘る農業生産基盤を維持。 

○ また、濁水防止に関する活動を通じて、地域における節水等の意識が向上。 

弓削弓つくりの郷（滋賀県竜王町） 

集落による水路の補修・更新の取組 水質保全への取組 

【地区概要】 
・取組面積 70ha 
  （田 68.8ha、畑 1.2ha） 
・資源量 
  開水路 9.8km 農道 4.0km 
・主な構成員 
  農業者、自治会、老人会、婦人会、 
  子供会、農村保全会、ＯＢ会 
・交付金  約５百万円（H26） 
 

○ ほ場整備から３５年以上が経過し、水路等

施設の老朽化が顕著となっており、ほとんど
の水路で水漏れ等が発生していた。 

 
○ 老朽化した水路の補修・更新等について

は今後さらに対応が困難になることが想定
され、これらにどう対応していくかが大きな
課題となっていた。 

 
○ 琵琶湖の水質保全のため、濁水防止の取
組を進める必要性があった。 

 
○ 災害対応等を含め、地域のつながりがもと

もと強い地域だが、高齢化等が進む中、こ
れをどう維持していくかが課題となっていた。 

濁水防止のための水路溝畔等の補強 

ゆげ 

地域における課題 

○琵琶湖の水質保全に資する濁水
防止のための活動を通じて、地域
における節水等の意識が向上。 

濁水防止のための啓発活動 

水質保全活動 
（透視度調査） 

排水路の側壁の補修 
（現場打ち水路の直営施工） 

排水路の補修 
（土のうによる補強） 

用水路の目地補修 

老朽化が著しい水路の一部更新 

○ 老朽化した水路において、施設の点検結果を踏まえ、簡易
な側壁の補修や目地補修を直営施工で実施。 

  

○ 老朽化が著しい水路においては、向上活動支援交付金等
を活用して、計画的に一部更新。 

  

○ 本取組により集落が主体的に水路の維持・保全を実施。 
 

○もともとつながりが強い地域であっ
たが、本対策により、災害対応等
も含め、継続的な地域活動が可能
になった。 

持続的な地域活動 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

       集落の手による水路等施設の長寿命化への取組 ６―１ 



○  本地区内の水路は、造成後約30年が経過しており、老朽化が進行中。多面的機能支払（農地・水保全
管理支払）により水路の補修等を行うに当たり、廃材を活用することで経費を大幅に節減。 

○ 例えば、活動組織が管理している分水工は、古い木板等で造られた各落とし構造であり、分水工の操作
に手間取ることもあった。このため、ハンドルで操作可能な鋼製ゲートの製作・据付を行ったが、廃棄予定
の葉たばこ梱包機の部品を有効活用することにより、改修費用を大幅に節減。 

○ また,、雨水時に溢水していた水路の補修等において、国道の改修工事の後に払い下げを請けたｺﾝｸﾘｰﾄ
二次製品を活用。 

音金農地・水環境保全組合（福島県下郷町） 

維持管理の課題 創意工夫・経費削減 施設の補修等 

【地区概要】 
 

・取組面積  78.7 ha 
        （田 73.6 ha、畑 5.1 ha） 
 

・資源量 
 開水路23.0 km、農道13.0 km 
 

・主な構成員 
     農業者、自治会、老人会、 
  消防団、土地改良区 等  
 

・交付金 約４百万円（H26） 

【上流分水工】 【葉たばこ梱包機】 
分水工は、老朽化した木板や
角材利用の角落構造であり、
操作等に不測の時間を要す 

廃棄予定の梱包
機のスピンドル、
ハンドルを活用 

水路は、急流であり大雨
の度に溢水が発生。この
ため、土のうを積んで応
急的に対処。 

【急流の水路】 【ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品水路】 

払い下げを受けた
コンクリート二次
製品水路を活用 

【施工中】 

【施工中】 

【完成後の通水状況】 

【完成後に操作を確認】 

【完成後の通水状況】 
水路改修を実施 

（地域住民は、より高度な技術を習得） 

溶接工、土建業、佐官等経
験した農業者である構成員
が中心となり１箇所およそ２
日間で完成 
（全4箇所を短期間で実施） 

廃棄処分される機械の
部品を活用したゲート
の設置により、操作性
が向上 

スピンドル ハンドル 

溢水などの心配が不要となった水路 

0

50

100

メーカ請負の場合 自主施工

（万円）

１１万円

１００万円

必要

経費節減額

８９万円

ゲート４箇所の実質
経費は計１１万円 ＋ 

＋ 

おとかね 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

       廃棄処分の資材を用水ゲートなどに有効活用 ６―２ 



○ 本地区は、国土交通省の水質調査で全国一となった高津川の右岸の平坦な農地を対象に活動を展開。 
 

○ 地区内の農道、水路は、老朽化が進行し、漏水等が発生している状況。このため、施設の補修等に当
たっては、計画的に実施することとし、緊急性の高い農道の舗装・補修と水路の補修を優先的に実施。 

 
○ 地域住民は、自主施工によって、地域の問題は、自分たちで解決することができることを実感。 

真田地区資源保全組合（島根県吉賀町） 

地域の現状 自主施工の実施 活動の効果 

【地区概要】 
 

・取組面積  42.3ha 
  （田 33.9ha、畑 8.4ha） 
 

・資源量 
 開水路15.3km 農道16.0km 
 

・主な構成員 
  農業者、自治会、婦人会、子供会 
  青年団、壮年会 
 

・交付金  約４百万円（H26） 

清流に恵まれた土地 

改修してから２０年程度だ
が地盤が悪いため、水路
底と側壁の隙間が生じ漏
水が発生している。 

狭く未舗装の農
道と老朽化に
よって壊れてい
る石積水路 

自主施工により、地
域の構成員がもつ
技能を十分に活用
し、水路・農道など
施設の長寿命化を
図ることができた。 

 ７０才以上の石積経験
がある人を中心に水路を
改修。今後、技術の伝承
も。 

 地域協議会の技術研修
会で紹介された、ガラス繊
維モルタルでの補修を実施。
漏水がなくなる。 

廃アスファルトで農道舗装。 

完成した練り石積 

日報や支払いのチェックも含め、
年に２０回もの話し合いを実施。 

さなだ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

       自主施工による農道、水路の補修 ６―３ 
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	1-7 米納津農地を守る会（福井県坂井市）最終
	スライド番号 1

	1-8 日下部地域環境保全委員会（山梨県山梨市）最終
	スライド番号 1

	1-9 村山牧野環境保全組合（熊本県高森町）最終
	スライド番号 1

	1-10 南横川環境保全会（千葉県大網白里町）最終
	スライド番号 1

	1-11 宜野座村地域資源保全の会（沖縄県宜野座村）最終
	スライド番号 1

	1-12 奥池地域保全隊（愛知県大府市）最終
	スライド番号 1

	1-13 下横野農地・水・環境向上を図る会（岡山県津山市）最終
	スライド番号 1

	1-14_農地・水・環_根知なから隊（新潟県糸魚川市）最終
	スライド番号 1

	2-1 おおくさ水土里の会（愛知県小牧市）最終
	スライド番号 1

	2-2 大原里づくりトライアングル（京都府京都市）最終
	スライド番号 1

	2-3 藤沢市宮原地域保全活動組織（神奈川県藤沢市）最終 
	スライド番号 1

	3-1 白王町鳰の会（滋賀県近江八幡市）最終
	スライド番号 1

	3-2 宮口農地を守る会（新潟県上越市）最終
	スライド番号 1

	3-3 聖和・聖台西神楽地区資源保全活動グループ（北海道旭川市）最終
	スライド番号 1

	3-4 上世屋農地保全会（京都府宮津市）最終
	スライド番号 1

	4-1 徳光町集落資源保全隊（福井県福井市）最終
	スライド番号 1

	4-2 乃美エコクラブ（広島県東広島市）最終
	スライド番号 1

	4-3 柏町みのりの会（三重県伊勢市）最終
	スライド番号 1

	4-4 榎前環境保全会（愛知県安城市）最終
	スライド番号 1

	4-5 木浜の資源環境を守る会（滋賀県守山市）最終
	スライド番号 1

	4-6 美郷町千畑地域農地・水・環境保全組織（秋田県美郷町）最終
	スライド番号 1

	4-7 松原地区保全協議会（山形県飯豊町）最終
	スライド番号 1

	5-1 慰ヶ畑環境保全組合（京都府京丹後市）最終
	スライド番号 1

	5-2 チームエコ美な美がた（新潟県上越市）最終
	スライド番号 1

	5-3 山室保全会（滋賀県米原市）最終
	スライド番号 1

	6-1 弓削弓つくりの郷（滋賀県竜王町）最終
	スライド番号 1

	6-2 音金農地・水環境保全組合（福島県下郷町）最終
	スライド番号 1

	6-3 真田地区資源保全隊（島根県吉賀町）最終
	スライド番号 1

	6-4 枝野８区資源保全隊（宮城県角田市）最終
	スライド番号 1

	6-5 文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市）最終
	スライド番号 1

	7-1 一の宮地域農地・水・環境保全組織（熊本県阿蘇市）最終2
	スライド番号 1

	7-2 いなばエコフィールド協議会（山形県鶴岡市）最終
	スライド番号 1

	7-3 川内地域農地・水・環境保全組織（徳島県徳島市）最終
	スライド番号 1

	7-4 元気な美しい里新名爪（宮崎県宮崎市）最終
	スライド番号 1

	8-1 窪田ふるさと会（島根県出雲市）最終
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	8-2 山田五ヶ村地域（秋田県湯沢市）最終
	スライド番号 1

	8-3 みやき町三根西地域（広域化）（佐賀県みやき町）最終
	スライド番号 1

	8-4 樽見内地域農地・水・環境保全組織（秋田県横手市）最終
	スライド番号 1

	8-5 NPO法人関北農・水・環境保全会（福島県福島市）最終
	スライド番号 1

	9-1 境地区協議会（岡山県美咲町）最終
	スライド番号 1

	9-2 せせらぎの郷（滋賀県野洲市）最終
	スライド番号 1

	9-3 宇良地区環境保全の会（長崎県諫早市）最終
	スライド番号 1

	10-1 濁池地域環境保全の会（愛知県尾張旭市）最終
	スライド番号 1

	10-2 緑ゆたかな北小松をまもる会（三重県四日市市）最終
	スライド番号 1

	10-3 粟田川流域農地・水・環境を守る会（広島県庄原市）最終
	スライド番号 1

	10-4 元泉地域農地・水・環境保全組織（山形県河北町）最終2
	スライド番号 1

	10-5 ながむろ水辺ミュージアム（兵庫県加古川市）最終
	スライド番号 1

	10-6 三箇牧地区農空間保全協議会（大阪府高槻市）最終
	スライド番号 1

	10-7 草田地域を守る会（鹿児島県日置市）最終
	スライド番号 1

	10-8 岡崎地区保全協議会（群馬県吾妻町）最終
	スライド番号 1

	10-9 東境地域資源保全隊（愛知県刈谷市）最終
	スライド番号 1

	10-10 三区町環境保全隊（栃木県那須塩原市）最終
	スライド番号 1




