
●環境への配慮の原則化

健全で豊かな自然環境と調和した農山漁

村の形成という視点から、今日、各種

の開発行為を行う際には、自然環境との調和

への配慮が求められています。とくに農林漁

業については食料・農業・農村基本法におい

て「国土の保全、自然環境の保全、良好な景

観の形成などの多面的機能が、将来にわたっ

て、適切かつ十分に発揮されなければならな

い」とされました。また、そのための具体的

な施策の一つとして、平成14年の土地改良法

改正では、環境との調和への配慮が事業実施

の原則とされ、農業農村整備事業の新規事業

採択地区は田園環境整備マスタープランに基

づき、食料の安定供給とあわせて自然と共生

する田園環境の創造に貢献する内容に転換す

ることが求められています。

●地域の特性に応じた環境配慮のための考

え方

しかし、農山漁村の自然環境は、地域の風

土と、そこに生きてきた人々の生活また

は生産の歴史によって維持、形成されてきたも

のであり、一様ではありません。そのため、各

種事業や開発行為を行う際には、地域の特性

に応じて自然環境との調和のありかたを検討す

る必要があります。地域の自然環境を的確に把

握し、それに基づいて開発に伴う自然の改変に

よる影響を予測し、回避や軽減などの措置によ

り影響を緩和することが有効です。このような

ミティゲーション（環境影響緩和措置）の考え方

には、回避、最小化、修正、軽減／除去、代償

の5つのレベルがあり、回避から順次、方策を

検討することとされています。

その際には、計画規模の縮小による影響の最
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3．農山漁村の豊かな二次的自然の維持、再生、増進
自然環境に与える影響の緩和

農山漁村の健全で豊かな自然を保全しながら各種事業を実施するために、田園環境整備マスタープ

ラン等に基づき、地域の特性に応じて自然環境との調和に配慮した整備を行うことが求められてい

ます。とくに、ミティゲーションの考え方に基づく計画規模の見直しや、生態系保全工法の採用によ

る影響の軽減を図ることなどが必要です。その際にも、地域の風土や二次的自然の特性にあわせ、

自然の素材や立地特性を生かした方法を地域ごとに検討することが重要です。

▲▲▲▲▲▲



小化等や、生態系保全工法の採用による影響の

軽減、新たなビオトープの創出による代償など

を図ることが必要です。ただしその際、改めて

農山漁村の自然環境が一様ではないことに留

意する必要があります。山間部で有効な石組み

護岸工法が、砂泥質の低地で効果的であるとは

限りません。また、緑化のみにとらわれて安易

に外来の植物などを用いると、それらの外来植

物が移出し、在来の生態系に悪影響を及ぼしま

す。最小化や修正、軽減などの具体的な工法や

素材も、地域の特性に合致したものを採用、開

発することが肝要です。

●二次的自然の再生

今日では、これまでに失われた自然環境の

積極的な再生が求められており、自然再

生推進法にもとづく事業が始められつつありま

す。農山漁村においては、生活や生産を通じた

人間による水辺や緑への働きかけが豊かな二

次的自然を育んできました。そのような観点に

立ち、単に事業や開発行為にともなう環境への

影響の軽減だけではなく、多様な担い手の参画

により積極的な二次的自然の再生を図ることが

重要です。
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排水路（暗渠）とは別に整備されたメダカ保全水路
（栃木県真岡市）

扇状地の湧水下に設けられたイバラトミヨ保全のための水路
（秋田県中仙町）

地元の素材である粗朶を用いた多自然工法（新潟県越路町）

「自然再生推進法」

2003年1月1日から施行された法律で、「自然再生」「生物多様性」をキーワードとした社会づく

り、地球環境保全を目的とするものです。自然再生とは失われた自然を取り戻すことです。この

法律の特徴的な点は、自然再生に向けた保全や創出などの活動を、行政だけが行うのではなく、

地域住民やNGO、NPOなどと協力して行うことを前提としていること。地域住民が望む様々な形

の「地域の自然」が回復されることを期待するものです。
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農道の法面緑化と 
小動物の移動経路の確保 

貴重な植物が生息する 
湧水池保全 

生態系に配慮した護岸 
「メダカの泳ぐ水路」 

石積み水路によるうるおい 
のある居住環境の創出 

集落排水処理施設整備と 
資源リサイクル施設整備 

棚田の保全 

河川 

河川 

河川 

高速道路 

高速道路 

田園環境整備 
マスタープラン 
対象地域 

山間部との境界線、河川や水路沿い、農
村集落周辺等事業を実施する際に環境
の創造を積極的に図る区域 

環境創造区域以外の区域 

環境創造区域： 

環境配慮区域： 

既存の緑（山間部・河川堤防） 

環
境
創
造
の
事
例 

農道 

農道 

農道 

道路 

道路 

水路 

水路 

市街地 

環境に配慮した農村整備手法

田園環境整備マスタープランに基づくゾーニング

農業農村整備事業の事業採択に先だって策定するもので、地域の環境概況、現状と課題、将来的な

地域環境のあり方、整備にあたっての環境配慮のあり方等の基本事項についてとりまとめるとともに、

環境創造区域（自然と共生する環境を創造する区域）及び環境配慮区域（環境への影響緩和等につ

いて配慮した工事を実施する区域）を設定したものです。

田園環境整備マスタープランにおけるゾーニング計画の例

参考 参考 
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境
配
慮
の
５
原
則 

回避（avoidance） 
行為の全体又は一部を実行しないこと 
により、影響を回避すること 

湧水池の保全 
湧水などの環境条件が良く、繁殖も行われているような生態系拠点は、 
現況のまま保全 

生態系に配慮した用水路 
水辺の生物の生息が可能な自然石及び自然木を利用した護岸とし、影響 
を最小化 

魚道の設置 
落差工により水路のネットワークが分断されている状況を魚道の設置に 
より修正 

一時的移動 
環境の保全が困難な場合、一時的に生物を捕獲、移動し、影響を軽減 

代償施設の設置 
多様な生物が生息する湿地等を工事区域外に設置し、同じ環境を確保 

 

最小化（minimization） 
行為の実施の程度又は規模を制限 
することにより、影響を最小とすること 

修　正（rectification） 
影響を受けた環境そのものを修復、 
復興又は回復することにより、影響を修 
正すること 

代　償（compensation） 
代償の資源又は環境を置換又は供 
給することにより、影響を代償すること 

影響の軽減／除去 
（reduction/elimination） 
行為期間中、環境を保護及び維持す 
ることにより、時間を経て生じる影響を 
軽減又は除去すること 

▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲

環境配慮の5原則



●ムラ｜ノラ｜ヤマでとらえる水辺と緑の

ネットワーク

農山漁村でみられる様々な水辺と緑は、伝

統的にムラ｜ノラ｜ヤマ（場所によって

はノラ｜ムラ｜ヤマ）の基本単位をもって配置さ

れています。ムラは人々が住む集落、ノラは田

畑など、主に食料生産に用いられる農用地（漁

村においては海や河川・湖沼）、ヤマは肥料や

飼料、用材やその他の生活資材を生み出す里

山の林野です。これらは農山漁村で衣・食・住

を全うするためには欠かせない水辺や緑です。

そのため、風土が似通った近隣の村々はみな

同じような水辺と緑の配置構造をもっており、

ムラ｜ノラ｜ヤマの基本単位を広い範囲で繰り

返しています。このような基本単位の「繰り返し」

は、農山漁村の二次的自然に生息する生き物

の移動や分散をたすけ、地域全体として豊かな

自然が維持されてきました。例えば、集落を単

位とした伝統的なムラ｜ノラ｜ヤマの繰り返し

が、トンボ類、カエル類の移動距離や、鳥類が

必要とする樹林地率やなわばりの広さと合致す

ることが知られています。

●ネットワーク再生の考え方

今日、都市化の進展や開発に伴う二次的

自然の改変により、おのおのの水辺と緑

は縮小し、孤立化してしまっています。豊かな

二次的自然を再生するには、個々の農地、森

林、水辺などを適切に保全するとともに、ムラ

｜ノラ｜ヤマの基本構造に留意しながら、地

域全体のなかでそれらが結合し、多様な水辺

と緑のネットワークを構築することが必要です。

水辺と緑のネットワークの構築は、自然豊か

な農山漁村の美しさを演出するとともに、そこ

に生息する生き物にとっては非常に重要です。

そのため、田環境整備マスタープランなど、環

境と調和した土地利用の方向性を示す計画の

中で長期的ビジョンにたって積極的な位置づ

けを行うことが求められています。主要な水

辺や緑と、他の主要な場所との間を生き物の

移動が可能な回廊（コリドー）で結んだり、間

隔で中継点となりうるような水辺や緑が踏み石

状に存在することが有効です。また、異なる種

類の水辺や緑のネットワークも重要です。親に

なると林へ移動するアマガエルや、海から砂

浜にあがって産卵するウミガメ類などにとって

は複数のタイプの生息地がネットワーク化され

ていることが不可欠です。
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水辺と緑の配置と生態系ネットワークの再生

農山漁村における様々な水辺と緑は集落を単位とした配置を繰り返しています。この繰り返しによ

る水辺と緑のネットワークが、生き物の移動や分散をたすけ、地域全体として豊かな二次的自然を育

んできました。しかし、無秩序な開発などに伴う分断化、孤立化が進んでいます。長期的ビジョンに

たった計画により水辺と緑の有機的なネットワークを再生することが求められます。

ムラ｜ノラ｜ヤマの例（茨城県筑波地域）。低地の水田、台地端の集落、
台地上の畑、台地中央部の平地林（と採草地）が繰り返し現れます。

松林 畑 農家 

集落の範囲 

農家 農家 農家 畑 畑 松林と採草地 斜面 斜面 斜面 斜面 田 田 田 田 川 川 

ヤマ ヤマ ノラ ノラ ノラ ノラ ノラ ムラ ムラ ムラ ムラ 

集落の範囲 集落の範囲 集落の範囲 



同じ種類のビオトープ間のネットワーク 

異なる種類のビオトープ間のネットワーク 

踏み石型 

土地利用レベル 植生レベル 

回廊（コリドー）型 

樹林 

水田 

のり（湿） 

のり（乾） 

岸辺 流れ 

●ネットワーク再生のための様々な工夫

生態系ネットワークの再生には現在さまざ

まな方法が試みられています。田園環境

整備マスタープランや市区町村の総合計画など

の中で、渡り鳥の中継地としての湿地の保全や、

コリドーとして重要な河川や河畔林などの保全

が検討されています。また、工種としては、水

路の落差を解消するための魚道や階段式落差

工の設置、動物の移動を保証するための橋やト

ンネルの設置、コンクリート垂直壁を解消するた

めの傾斜壁などがあります。しかし、ネットワー

クを構築することは、必ずしも新しいものを造

ることばかりを意味するわけではありません。

例えば、水田の中を流れる水路の落差工を解

消しようとする場合、魚道を造らなくとも、かつ

て行われていた堰上げなどの方法により季節的

な移動が保証されれば効果が現れる場合もあ

ります。それぞれの地域の水辺と緑の配置がど

のようにして生態系のネットワークを構築してい

たかを、全国的に整備されている古い空中写

真や地形図など資料や年長者の経験から調べ、

それに基づいて、様々な方法の中から地域に

適した手法を組み合わせることが、地域全体を

通した有機的なネットワークの構築には有効で

す。
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ネットワークの保全・補完の事例（岩手県胆沢町）
水と緑のネットワークの保全を図るためには、まず現況のネットワークの評価を行って、コリドーとなる空間、中継点となるポイ
ントなどを析出して、開発や整備からこれらを保全していくことが求められます。

さまざまな生態系ネットワークのかたち

現況 ネットワークの評価 ネットワークの保全

生態系保全工法（多自然型工法）による生物生息空間
の再生

生態系保全工法（多自然工法）は、コンクリート三面
張り水路などの機能（事業目的）のみを重視した旧来
工法に代わって、機能を満たしつつ生態系保全への配
慮を加えた工法です。例えば、河川では、護岸整備等
において、治水面の安全性を確保しながらも、生物の
生息・成育環境・景観にも配慮した改修を行うための
工法で、「自然と調和した川づくり」を目的としています。
具体的には、魚巣ブロックやポーラスコンクリートなど
の新しいコンクリート素材の利用や、蛇篭や粗朶の利
用、植栽、瀬や淵などの蛇行形状の再生などが行われ
ています。しかし、実際の生態系への影響や効果が明
らかにされていない場合が多く、技術的課題も少なく
ありません。また、庭園や公園に用いられる修景技術
が援用される場合も多くあります。



62 農村環境のビオトープ結合システムの望ましい姿（守山、1997）

農村環境の基本単位 農村環境の基本単位 

ムラ 

トンボ類の移動 

カエル類の移動 

山地性の鳥の移動 

疎林・草地を利用する鳥、林内空間を利用する鳥の定着 

フクロウの定着 

ムラ 

屋敷林 
社寺林 

屋敷林 
社寺林 

ため池 
谷津田 

ため池 
谷津田 

ノラ ヤマ ノラ 

 二　次　林 畑地 畑地 

約1km以内　水辺間の土地利用は畑でも可能 

約1km以内　水辺間の土地利用は畑でも可能 

水辺間の土地利用は樹林地の連続が必要 

ニホンアカガエル、アズマヒキガエル 

シュレーゲルアオガエル 

樹林地＞16％が必要 
（伝統的農村の樹林地率は25～30％） 

2～3年間に1回の林床管理が必要 

繁殖地の最短距離は約1.3km（伝統的な集落の間隔と同じ） 

繁殖樹林 
＞0.7ha 
林縁閉鎖 
が必要 

林床利用動物を捕食させるには 
年1回（明るい林）から隔年（暗い林） 
の林床管理が必要 

繁殖樹林 
＞0.7ha 
林縁閉鎖 
が必要 

参考 参考 生態系ネットワークの再生に向けて
生態系ネットワークとビオトープ結合システム

多くの野生動植物は、その種の生存に適した特定の種類のビオトープと密接に結びついています。

植物を例にとると、アザミ類はススキを中心とした多年生草木から構成される草原と、カタクリは春先

に林床が明るい森林と、マコモは緩やかな流れのある小川と、といった具合です。しかし、多くの生

物は一つの生息地のみでその種の継続性が保たれているわけではなく、ある生息地と他の生息地と

の間で遺伝的な交流が必要です。しかし、ビオトープの消失や分断化が進むと、この遺伝的交流が困

難になります。とくに種子散布距離が短い植物やほ乳類などの地上性動物、さらには魚類などでは生

息地間の移動が保証されることが極めて重要なのです。このような生息地間の移動が可能な状態のビ

オトープの配置を、ビオトープ・ネットワーク、または生態系ネットワークといいます。生態系ネットワー

クには、同じ種類のビオトープ同士の結合性だけではなく、異なる種類のビオトープの結合性も含み

ます。なぜなら、多くの生物種が複数の種類のビオトープを利用するからです。例えば、アマガエル

は、幼生（オタマジャクシ）は水田などの止水域に生息しますが、成体（カエル）は主に森林で餌をとり

ます。このような複数種のビオトープ間の空間的な結合性を「ビオトープ結合システム」といいます。

生態系ネットワーク、またはビオトープ結合システムを保全または形成する場合に重要なのが、同種の

ビオトープの間隔や、ビオトープとビオトープを結ぶコリドー（線状または帯状の空間）の存在、複数種の

ビオトープの隣接状態など、ビオトープの配置です。例えば、ため池に生息するトンボ類にとっては隣の

ため池が移動可能な距離にあることが必要です。また、メダカは春先などに越冬場所から水田に移動

すると言われますが、その際、水田と隣接する水路はコリドーとして重要です。もし水路にメダカが遡上

できないほどの落差があれば移動不可能となります。同様にアズマヒキガエルは森林の林床で越冬し、

産卵のために水田に移動しますが、林縁にコンクリートの溝があると移動できなくなります。
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谷津田の水路沿いにおける草刈りによって草原性のビオトープが連続します。

水路と水田の高落差が解消されネットワークが機能する例（左：堰上げ、右：魚道）

生態系ネットワークの維持と再生

現在、生態系ネットワークの再生に向けて、各地で様々な試みがなされています。それらの試みに

は、大きく分けて2つの方法があります。一つは、土地利用計画の中でネットワーク機能を持たせる土

地を担保する方法です。コリドーや飛び石の保全や創出がこれに該当します（P61の岩手県胆沢町の

事例を参照）。他の一つは、現在の土地利用配置の中で分断化または孤立化してしまっているビオト

ープをつなぐ工夫です。魚道や階段式落差工、動物の移動を保証するための橋やトンネル、コンクリ

ート垂直壁を解消するための傾斜壁などの設置がこれにあたります。しかし、これらの方法には、土

地を確保するための費用や合意形成、施設を設置するための経費などが必要となるなどの問題があ

ります。そこで、より簡便で効果的な方法が模索されています。農山漁村の生態系が二次的自然であ

り、それを支える定期的な維持管理の低下によって生態系が変質していることを考えれば、維持管理

を復活することで生態系ネットワークの再生をはかれる場合もあります。例えば、用水路と排水路の

分離以前に行われていた「堰」の操作により水路と水田の高落差を季節的に解消することが出来ます。

また、水田や水路脇の法面の草刈りを、個々の農家が独自に行うのではなく、集落で一致して行えば、

今日各地で失われつつある草原性のビオトープのネットワークを再生することが可能です。



●多様な主体の参画による新しい二次的自

然管理の模索

荒廃した農山漁村の二次的自然を再生す

るため、様々な主体の参画による水辺や

緑の管理が各地で試みられています。過疎化

や高齢化の進展、農林漁業を巡る経済状況の

厳しさなどにより、今まで続けられてきた管理

を継続することが難しくなっている地域も多い

のが現状です。まして国土の約半分を占める農

山漁村の二次的自然の全てを昔と同じ方法で

維持、管理することは不可能です。したがって、

かつてとは違う新しい農地森林管理の方策を

見いだすことが急務となっています。

●都市住民の参画による二次的自然の管理

農山漁村の二次的自然の管理を地元住民

または土地所有者だけの責務とするので

はなく、非農家や都市地域の住民も含めた多様

な担い手の参画によって推進しようとする試み

が各地でなされています。今日、豊かで美しい

農山漁村の自然は、農山漁村の住民または土

地所有者だけのものではなく、国民全体の貴重

な財産であるとの認識が急速に定着しつつあり

ます。都市住民のなかには、自然の恵みを享受

しうる農山漁村の住まい方に対して、豊かで快

適な生活であるとあこがれを持つ人も増えてき

ました。そのような視点から、とくに里山の雑木

林や棚田の保全・管理を目的とした市民団体や

NPO法人が各地で設立されています。草刈り

十字軍のように、積極的に管理を担う団体も生

まれつつあります。最近では農山漁村の住民側

でも都市住民との交流を積極的に推進しようと

いう動きが見られ、「田んぼの学校」などを通じ

て都市の子供達に自分たちの記憶や経験を伝

えようとする活動も盛んになってきています。

さらに、漁村と山村の交流による森林の保全・

管理、植林地の立木の里親制度など、様々な担

い手の参画が検討されています。しかし、農山

漁村に関心をいだく団体の多くが三大都市圏に

偏っていること、たとえ近くに市民団体があって
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二次的自然の再生と管理

農山漁村の二次的自然の保全には適切な管理を行う必要がありますが、今日の社会情勢下では、農

山漁村の自助努力だけで広大な二次的自然の管理を継続することが難しくなっています。非農家や

都市住民など多様な担い手の参画や、畜力の活用などを通じ、順応的に管理を進めていくような新

たな農林地管理の方策の構築が求められています。

都市住民が参加した農林地の管理が盛んになっています。（左：三重県紀和町の棚田、右：神奈川県伊勢原市の雑木林）



も地権者との接点が希薄で交流が進まないこ

と、田植えや稲刈りなどのイベントには大勢の

参加者が見込めても、草刈りや畦塗り、泥上げ

などの日常的作業では大勢の参加を見込めな

いなど、まだまだ課題があります。

●効率的な管理に向けた新しい試み

管理を効率的、効果的に進めていくための

試みもなされています。たとえば、少な

い労働力を効率的に配分するためのローテー

ション管理や、水辺と緑の配置や土地の履歴に

もとづく効果的な管理対象地の選定などです。

また、農山漁村の二次的自然の大きな部分を飼

料生産のための林野が占めていたことから畜

力を見直す動きもあり、放牧による耕作放棄水

田の管理なども試みられています。

今日、かつての農山漁村と同じ方法で二次的

自然の全てを維持・管理することは不可能で

す。地域の実状にあわせて様々な担い手、様々

な方法を組み合わせながら方策を検討してい

くことが必要です。また、実施した方策の効果

についてモニタリング調査を行い、順応的に方

策を再検討し、それぞれの地域に適した二次

的自然の維持・管理方法の改善策を模索してい

かねばなりません。
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「田んぼの学校」田舎の記憶を子供たちに。
（栃木県宇都宮市）

休耕田におけるビオトープの整備（和歌山県本宮町）



●農山漁村における高度な循環の喪失

かつての農山漁村では、地域内の資源をう

まく循環利用し、高度な「自然循環機能」

を発揮していました。食物はもちろん人が食べ

ますが、作物や魚類の非食部や、枝打ち、草刈

りなどで生じた植物体は家畜の餌や薪などの燃

料となりました。さらに、人や家畜の排泄物は

肥料として田畑に戻され食物生産に利用してき

ました。これらの地域内の資源は、植物が自然

エネルギーによって生産する再生可能な資源で

す。それを、衣・食・住を通じて、様々な水辺

と緑、それに家畜の力を組み合わせて有効に

利用してきました。

ところがエネルギー革命以降、化石燃料に依

存した肥料や動力、燃料の利用が進み、地域内

資源の循環利用は行われなくなりました。また、

時を同じくして拡大した都市から大量の有機性

廃棄物が排出されるようになりました。さらに、

二次的自然の保全のために管理を進めれば、

結果として多くの植物体がゴミとして排出され

ます。そのため、今日、「健全で豊かな自然生態

系と調和した持続的な循環型社会を構築する」

という視点から、バイオマス・ニッポン総合戦略

に沿って、農林水産業が元来有している「自然

循環機能」の高度な発揮が求められています。

●バイオマス資源の再評価と活用

このような有機性廃棄物の循環利用による

循環型社会の構築という目標のために

は、有機性廃棄物を未利用のバイオマス資源と

してとらえることが重要です。今日、熱化学・生

物化学的な変換によるエネルギー資源化や、肥

料や飼料としての再生、プラスチックや木質ボ

ードなどの素材化など、さまざまなバイオマス

資源の変換技術が開発されつつあります。
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持続的な自然環境の保全と循環的利用

今日の農山漁村ではかつての資源の循環利用がくずれ、作物や魚類の非食部、草刈りで生じた植物

体などが未利用のまま廃棄されています。また、都市では大量の有機性廃棄物が排出されています。

これらの未利用有機物をバイオマス資源としてとらえ、循環型社会を構築するために、農林漁業が有

する自然循環機能を、たとえば流域を単位とした広域連携のなかで高度に発揮することが求められて

います。

かつての資源循環を支えた家畜と一体の生活／南部曲屋
（岩手県遠野市）

未利用木質資源の再資源化／廃材の堆肥化
（山形県長井市）
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●循環型社会のための広域連携

循環型社会を構築するためには、これらの

変換技術によって生み出された資源を地

域内で消費することが重要となります。とくにバ

イオマス資源については、その多くが農山漁村

で発生し、その利用の相当部分を農山漁村が

担っていることを踏まえて有効活用を図ってい

くことが必要です。しかし今日の農山漁村では、

かつてのようにムラ（集落）を単位とした狭い地

域で資源の循環利用を実現することには限界が

あります。より広域の連携、例えば、流域を単

位として、上流域の山村から、農村、都市、さら

には沿岸域の漁村まで、相互の連携を図り、新

たな循環システムを構築することが必要です。

流域レベルでの資源循環には、新しい技術に

よるバイオマス資源の利用だけではなく、地域

産材の活用など地産池消の取り組み、上流から

下流までの水循環の健全化という視点も含み、

今後、積極的に検討される必要があります。

農山漁村から排出されるさまざまなバイオマスを資源としてとらえ、その再利用をはかることが重要です

都市、平地、中山間の広域連携による流域内循環系の構築

平地農業地域 都市的地域 
中間農業地域 

山間農業地域 

中山間地域 

エネルギーや製品を生産、利用 さまざまな 
バイオマス 

飼料化 

たい肥化 

メタン発酵 

ガス化 

エタノール発酵 

乳酸発酵 

家畜飼料 

たい肥 

家畜飼育 

農産物生産 

発電 
発熱 

自動車燃料 
工業原料 

生分解性 
プラスチック 

メタンガス 

燃料性ガス 
メタノール 

エタノール 

乳　酸 




