
～生きもの環境評価ツールを 

使って身近な水路の環境を考えよう～ 
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１．水路構造を知る 

２．水路周辺の生息環境を知る 

３．維持管理の状況を知る 

４-１．水の状況を知る 　   
（非かんがい期の水の有無）

４-２．水の状況を知る 　　　
（湧き水や沢水の有無）

４-３．水の状況を知る     　
（湧き水や沢水を好む魚類などの

有無）

５-１．水路のつながりを知る 　  
（海までのつながり）

５-２．水路のつながりを知る      
（水路と河川のつながり）

５-３．水路のつながりを知る     
（水路と水田のつながり）

６．水路の生活との関連 

むかし（Ｓ40年頃） 現在
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近年、環境との調和に配慮した水路整備の取組みが、各地において進められ

てきています。水路などの農業水路施設は農地に水を送るという大切な役割だ

けでなく、多面的な機能を有しており、水路や水が張られる水田は、多くの生

きものが集まる場として、豊かな生物相の回復に向けた取組みを進めることが

求められています。 

しかしながら、水路を生物生息の環境として、どのような目標を設定して、

どのような点を改善し、環境を創造すべきかなど、農家や地域住民にとっては、

わかりにくいため、環境との調和に配慮した水路整備への取組みが進みにくい

一因となっています。 

このため、「生きもの環境水路評価ツール」は、水路に接する機会の多い土

地改良区や農家、地域住民が身近な水路の現状を知り、どのような水路であっ

てほしいかという、目標を設定することなどを通じて、環境との調和に配慮し

た水路への取組みを増進することを目的に作られました。 

 

過去の水路整備において、むかし見られた生物が少なくなってしまった水路

を再整備する場合に『生きもの・人がにぎわう水路に復活させたい』、または、

水路に多くの生きものが残っていて『これから、環境との調和を図りながら整

備を推進したい』、『水路の生きものを通じて、地域の環境をみんなで考えてい

きたい』という地域は、この「生きもの環境水路評価ツール」を使って、身近

な水路の環境づくりを地域自らが考え、地域の特徴を生かした水路整備、地域

づくりが推進されることを期待するものです。 

はじめに 

社団法人 農村環境整備センター 

農林水産省農村振興局企画部資源課 

-1- 



 日本で米づくりがはじまったのは、約二千数百年前といわれています。以来、稲作の
普及、耕地面積の増加とともに、日本人の重要な主食である米をつくるための農業用水

確保のため、多くの人達によって農業水路が整備されてきました。 

 

 

 
 

農業用水路を流れる水は、農地に水を供給し、食

料を生産するという大切な役割だけではなく、生産

農産物の土落とし、農機具の洗浄、防火等の用水、

農村環境の保全等、農村地域特有の役割を果たして

いるほか、水路から水田に水が張られることで、多

くの生きものが集まるなど、多様な環境の源となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田んぼに水を運ぶ 

農業用水がもつさまざまな機能 

～農業用水がもつさまざまな機能イメージ～ 

（絵：農林水産省ホームページ「農業用水の多面的役割」より）

◆農業用水がもつさまざまな機能 

農地に水を供給し、作物を育てます。農 業 用 水 

洪 水 防 止 大雨を一時的に貯留し、ゆっくりと

河川などに流します。 

水 源 涵 養 水田や水路の水は徐々に地下に浸透

し地下水を涵養（かんよう）します。

積雪を水路の水を利用して消し流す

ためにも使われます。  

野菜や農機具を洗ったり、生活の一

部分になります。 

火事が起こったときの緊急時に必要

となります。 

農作物・農機具の洗浄 

防 火 用 水 

消 流 雪 用 水 

自然の浄化機能により、水質を改善

します。 
水 質 の 浄 化 

子供の遊び場や憩い、癒しの場にな

ります。 
親水空間の形成 

田園空間の景観を構成する一要

素となります。 
景 観 の 形 成 

魚が泳ぎ、ホタルが舞い、緑あ

ふれる生きものの生活の場や移

動経路になります。 

生 態 系 の 保 全 

水路で遊ぶ子供達 

農地へ水を運ぶ用水路 

水路で野菜を洗う 

防火用水 

～田んぼに集まる生きものイメージ～ 

（絵：ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「もうひとつの自然」より）
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 むかしの農業水路は素堀りで、水草が繁り流れも緩やかな水路が多くありました（①

～③）。また、水路と田んぼの高低差は少なく、魚が水路と田んぼを自由に行き来する

などし、多くの魚たちがみられました。 

 近年になって、ほ場整備や水路整備によって水路の整備が進み、農作業がしやすく、

維持管理が簡単なコンクリート製の水路が増え、しかも、水路と田んぼに高低差がある

水路となりました（④～⑦）。むかしに比べれば、田んぼも乾き、大型の機械で農作業

が楽になったし、草刈りなど水路の維持管理も楽になりました。また、水のいらない冬

期（非かんがい期）には水がまったく流れない水路もあります（⑧～⑨）。 

コンクリート製の水路は、単調で流れが速くて水草が繁らない水路が多く、水路から

田んぼに魚が入れないなど、決して生きものが生活する場所としては適していません。

最近では、一部の水路で、石を積み上げて造ったり、わざと土水路を造ったり、生きも

のにも配慮するようになってきましたが、まだそのような水路は少ない状況です（⑩～

⑫）。 

 むかしは水路で野菜を洗ったり、子供達が遊ぶなど生活と関連していましたが、近年

は生活と水路の関係が薄れ、水路から子供達のすがたが消えるなど、味気ない水路にな

ってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんの近くの水路はどんな状況ですか？  

◆いろいろな農業水路 

②中山間の素堀り水路 ①平地の素堀り水路 ③山際の零細な素堀り水路 

⑧非かんがい期に水のない土水路 

⑥整備された水路（２面張り・柵渠）④整備された水路（２面張り・ﾌﾞﾛｯｸ積） ⑤整備された水路（３面張り・大型U字溝）

⑦整備された水路（３面張り・現場打ち） ⑨非かんがい期に水のないｺﾝｸﾘｰﾄ水路

⑩生きものに配慮した水路 ⑪生きものに配慮した水路（石積み） ⑫生きものに配慮した水路（瀬・淵）
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 田んぼや水路の整備は、農作業の効率化や水を効率的に使用するためのなどの目的で

造られ、一番の目的である農作業の効率化など“営農面”から見ればずいぶん「良い水

路」となります。 

 その反面、魚たちやカエルが一生をすごすための生活史に必用な環境が失われ、生き

ものの視点“環境面”から見れば「悪い水路」となってしまいます。 

むかしは、普通に田んぼや水路で生活していた魚たちは現在では少なくなり、全国各

地で絶滅危惧種に指定され、レッドデーターブックにのるようになってしまいました。 

 また、むかしとくらべれば水路で野菜を洗ったり、子供達が遊んだり、人が集まるな

ど生活との関連が薄れ、水路について無関心になってしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、みなさんの身近な農業水路は、農地に水を運ぶだけではなく、さまざま

な機能があり、そこには魚たちをはじめ多くの生きものが住んでいました。 

水路の整備が進んだ今日、ずいぶん水管理などが楽になりました。でも、皆さんの近

くの水路は、むかしにくらべ生きものがたくさん見られますか？水路と人とのかかわり

が多かったむかしと比べ、現在の農業水路はどのような状況になっていますか？ 

さあ、皆さんで考えましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 水路の構造はむかしと比べどのように変化していますか？ 

■ 水路は魚たちがすめるような環境がありますか？ 

■ 水路は河川や水田に魚たちが移動できるようになっていますか？ 

■ 生活と関連せず、味気ない水路になっていませんか？ 

■ 釣りや魚取りやなど、水路で子供たちの歓声が聞えますか？ 

■ 水や生きものとふれあう憩いの空間になっていますか？ 

◆整備された水路       ◆失われた魚類の生活史の例 

身近な水路の環境を考えよう 

～メダカの生活史～ 
田んぼに水が入り、田植えが終わると、

用水路で生活していた成魚や未成魚のメダ

カは田んぼに入ってきます。成魚は産卵を

し、未成魚も成長後産卵します。産まれた

子どもは田んぼの中で成長します。稲刈り

の前に、田んぼの水を落とすと同時に水路

に戻ります。 

メダカの生活史・ナマズの生活史 

かながわ 田んぼの生きものウォッチング,神奈川県環境科学センター,2006,（ｲﾗｽﾄ：森上義孝）より引用・抜粋 

～ナマズの生活史～ 
ナマズの産卵期は普通 5～7 月で、6 月

が最盛期になります。この時期は田んぼの

田植えと梅雨期にあたり、降雨後の増水時

などに、夜間に川から水路へ、水路から田

んぼへと遡上します。産卵は１尾のメスを

１から数尾（多くは２尾）のオスが追尾し、

オスがメスにまきついて泳ぎながら行われ

ます。田んぼで産まれた子どもは、そこで

成長し、少しずつ水路ヘと生活場所を移し

ていきます。産卵時期が終われば、田んぼ

や小さい水路へは入ってきません。 
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 ワークショップにおいて、「生きもの環境水路評価ツール」を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水路の現状を把握し、どんな水路がよいか？ ･･･実際にやってみよう 
～「生きもの環境水路評価ツール」の活用～ 

 
「生き物環境水路評価ツール」は、水路に接する機会の多い土地改良区や農家、地域

住民が、水路の現状を知り、どのような水路であってほしいかという水路の目標を設

定すること等を通じて、環境に配慮した水路への取組みを増進することを目的につく

られたものです。 
生きものの専門家がいなくても、ワークショップの手法で地域住民が一緒になって

考えることができるよう工夫された「道具（ツール）」となっています。 
 

これから整備する地区 
過去の水路整備において、むかし

見られた生物が少なくなってしま

った水路を再整備する地区 

維持管理 軽微な改修 施設改修 

ワークショップ 

  草刈り 
  泥上げ 
  水管理 
  環境用水 

  魚道の整備 
  自然型護岸 
  魚巣ブロック 

農家 
改良区 

小学校 

住民 

行政 

 
～将来的な効果～ 
水路への親近感 

環境意識の高まりから 

生きもの環境水路 
評価ツール 

・田んぼの生きもの調査 
・田んぼの学校 
・農地・水・環境保全施策 
 など 

～想定される効果～ 
① 農家を含む地域住民が、身近な水路の環境に対する興味を高める。 
② 水路における生物生息環境の保全・再生手法を検討する。 
③ 農家を含む地域住民や土地改良区の人たちが、身近な水路の環境保全・再生活動 
 に取組むきっかけをつくる。 

  生息・生育環境の向上 
  景観の向上  

  野菜の洗い場  
  子供の遊び場  
  防火用水  

  子供と大人のコミュ 
 ニケーション  
  安らぎ空間の創出  

生活での利用 

活用 

  礫石の敷設 
  水路際の植栽 
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地域の活性化 生きもの環境の向上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画・準備する 

どんな水路でも、この評価ツールは使えるの？ 

水路といっても、幹線水路や支線水路、小水路までいろいろあり、平地や谷津田、

中山間など地形条件によっても様々なタイプの水路があります。この「生きもの環境

水路評価ツール」は様々な条件でも使用できるよう考えて作成していますので、どの

ような水路でも実施可能です。 

実際に整備の計画がある場合や、計画がなくても将来的に水路の再整備が考えられ

る水路、昔の環境を取り戻したいと考えている水路など様々な水路を対象とします。

どんな状況の水路を対象とするの？ 

■平野部の水路の特徴 

 水路は河川とつながっている幹線の用・排水路、田んぼに水を送る小用水路、田ん

ぼからの排水をうける小排水路、小用水路・小排水路と幹線の水路の間を結ぶ支線の

用・排水路があります。 

① 平地では地形勾配が緩やかで、水は比較的ゆっくり流れています。高低差が少

ないため、魚の移動を考えた場合、海～河川～水路～水田がつながっているこ

ともあります。 

② しかし、過去の水路整備によりコンクリートの水路となり、落差ができたり、

堰が作られたりしたため、それらのつながりが分断されている水路は少なくあ

りません。 

■谷津田・中山間部の水路の特徴 

 平野部の水路に比べ比較的小規模な水路で、小さな沢や上流の河川から取水し、里

山の山際、谷津田に沿った小さな水路、等高線沿いに水を流しているような用排兼用

の水路などがあります。 

① 魚類の移動（海～河川～水路）を考えた場合、地形的制約により傾斜がきつい

ため、水路のネットワークが分断されやすく、魚が下流から上流に遡上しにく

い水路が多いです。 

② しかし、上流の河川から魚類の供給がある場合や、地形条件によっては水路整

備前で河川と水路のつながり、水路と水田のつながりがある場合も考えられま

す。 

③ また、谷津田や中山間の水路は沢水や湧き水など、冷たい水が流れ込むため、

このような環境を好むホトケドジョウ、トゲウオ類、小型のサンショウウオな

どが生息しています。 

④ 水路周辺は雑木林やため池など、多様な環境があることも中山間の水路の特徴

といえます。 

大きい土地改良区や集落単位など、水路延長にも大小があります。評価ツールは水

路の延長規模の差で、やり方に違いはありません。 

できれば、河川との接続部から幹線・支線排水路の分岐点までなど、路線単位で水

路評価を行うことが望ましいです。なぜなら、ある路線の一部分だけ水路評価を行っ

ても、水路の前後の環境が従来どおりであれば、水路のネットワークは大して変わら

ないからです。 

基本的に現地を歩いて、現況の把握をしますので、延長が長い場合は複数のグルー

プに分け、それぞれのグループで評価ツールを使用し、その結果をつなぎ合わせると

水路全体について検討することができます。 

評価する水路の延長規模によって、やり方に違いはあるの？ 
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ワークショップにはどんな人を集めればいいの？ 

水路評価をしましょうといわれても・・・きっかけがない 

水路評価を行う際には、可能な限り地域住民の参加を得ると、新しい発見ができ、

いろいろなアイデアが出やすくなります。 

身近な水路についての水路環境、なじみの生きもの（誰もが知っている生きもの）

の生息状況、水路と生活とのつながり（洗浄に利用、水路での遊びなど）を「むかし」

と「現在」の状況を把握し、比較することで評価し、目標の設定等を行いますので、

特にお年寄りの方で、昔の水路のことを知っている方、水路の生きもののことを詳し

く知っておられる方にも出席していただくと、大変参考になります。 

１グループ５～８人ぐらいでワークショップをします。参加人数が多い場合は、数

グループに分かれて行います。 

水路評価をしましょうといっても、やはりきっかけが必要となります。このため、

「田んぼの生きもの調査」や「田んぼの学校での生きもの調査」、「農地・水・環境向

上対策の環境調査」、「環境学習での生きもの調査」などを、評価を行う水路で行い、

きっかけを持たせると良いでしょう。 

それら、地域で行う調査の「生きもの調査結果発表会」等にあわせて、この「生き

もの環境水路評価」を行うとより効率的・効果的です。 

 

 
評価する水路、延長、

参集範囲、参集者、

人数、グループ数、

調査日程などの実施

計画を立てます。 

また、他のイベント

等と併催する場合は

関係機関等と事前に

協議します。 

実施計画 
 

 
対象となる関係者へ参

加を呼びかけると共

に、概要をお知らせす

るビラ等を作成し配布

するなどします。 

多くの人の参加を募る

場合は、市町村の広報

やインターネット等で

参加者の募集を行いま

す。 

参加者への連絡 
 

 
対象となる水路の

平面図等（整備前

の図面や写真があ

れば更に良い）、筆

記用具、カメラ（ﾎﾟ

ﾗﾛｲﾄﾞ又はﾃﾞｼﾞｶﾒ

ﾃﾞｰﾀをすぐに印刷

できるように）、会

場の準備等 

準 備

「生きもの環境水

路評価ツール」に

よる実施 

現地調査

室内検討 
（ワークショップ）

※詳細は次頁以降 

準備の行程 

※詳細は次頁 

補助ツール（下敷き）の準備 

生きもの環境水路評価では、水路

に生息する生物（主に魚類）の生息

状況について把握します。そのため、

補助ツール（下敷き）を作成してい

ます。 

現地調査や聞き取り、環境教育な

どの場面で活用してください。なお、

魚は地域が違うと生息する種類が異

なることから、全国を４ブロックに

分け、４種類の下敷きを作成してい

ます。 

（表）

（裏）
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１回で行なう例 ２～３回で行なう例

【第１回目W.S】
〔外業〕 〔外業〕
9：00～10：30 9：00～10：30
（１時間30分） （１時間30分）

移動時間 移動時間
（30分） （30分）

11：00～12：00 11：00～12：00
（1時間） （1時間）

休憩 （第１回目W.S終了）

【第２回目W.S】

13：00～14：00 9：00～10：00
（1時間） （1時間）

14：00～15：00 10：00～11：00
（1時間） （1時間）

休憩
15：10～16：10 11：00～12：00
（1時間）

（第２回目W.S終了）

【第３回目W.S】

16：10～17：10 9：00～11：30
（1時間） （2時間30分）
※図面での

整理は無理か？

（第３回目W.S終了）

Ⅱ．水路環境の変化の把握
（現状の水路環境がむかしに比べ、いかに変化したか把握します）

Ⅲ．改善方法の検討
（地域が望む水路の目標や水路環境を少しでもよくする手法を検討します）

①　現地で水路構造や水路の周環境について確認（むかし及び現在の状況はどうか）【外業】

② 水路の診断を行う（質問についてむかし及び状況はどうか考える）

Ⅳ．結果の整理
（地域振興につながる展開を意識し、地域が取り組んでいく事項を整理します）

①　地域が望む水路の目標（将来像）を設定 ②　取り組むべき具体的な手法（目標）を検討

ワークショップで活用する、「生きもの環境水路評価」の手順は、以下の通りですが、事
前に生きもの調査を行ったり、専門家からの学習会などを合わせて行なうことで、より充
実した検討ができます。

○○水路

○○地区水路評価　　ワークショップ　（取りまとめイメージ）

アユモドキ

地域の住民が望む水路や水路とのつながり　の意見

昔よく見かけたアユモドキを復活させたい。

昔はフナがいっぱいいたよ。

水路で魚とりなどで遊んだものだ。

　水路に魚を増やして釣り客を増やしてはど

うか。

昔は水路で野菜を洗ったりしたが、今は水
質がわるい。

農薬が水路に流れ込んでいるし、魚は食べ
たくない。

例）
○水路幅に余裕がある所
　に魚の住処となるよう
　な石を置いてはどうか。

○幅がある所でよどみを

　作れば魚が休憩できる
　のではないか。

例）
○水路の底に少しだけ土砂
　がたまるように石やブロ

　ックを置いてみよう。

○泥上げするときは、全部
　土砂を取らずに、少し残
　してみてはどうか。

例）
○老朽化していて、断面が
　不足しているため、改修

　を要望しているが、次の

　工事には魚が住めるよう

　な水路にしたい。

２．結果の取りまとめ図

魚を復活させたい 遊び・レジャーに活用したい 水質を改善すべき

合わせて行なうと
より良い事項（例）

評価を行う水路、地域で
「田んぼの生きもの調査な
ど」を事前に行い、調査結
果の発表会に合わせて、こ
のツールを使ってワーク
ショップを行なう。

水路の変遷や地域の歴史、
水路環境などに詳しい方を
講師として、講演会や学習
会を開催する。

水路の改善方法の検討で、
魚類の生息環境などに詳し
い専門家を招き、勉強会を
実施するなど事例や具体的
な方法のアドバイスを受け
る。

本ツールを用いたワークショップ
（W.S）の行程例

※評価を行う水路延長によっても
異なりますが約１kmを想定

項　　目 タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4 タイプ5

水路断面

三面張り水路
（堆積なし） 二面張り水路

土水路石積みや土羽の水路
底は砂や泥

三面張り水路
（堆積あり）

5
cm
程
度 ・水路の構造は？

・水路周辺の環境は？

・維持管理の状況は？

・底に土などがあるか？

・落差工はないか？

・魚が生息できそうか？

・むかし見られたいきものは？

水路評価の流れ
準備するもの

（ワークショップ１班あたり）

Ⅰ．水路の現状把握
（水路のむかしと現在の環境を把握します）

　過去の水路はどうだったか、
むかし見られた生きものは何
か、現在見られる生きものは
何かなどを記録していきま
す。

現
地
調
査

室
内
検
討
（

ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ

プ
）

　「評価ツール」の設問に
従い、水路環境の変化を把
握し、どのような項目が劣
化しているのかを把握しま
す。
　その後、水路環境を良く
する手法をみんなで意見を
出し合い検討します。

～現地調査～
●調査する範囲の平面図
（1/2,500～1/10,000
の平面図を拡大したもの）
を１枚
●カメラ（ポラロイドカメ
ラなど、撮影した写真をす
ぐに印刷できるように）
●メモ用紙、筆記用具
●評価ツール及び補助ツー
ル（下敷き）
魚類の同定や環境教育の際
使用

～室内検討（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）～

●調査する範囲の平面図
（1/2,500～1/10,000の平
面図を拡大したもの）を7枚程
度用意する（むかしと現在を
比較するため6枚、取りまとめ
に１枚使用）

●模造紙（大きい白紙）
１０枚程度：出てきた意見等
をポストイット（大きい付箋
紙）に書き込み、模造紙に貼
り付け、意見集約させるとき
に使用する

●ポストイット（大きい付箋
紙）
様々な意見に対応するため、
２～３色あればより良い

●三角スケール、計算機
水路延長を測ったり、集計す
るときに使用

●筆記用具
サインペン（人数分）
太目のマジック（平面図に書
き込んだり、意見を集約させ
るときに使用）

●補助ツール（下敷き）
魚類の同定や環境教育の際使
用

●生きもの図鑑など
生きものを同定するときにあ
ると便利）

●お茶など短期

中期

長期

　水路環境を良
くするための方
法の位置付け

維持管理に
関連する方策など

土地改良区 地区（地域） 個人
行政

３．水路環境を良くするための手法の位置付けを確認する

誰　が？

い
つ
頃
？

例）
○老朽化していて、断面が
　不足しているため、改修
　を要望しているが、次の
　工事には魚が住めるよう
　な水路にしたい。

例）
○泥上げするときは、全部
　土砂を取らずに、少し残
　してみてはどうか。

例）
○水路の底に少しだけ土砂
　がたまるように石やブロ
　ックを置いてみよう。

例）
○水路幅に余裕がある所
　に魚の住処となるよう
　な石を置いてはどうか。

例）
○幅がある所でよどみを
　作れば魚が休憩できる
　のではないか。

取組みの規模

タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ４項　　目

水路周辺の環境
のタイプ

（イメージ写
真）

両側　植栽なし 片側が道路・宅地
片側は水田・草地など

両側が同じ
（水田と水田）（草地と草地）
（雑木林と雑木林）など

両側が違う環境
（水田と草地）（水田と雑木林）

など

4

4

3

4

2

2

1
1

3

3

4

43

4

2

1

4

3

3

1

0

1

2

3

4

5
１．水路構造を知る 

２．水路周辺の生息環境を知る 

３．維持管理の状況を知る 

４-１．水の状況を知る 　   
（非かんがい期の水の有無）

４-２．水の状況を知る 　　　
（湧き水や沢水の有無）

４-３．水の状況を知る     　
（湧き水や沢水を好む魚類などの

有無）

５-１．水路のつながりを知る 　  
（海までのつながり）

５-２．水路のつながりを知る      
（水路と河川のつながり）

５-３．水路のつながりを知る     
（水路と水田のつながり）

６．水路の生活との関連 

むかし（Ｓ40年頃） 現在

・レーダーチャートを作成し、む
かしと現在の水路環境の変化を把
握します。
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開水路構造のパターン表

タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4 タイプ5

漏水が少ない 漏水が少ない 護岸の補修が少ない 土羽の補修が少ない（石積護岸部）

漏水が少なく、周囲の水田を乾田化できる
ため大型機械の導入が可能

漏水が少なく、周囲の水田を乾田化できる
ため大型機械の導入が可能

水路幅が少なくてすむ

土砂の堆積がないため維持管理が容易 護岸の補修が少ない 効率よく水を流せる

護岸の補修が少ない 河床の洗掘がなく水路の補修が少ない

河床の洗掘がなく水路の補修が少ない 水路幅が少なくてすむ

水路幅が少なくてすむ 効率よく水を流せる

効率よく水を流せる

流速が早くなり危険 流速が早くなり危険 土砂が堆積し、草が生えたり水が流れにい 土砂が堆積し、草が生えたり水が流れにい 土砂が堆積し、草が生えたり水が流れにい

若干土砂の堆積があり、水草が生えたりし水
が流れにくくなる

河床の洗掘によりスムーズに水が流れなくな
る

河床の洗掘によりスムーズに水が流れなくな
る

河床の洗掘によりスムーズに水が流れなくな
る

定期的に土砂上げなどの維持管理が必要 水路内の草刈りや土砂上げなどの維持管理が
必要となる

水路内の草刈りや土砂上げなどの維持管理が
必要となる

水路内の草刈りや土砂上げなどの維持管理が
必要となる

河床の洗掘により護岸の根がでたりし護岸の
補修等が発生しやすい

河床の洗掘により護岸の根がでたりし護岸の
補修等が発生しやすい

大雨時に溢水しやすく、護岸がないため、水
路がいたみやすい

石積みのため護岸の補修が必要 土羽の補修が必要となる

土羽の補修が必要となる 河床が浅く近くの田んぼの地下水位が上昇し
農作業に困る
植物が多いため、カメムシ等の害虫が寄りや
すい

大雨時の溢水が減り、生活への直接的被害が
減る

土砂などが堆積し、水草生育しやすい 河床は土砂などであるため水草などの植物が
生育しやすい

河床は土砂などであるため水草などの植物が
生育しやすい

河床は土砂などであるため水草などの植物が
生育しやすい

土砂などが堆積し、魚類や貝類が生息しやす
い

河床に変化ができ、多様な流れになりやす
く、魚類が生息しやすい

河床に変化ができ、多様な流れになりやす
く、魚類が生息しやすい

河床に変化ができ、多様な流れになりやす
く、魚類が生息しやすい

大雨時の溢水が減り、生活への直接的被害が
減る

底打ちがないため、貝類が生息しやすい 底打ちがないため、貝類が生息しやすい 底打ちがないため、貝類が生息しやすい

非かんがい期や渇水時にも水たまりができ、
魚類や貝類が生き延びることができる

非かんがい期や渇水時にも水たまりができ、
魚類や貝類が生き延びることができる

非かんがい期や渇水時にも水たまりができ、
魚類や貝類が生き延びることができる

石積み護岸の隙間や岸辺の植生により生物が
隠れる場所が多い

岸辺の植生により生物が隠れる場所が多い

入力↓

昔ながらの水路があることで、釣りや魚とり
などすることができ、生活とのつながりがあ
り、地域おこしにもつながります

水際の水深に変化があるなど、多様な環境と
なる

ｍ

昔ながらの水路があることで、釣りや魚とり
などすることができ、生活とのつながりがあ
り、地域おこしにもつながります

入力↓
流速が早く、生きものの生息が困難 流速が早く、生きものの生息が困難 生きものの隠れる場所が少ない 水際の植物が少ない 大雨時に溢水しやすく、洪水時に直接被害が

生じる恐れがある

ｍ
生きものの隠れる場所がない 生きものの隠れる場所が少ない 護岸が垂直で水路に生きものが落ちた場合這

い上がることが困難
大雨時に溢水しやすく、洪水時に直接被害が
生じる恐れがある

水際の植物や土砂の堆積がないため、生きも
のの餌・産卵場所がない

水際の植物や土砂の堆積が少なく、生きもの
の餌・産卵場所が少ない

水際の植物が少ない

土砂の堆積がないため、貝類の生息は困難 護岸が垂直で水路に生きものが落ちた場合這
い上がることが困難

コンクリート化された水路では、生きものが
少なく釣りや、魚とりなどをする機会が減
り、生活とのつながりが減ります

非かんがい期や渇水時には、完全に水がなく
なり魚類や貝類が生き延びることができない

コンクリート化された水路では、生きものが
少なく釣りや、魚とりなどをする機会が減
り、生活とのつながりが減ります

護岸が垂直で水路に生きものが落ちた場合這
い上がることが困難

コンクリート化された水路では、生きものが
少なく釣りや、魚とりなどをする機会が減
り、生活とのつながりが減ります

1 2 3 4 5

タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4 タイプ5 合計
延長
（ｍ） →入力

合計
延長
（ｍ） →入力

むかし

むかし（Ｓ 　 ）年頃

現　在

（加重平均）

現　在

総延長

項　　目

（加重平均）

留
意
点

生
き
も
の
の
生
息
、

生
活
と
の
つ
な
が
り
の
視
点
（

環
境
面
）

留
意
点

水
路
の
維
持
管
理
、

営
農
の
視
点
（

営
農
面
）

水路断面の
タイプ

良
い
点

良
い
点

項　目

点　数

●岸は土羽や空石積みであり、魚の住処とな
る穴やくぼみがある。
●水路底は砂や土であり、魚や貝が潜り込む
ことができる。
●部分的に、水草も生育している。
●浅瀬や深みがあり、よどみなども見られ
る。

●岸は土羽であり、魚の住処となる穴やくぼ
みがある。
●水路底が砂や土であり、魚や貝がもぐりこ
むことができる。
●藻や水草が、護岸や水路底に生育してい
る。
●浅瀬や深みがあり、よどみなども見られ
る。

むかし（Ｓ 　 ）年頃

水路断面の
解　説

●護岸や底はコンクリートで魚の住処になる
ような穴やくぼみなどがない。
●水路底に土砂などの堆積がなく、魚や貝が
潜り込めない。
●流れは早く、単調で、水深の変化がない。

●護岸や底はコンクリートですが、土砂など
の堆積がある。
●堆積した土砂などにより魚や貝が潜り込め
る。
●堆積した土砂の部分に水草などが生育して
いる。
●土砂の堆積は５㎝程度

●護岸は両岸ともコンクリートやブロック積
みで魚の住処になるような穴やくぼみなどが
ない。
●水路底は土で、魚や貝が潜り込むことがで
きる。
●水草などが生育している。
●土や石などで水深や流速の変化がある。（S　　）に入力↓

総延長

点数 延長

点数 延長

比　率

比　率

　　水路の環境は、水路構造の変化（改修）、水路周辺の環境の変化、土砂の堆積、営農や維持
管理の状況の変化などによって変わります。
　水路の構造や周辺の環境、水の状況、河川とのつながり、水路の生活との関連が、むかしは
どうであったのか、現在はどのようになっているのかを調べます。

（２）水路構造を知る

　水路構造は、コンクリート三面張りや

二面張り、石積み水路、土水路などに区

分されます。また、三面張り水路であっ

ても、底に土がたまっているのかいない

かによっても、生物の生息環境はちがい

ます。

　水路構造については、聞き取りや土地

改良区の資料、現地調査などによって、

むかしと現在の水路構造をパターン分け

し、それぞれの延長を平図面や整理表

（整理表-１）で整理し、水路構造ごとの

延長を調べます。

三面張り水路
（堆積なし）

②むかしと現在の水路構造（タイプ１
～５）ごとの延長はどれだけでした
か？
（整理表-１：整理表で整理し、各タイ
プの延長を右に記入（入力）しま
す。）

（１）むかしの年代を設定する

　はじめに、評価を行う水路がいつ頃整備
されたか、幼い頃水路で魚取りなど遊んだ
記憶などから、「むかし」をいつの年代
（昭和○○年頃など）であるか設定しま
す。

二面張り水路

土水路石積みや土羽の水路
底は砂や泥

１．水路構造を知る

①調べる水路の総延長はど
れだけですか？

三面張り水路
（堆積あり）

5
c
m
程
度

Ⅰ．水路の現状把握（水路のむかしと現在の環境を把握する）

-9-



整理表-１：水路構造別　延長　整理表

項　　目

区　間 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在

計　（ｍ）

水路断面の
タイプ

タイプ5タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4

三面張り水路
（堆積なし）

二面張り
水路

土水路石積みや土羽
の水路

三面張り水路
（堆積あり）

5
c
m
程
度
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水路周辺の環境（水路沿いの環境）のパターン表

タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ４

●水路の両側に生物が生息できるような
法面がなく、植生がまったくない状態。
●両側が道路や歩道などのアスファル
ト、コンクリートによって舗装され、水
路の両側に土の部分がなく、植生がな
い。
●両側が住宅（工場なども含む）であ
る。

●水路の片側が道路・宅地等で、その反
対側は水田・草地などである。
●片側は道路や歩道などのアスファル
ト、コンクリートによって舗装されてい
る。
●水路横に溝畔や法面があるが、面積は
少なく、植生が少ない。
●畦畔木や河畔林はない。

●水路の両側が同じ環境である。
●水路の両側が水田、草地、雑木林（山
林）である。
●水路横に溝畔や法面があり、面積は大
きく、植生が多くある。
●畦畔木や河畔林が少々ある。

●水路の両側が水田と草地、水田と雑木
林、水田と山林など、違う環境である。
●水路横の法面等に畦畔木や河畔林があ
り、樹冠が水路に覆いかぶさっている
（水路に枝がオーバーハングしてい
る）。
●畦畔木や河畔林により、水路に日陰が
できる。
●畦畔木等に生息する昆虫が水路へ落下
し、魚類の餌となる。
●水路の左右が多様な生物が生息できそ
うな、異なる環境、多様な環境がある。

　貧弱

維持管理に手間がかかる

水路横に植生がなく、水路に日陰が
まったくできない

水路横に溝畔や法面があるが、面積は
少なく、植生が少ない

水路横に溝畔や法面があり、面積は大
きく、植生が多くある

水路の法面があり、法面には植生があ
る

水路片側が水田で、水田を生息場所と
する生物（カエル類、昆虫類など）が
見られる

水路両側が水田で、水田を生息場所と
する生物（カエル類、昆虫類など）が
見られる

水路片側が水田で、水田を生息場所と
する生物（カエル類、昆虫類など）が
見られる

植生により、水路に日陰がでるため、
魚が隠れることができる場所がある。

水路横の山林、雑木林などの樹木、畦
畔木、河畔林により水路に日陰がで
き、魚が隠れることができる

水路に昆虫が落下することで、魚類の
餌資源を供給することが考えられる

水路に昆虫が落下することで、魚類の
餌資源を供給することが考えられる

水路の左右が異なる環境で、多様な生
物が生息できる

1 2 3 4

タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ４ 合計

環境
延長
（ｍ） →入力

ｍ

ｍ 合計

環境
延長
（ｍ） →入力

点数 延長

現　在

むかし

項　　目

水路周辺の環境の
タイプ

（イメージ写真）

水路周辺の環境の
解　説

（
生
物
の
生
息
環
境
の
視
点
）

水
路
周
辺
の
環
境
の
例

水路周辺の環境の
豊かさのイメージ

維持管理（草刈り
等）作業の容易さ
のイメージ

点　数

項　　目

比　率

比　率

（加重平均）

（加重平均）

むかし（Ｓ 　 ）年頃 点数 延長

現　在

総延長

２．水路周辺の環境を知る

（１）水路周辺の生息の状況

　水路周辺の環境は平地では水田が中心ですが、中

山間地域等では周辺に山林、雑木林、ため池など多

様な環境があります。大きく面的にとらえて、周辺

の山林、雑木林、ため池がある環境は、水路にとっ

ても重要ですが、水路の隣接地の環境が水路に生息

する生物にとって影響を与えることもあります。

　例えば、水路沿いに樹木（河畔林や畦畔木等）、

草地などがあることで日陰ができ、水温上昇の防

止、捕食者からの魚類の隠れ場所となったり、水路

に昆虫が落下することで、魚類（中山間地であれば

イワナ・アマゴ・ヤマメ、カワムツなど）の餌資源

を供給することもあります。

　水路周辺の生息環境については、聞き取りや土地

改良区の資料、現地調査などによって、むかしと現

在の水路周辺環境の概ねのパターンを分類し、それ

ぞれの延長を平面図や整理表（整理表-２）で整理

し延長を調べます。

豊富

維持管理が容易

両側　植栽なし 片側が道路・宅地
片側は水田・草地など

両側が同じ
（水田と水田）（草地と草地）
（雑木林と雑木林）など

両側が違う環境
（水田と草地）（水田と雑木林）など

①むかしと現在の水路周辺の環境ごとの

延長はどれだけでしたか？

（整理表-２：整理表で整理し、各タイプ

の延長を右に記入（入力）します。）
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整理表-２：水路周辺環境　延長　整理表

項　　目

区　間 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在

計　（ｍ）

●水路の両側が同じ環境であ
る。
●水路の両側が水田、草地、雑
木林（山林）である。
●水路横に溝畔や法面があり、
面積は大きく、植生が多くあ
る。
●畦畔木や河畔林が少々ある。

水路周辺の環境の
タイプ

タイプ４タイプ1 タイプ2 タイプ3

●水路の両側が水田と草地、水
田と雑木林、水田と山林など、
違う環境である。
●水路横の法面等に畦畔木や河
畔林があり、樹冠が水路に覆い
かぶさっている（水路に枝が
オーバーハングしている）。
●畦畔木や河畔林により、水路
に日陰ができる。
●畦畔木等に生息する昆虫が水
路へ落下し、魚類の餌となる。
●水路の左右が多様な生物が生
息できそうな、異なる環境、多
様な環境がある。

●水路の両側に生物が生息でき
るような法面がなく、植生が
まったくない状態。
●両側が道路や歩道などのアス
ファルト、コンクリートによっ
て舗装され、水路の両側に土の
部分がなく、植生がない。
●両側が住宅（工場なども含
む）である。

●水路の片側が道路・宅地等
で、その反対側は水田・草地な
どである。
●片側は道路や歩道などのアス
ファルト、コンクリートによっ
て舗装されている。
●水路横に溝畔や法面がある
が、面積は少なく、植生が少な
い。
●畦畔木や河畔林はない。

両側　植栽なし
片側が道路・宅地

片側は水田・草地など

両側が同じ
（水田と水田）（草地と草地）
（雑木林と雑木林）など

両側が違う環境
（水田と草地）（水田と雑木林）

など
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　①生息場を確保するために、土砂や植生を残す

　②魚類等の産卵時を避ける

水路の維持管理状況のパターン表    ③生息を考慮した水管理
タイプ１ タイプ２ タイプ3 タイプ4

●維持管理を行っていない ●普通に維持管理を行っている

●通常の維持管理を行う際に、
生物の生息場所を確保するた
め、土砂や植生を残すなど、環
境にも配慮した維持管理を行っ
ている

●タイプ３加え、生物の産卵期
にも配慮して、維持管理の時期
を調整し行っている

または、

●タイプ３に加え、かんがい期
や非かんがい期に生物の生息を
考慮した水管理を行っている

特に、維持管理を行っていない 定期的に堆積土の泥上げを行っている 生きもの（主に魚類や貝類）の生息
（魚類の産卵や隠れる場所を確保す
る）のため、土砂を少し残すなど環境
に配慮した維持管理を行っている

同左

定期的に水路内の植生（藻など）の引
き上げを行っている

生きもの（主に魚類や植物）の生息・
生育（魚類の産卵や隠れる場所を確
保、植生の保全）のため、少し植生
（藻など）を残すなど環境に配慮した
維持管理を行っている

同左

定期的に水路法肩や法面の草刈、水路
と山林、雑木林との縁部の下草刈りを
行っているを行っている

水路法肩や法面の草刈について、生き
ものの生息・生育のため、少し植生を
残すなど環境に配慮した維持管理を
行っている

同左

水路と山林、雑木林との縁部の下草刈
りについて、生きものの生息・生育の
ため、少し植生を残すなど環境に配慮
した維持管理を行っている

同左

上記の維持管理作業について、魚類等
の産卵期など、生きものの生態（生活
史）にも配慮して、維持管理の時期を
調整している。

または

かんがい期や非かんがい期に、生物の
生息を考慮した水管理を行っている

1 2 3 4 合計

→入力

（加重平均点数） 比　率

ｍ

ｍ 合計

→入力

（加重平均点数） 比　率

現　在

維持管理点数 延長

現　在 維持管理の点数

生息にも配慮した維持管理の例

むかしの状況

維持管理の解
説

生物にも配慮した
維持管理の状態
イメージ

維
持
管
理
の
状
況

維持管理の点数

総延長

項目

維持管理点数 延長

点　数

むかし（Ｓ 　 ）年頃

①むかしと現在の維持管理の状況ごとの延長はど

れだけでしたか？（整理表-３：整理表の結果を記

入し、その結果を右に記入します。）

３．水路の維持管理状況を知る

維持管理された良好な状態

維持管理の様子

（１）水路の維持管理状況

　水路内や水路沿いの生物の生息環境は、農業が持続的に行

われ、水路内の泥上げや藻上げ、水路沿いの草刈りなどの維

持管理がなされてこそ成り立つ環境です。

　水路は、むかしから人間の手によって、水路の機能維持の

ため、泥上げや補修、また、その地域の土地管理の仕方も考

えた、周辺の草刈りなどが行われ、水路を守ってきました。

それらの維持管理は、同時に水路に生息する生きものの生息

環境を守ってきました。

　最近では、農家の高齢化や過疎化などが進み、耕作放棄地

が増え、水路や水路周辺の農地や水路の維持管理の状況が悪

くなり、同時に生きものの生息環境も悪くなってきていると

いえます。

　

　水路内や水路沿いの維持管理の状況は、聞き取りや土地改

良区の資料、現地調査などによって、むかしと現在の維持管

理の状況をパターンを分類し、それぞれの延長を平面図や整

理表（整理表-３）で整理し延長を調べます。
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整理表-３：維持管理状況　延長　整理表

項　　目

区　間 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在

計　（ｍ）

タイプ４タイプ1 タイプ2 タイプ3

●生物の生息場所を確保
するため、土砂や植生を
残した維持管理を行って
いる

●タイプ３加え、生物の
産卵期にも配慮して、維
持管理の時期を調整し
行っている

または、

●タイプ３に加え、かん
がい期や非かんがい期に
生物の生息を考慮した水
管理を行っている

●普通に維持管理を行っ
ている

水路周辺の環境の
タイプ

●維持管理を行っていない
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№ 内　　容 質　　　　　問 むかし（Ｓ 　 ）年頃 現在の状況

１．まったくなかった １．まったくない

２．部分的に水があった ２．部分的に水がある

３．かなりの部分に水があった ３．かなりの部分に水がある

４．全体に水があった
（非かんがい期も水がある）

４．全体に水があった
（非かんがい期も水がある）

メ　　　モ

水の状況診断表―１

問1
非かんがい期の
水の有無

回答（もっとも多い延長の番号を入力）　→

　むかし、水路内や
水田に冬でも魚のす
めるような水のある
場所や渇水時に魚が
すめる水がありまし
たか？

　また、現在はあり
ますか？

（１）非かんがい期や渇水時の水の有無

　生物生息環境から見た水の状況として、「非か
んがい期の水の有無や渇水時の水の有無」を調査
します。
　魚などが越冬するためには、冬でも水路や田ん
ぼに水があることが必要です。冬に水路や田んぼ
から水がなくなると、魚などが越冬できなくなっ
たり、渇水時に一時的に水がなくなると魚類等が
死滅してしまう場合があります。
　また、非かんがい期にも水路に水があると、冬
期湛水田（ふゆみず田んぼ）のような環境保全型
農業を実践しようとする場合、有利になる場合が
あります。
　
　水の状況については、聞き取り、現地調査など
によって、むかしと現在の水の状況を平面図や整
理表（整理表-４）に整理し、その結果を回答欄に
記入します。

４．水の状況を知る

かんがい期

非かんがい期
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整理表-４：非かんがい期や渇水時の水の有無　延長　整理表

区　間 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在

計　（ｍ）

　むかし、水路内や
水田に冬でも魚のす
めるような水のある
場所や渇水時に魚が
すめる水がありまし
たか？
　また、現在はあり
ますか？

４．水路全体に水が
ある
（非かんがい期も水
がある）

１．まったくない
２．部分的に水が
ある

３．かなりの部分に
　　水がある
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№ 内　　容 質　　　　　問 むかし（Ｓ 　 ）年頃 現在の状況

１．ほとんど流れていなかった １．ほとんど流れていない

２．少しは流れていた ２．少しは流れている

３．かなり流れていた ３．かなり流れている

４．全てが湧き水、しみだし水、
      沢水であった

４．全てが湧き水、しみだし水、
      沢水であった

メ　　　モ

回答（もっとも多い延長の番号を入力）　→

水の状況診断表―２

問２

湧き水や承水路
からのしみだし
水、沢水の有無

　むかし、水路内に湧
き水、山際の承水路か
らのしみだし水、沢水
など低水温の水が流れ
ていましたか？

　また、現在は流れて
いますか？

（２）湧き水や山際からのしみだし水、
　　　沢水の有無

　冷たい水を好む魚類の生息環境から見た、
水路の状況として、水路に「湧き水や沢水の
流入の有無」を調査します。
 
   扇状地での湧き水、中山間地域の零細な山
際のしみだし水、沢水などは水温が低く、そ
のような水が流れ込む水路は、冷たい水を好
む魚類などにとっては欠かせません。

　
　冷たい水の源となる湧き水や沢水が確保さ
れていれば、それらを好む魚類が生息できま
す。
　
　水の状況については、聞き取り、現地調査
などによって、むかしと現在の水の状況を平
面図や整理表（整理表-５）に整理し、その結
果を回答欄に記入します。

山際からのしみだし水が流れる承水路（地方ご
とに呼び方が違います）
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整理表-５：湧き水、承水路からのしみだし水、沢水の有無　延長　整理表

区　間 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在 むかし 現在

計　（ｍ）

　むかし、水路内
に湧き水、山際の
承水路からのしみ
だし水、沢水など
低水温の水が流れ
ていましたか？

　また、現在は流
れていますか？

４．全てが湧き水
や沢水であった

１．ほとんど流れ
ていない

２．少しは流れて
いた

３．かなり流れて
いた
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№ 内　　容 質　　　　　問 むかし（Ｓ 　 ）年頃 現在の状況

１．見たことはなかった １．見たことはない

２．ほとんど見たことはなかった ２．ほとんど見ない

３．時々見たことがあった ３．時々見ることができる

４．よく見かけた ４．よく見ることができる

回答（もっとも多い延長の番号を入力）　→

★生きものについては、補助ツール（下敷
き）の「湧水や冷水及び中山間地域を代表す
る生きもの」を参照してください。

　　　　　　　　メ　　　モ

水路の状況診断表―３

問1
湧き水や沢水の
有無

　むかし、水路でトゲ
ウオ類、ホトケドジョ
ウやイワナ、カジカガ
エル、小型のサンショ
ウウオ、イモリなど冷
たい水を好む生きもの
を見ましたか？
　また、現在はいます
か？
（イバラトミヨやスナ
ヤツメでも結構です）

（３）湧き水や沢水を好む魚類などの有無

　扇状地での湧き水、中山間地域の山際の承水路へ
のしみだし水、沢水などは水温が低く、魚類ではト
ゲウオ類、ホトケドジョウやイワナ、両生類ではカ
ジカガエル、小型のサンショウウオ、イモリなどが
生息します。

　これらの魚類や両生類が見られなくなっているこ
とは、水路に湧き水や沢水がなくなった可能性があ
ります。
　冷たい水を好む魚類や両生類ついては、聞き取
り、現地調査などによって、むかしと現在の状況を
平面図や整理表（整理表-６）に整理し、回答欄に
記入します。

□　トゲウオ類（写真はイバラトミヨ）
成魚の体長
50㎜

□　ホトケドジョウ 成魚の体長
40～60㎜

□　イワナ（写真はエゾイワナ）

□　スナヤツメ 成魚の体長
140～190㎜

□　カジカガエル
（泣き声が特徴的）

□　小型のサンショウウオ
（写真はﾄｳﾎｸｻﾝｼｮｳｳｵ）

★生きものについては、補助ツール（下敷き）
の「湧水や冷水及び中山間地域を代表する生き
もの」を参照してください。
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整理表-６：湧き水や沢水に生息する生き物の有無　延長　整理表

区　間 昔 現在 昔 現在 昔 現在 昔 現在

計　（ｍ）

　むかし、水路でホト
ケドジョウやイワナ、
カジカガエル、サン
ショウウオ、イモリな
ど冷たい水を好む生き
ものを見ましたか？
　また、現在はいます
か？
（イバラトミヨやスナ
ヤツメでも結構です）

４．よく見かけた
１．見たことはな
い

２．ほとんど見た
ことはない

３．時々見かけた
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№ 内　　容 質　　　　　問 むかし（Ｓ 　 ）年頃 現在の状況

１．まったく見たことはない １．まったく見ない

２．時々見たことがある ２．時々見ることができる

３．よく見ることができた ３．よく見ることができる

４．たくさんいた ４．たくさんいる

水路のつながり診断表―１

問1

　アユ、ウナギは、海⇔河
川⇔水路を行き来します。
　昔、水路にアユ、ウナギ
はいましたか？
　また、現在、アユ、ウナ
ギはいますか？
　（モクズガニでも結構で
す）

海までの
つながり

回答　　（番号を入力）　　→

★生きものについては、補助ツール（下敷き）
の「海と河川・水路を行き来する魚」を参照し
てください。

　　　　　　　　　　メ　　　モ

　水路は、河川を介して海までつながっています。
　水路に生息する魚類には、アユやウナギのように、生活史の中で一度海までくだり、再
び水路まで遡上する種もあります。また、フナやナマズのように、水路と河川を行き来す
るものもあります。さらに、水路から水田にフナやナマズ、ドジョウが上がれれば、田ん
ぼのなかで産卵することができます。
　水路のつながりについては、海⇔河川⇒水路の間を魚が自由に行き来できる状況にある
かどうか、また、水田にフナやナマズ、ドジョウが上がっていたかどうかを調べます。

★生きものについては、補助ツール（下敷き）を参照してください。

５．水路のつながりを知る

（１）海までのつながり

　アユ、ウナギ、モクズガニなどは、生活史の中で一度海

までくだり、再び水路まで遡上してきます。このような種

が水路にいることは、川から海までの連続性が確保されて

いることを示しています。

　アユ、ウナギが水路で見られたかどうかは、聞き取りや

文献調査、現地調査などによって、むかしと現在の状況を

記入します。

□　アユ
成魚の体長
10～30㎝

□　モクズガニ

□　ウナギ
40～90㎝

海
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№ 内　　容 質　　　　　問 むかし（Ｓ 　 ）年頃 現在の状況

１．まったく見たことはない １．まったく見ない

２．時々見たことがある ２．時々見ることができる

３．よく見ることができた ３．よく見ることができる

４．たくさんいた ４．たくさんいる

№ 内　　容 質　　　　　問 むかし（Ｓ 　 ）年頃 現在の状況

１．上っているのを見たことはない １．上っているのを見ない

２．時々（所々）見たことがある ２．時々（所々）見ることができる

３．よく見ることができた ３．よく見ることができる

４．毎年上っていた ４．毎年上っている

★生きものについては、補助ツール（下敷き）
の「水路と水田を行き来する魚」を参照してく
ださい。

　　　　　　　　　　メ　　　モ

回答　　（番号を入力）　　→

回答　　（番号を入力）　　→

　昔、田んぼにフナやナマ
ズ、ドジョウ、メダカなど
が上っていましたか？

　また、現在は、上ってい
ますか？

問３

★生きものについては、補助ツール（下敷き）
の「河川・水路を行き来する魚」を参照してく
ださい。

　　　　　　　　　　メ　　　モ

水路と水田の
つながり

水路のつながり診断表―３

水路のつながり診断表―２

問2

　昔、ナマズ、フナはいま
したか？
 　また、現在、ナマズ、
フナはいますか？
　（コイでも結構です）

水路と河川の
つながり

（２）水路と河川のつながり

ナマズやフナは、水路と川を行き来します。このような
魚がいることは、水路と河川を魚が自由に行き来できる
環境にあるといえます。
　ナマズ、フナなどが水路で見られたかどうかは、聞き
取りや文献調査、現地調査などによって、むかしと現在
の状況を記入します。

（３）水路と水田のつながり
　
　フナやナマズ、ドジョウ、メダカは田んぼの中で産卵
します。
　これらの魚が田んぼの中で見られなくなっていること
は、水路から田んぼに上がれなくなっている可能性があ
ります。
　
　フナやナマズ、ドジョウ、メダカが水田に上がってい
たかどうかは、聞き取りや現地調査などによって、むか
しと現在の状況を記入します。

□　ナマズ 30～50㎝

□　ナマズ 30～50㎝

□　ドジョウ 10～15㎝

□　メダカ 20～35㎝

□　ギンブナ 10～25㎝

□　ギンブナ 10～25㎝
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№ 内　　容 質　　　　　問 むかし（Ｓ 　 ）年頃 現在の状況 メ　　モ

１．利用していなかった １．利用していない

２．利用していた ２．利用している

１．遊んでいなかった １．遊んでいない

２．遊んでいた ２．遊んでいる

１．利用していなかった １．利用していない

２．利用していた ２．利用している

１．食べていなかった １．食べていない

２．食べていた ２．食べている

２．の個数　→

問4
水路で採れた魚を食べてい
ましたか？

生活とのつながり診断表

生活とのつながり

問3

子供たちが、水路の中で遊
んでいましたか？

問1
水路の水を防火、炊事や洗
面・食器洗いなど生活に利
用していましたか？

問2

水路で魚とりや釣りをしま
したか？

６．水路の生活との関連

　水路は、生活用水や防火用水など地域用水とし

ての機能もあります。また、子供たちが水路で魚

とりや水遊びをするなど、遊び場や学習の場とし

ての機能も有しています。このように、水路は人

間との生活にむかしから関連してきました。

　水路の生活との関連については、生活用水への

利用、子供たちの遊び場などのむかしと現在の状

況を把握します。

　地域の水路が生活とどのように関係していた

か、お年寄りの方からの聞き取りや文献調査など

によって、むかしと現在の状況を記入します。

水路で遊ぶ子供達

水路で野菜を洗う

防火用水
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海

頭首工

⑤水路と水田のつながり

評価を行う水路（例：支線排水路）

三面張り水路
（堆積あり）

三面張り水
路
（堆積な

二面張り水路

水田

幹線排水路

小排水路

石積みや土羽の水路
底は砂や泥

幹線用水路

支線用水路小用水路

⑤海までのつながり

⑤水路と河川のつながり

落差工・樋門など

④非かんがい期の水の有無

④湧き水・沢水

⑥集落（生活との関わり）

河　川

②水路周辺の環境を知る

③水路の維持管理の状況を知る

石積みや土羽の水路
底は砂や泥 土水路

①水路構造を知る（むかし）

①水路構造を知る（現在）

小用水路

支線用水路

小排水路

（参考）水路の現況把握のイメージ図
（平野部の例）

落差

水路

水田

集落

支線排水路
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Ⅰ．水路の現状把握の結果整理
現在

１．水路構造を知る

２．水路周辺の環境を知る

３．維持管理の状況を知る

４-１．水の状況を知る         （非かんがい期の水の有無）

４-２．水の状況を知る 　     （湧き水や沢水の有無）

４-３．水の状況を知る         （湧き水や沢水を好む魚類などの有無）

５-１．水路のつながりを知る     　 （海までのつながり）

５-２．水路のつながりを知る         （水路と河川のつながり）

５-３．水路のつながりを知る         （水路と水田のつながり）

６．水路の生活との関連

点数又は回答番号

むかし（Ｓ 　 ）年頃現状把握項目

　　　むかしと現在の水路環境やつながりを比較することで、水路の環境変化を把握します。
　むかしと現在の比較は、Ⅰ．水路の現状把握の調査項目を基にレーダーチャートを作成します。

0

1

2

3

4

5
１．水路構造を知る 

２．水路周辺の環境を知る 

３．維持管理の状況を知る 

４-１．水の状況を知る        
（非かんがい期の水の有無）

４-２．水の状況を知る 　    
（湧き水や沢水の有無）

４-３．水の状況を知る        
（湧き水や沢水を好む魚類など

の有無）

５-１．水路のつながりを知る 
（海までのつながり）

５-２．水路のつながりを知る 
（水路と河川のつながり）

５-３．水路のつながりを知る 
（水路と水田のつながり）

６．水路の生活との関連 

むかし（Ｓ 　 ）年頃
現在

Ⅱ．水路環境の変化の把握（調べた水路の環境変化を把握する）

4

4

3

4

2

2

1
1

3

3

4

43

4

2

1

4

3

3

1

0

1

2

3

4

5
１．水路構造を知る 

２．水路周辺の生息環境を知る 

３．維持管理の状況を知る 

４-１．水の状況を知る 　   
（非かんがい期の水の有無）

４-２．水の状況を知る 　　　
（湧き水や沢水の有無）

４-３．水の状況を知る     　
（湧き水や沢水を好む魚類などの

有無）

５-１．水路のつながりを知る 　  
（海までのつながり）

５-２．水路のつながりを知る      
（水路と河川のつながり）

５-３．水路のつながりを知る     
（水路と水田のつながり）

６．水路の生活との関連 

むかし（Ｓ40年頃） 現在

作成例
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■　水路の現状把握の解説（まとめ）

　ウナギ、アユなど水路から海まで行き来する魚がいなくなっ
たということは、海から水路までの間に魚の遡上を阻害するも
のがあることや、これらの魚の住める環境が水路にないことが
考えられます。

５-２．水路のつながりを知る
（水路と河川のつながり）

５-１．水路のつながりを知る
（海までのつながり）

項　　目

１．水路構造を知る

４-１．水の状況を知る
（非かんがい期の水の有無）

２．水路周辺の環境を知る

４-２．水の状況を知る
（湧き水や沢水の有無）

４-３．水の状況を知る
（湧き水や沢水を好む魚類などの有無）

３．水路の維持管理状況を知る

〃

　湧き水や山際からのしみだし水、沢水が流れこむ水路は水温が低く、魚類ではホトケドジョウ
やヤマメ、イワナ、両生類ではカジカガエル、小型のサンショウウオ、イモリなどが生息しま
す。
　これらの魚類や両生類が見られなくなっていることは、水路に湧き水や山際からのしみだし
水、沢水がなくなった可能性があります。

　水路や水路周辺の維持管理の状況がむかしにくらべ悪くなっ
たことが考えられます。
　

（むかしから比べ現在のポイントが上がった場合）
　むかしに比べ、維持管理を行う際に生きものの生息にも配慮
した維持管理がされるようになったことが考えられます。

　解　　　　説昔から比べ現在のポイントが下がった原因

　水路の整備により、水路の護岸が整備されコンクリート二面
張り、三面張り水路化されてきたことが考えられます。

　水路に水がないと魚類や貝類は生活することができません。
　河川などに避難できる魚類は比較的影響がすくないですが、避難できない貝類は影響を受けや
すく、イシガイなどの二枚貝が減少すると、そこに産卵するタナゴ類やヒガイ類が減少すること
にもつながります。

　過去の水路整備で、緩やかだった流れが速くなったり、単調な流れ、深い所や浅いところがな
くなるなど、魚などから見れば住みかとなるような穴や隙間、もぐりこむような場所がなくな
り、決してよい環境とはいえません。
　しかし、二面張り水路でも底が土などであったり、三面張り水路でも底に土などがたまるだけ
でも、魚などにとってはずいぶんよい環境となります。

　水路内や水路沿いの生物の生息環境は、農業が持続的に行われ、水路内の泥上げや藻上げ、水
路沿いの草刈りなどの維持管理がなされてこそ成り立つ環境です。
　水路は、むかしから人間の手によって、水路の機能維持のため、泥上げや補修、また、その地
域の土地管理の仕方も考えた、周辺の草刈りなどが行われ、水路を守ってきました。それらの維
持管理は、同時に水路に生息する生きものの生息環境を守ってきました。
　最近では、農家の高齢化や過疎化などが進み、耕作放棄地が増え、水路や水路周辺の農地や水
路の維持管理の状況がわるくなってきており、同時に生きものの生息環境もわるくなってきてい
るといえます。

　水路が整備されたことにより、水路の底が平らになり、非か
んがい期には全く水がなくなったり、水溜りのような場所が少
なくなった。
　また、水路が整備されなくても、水利権（水を使うことので
きる権利）で水が取り入れることができない場合が考えられま
す。

　水路の整備により、水路沿いにあった畦畔木や河畔林・草地
がなくなり、水路周辺の環境が悪くなったと考えられます。

　過去の水路整備で、水路沿いにあった樹木（河畔林や畦畔木等）、草地などがなくなり、日陰
による水温上昇の防止する機能や捕食者からの魚類の隠れ場所がなくなったことが考えられま
す。また、水路に昆虫が落下することで、魚類の餌資源を供給することもあり、それらの環境が
なくなったことで、水路に生息する魚類等の生息環境がわるくなっています。水路整備後でも、
水路沿いに植樹するなど、少し配慮するだけでも、それらの環境はずいぶんよくなります。

　湧き水や山際からのしみだし水、沢水は水温が低く、冷たい水を好む魚類などにとっては欠か
せません。冷たい水の元となる湧き水や沢水が確保されていれば、それらを好む魚類が生息でき
ます。

　水路が整備されたことや、ほ場整備により、湧き水や沢水の
流れが変わり、違う水路へ流れていたり、昔は一年を通して湧
水や沢水があったが、何らかの原因でなくなったことが考えら
れます。

５-３．水路沿線の環境を知る
（水路と水田のつながり）

　水路と水田のつながりがなくなった、なくなってきているこ
とを示します。
　水路周辺の水田が宅地化されるなどの原因もありますが、ほ
場整備により末端の小排水路が水田に対し、深く整備されたこ
とが考えられます。

　フナやナマズ、ドジョウなど、水田に上って産卵し、ふ化した稚魚は水田の中で成長して、川
へ戻っていきます。水田に魚が上がることができなくなると、これらの魚の数が減ってしまいま
す。

６．水路の生活との関連

　人間の生活と水路の関わりの場がなくなったか、少なくなっ
ていることを示します。生活そのものが変わったこともありま
すが、水路の整備により水路が深くなり危険になったこと、水
がよごれたことなど様々な原因が考えられます。

　　水路と地域住民のかかわりが深ければ、水路が住民に親しまれ、行き届いた管理も行なわれ
ることが期待できます。

　ナマズやフナは、川と水路を行き来する魚です。水路の護岸や底がコンクリート化されていな
く、魚などが住めるような環境がまだ多く残っていても、ナマズやフナなどがいないことは、水
路と河川とのつながりがなくなり、のぼれなくなっていることが考えられます。

　ナマズやフナがいなくなったということは、河川から水路に
遡上できなくなったことや、これらの魚の住める環境が水路に
ないか少なくなったことが考えられます。

　水路の護岸や底がコンクリート化されていなく、魚などが住めるような環境がまだ多く残って
いても、ウナギ、アユなどがいないということは、水路と河川、海とのつながりがなくなり、の
ぼれなくなっていることが考えられます。

-　26　-



　　水路環境の変化を踏まえ、今後、水路をどのような水路にしていきたいのか、水路環境を
よくしていくにはどのような方法があるのか、水路の維持管理も含めて皆さんで考えてみま
しょう。（検討した内容の整理方法は、P.35以降に示してあります）

１．地域の住民が望む水路や水路とのつながり

　水路は、農業用水の機能のみならず、生活用水や防火用水など地域用水としての機能もあ

ります。かつて水路では、子供たちが魚とりや水遊びをするなどし、また、野菜の洗い場所

などとして使われ、水路で取れた魚を食べたりしてきました。

　このように、水路と人間の生活はむかしから関連してきました。

　今後、水路と生活の関連を今後どのようにしていきたいか、むかしの体験や思い出などを

踏まえ、考えてみましょう。

どんな魚？

どんな遊び？

どのように？

今後、望む水路・水路とのつながり

・子供たちに水路で魚とりや釣りをさせてあげたい
・水路で魚を採って、それを食べたい
・むかしはよく見られた魚を復活させたい

・子供たちを水路で遊ばせたい

・水路の水を生活用水に使いたい

Ⅲ．水路環境を少しでも良くする手法の検討

　以降の水路環境を少しでも良くする手法の検討で出された意

見は、様々な意見の内容をまとめるために有効なワークショッ

プの手法　KJ法（文化人類学者　川喜田次郎氏　が開発）で

意見を集約させます。

　

　これ以降の地域の住民が望む水路や水路とのつながり、水路

環境を少しでも良くするための方法について、１つの意見や課

題などを１枚の付箋（ふせん）紙に書き留めます。

　付箋紙は大きめのものが良いでしょう。

（複数の意見があっても、それぞれ意見を、１枚ずつ付箋紙に

書き留めます）　⇒　P.35　Ⅳ.結果の整理参照

【注意】
１枚の付箋（ふせん）に１つだけ意見などを書きます！
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２．水路環境を少しでもよくする手法

　地域の住民が望む水路の姿を実現するためには、まず、現在の水路の環境を少しでもよく
し、水路に魚をはじめとする生きものを戻すことが望まれます。
　そのためには水路の環境を少しでもよくするための取り組みをしなければなりません。
　
　例えば「コンクリート三面張りの水路」を「土水路」に戻すということではなく、現在の水
路でも、少し手を加えることで、底に土や砂がたまり、貝や魚が生息できる場所を提供するこ
とができます。
　Ⅱ．水路環境の変化の把握で調べた項目ごとについて、どんな方策があるかみんなで考えま
す。また、それぞれの課題についても考えます。

（１）コンクリート三面張りの部分が多い（水路構造を知る）

　三面コンクリート張り水路は、魚のすみかとなるような穴や隙間、もぐりこむような場
所がなく、決してよい環境とはいえませんが、三面張り水路でも底に砂がたまるだけで、
環境はずいぶんよくなります。

水路に魚のすみかや隠れる場所が
ありますか？

魚や貝がもぐりこめるような土が
たまっているところがあります？

水が少ない時に、魚がすめるよう
な深い場所があったり、流れがゆ
るい場所がありますか？

○現地調査や聞き取りでの確認事項
○「はい」の場合　→　その状況や課題を記入
○「いいえ」の場合→　少しでもよくする方法や課題を記入

いいえ

いいえ

いいえ

はい

「はい」「いいえ」のいずれ
かに○印をつけます。

はい

はい

（参考）魚の休息場所の例
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（２）水路周辺の環境が悪くなった（水路周辺の環境を知る）

　水路や水路周辺の良好な環境が減った、なくなったということは、過去の水路整備で、
水路沿いにあった樹木（河畔林や畦畔木等）、草地などがなくなり、日陰による水温上昇
を防止する機能や捕食者からの魚類の隠れ場所がなくなったことが考えられます。
　また、水路に昆虫が落下することで、魚類の餌資源を供給することもあり、それらの環
境がなくなったことで、水路に生息する魚類等の生息環境が悪くなっています。

　水路整備後でも、水路沿いに植樹したり、法面に近くの法面の植生を移植するなど、少
し配慮するだけでも、それらの環境はずいぶんよくなります。

※平地で山林や里山がない場合でも、植栽などによって日陰をつくったりすることができ
ます。

水路沿いに河畔林や畦畔木など樹
木がありますか？

水路沿いや隣接する法面には植生
がありますか？

○現地調査や聞き取りでの確認事項
○「はい」の場合　→　その状況や課題を記入
○「いいえ」の場合→　少しでもよくする方法や課題を記入

いいえ

いいえ

はい

「はい」「いいえ」のいずれ
かに○印をつけます。

はい

～コラム～
　谷津田周りの林と田んぼの境との斜面は、田んぼに日が当たらなくなるなど
の理由から、田んぼから一定の面積の所まで、田んぼの持ち主が、いつも草刈
りをしている場合が少なくありません。草刈りをやめるとすぐ草木が茂り、林
になってしまい、田んぼが日陰になります。逆に、草刈りをいつもしていると
ころは、彼岸花が咲いたり、貴重な草花の生える場所になって、お客さんが見
に来たりします。
　また、田んぼの横に木を植えても日陰にならないような場所では、例えば法
面などの草刈りを軽減するため、クヌギ、コナラ、ヤマザクラ等を植え、雑木
林をつくります。そのような場は環境教育の場としても利用できます。
　田んぼや水路周辺の草刈などは、地域によって草刈をして良い範囲や場所の
決まりがあって、地域によって違いますが、このように、田んぼや水路周辺の
草刈り、植生の管理などは、「その地域の土地管理の仕方」も考えて行ってい
くことも大切です。
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（３）非かんがい期に水のある場所が減った、なくなった（水の状況を知る）

　非かんがい期に水路の水がなくなると、魚類や貝類は生活することができません。河川

などに避難できる魚は比較的影響が少ないですが、避難できない貝類は大きく減る場合が

あります。二枚貝が減ると、そこに産卵するタナゴ類が減ることにつながります。

　また、非かんがい期にも水路に水があると、冬期湛水田（ふゆみず田んぼ）のような環

境保全型農業を実践しようとする場合、有利になる場合があるので、そのような営農面か

ら見た非かんがい期の水の有無についても考えましょう。

非かんがい期でも水路に水があり
ますか？

非かんがい期でも水路に水を補給
できるところがありますか？

水がなくなった時に、水路に水が
たまるような深み、くぼみ（淵）
等がありますか？

○現地調査や聞き取りでの確認事項

いいえ

いいえ

いいえ

□　タナゴ類（写真はヤリタナゴ）

○「はい」の場合　→　その状況や課題を記入
○「いいえ」の場合→　少しでもよくする方法や課題を記入

はい

はい

はい

※タナゴ類はイシガイ等の二枚貝類に産卵します。

（参考）二枚貝が生息していないとタナゴ類は産卵できない！

産卵

□　二枚貝（写真はマツカサガイ）

-30-



（４）湧き水や沢水のある場所が減った、なくなった（水の状況を知る）

　扇状地での湧き水、中山間地域の山際からのしみだし水、沢水などは水温が低く、魚類では

ホトケドジョウや、イワナ、両生類ではカジカガエル、小型のサンショウウオ、イモリなどが

生息します。

　これらの魚類や両生類が見られなくなっていることは、水路に湧き水やしみだし水、沢水が

なくなった可能性があります。

　※元々、湧き水や山際からのしみだしだし水、沢水が流れ込んでいない水路については検討する必要はありません。

水路に湧き水や山際からのしみだ
し水、沢水が流れ込んでいます
か？

近くに湧き水等があるが、魚が生
息してそうな水路に流れ込んでい
ない。

昔は湧き水や山際からのしみだし
水があったが、今はなくなってし
まった。

○現地調査や聞き取りでの確認事項 ○少しでもよくする方策（及び課題）

いいえ

はい

はい

（参考）山際からのしみだし水が流れる承水路
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（５）ウナギ、アユなどがいなくなった（海までのつながり）

　　  ナマズやフナなどがいなくなった（水路と河川のつながり）

　ウナギ、アユなど水路から海まで行き来する魚がいなくなったということは、海から水路までの
間に魚の遡上を阻害するものがあることや、これらの魚のすめる環境が水路にないことや少なく
なったことを示します。
  また、ナマズ、フナは、川と水路を行き来する魚です。昔はナマズやフナがいたが今はいなく
なったということは、河川から水路に遡上できなくなったことや、これらの魚のすめる環境が水路
にないか少なくなったことを示します。
　水路の護岸や底がコンクリート化されていなく、魚などがすめるような環境がまだ多く残ってい
ても、ウナギ、アユ、ナマズ、フナがいないということは、海とのつながり、水路と河川のつなが
りがなくなり、のぼれなくなっていることが考えられます。

海～河川の間に魚が上れないよう
な落差や堰、水門がある。

河川～水路や水路の途中に魚が上
れないような落差や堰、水門があ
る。

○現地調査や聞き取りでの確認事項

は　い

は　い

は　い

ブラックバスやブルーギルなどの
外来魚が増えている。

は　い

いずれも「いいえ」 　いずれも「いいえ」の場合で、ウナギ・アユ、ナマズ・フナがいなくなったという
ことは、海とのつながりや水路と河川のつながり以外の原因や、対象水路以外の場所
に原因があります。関係機関などに相談することが考えられます。

河川や水路の水量が少なく、遡上
できない。

○「はい」の場合　→　少しでもよくする方法や課題を記入
○「いいえ」の場合→　その状況や課題を記入

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

海

（参考）海～水路、河川～水路、水路～水田の魚の移動
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（６）田んぼにフナやナマズ、ドジョウが上らなくなった（水路と水田のつながり）

　フナやナマズ、ドジョウなどは、水田に上って産卵し、孵化した稚魚は水田の中で成長
し、川へ戻っていきます。水田に上って繁殖できなくなると、これらの魚の数が減ってし
まいます。
　また、水田と排水路がつながっていて、水田に上がることができ、繁殖したとしても、
中干しを行うと成長した稚魚がとり残され死んでしまうこともあります。

水田と排水路の落差が大きく、魚
類が上れない状況ですか？

地域の魚類の繁殖期が中干し期と
重なっている。

＜参考＞
水田を利用する魚類の繁殖期

○現地調査や聞き取りでの確認事項

は　い

は　い

落差

○「はい」の場合　→　少しでもよくする方法や課題を記入
○「いいえ」の場合→　その状況や課題を記入

いいえ

いいえ

（参考）水田と排水路の落差

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月
コイ
フナ
タモロコ
ドジョウ
ナマズ
メダカ
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３．維持管理の検討

  例えば、水路の藻刈りをイベン

トとして開催し、藻刈もするし水

路の魚もつかまえる、また、非か

んがい期の落水時や水路の停水時

に魚をつかまえるなど、土地改良

区や農家以外の地域住民や都市住

民との交流や、地域が活性化する

取組みを、維持管理作業と関連づ

けるなど、これからの維持管理の

あり方について考えましょう。

維持管理の方法や課題を記入

　今まで検討してきた、フナやナマズ、ドジョウなどの魚類や貝類にとって水路環境をよ

くすることや水路周辺の環境をよくすることは、一方で水路の泥上げや水草などの草刈

り、周辺の草刈りなど、施設の機能を維持し、生物の生息・生育環境を保全していくため

の維持管理作業が通常より多くかかることが考えられます。

　これらの維持管理作業について施設の管理者である土地改良区や農家にとっては大きな

負担となります。水路環境の改善方策の検討とあわせて、これからの維持管理のあり方に

ついてみなさんで考えましょう。

 
地域が一体となった維持管理体制の例

地域の主体による活動の展開 

地域が一体となった維持保全活動やモニ

タリング等地域主体による取組みを実施 

土地改良区

有識者

地域住民 

事業主体

市町村

農 家

地域が一体と

なった体制 ＮＰＯ 

都市住民 

（参考）地域が一体となった維持管理体制の例
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例）
B：昔は水路で野菜を
　洗ったりしたが、
　今は水質がわるい。
D：農薬が水路に流れ
　込んでいるし、魚
　は食べたくない。

例）
C：水路で魚とりなどし
　て遊んだものだ。
F：水路に魚を増やし
　子供達を遊ばせたい。

例）
A：昔よく見かけたアユ
　モドキを復活させた
　い。
E：昔はフナがいっぱい
　いたよ。

　地域の住民が望む水路や水路とのつながり、水路環境を少しでもよくするため方法につ
いて、出された意見や課題を整理し、地域でめざす方向性、取組みを整理します。

・子供たちに水路で魚とりや釣りをさせてあげたい
・昔はよく見られた魚を復活させたい。

・子供たちを水路の中で遊ばせたい

・水路で魚を採って、それを食べたい

・水路の水を生活用水に使いたい

どんな魚？

どんな魚？

どんな遊び？

どのように？

１．地域の住民が望む水路や水路とのつながり

護岸に魚の住処となるような穴や隙
間はありますか？

魚や貝がもぐりこめるような土が
たまっているところがあります？

深い部分があったり、水がよどむよ
うな場所がありますか？

○現地調査や聞き取りでの確認事項 ○少しでも良くする方策（及び課題）

いいえ

いいえ

いいえ

（１）コンクリート三面張りの部分が多い
（水路構造を知る）

２．水路環境を少しでも良くする手法

１．意見の整理

意見
F

意見
C

意見
E

意見
・・・

意見
D

意見
A

意見
B

　様々な意見の内容をまとめるために有効なワークショップの手法　KJ法（文化人類学者　川喜田次郎

氏　が開発）で意見を集約させます。

　

手順①

　地域の住民が望む水路や水路とのつながり、水路環境を少しでも良くするための方法について、検討さ

れた意見や課題を１つの意見などに対し、１枚の付箋（ふせん）に書き留めます。

手順②

　似ている意見の付箋を集め、グループを作り意見を集約させます。

手順③

　集約させた意見どうしの関連性を整理し、地域でめざす方向性や、取り組むことなどを検討します。

意見
F意見

C
意見
E

意見
D

意見
A 意見

B

　地域で目指す
方向性をまとめ
ます。

水路環境を少しでも良くする手法について同様の手法で整理します。

○今後の望む姿（及び課題）

例）
○水路幅に余裕がある所
　に魚の住処となるよう

　な石を置いてはどうか。

○幅がある所でよどみを
　作れば魚が休憩できる
　のではないか。

例）
○水路の底に少しだけ土砂
　がたまるように石やブロ

　ックを置いてみよう。

○泥上げするときは、全部
　土砂を取らずに、少し残
　してみてはどうか。

例）
○老朽化していて、断面が
　不足しているため、改修
　を要望しているが、次の
　工事には魚がすめるよう
　な水路にしたい。

魚を復活させたい 遊び・レジャーに活用したい 水質を改善すべき

Ⅳ．結果の整理

意見
F

意見
C

意見
E

意見
・・・

意見
D

意見
A

意見
B

意見
A

意見
F

意見
B

意見
D

意見
C

意見
E

　集約させた意
見どうしの関連
性を整理し、取
り組むべきこと
などを検討しま
す。

手順③
手順①

手順②

手順③

手順②

手順①
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非かんがい期でも水路に水がありま
すか？

非かんがい期でも水路に水を補給で
きるところがありますか？

水がなくなった時に、水路に水がた
まるような深み、くぼみ等がありま
すか？

○現地調査や聞き取りでの確認事項 ○少しでも良くする方策（及び課題）

いいえ

いいえ

いいえ

（６）田んぼにフナやナマズ、ドジョウが上らなくなった
（水路と水田のつながり）

水田と排水路の落差が大きいです

か？

排水口の形状について魚類が上れな

い形状ですか？

地域の魚類の産卵期が中干し期と重

なっている。

○現地調査や聞き取りでの確認事項 ○少しでも良くする方策（及び課題）

は　い

は　い

は　い

（５）ウナギ、アユなどがいなくなった（海までのつながり）

水路が河川に流入する部分に魚が上
れないような落差がある。

遡上する時期に水量が不足してい
る。

水路の合流部や途中に魚が上れない
落差工がある。

○現地調査や聞き取りでの確認事項 ○少しでも良くする方策（及び課題）

は　い

は　い

は　い

ブラックバスやブルーギルなどの外
来魚が増えている。

は　い

いずれも「いいえ」の場合
　対象水路以外の場所に原因があります。関係機関な
どに相談することが考えられます。

　　　ナマズやフナなどがいなくなった（水路と河川のつながり）

２．水路環境を少しでも良くする手法

　
　他の、水路環境を少しでも良くする手法についても同様の

手法で整理します。

（２）水路周辺の環境が悪くなった（水路周辺の環境を知る）

（３）非かんがい期に水のある場所が減った、なくなった（水の状況を知る）

（４）湧き水や沢水のある場所が減った、なくなった（水の状況を知る）

意見
F

意見
C

意見
E

意見
・・・

意見
D

意見
A

意見
B

意見
F

意見
B

意見
E

意見
D

意見
A

意見
C

意見
F

意見
C

意見
E

意見
・・・

意見
D

意見
A

意見
B

意見
・・・

意見「○○関係の意見」

意見
A

意見
F

意見
B

意見
D

意見
C

意見
E

手順③

手順①

手順②

　集約させた意見どうしの関連性
を整理し、取り組むべきことなど
を検討します。

作成例
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２．結果の取りまとめ図の作成

　取りまとめられた、地域住民が望む水路や水路とのつながり、水路環境を少しでも良
くする手法、具体的な場所などを平面図に記入し取りまとめます。

○○水路

○○地区水路評価　　テーマ「むかし見た魚を復活させよう！」

アユモドキ

地域の住民が望む水路や水路とのつながり　の意見

昔よく見かけたアユモドキを復活さ
せたい。

昔はフナがいっぱいいたよ。

水路で魚とりなどで遊んだものだ。

　水路に魚を増やして子供達を遊ば
せたい。

昔は水路で野菜を洗ったりしたが、
今は水質がわるい。

農薬が水路に流れ込んでいるし、魚
は食べたくない。

例）
○水路の底に少しだけ土砂
　がたまるように石やブロ
　ックを置いてみよう。

○泥上げするときは、全部
　土砂を取らずに、少し残
　してみてはどうか。

例）
○老朽化していて、断面が
　不足しているため、改修
　を要望しているが、次の
　工事には魚がすめるよう
　な水路にしたい。

魚を復活させたい 遊び・レジャーに活用したい 水質を改善すべき

維持管理に関連する方策など

ワークショップ　（取りまとめ図のイメージ　例）

例）
○水路幅に余裕がある所
　に魚の住処となるよう
　な石を置いてはどうか。

○幅がある所でよどみを
　作れば魚が休憩できる
　のではないか。
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短期

中期

長期

　水路環境を良く
するための方法の
位置付け

維持管理に
関連する方策など

土地改良区 地区（地域） 個人
行政

３．水路環境を良くするための手法の位置付け（作成例）

誰　が？

い
つ
頃
？

例）
○老朽化していて、断面が
　不足しているため、改修
　を要望しているが、次の
　工事には魚がすめるよう
　な水路にしたい。

例）
○泥上げするときは、全部
　土砂を取らずに、少し残
　してみてはどうか。

例）
○水路の底に少しだけ土砂
　がたまるように石やブロ
　ックを置いてみよう。

例）
○水路幅に余裕がある所
　に魚の住処となるよう
　な石を置いてはどうか。

例）
○幅がある所でよどみを
　作れば魚が休憩できる
　のではないか。

取組みの規模　（大）

　取りまとめられた、水路環境を少しでも良くする手法について、「誰が？」実行すべきか、「いつ頃？」実行
すべきかを、下記の表に記入します（付箋に記入し貼り付けても構いません）。
　すぐに取組める小規模なことや、長期的に考えることが必要な大規模なことなど取組みの位置づけをします。

例）
○草刈にあわせて、生きもの調査
を行政・地元小学校と協力しあわ
せて開催してはどうか。
○専門家の先生に来てもらって、
生きものの解説をしてもらう。

（小）
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短期

中期

長期

　水路環境を良く
するための方法の
位置付け

維持管理に
関連する方策など

土地改良区 地区（地域） 個人
行政

３．水路環境を良くするための手法の位置付け

誰　が？

い
つ
頃
？

取組みの規模　（大） （小）
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平成○○年○月○日
生きもの環境水路評価　実施結果概要

○○○○土地改良区

実施者 維持管理方策

短期

中期

長期

実
施
時
期

４．取りまとめ表　（参考）

③　地域の住民が望む水路や水路とのつながり（将来像）

④　水路環境を良くするための方法

　全体の実施状況の概要を取りまとめ、参加者へフィードバックすることも大切です。

①　水路の現状の状況

②　水路環境の変化の把握（調べた水路の環境変化を把握する）
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生きもの豊かな農業水路をめざして 
 

～生きもの環境評価ツールを 

使って身近な水路の環境を考えよう～ 
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本書及び、補助ツール（下敷き）は 
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