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　土地改良法の改正を踏まえ、農林水産省では、平成13年5月から、食料・農業・農

村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会において、環境との調和への配慮の視

点などを取りまとめた「農業農村整備事業における環境との調和の基本的考え方」、

環境に係わる調査、計画、設計の基本的考え方や留意事項を取りまとめた「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」の検討を行いました。�

　「基本的考え方」及び「手引き」は、各4回の委員会での検討と、パブリックコメン

トの募集による約250件の国民からの意見を踏まえ作成されたものです。また、検討

の過程で農村地域に生息・生育する動植物や、今まで個別任意に実施されてきた環境

との調和に配慮した農業農村整備事業の実施事例について資料収集し、その結果は手

引きに別紙資料として添付しています。�

　このパンフレットは、実際に農業農村整備事業に携わる方のために「基

本的な考え方」及び「手引き」の概要を示したものです。�

　このパンフレットをもとに、地域自らが考え、地域の特性に応じた様々な

創意工夫を行う農業農村整備事業が全国で展開されることを期待します。�

環境に関する国民の関心の高まり�

食料・農業・農村基本法の制定�

土地改良法の改正�

「基本的考え方」「手引き」の制定�

環境との調和に配慮した事業実施�

はじめに�
�

検討の背景と目的�



農村の美しい田園風景をまるごと保存�
（となみ野地区・富山県）�

水路機能を維持しつつ生態系への影響を軽減�
（野江地区・徳島県）�

（参考）「農業農村整備事業における環境との調和の基本的考え方」�
　　　　　メダカの生態�
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¿ 農村は豊かな自然環境の宝庫です�

1.　農村の自然環境の特徴�

わが国の農村では、水と緑のネットワークの中で、多様な生物が生息しています。 

わが国の農村は、維持管理のもとに成り立った、二次的自然を基調としています。 

●手引きP3「1.3　農村の自然環境の特質」参照 

●わが国の農村においては、水田等の農地のほか、二次林である雑木林、鎮守の森、屋敷林、生け垣、
　用水路、ため池、畦や土手・堤といった、多様な環境が連携し、多くの生物の生息・生育の場とな
　っています。　 

●農村の二次的自然のイメージ 

●「田んぼの生き物調査」について 
　農村地域の水田や農業水路にどのような生き物
が生息しているかを調査しました。その結果、新た
に生息が確認された地点も含め、わが国に生息す
る淡水魚約300種のうち72種が確認されました。 

［メダカ　全長4cm］ 

［ホトケドジョウ　全長7cm］ 

［オオクチバス］ 

多く確認された魚種 
フナ類 

ドジョウ 

メダカ 

タモロコ 

モツゴ 

98地区183地点（40県） 

72地区145地点（35県） 

74地区142地点（35県） 

65地区138地点（29県） 

72地区132地点（31県） 

確認された希少な魚類 
メダカ 

ホトケドジョウ 

スナヤツメ 

タナゴ 

絶滅危惧 類 

絶滅危惧¿Ｂ類 

絶滅危惧 類、希少種 

準絶滅危惧、希少種 

確認された外来種 
タイリクバラタナゴ 

ブルーギル 

オオクチバス 

カダヤシ 

 

他6種 

他4種 
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2.　水により育まれる農村の生き物たち�

わが国には、農業水路が網の目のように張りめぐらされており、生物の生息・生育 
の場として重要な役割を果たしています。 

●わが国には、約400,000kmにも及ぶ農業用用排水路があり、そこは多くの生物の生活の場となる
　とともに、生態系のネットワークを形成しています。 

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである。 

（承認番号　平12総使、第292号）」 

全国幹線水路網図�

区　分 
基幹的農業用用排水路 

うち国営造成施設 

39,207km

18,351km

延　長 

注）基幹的農業用用排水路とは、 
末端支配面積が100ha（東京ドーム20個分）以上の水路 
出典：基幹的農業用用排水路は、「基幹水利施設整備状況調査」 
（平成7年3月現在） 
国営造成施設は水利整備課施設管理室調べ（平成12年3月現在） 
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3.　生物の生活の場としての水田の特徴�
水田は、淡水魚の「産卵場」であると同時に、稚魚の「餌場」としての役割を果た�
す、いわば「ゆりかご」となっています。�

●水田は、淡水魚等にとって適正な流速、水深、水温を有する産卵場であると同時に、プランクトン
　の発生により稚魚の餌場としての役割も果たしており、多様な生物が水田を中心とした水のネット
　ワークや、耕起・田植え・落水といった水田特有の営農を巧みに活用して生活しています。�

施設種類� 河川� 幹・支線�
用水路�

幹・支線�
排水路�

小用水路� 小排水路�水　田� 河川�

水の流れ�

移動形態�

（例）�

魚　類�

貝　類�

昆虫類�

甲殻類�

爬虫類�
・�

両生類�

鳥　類�

幼体の生育�

産卵行動�

成体としての活動� 成体としての活動�

産卵行動�

メダカ�

ギンブナ、ドジョウ、ナマズ、コイ�

マルタニシ�

カワニナ�

ホウネンエビ�

トンボ類、ミズスマシ、タガメ�

ゲンゴロウ、ヘイケボタル�

シマヘビ、アマガエル�

ツチガエル�

サギ類、シギ類�

チドリ類�

●手引きP5「1.4.1　水田を生息・生育環境とする多様な生物」参照�



水田はナマズやメダカの産卵場所�

ガムシやゲンゴロウは、幼虫時代を水田で過ごし、成虫になる�
とため池に移動�

イネ�

オタマジャクシを食べるゲンゴロウの幼虫�

ゲンゴロウのさなぎ�

ミズカマキリ�

ガムシ� タイコウチ�ミズカマキリ�シマゲンゴロウ�

水田�
5月～8月�
繁殖と子育て�

ため池�
9月～4月�
越冬�

4

4.　生物の生活の場としてのため池の特徴�
ため池は、農業用水としての利用による水位変動や水域と陸域との連続性により、�
多様な生物の生息・生育環境を創り出しています。�

●手引きP6「1.4.2　ため池を生息・生育環境とする動植物」参照�

●ため池は、水深が浅い止水性水域であることや、水域から陸域へと至る連続性があること、更に維
　持管理作業により一定状態が保たれることなどから、多くの動植物の生息・生育の場となっています。�

●ため池は、里山や林から岸辺に続く傾斜地、沿岸帯、石礫や土砂、池の底、池の堤、

　水路、水田などの一連の連続した環境によって多くの生物の生息・生育環境が確保さ

　れています。�

●その連続性は、適切な維持管理作業によって保全されます。�

畦�

溝� 水田�

堤�

丘陵地のため池の地形と自然環境�

出典：ため池の自然（浜島繁隆他編著）より�

水草植物�

浮葉植物�

沈水植物�

抽水植物�

里山等�

傾斜地�

湿性植物� 二次林�
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●環境との調和のイメージ 

負荷や影響の回避、低減 

A

B

C 失われた環境の回復 
良好な環境の形成 

Ａ→Ｃ 
良好な環境が保たれている箇所に、 
施設を新設する場合等 

Ｂ→Ｃ 
環境に一定の負荷がかかって 
いる箇所で、施設を更新する 
場合等 環境 

A：事業実施前 

B：再整備前 

農業生産性 

●各種農業農村整備事業の実施に際しては、農業生産性の向上等の目的を達成しつつ、農村の二次的
　自然や景観等への負荷や影響を回避し、低減することが必要です。また、状況に応じこれまで失わ
　れた環境を回復し、さらには良好な環境の形成に留意することも必要です。 

 農業農村整備事業は環境との調和に�
配慮します�

1.　農業農村整備事業における環境との調和への配慮とは�

農村地域の豊かな自然環境を保全・回復するよう、農業農村整備事業は、環境と 
の調和に配慮して行います。 

農業生産性の向上等の目的を達成しつつ、可能な限り環境への負荷や影響を回避・ 
低減するとともに、良好な環境を形成することが必要です。 

●手引きP28「4.1.1「環境と調和への配慮」の内容」参照 

影
響
を
で
き
る 

限
り
小
さ
く 

C
‥
事
業
実
施
後 
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●環境との調和への配慮を行う仕組み 

マスタープラン： 
市町村が中長期的な地域環境のあり方や 
事業に際しての環境配慮の基本方針等を 
取りまとめ、事業の実施に先だって策定 

写真：モニタリング状況 

環境との調和に配慮し 
つつ工事を実施 

水質、大気質、土壌質、 
動物、植物等の重要な 
環境要素や地域の特性 
に重点を置いて策定 

土地改良区等が住民の 
参加や協力を得て維持 
管理を実施 

地域住民・専門家等の参加や、関係行政機関との連携 

マスタープランの策定 調査、計画の策定 事業実施 維持管理 

地域住民の参加 

環境配慮の対策が想定通りの効果を発揮しているかどうか、 
定期的、継続的にモニタリングを実施 

モニタリング 

意見提出 

マスタープラン案の提示 
情
報
提
供 

意
見
交
換 

●事業実施に際し、あらかじめ農村地域の環境保全に関するマスタープランを策定し、地域住民や専
　門家等の意見を踏まえ、調査、計画の段階から環境配慮を行います。また、事業実施や維持管理の
　段階において環境への影響や環境保全対策の効果についてモニタリングを行うことが有効な手段と
　考えられます。 

2.　実効性のある環境との調和への配慮を行う仕組み�
環境との調和への配慮を実効性のあるものにするためには、調査・計画・設計の各段階 
において、環境との調和への配慮を行うことが必要です。 

モニタリングの実施 
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3.　環境との調和に配慮する考え方�

q　環境への影響を緩和する方法�
農業農村整備事業における環境との調和への配慮は、「環境配慮の5原則」に基づき行います。 

●手引き参考資料P21「4　米国国家環境対策法（NEPA）における環境配慮の考え方」参照 

●米国国家環境政策法（NEPA)に基づき環境諮問委員会が作成したNEPA施行規則においては、環境
　への影響の環境の緩和手段（mitigation）として「回避」「最小化」「修正」「影響の軽減/除去」
　「代償」（ミティゲーション5原則）が示されています。 

最小化「生態系に配慮した用水路」 

影響の軽減「工事に先立ち魚を一時的に移動」 

環
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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 (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 

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 
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r　自然生態系を保全するための空間的な視点�
農村の自然生態系の保全を検討する際には、生物の産卵・ふ化・成長・越冬に応じた移動など 
を考慮した生息空間の広がりを考慮する必要があります。 

●手引きP33「4.2.2　農村の自然環境保全のための空間的視点」参照 

●農村の自然生態系の保全を行うには、地点レベルでの生息環境を整備するだけでなく、生物ごとの
　生活史に応じた所要の生息場所を確保するとともに、広域的な種間ネットワークを含む生態系ネッ
　トワークを保証することが重要です。 

ため池 

湧水 生物の移動 

水田 

湧水 

用
水
路
 

排
水
路
 

雑
木
林
 

河
川
 

●地域レベルの視点（１/50,000～１/10,000スケール程度） 
　地域レベルで見た農村の自然環境は、農地、水路等の環境要素
間の移動経路が確保され、食物連鎖により関連する複数の種の交
流が確保されていることが重要 
（田園環境整備マスタープラン又は農村環境計画の視点） 

●地区レベルの視点（１/5,000～１/1,000スケール程度） 
　事業地区レベルで見た農村の自然環境は、生物の生息場所がそ
の生活史に応じて的確に接続されていることが重要 

●地点レベルの視点（１/500～１/100スケール程度） 
　地点レベルで見た農村の自然環境は、その地点で生息する生物
の生息環境が保全されていることが重要 

森林 
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s　生物の生息空間としてのネットワークの確保�

●手引きP35「4.2.3　水域及び緑のネットワークの確保（ネットワークの原則）」参照 

●生物種や生態系の保全のためには、生息域のネットワークを適切な形で確保することが必要です。 
●生物種や生態系の保全のためには、国際自然保護連合（IUCN）が提唱している「生物生息空間の形
　態・配置の6つの原則」である「広大化」「団地化」「集合化」「等間隔化」「連結化」「円形化」
　を考慮して、環境要素のネットワーク化を図ることが重要です。 

生物生息空間は、なるべく広い方が良い。 
タカ、フクロウやキツネ等高次消費者が生活できる広さが一つの目安です。 
生物の多様性に富み、安定性が増し、種の絶滅率が低くなります。 

優(better)　劣(worse) 生物生息空間の形態・配置の原則 

広
大
化 

同面積ならば、分割された状態よりも一つの方が良い。 
多くの種は一塊の広い地域であって初めて高い生存率を維持できるため、 
生息空間が幾つかの小面積に分割されると、生存率が低くなります。 

団
地
化 

分割する場合には、分散させない方が良い。 
生物空間が接近することで、一つの生物空間で種が絶滅しても近く 
の生物空間からの種の供給が容易になります。 

集
合
化 

線上に集合させるより、等間隔に集合させた方が良い。 
等間隔に配置されることで、どの生物空間も、他の生物空間との間で 
の種の良好な交流が確保されます。線上の配置は、両端に位置する生 
物空間の距離が長く、種の交流を難しくしてしまいます。 

等
間
隔
化 

不連続な生物空間は、生態的回廊(コリドー)で繋げた方が良い。 
コリドーの存在より、生物の移動が飛躍的に容易になります。 

連
結
化 

生物空間の形態は、できる限り丸い方が良い。 
生物空間内おける分散距離が小さくなります。外周の長さも小さくなり、 
外部からの干渉が少なくて済みます。 

円
形
化 

　高次消費者が生息可能な良質な

生物空間をより広い面積で、より

円形に近い形で塊として確保し、

それらを生態的回廊で相互に繋ぐ

ことが、最も効率的な生物の生息

空間の形態及び配置の仕方です。 
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これまでの工学的視点に加え、生物の生態から見た土地改良施設の果たすべき役割に 
ついての視点を考慮し、施設計画の検討を行います。 

4.　施設計画の考え方�

（これまでの視点） 

流速の緩和や維持管理費増嵩等に 
どこまで対応出来るか 

意見の集約 意見の集約 

生物の生息には、どんな流速や 
水路構造等が必要か 

●農業土木学的要素 
（流速、水深、水路構造） 
●水利系統（用水計画・排水計画） 
●環境の観点からみた施設の評価 
（維持管理を含めて） 

土地改良施設の現状の評価 
（地域のポテンシャル） 

 

（新たな視点の追加） 

●移　動 
●食　性 
●産　卵 
●越　冬 

水域の連続性 
流速 
水深 
水路構造 

生物の生態からの要請 

環境の調査・分析�

地域の意見交換と合意形成�
�

環境に配慮した整備の方向�

●整備の内容 

●地域住民による利活用 

●地域による維持管理 

●環境との調和に配慮した整備は、生物の生態から見てどのような生息条件が必要か、また、それに
　対し現状の土地改良施設がどこまで対応できるかの双方の視点から検討を行います。 



11

5.　住民参加による事業の実施�

●自然との共生の持続性が将来にわたって確保されるためには、環境調査、計画検討等の早い段階か
　ら地域住民や有識者の参加を得て、環境整備の内容、維持管理方法等について、合意形成を図るこ
　とが必要です。 

●合意形成を具体化する手法として、集落による協定の締結、土地改良区・地域住民間や市町村段階
　における管理・推進協議会の設置や市町村による条例などの制定等が考えられます。　 

行政単位と自然との共生の持続性を確保する手法 

実施例（滋賀県）�

構想・調査・計画・設計段階�

地域住民が望む地域の将来像を 
地域住民自らが描く 

維持管理体制・維持管理方法を 
念頭に計画策定 

施工段階�

施工に際し、地域住民の参加による動植物の移設等を実施 

維持管理段階�

地域の合意に基づいて維持管理作業を実施 

構
想
か
ら
維
持
管
理
に
至
る
ま
で
の 

積
極
的
な
地
域
住
民
の
参
加 

農業農村整備による自然との共生の持続性を将来にわたって確保するためには、事業の構想段階 
から維持管理に至るまで、積極的な地域住民の参加が必要です。 

●条　　例　　大津市「環境基本条例」 

●憲章・提言　「せせらぎ遊園まちづくりへの提言」 

●協　　定　　高月町雨森地区「ふるさと雨森の風景を育てる協定」 

●自然との共生を図るための委員会　　甲良町「むらづくり委員会」「せせらぎ夢現塾」 

●管理のための協議会・推進のための協議会　　余呉町「水質保全管理協議会」 

q　構想段階からの住民参加の必要性�

事業の構想段階から、地域が事業を自らのものと受けとめ、整備内容や将来の維持管理について 
十分な話し合いを行います。 

r　自然との共生の持続性を確保する仕組み�

●手引きP47「4.4.2　地域での合意形成」参照 

●手引きP30「4.1.2　早期からの住民参加の重要性」参照 
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●事業の受益者である農家、農家の代表である土地改良区、環境配慮の恩恵を受ける一般住民、合意
　形成の調整役や計画策定・事業実施に携わる者としての行政など、それぞれの立場で果たすべき役
　割を的確に果たすことが必要です。 

農家、土地改良区、一般住民、行政などがそれぞれの役割を果たすことにより、よりよい計画を策定 
します。 

s　地域の合意形成のための取り組みと役割分担 

●手引きP46「4.4.1　地域住民参加による計画づくり」参照 

●お仕着せの合意形成ではなく、地域住民が主役となって取り組む合意形成を手助けすることが合意形成の調整
　役としての行政の役割です。 
●計画の作成や事業の実施は、行政と地域住民が一体となって行います。 

住民自らが地域の将来像を検討（山形県高畠町） 

一般地域住民 

農家・土地改良区 

環境に 
関する専門家 

合意形成�
調査・計画・実施・維持管理 

自然と共生を図るための委員会（例） 
管理のための協議会・ 
推進のための協議会（例） 

環境に係る情報協議会 

行政 

地域住民・学識経験者等 

意見の交換 

●計画作成 

●合意形成の調整 

相談 

相談 

助言 

相談 

助言 

助言 

地域住民�

計画の作成・事業の実施�
�



13

` 環境との調和に配慮した調査・計画�
を行います�

●地域の定めた望ましい環境を実現しようとする場合に、どのような環境配慮措置を行うかを想定し
　つつ調査項目を選定することにより、適切な調査項目を選択できます。 

●保全対象種（その地域の農村の自然生態系を保全するために特徴的又は代表的な種及びその種と密
　接な関係にある種）の選定に当たっては、生態系の観点のみでなく、地域住民の意向、歴史文化の
　継続性、営農との関わり等の観点からの検討も必要です。 
●また、保全に必要な環境条件の実現性・持続性の検証も必要です。 

2.　保全の対象とする種の選び方�

○自然環境 

○社会環境 

○生産環境 

○法令、条例等 

調査を行い、環境配慮手法 
を検討 

地域の意向により、あらか 
じめ環境配慮措置を想定し 
つつ、調査項目を選定 

【調査項目：例】�

○修正 

○回避 

○最小化 

○影響の軽減/除去 

○代償　等 

【環境配慮措置：例】�

生物・生態学的 
な観点 

住民生活や 
社会的な観点 

営農の観点 

保全対象種の選定 

実現性・持続性の検証 

対象種の生活史・ 
種間関係・地域の 
環境条件 

現在の生息生育状 
況・生息生育環境 

保全に必要な環境条件の組み合わせ 
環境条件を実現するための配慮のポイント 

1.　調査方針の決め方�

時間・労力・費用の制約の下、調査計画は、田園環境整備マスタープランに基づき、効 
率的に行います。 

マスタープランに基づき、地域が望んでいる環境配慮措置を想定しながら調査方針 
を決定し、効率的な調査を実施します。 

地域の実情を把握し、マスタープランに基づき保全対象種を選定し、それらの保全 
に必要な環境条件の組み合わせを検討します。 

●手引きP16「3.3.2　調査方針の策定方法」参照 

●手引きP37「4.3.1　保全対象種の設定」参照 




