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○ 評価の視点に基づき、取組による効果の発現状況について、活動組織に対し現地調査やヒア
リング等を行い、代表的な事例を整理した。

１．評価の視点別の効果の発現事例

１

・遊休農地の発生防止・抑制 1 愛知県 小牧市 おおくさ水土里の会

　(2)農業用施設の機能維持 ・農業用施設の保全データ整備 2 北海道 全域 北海道日本型直接支払推進協議会

  (3) 地域資源の保全管理体制の維持・強化 ・組織の広域化 3 福井県 福井市 文殊農地・水・環境保全管理協定

２．農村環境の保全・向上

　(1)施設の軽微な補修 ・鳥獣害防止の適切な保全管理 4 北海道 弟子屈町 摩周ノースネットワーク広域協定

　(2)農村環境保全活動

　　①啓発・普及 ・学校教育等との連携による環境保全活動 5 三重県 多気町 多気町勢和地域資源保全・活用協議会

　　③水質保全 ・水質保全 6 滋賀県 竜王町 弓削弓つくりの郷

　　④景観形成・生活環境保全 ・景観形成・生活環境保全 7 北海道 壮瞥町 滝4地域資源保全会

・生態系保全 8 滋賀県 野洲市 せせらぎの郷

・小水力発電施設の適正管理 9 三重県 多気町 多気町勢和地域資源保全・活用協議会

　(3)多面的機能の増進を図る活動

　　①防災・減災力の強化 ・防災・減災力の強化 10 新潟県 三条市 栄広域協定

　　②地域住民による直営施工 ・直営施工による経費節減、技術力向上 11 山形県 米沢市 米沢市広幡地域農地・水・環境保全組織

３．農業用施設の機能増進 ・維持管理費の低減 12 石川県 羽咋市
羽咋市・中能登町地域農地・水・環境保
全管理協定運営委員会

・多様な主体の参加 13 静岡県 沼津市 浮島地区農地・水・環境保全管理協定

14 長野県 上田市 小泉水土里会

15 福井県 小浜市 宮川グリーンネットワーク

・６次産業化 16 兵庫県 赤穂市 周世（すせ）美しい村づくり活動組織

評価の視点 効果項目 番号 都道府県 市町村 活動組織名

１．地域資源の保全管理
　(1)農地の保全管理

　　⑤資源循環、生態系保全

４．農村地域の活性化
　(1)農村コミュニティの維持・向上

５．構造改革の後押し等地域農業への貢献
・担い手への負担軽減、農地利用集積



○ H19年度から遊休農地の発生状況
の把握、解消の取組を開始。

○ 遊休農地の解消・保全管理のため、
発生場所の現地調査や土地所有者の
情報収集、草刈等を実施。

○ 遊休農地の活用のため、近隣の営
農者に、耕作を行うよう働きかけ。

【遊休農地の解消面積】
H19年度：3.7ha ⇒ Ｈ24年度以降：0ha

【遊休農地の活用状況】
・作付面積（H26年度）

水田1.9ha、畑1.6ha、樹園地0.2ha

・生産量・試算生産額（H26年度）
水稲9トン(2,103千円）
野菜（芋類含む）44トン(8,728千円）
※愛知県の平均的な流通価格より算出

【遊休農地発生防止の活動状況】
・参加者数（H26年度）

48人(農業者27人、非農業者21人)

・活動は、非農業者が半数近くを占め、地域
で環境保全に取り組む意識が向上。

取組の効果

○ 混住化が進む都市的地域の水田地
帯であり、遊休農地が点在して発生。

○ 遊休農地に繁茂した雑草がスズメの
営巣地となり、水稲の食害が発生。ま

た、雑草種子が飛散し、隣接農地にも
繁茂。

○ これらにより、地域の営農者の生産

意欲が低下し、遊休農地の増加が深刻
化。

○ 愛知県北西部の混住化が進む都市的地域の水田地帯。点在する遊休農地から隣接農地への
雑草拡散等により、営農者の生産意欲が低下し、遊休農地の増加が深刻化。

○ 遊休農地の解消・防止のため、H19年度から遊休農地の発生状況把握や草刈り等を実施し、
現在は、H19年度に3.7haあった遊休農地はすべて再生した。

○ 近隣の営農者に遊休農地の耕作を働きかけ、これらの農地では、H26年度は水稲9トン、野
菜（芋類含む）44トンが生産された。(試算生産額 10,831千円。)

○ 本活動への参加者の半数近くは非農業者が占め、地域で環境保全に取り組む意識も向上。

おおくさ水土里の会（愛知県小牧市）

活動開始前の状況や課題

遊休農地の発生防止・抑制への推進
【地区概要】
・取組面積 94ha （田85ha、畑9ha）
・資源量 開水路4.2km

パイプライン 17.3km
農道 21km、ため池9箇所

・主な構成員 自治会、農業者、
子供会、婦人会

・交付金 約４百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

【遊休農地の草刈】

【解消された遊休農地】

【営農が再開された水田】

取組内容

都市的地域

み ど り こ まき

２

１



○書類の作成・整理について、活動組織
役員や市町村担当者は、次の点に苦慮。

【活動組織役員】
・毎年の活動記録や図面等の書類作
成・取りまとめ
・役員交代時の、引継ぎ資料の作成

【市町村職員】
・人事異動や活動組織役員の交代時の
資料の引継ぎ
・書類様式の項目や基準などの変更に
対応しつつ、画一的な指導と情報蓄積

○ 負担軽減のため、GISシステムの利用
を検討。既存GISシステムは、利用する

ための権利取得が必要。また簡易に利
用できるスマートフォン等からの接続が
不可能で、活用が困難。

○多面的機能支払の活動における施設の点検等は、その都度、紙による記録や帳票として
データ保存がされているが、データベース化されていない状況。

○このため、インターネットに接続できるスマートフォン等の端末を使用して、活動情報
を登録できるＷｅｂ型ＧＩＳのシステムを構築。

○当該システムの構築により、活動情報の共有や事務処理の軽減、データの蓄積を実施し、
効率的、効果的な活動につなげることが可能。

北海道日本型直接支払推進協議会（北海道）

活動開始前の状況や課題

○次の作業が可能なWeb型GISシステム
を構築。
・全活動組織、市町村の利用
・スマートフォン等による、活動場所・内

容・写真の情報登録
・登録情報を基に、活動記録等の書類
の自動作成

取組内容

【システム構築の効果】
○活動記録の効率的な蓄積と利用

・ 点検・機能診断結果、活動箇所の特定
が容易にでき、適切な機能診断と活動計画
の策定

・ 活動情報の迅速な把握

・ 施設管理者への適切な財産の引継ぎ

○事務の簡素化

・ 登録した情報を基にシステム内で関係
帳票が自動作成され、事務負担の軽減

・ スマートフォン等のカメラ機能を使用し
写真を撮影することにより活動組織内、
関係市町村等との情報共有が容易

･ 交付金の効果的な執行に向けた指導と、
市町村の確認事務が軽減

取組の効果

農業用施設の保全データ整備 【概要】
・全道の取組面積 約75万ha

（田 約18万ha、畑 約30万ha、
草地 約27万ha）

・資源量 （開水路 約34千km、
パイプライン 約5千km、
農道 約25千km、ため池725ヶ所

・交付金 約 110億円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

【既存システム】 【構築システム】

３

２



○ 本組織は、福井市南部に位置する地域にあり、11集落が参加する広域組織。地域内の
農業用施設は、造成後30年以上が経過し、老朽化による用水路からの漏水などにより、
営農活動に支障を来たしている。

○ 施設の補修・更新は、策定した地域資源保全プランに基づき、実施内容・年度・費用
を調整.また、広域化により自主施工の体制強化が図られ簡易な補修は、自主施工により
実施。補修技術を持つ構成員が、他集落の支援や技術指導を行っている。

○ 広域化により重点整備が可能となり、単集落で行う場合と比べ、１路線当りの整備期
間が短縮。

文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

【地区概要】
・取組面積 330.1ha

（田 329.4ha、畑 0.7ha）
・資源量 開水路 68.0km

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 34.9km
農道 26.9km

・主な構成員 農業者、自治会、
土地改良区

・交付金 約29百万円（H27）

○ 地区内の水路は、造成後30年以上が
経過し、老朽化が進行。

○ 用水路は破損部からの漏水や不同沈
下、排水路はアーム柵渠の破損による
法面崩壊や背面土の吸い出しが発生し、
維持管理負担の増加が、営農活動を阻
害。

二次製品水路敷設自主施工による目地補修
既設水路の劣化状況

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

広域化による計画的な補修・更新の体制整備
もんじゅ ふくいし

【地域資源保全プランの策定】
・計画的な補修・更新のため、 H24年度に策定。
・施設毎の機能診断結果に基づく補修内容、

実施年度、概算事業費を明確化。
また、資金計画や関係土地改良区との連携

などの実施体制も取りまとめ。

【自主施工の実施】
・ 水路の目地詰めなど簡易な補修は、自主施
工により実施し、コスト削減。

・ 補修技術を持つ構成員が他集落の支援や
技術指導のため講習会を実施。

【補修計画の円滑化】

・ 地域資源保全プランの策定により、集落境界
箇所の路線の連続整備、補修・更新箇所の選
択と集中などの集落間の調整が円滑化。

【施工期間の短縮】

・ 広域化により重点整備が可能となり、１路線
当りの整備期間が短縮。

１路線あたりの施工期間：2カ年
単集落で行う場合 ：3ヵ年（試算）

【自主施工の実施状況】
・ 補修技術を持つ構成員の支援により、補修

技術が向上し、地域全体で自主施工の実施
が可能な体制整備を促進。

・講習会参加人数（H26年度）
146名（7集落/11集落）

４

平地農業地域３



○ 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
などの観光地が存在。

○ エゾ鹿やヒグマの生息地であり、鳥
獣害防護柵が設置されているが、一
部は老朽化や倒木などにより破損。

○ 当該箇所が進入路となり、近年は
鳥獣害被害が増大。防護柵の修復等
適正な維持管理が必要となっていた。

○ 本地域は、畑作と酪農を中心とする農村地帯であり、近隣に摩周湖・屈斜路湖の観光地も隣接
することから、観光客も本地域を訪問。

○ エゾ鹿やヒグマの生息地でもあり、鳥獣害防護柵（鹿柵）が全延長119kmも設置されていたが、
老朽化などにより、一部は倒壊しており、当該箇所からのエゾ鹿等の進入による被害が増大。

○ 地域ぐるみで鳥獣害防護柵の保全管理を実施することで、被害が大幅に減少。遊休農地化の抑
制や、担い手への農地利用集積にも繋がっている。

○ 以前は、旅行者も含む一般車輌とエゾ鹿の衝突事故が多発していたが、現在は減少傾向にある。

摩周ノースネットワーク広域協定（北海道弟子屈町）

活動開始前の状況や課題

○ 鳥獣害防護柵（鹿柵：全長約119kn）に
より、約490haの農地を保全。

○ 鳥獣害防止柵の点検・補修を非農家
を含む地域住民全体で実施。

○ 新たな損壊箇所は、発見者が速やか
に活動組織に報告する体制を整え、修
復等を迅速に対応。

取組内容

【鳥獣害被害の抑制】

・被害額
H18年度 73百万円→H26年度 57百万円

・被害面積
H18年度 220,5ha→H26年度 163.7ha

・エゾ鹿と一般車両の衝突事故

H18年度 約40件→H26年度 約30件

○ 鳥獣害防護柵の適切な保全管理によ
り、エゾ鹿等の食害減少。これにより、遊
休農地化が抑制され、農地利用集積が
増加。

○ エゾ鹿の飛び出しによる、一般車両と
の衝突事故が減少し、付近を走行する旅
行者の安全が確保。

取組の効果

鳥獣害防止柵の適正管理
【地区概要】
・取組面積 9,713ha

（畑 1,379ha 草地 8,334ha）
・資源量 開水路 0.5km

農道 5.9km
・主な構成員

農業者、非農業者、小学校ＰＴＡ
酪農振興会、自治会（行政区）

・交付金 約38百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

ましゅう てしかがちょう

草地に群がる鹿

大木による鹿柵の破損

活動組織による柵の点検 活動組織による柵の補修

５

中間農業地域４



○ 本組織は、三重県旧勢和村の全１０集落を対象とした広域活動組織。平成５年に地域住
民と立梅用水土地改良区が協力して、水路周辺等であじさいの植栽活動に取り組んだこと
を契機に、様々な地域活動を展開しており、平成１９年度に協議会を設立して、農地・
水・環境保全向上対策の取り組みを開始。

○ 多面的機能支払の活動では、土地改良区、小学校、図書館と連携し、遊休農地を活用し
た勢和地域ならではのオリジナルのコミュニティスクール（SOCS※）を開始。この活動に
より、子ども達の農業や郷土への関心、地域社会とのつながりが深まるとともに、地域の
多様な人々の活躍の場の提供にも貢献している。

※ SOCSとは、Seiwa Orignal Community School（せいわオリジナルコミュニティスクール）の略。

たきちょうせいわ たきちょう

多気町勢和地域資源保全･活用協議会（三重県多気町）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

学校教育等との連携によるコミュニティスクールの実施 【地区概要】
・取組面積700ha（田480ha 畑220ha）
・資源量 開水路81.6km

パイプライン8.0km
農道87.5km ため池8箇所

・主な構成員 農業者、営農組合、
自治会、土地改良区、
学校・PTA

・交付金 約22百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

【コミュニティスクールの取組状況】
・年間参加児童

延べ約200人（H12年度）※
↓

延べ約1,800人（H27年度）

・地域ボランティアの参加者数
延べ20名（H12年度）※

↓
延べ約80人（H27年度）

・年間取組時間
約60時間（H27年度）

※：H12年開始の農業農村体験学習の実績

【農業体験学習用農地】
5a（H25年度）

↓
40a：水田5a・畑35a(H27年度)

コミュニティースクールにより、子ども達の農業
や郷土への関心、地域社会とのつながりが深
まり、ボランティアとして地域の多様な人々の
活躍の場の提供にも貢献。

【コミュニティスクールの実施】
・土地改良区、小学校、図書館などが連
携し、農業や立梅用水の歴史教育、遊休
農地を活用した農作業体験などに取組。

・保護者や農家、図書館司書、JA職員な
どの女性が中心に講師となり、子ども達
に対する食農教育に取組。地域特産の大
豆などを使用し、豆腐や味噌づくりの体験
会などを実施。

○ 従来から、学校、図書館、営農組
織、土地改良区等が連携し、地域で
子どもに対する農業・農村の体験学
習の取組を実施していたが、学校の
人事異動の直後などには、地域と学
校の連携が希薄になりがちであっ

た。

○ このため、従来からの取組を発展
させ、小学校の総合学習の授業と連
携した農業体験学習を開始。

遊休農用地を利用したあじさいの植栽 コミュニティースクール（枝豆の収穫体験） ６

中間農業地域５



○ 琵琶湖に流れる日野川の中流部に
位置する水田地帯。

○ ほ場整備から40年以上経過。施設

の老朽化により水路の漏水や泥の堆積
が進行。維持管理の負担が増加。

○ また、琵琶湖の水質保全のため、水
田からの濁水流出防止対策が必要に
なった。

○ 本地域は、琵琶湖に流れる日野川の中流部に位置する水田地帯。ほ場整備から40年以上経過
し、施設の老朽化により、水路の漏水や泥の堆積が進み、維持管理が課題となっていた。また、
県一丸となって取組む琵琶湖の水質保全のため、水田の濁水流出防止対策が必要であった。

○ このため、浅水代かきの促進や法面の補修による水路の表土流入を防止。また、代かき期の透
視度調査のほか、植栽による景観形成活動などにより、濁水防止・環境保全を啓発。

○ これらの取組により、水稲やそばの環境こだわり農産物の作付面積の拡大やそばの６次産業化
の取組などが進められている。

活動開始前の状況や課題

【濁水防止対策の実施】
・濁水防止策として、浅水代かきを促進。
・水質保全のため、法面を補強し、水路

へ表土の流入を防止。

【啓発活動の実施】
・代かき時に集中的に行う透視度調査
や看板設置により濁水防止を啓発。

また、子ども会等と連携した植栽を実
施し、環境保全も啓発。

取組内容

【濁水防止対策の取組】
代かき時の透明度調査 3回/年

【環境こだわり農産物※の作付状況】
※化学合成農薬及び化学肥料の使用量を慣行の5割以下に半減
し、環境への負荷を削減して生産された農産物

・作付面積
314ha（平成25年度） → 378ha（平成27年度）

・作付率
63.1％（H25年度） → 80.8%（H27年度）

【地域ブランド「竜王そば」の栽培】
・H27年度作付面積：約40ha

【そばの６次産業化】
○そばの有機栽培生産から加工、販売まで
の６次産業化を実現。

・H27年度販売額：約1,089千円

取組の効果

農村環境保全活動（水質保全）の推進 【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、
子ども会、農村保全会、OB会

・交付金 約5百万円（H27）

弓削弓つくりの郷（滋賀県竜王町）
ゆ げ ゆみ さと りゅうおうちょう

【老朽化水路からの漏水状況】 【透視度調査の状況】 【子ども会による植栽状況】

【そばを使用した
商品の販売】

７

平地農業地域

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

６



○ 果樹を中心に野菜、豆類、水稲が
作付され、観光農園が広がる地域。

○ 観光客が多く訪れるため、国道脇
を中心に環境美化に取り組んでいた
が、近年、ゴミのポイ捨てが散見。

○ また、従来から、農業者が共同で水
路等を保全管理。高齢化、後継者不
足により保全管理が困難な状況。

○ 本地域は、果樹を中心に野菜、豆類、水稲が作付けされ、観光農園が広がる地域。観光客
が多く訪れるため、国道脇を中心に環境美化に取り組んでいたが、近年、ゴミのポイ捨てが散見。

○ このため、景観形成活動を地元農家が提案し、女性グループが中心となって、沿道の農地
端部にヒマワリを植栽。また、地域全体の景観向上のため、水路、農地法面の草刈りを重
点的に実施。

○ 草刈り、ゴミ拾い等の活動参加者数が平成25年度の約40人から、平成26年度は約50人に増
加したほか、国道沿いのゴミのポイ捨てが減少し、観光客の美化意識が向上されている。

滝４地域資源保全会（北海道壮瞥町）

活動開始前の状況や課題

○ 観光客向けに、景観形成活動を地元
農家が提案。

○ 沿道の農地端部のスペースを有効活
用し、女性グループが中心となりヒマワ
リを植栽。

○ また、地域全体の景観向上のため、
水路、農地法面の草刈りを重点実施。

取組内容

【景観形成活動の効果】
・草刈り、ゴミ拾い等の参加者数

約40人（H25年度）
↓

約50人（H26年度）

○ 農村景観が向上したことにより、国道沿
いのゴミのポイ捨てが減少。観光客の環
境美化の意識が向上。

取組の効果

景観形成・生活環境保全
【地区概要】
・取組面積 87ha

（田 10ha 畑 77ha）
・資源量 開水路 3.2km

農道 2.6km
・主な構成員 農業者

地域農業を考える女性の会
・交付金 約1.5百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

たき そうべつちょう

ヒマワリの播種作業 ヒマワリの開花状況施設の維持管理作業 ８

中間農業地域７



○ 琵琶湖に注ぐ野洲川の中流域に位置
する水田地帯。

○ ほ場整備が進み、琵琶湖固有種のニ
ゴロブナなどの生息環境が悪化。また、
混住化により、地域住民の農業・環境に
関する意識が希薄化。

○ 滋賀県では、琵琶湖の環境改善のた
め、「魚のゆりかご水田プロジェクト」等を

実施。環境保全型農業の実施が必要と
なった。

せせらぎの郷（滋賀県野洲市）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

生態系保全 【地区概要】
・取組面積 46ha （田 46ha）
・資源量

開水路 5.0km、農道 4.3km
・主な構成員

農業者、自治会、憩いの会、
消防団、幼稚園PTA、小学校PTA、
子ども会、土地改良区、JA

・交付金 約3.6百万円（H27）

【魚のゆりかご水田の実施状況】
・取組面積

H20年度：2.4ha →H27年度：10.6ha

【生態系保全活動の回数・参加者数】
回数・参加者数：1回・約100人（H20年度）

→：3回・約500人（H27年度）

【教育機関等との連携】（平成27年度）
・学生インターンシップ受け入れ：90人
・大学への出前講座の実施：2回
・海外からの視察人数：37人

【農産物の付加価値化、6次産業化の発展】
・魚のゆりかご水田米の販売：約6,000kg

（平成27年度）

○ 水田魚道を8箇所設置し、ニゴロブナが
繁殖可能な「魚のゆりかご水田」を整備。

○ 生物の生息状況の把握のため、都市
住民と生きもの観察会を実施。
また、高校・大学のインターンシップの受

け入れや、大学への出前講座など、教育
機関と連携した環境学習を実施。

○ 米のブランド化や地酒の製造販売によ
る6次産業化、JAが行う東京収穫祭と連
携し、地元農産物のPR活動を実施。

さと や す し

【生きもの
観察会】

【酒米用の水田】

○ 本地域は、琵琶湖に注ぐ野洲川の中流域に位置する水田地帯。ほ場整備が進み、琵琶湖
固有種のニゴロブナなどの生息環境が悪化していた。

○ 滋賀県では、琵琶湖周辺で「魚のゆりかご水田プロジェクト※」を実施し、本地域でも
環境保全型農業の実践が必要となった。

○ 水田魚道の設置や都市住民との生きもの観察会、教育機関と連携した環境学習を実施。
さらに「魚のゆりかご水田米」を活用した６次産業化にも取り組んでいる。

○ 魚類の生息環境の向上と生態系保全活動の参加者数の増加などにつながっている。
※排水路に魚道を設置して水田と琵琶湖の連続性を保ち、魚の生息環境を整備する取組

ほ場整備済された水田 ９

平地農業地域

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

８



○ 本地域は、以前から、地区外の大学、企業が地域資源の保全活動等に支援・協力。また、研究者
と連携して、本地域をフィールドとして地域資源の保全活動の調査・検証を実施。

○ これらの繋がりから、地域住民、大学、企業、行政等が協力して小水力発電施設を設置し、本交
付金で発電施設の除塵や点検等の維持管理を行っている。得られた電力は、米粉等の６次産業
施設や、活動における施設等の点検作業に使用する電気自動車の電源として利用。

○ これらにより、H26年度は、2,800kWhの電力を発電。地区の子ども538人に対し、環境学習の機会
を提供。また、自然エネルギーを活用したさらなる活動の展開を模索している。

たきちょうせいわ たきちょう

多気町勢和地域資源保全･活用協議会（三重県多気町）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

小水力発電施設の適正管理の推進 【地区概要】
・取組面積700ha（田480ha、畑220ha）
・資源量 開水路81.6km、

パイプライン8.0km、
農道87.5km、ため池８箇所

・主な構成員 農業者、営農組合、
自治会、土地改良区、
学校・PTA

・交付金 約22百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

【小水力発電の設置】 （平成26年度）
・ 小水力発電の規模：400W
・発電量： 2,800kWh/年

【環境学習の実施】 （平成26年度）
・開催回数：年３回
・参加児童数： 538人

○ 子どもを対象に、ＣＯ２発生抑制などの
環境学習も実施。学習に参加した子ども
538人の環境への関心を啓発。

○ 今後、自然エネルギーを活用したさらな
る活動の展開を模索。

○ 農業用水路をの落差工を活用して、小
水力発電施設を設置。本交付金で発電
施設の除塵や点検等の維持管理を実

施。

○ 電力は米粉等の６次産業施設、農業
用水の管理施設や獣害対策の施設の点
検等に使用する電気自動車、外灯に活

用。

○ また、地域の小学生を対象とした環境
学習にも小水力発電施設を活用。

○ 地区外の大学、企業が地域資源の
保全活動等の支援・協力団体として参
加。研究者と連携して、地域資源の
保全活動の調査・検証を実施。

○ 農業用水を利用した小水力発電の実
証研究にも取り組み、自然エネルギー
を活用した多様性な活動の可能性の検
討を開始。

子ども達による小水力発電のビデオレポート小水力発電の候補地調査（51㎝落差） 10

中間農業地域９



取組の効果

○ 本地域は旧栄町の6地区のうち、平成19年度の農地・水・環境保全向上対策から2地区が取
組を開始し、平成26年度の制度移行を期に残り4地区が加わり栄広域協定として広域組織化
を行った。

○ 平成16年度に、市内を流れる河川が一部決壊し、広範囲に湛水・浸水被害が発生したこと
から、異常気象時の対策や排水機場の運転負荷の軽減が課題となった。

○ このため、新潟県で推進している「田んぼダム」を平成20年度から計画的に取り組み、平
成26年度からは多面的機能の増進を図る活動として対象農用地を拡大。異常気象時の湛水被
害の抑制、排水機場の運転負荷の軽減に効果を発揮している。

栄広域協定（新潟県三条市）

活動開始前の状況や課題

多面的機能の増進を図る多様な取組

取組内容

○ 防災・減災の取組として水田の排水口
に「調整装置」を設置することで貯留機能
を高める、「田んぼダム」の取組を実施。

○ 平成27年度は、農家904戸で1,014ha
の水田で田んぼダムに取り組んでいる。

・ 大貯水量203万t（水深20cm)

○「田んぼダム」の取組を行うことで河川へ
の急激な排水を抑制。県内の中越地域でシ
ミュレーションした結果、家屋への浸水被害
が54%減少する結果となった。

【田んぼダム設置による効果】
・機場の 大運転時間の削減

平成16年度 64時間
平成23年度 46時間

（24時間雨量）
平成16年度7月13日 316mm
平成23年度7月29日 290mm

○ 平成16年7月の新潟・福島豪雨では、市
内を流れる五十嵐川と刈谷田川が一部決
壊。広範囲の農地と市街地に湛水 ・浸水
被害が発生。

○ 本地域は、刈谷田川右岸排水機場のフ
ル稼働により、被害を免れたが、異常気象
時の対策や、排水機場の運転負荷の軽減
が課題。

○ 信濃川の中
流域に位置す
る水稲就寝の
低平輪中地帯。

○ 農業用排水
路から河川へ
の排水は、機
場排水に依存

11

平地農業地域

さかい さんじょうし

【地区概要】
・取組面積：2,138ha

（田 1,985ha、畑 153ha）
・資源量 開水路 180.0km、農道 162.8km

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 126.3km、ため池 ２箇所
・主な構成員

農業者、自治会、土地改良区 等
・交付金 約118百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

10



○ 本地域は、山形県の南部に位置する水田地帯。水路等は造成後40年経過し、老朽化の進行
により維持管理に苦慮していたことから、Ｈ24年から農地・水保全管理支払交付金に取組み、
地域ぐるみで水路等の保全管理を開始。

○ また、施設の長寿命化対策は、地域住民が施設の補修等の技術を学び、自ら作業を行う
ことで、補修等に係る費用を縮減するとともに、地域で継続的なメンテナンスを行える体制
を整備。

○ 平成27年度に行った水路の補修では、直接施工を行った結果、外注した場合に比べて費用
を約３割程度に削減。また、自ら補修等を行うことにより、共同活動への取組意欲の向上や、
補修等の技術の習得により安全管理への意識が向上。

米沢市広幡地域農地・水・環境保全組織（山形県米沢市）

取組内容 取組の効果

地域住民の自主施工による経費節減、技術力向上
よねざわしひろはた

図表や写真を添付（図
表や写真に対する説
明付き）

よねざわし

活動開始前の状況や課題

○ 本地域は、山形県の南部に位置す
る水田地帯。保全管理する施設が多く、
造成後40年以上が経過し、老朽化によ
り維持管理が困難化。

○ 農業者の高齢化の進行により、農業
者だけによる施設の維持管理が困難化。

○ このため、Ｈ24年から農地・保全管理

支払交付金に取組み、地域ぐるみで水
路等の保全管理を開始。

○ 施設の長寿命化対策は、地域住民が
補修等の技術を学び、自ら作業を行うこ
とで、補修等に係る費用の縮減と、地域
で継続的なメンテナンスができる体制を
整備。

（平成27年度）
体制：15人(有資格者10人含む)

○ 構成員が作業等に必要な技術を修得
するため、外部講習の受講や組織内で
の講習会を実施し、技術力の向上に取組。

老朽化した水路

【自主施工による工事費削減】

○ 地域住民による自主施工で水路補修を行
い、約３割費用を削減。

外注 ：約17,200円/ｍ
自主施工： 約11,800円/ｍ

【技術の修得】
○ 刈払機取扱に関する外部研修に17人参

加。また、研修受講者を講師として、組織
内で講習会を開催し、地域住民100人が技
術を修得。

【維持管理の活動意欲向上】

○ これらの取組により、組織内で施設の使
い勝手を良くする工夫、共同活動に対する
意欲の向上や安全管理に対する意識が向
上。

作業講習会の開催 自主施工の実施 12

平地農業地域 【地区概要】

・取組面積 443ha（田443ha）

・資源量

開水路53.0km、農道26.5km、

ため池１箇所

・主な構成員

農業者、非農業者、土地改良区、

維持管理組合

・交付金 約27百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（長寿命化）

11



○ ほ場整備後30年以上が経過してい
る水田地帯。水路は不等沈下等により
漏水が多発。用水機能が低下し、水
量不足が発生。

○ 農地法面の崩壊も多く、水田からの
漏水も発生。毎年、応急措置として、水
路や農地法面の土嚢積みに、多くの労
力が必要。

○ また、法面の草刈りの負担が大きく、
部分的に除草剤を散布。

○ 本地域は、石川県の能登半島基部に位置する水田地帯。ほ場整備後30年以上が経過
し、水路の不等沈下等による用水機能の低下や水路・農地の法面崩壊が多くみられる。

○ このため、用水路の布設替え工事や水路・法面の補強対策、法面への防草シートの敷
設等を実施。これにより、用排水路の応急的な補強等の労力が軽減され、維持管理に
要する負担が軽減されている。

○ 併せて、活動組織を広域化することにより、担い手への農地利用集積の進展や、地域
住民の共同活動への参加者も増えている。

羽咋市・中能登町地域
農地・水・環境保全管理協定運営委員会（石川県羽咋市・鹿島郡中能登町）

活動開始前の状況や課題

○ 建設工事の経験者を中心に、老朽化し
た水路22,200mの布設替えを自主施工に
より実施。合わせて、水路・農地法面の
補強対策を実施。

○ 急勾配な水路法面など、危険な箇所を
中心に、草刈りの負担軽減のため、防草
シートを布設。

取組内容

【水路の布設替え】
・法面の土嚢積み作業の軽減

約630人/年

【防草シートの布設】
・草刈り労力の軽減

約80人/年

【維持管理負担軽減による集積率の向上】
・H24年度：52％ ⇒ H27年度：60％

○ 水路等の保全活動に対する理解が醸成
され、共同活動の参加者が増加。

H24年度 H26年度
農業者 ：418人 555人
非農業者：234人 466人

取組の効果

維持管理費の低減の取組
【地区概要】
・取組面積 1,830ha （田1,830ha）
・資源量

開水路 484.5km、パイプライン 76.8km
農道 253.7km、 ため池 84箇所

・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、JA 等

・交付金 88百万円（H27）

自主施工による水路の布設替え

地域住民による草刈り

老朽化している用水路 13

平地農業地域

農地維持支払
資源向上支払（共同）

は くい し なか の と まち

は くい し なか の と まち
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浮島地区農地・水・環境保全管理協定（静岡県沼津市）

大学や企業、NPO法人等との多様な主体の参加

【地区概要】
・取組面積：90ha

（田75ha、畑15ha）
・資源量 水路15km、農道16km
・主な構成員

農業者、自治会、小学校ＰＴＡ等
・交付金 約８百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○ 希少な湿原植物が生育し、「静岡県版
レッドデータブック2004」では、“今守りたい
大切な自然”の１つに挙げられている。

○ 農業者の減少・高齢化により遊休農地
が発生し、希少種を脅かす有害植物が繁
茂。また、工事残土の不法投棄などで、地
区の環境悪化が懸念。

○ 地区目標に掲げている「住んでよかった
浮島・住みたい浮島」に向け、環境や農地
の保全が必要。

活動開始前の状況や課題

○ NPO法人と連携し、景観向上・環境保
全活動を実施。

・景観向上活動：遊休農地や不法投棄場所
に、ひまわりを地域住民等と共に、 1万5
千本植栽。「浮島ひまわりらんど」として
造成。

・環境保全活動：メダカ、ドジョウ等の生息
場所として水路に「わんど（浮島わん
どーらんど）」を整備。

○ 県の行う「一社一村しずおか運動」によ
り、中日本高速道路（株）と共に、「稲刈
り体験」や「ヨシの刈り取り」等の交流イ
ベントを実施。

取組内容 効果、課題、今後の展開

【NPO法人との連携】
「浮島ひまわりらんど」の造成。
・ 遊休農地2,000m2を解消。
・ ひまわりのフォトコンテストを開催し、市

内外から約700人/年が来場。
・ 地元農産物の販売と組み合わせ、地区

外の住民との交流イベントとして発展。

「浮島わんどーらんど」の整備
・ 泥遊びや自然観察会などを開催。地域

の子ども（年50人程度）に対し、環境教
育の機会を提供。

○ 中日本高速道路（株）の連携：
・ 「稲刈り体験」などに、毎年、社員や親

子など都市住民30人程度が参加。
・ 共同活動をきっかけに

①高速道路ＳＡでの地元農産物の直売
②高速道路施設を使った消防団の防災
訓練実施に発展。【浮島ひまわりらんど】 【企業と連携したヨシの刈り取り】

○ 本地域は、希少な湿原植物が生育し、「静岡県版レッドデータブック2004」では、“今守りたい大切
な自然”の１つに挙げられているが、遊休農地の有害植物の繁茂や、工事残土の不法投棄で、地
区目標の「住んでよかった浮島・住みたい浮島」に向け、環境や農地の保全が必要となっていた。

○ NPO法人と連携し、遊休農地や不法投棄場所にひまわりを植栽し、魚類の生息場所として水路
に「わんど」を整備。また、中日本高速道路（株）と連携し、稲刈り体験やヨシの刈り取りなどを実施。

○ これにより、遊休農地2,000m2の解消や、地域の子どもに環境教育の機会を提供する他、都市住
民との交流や、高速道路SAでの農産物の直売などに発展している。

【浮島沼の景観】

14

平地農業地域

うきしま ち く ぬまづ し
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【地区概要】
・取組面積 93ha

（田 89ha、畑 ４ha）
・資源量

開水路 39.3km、農道 23.4km、
ため池 ５箇所

・主な構成員 農業者、自治会、ＪＡ、
水利組合、草刈支援隊、PTA等

・交付金 約８百万円（H27）

○ 本地域は、約３割（約30ha）の農地が担い手により営農され、農業者の減少、高齢化等によ

り、ため池や水路等の維持管理が粗放化していた。また、作業の効率化や規模拡大を図る上
で、地区に点在する担い手の借入農地を、面的に集約を図ることが課題となっていた。

○ 平成26年に、地域外に住む担い手を含め地域内農地の利用集積について話し合い、担い手の

負担軽減のため、草刈支援隊を結成し、担い手の農地周りの草刈り等を支援することになった。

○ これにより、担い手の水路等の維持管理に係る作業時間が年間約33hr/ha軽減。これにより
余剰労働を米の品質管理や他集落での耕作に活用している。

小泉水土里会（長野県上田市）

取組内容 取組の効果

担い手の負担軽減による構造改革の後押し

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

【担い手の負担軽減】
・担い手の維持管理負担の軽減

労働時間：33時間/ha/年
維持管理コスト：4.5万円/ha/年

・担い手は、負担軽減により生まれた時間
を、

米の品質管理や他集落での耕作に活用。

○地域農業の展望
平成28年度からの中間管理機構を活用

し、
担い手へ集積を促進。生産性の向上、地
域農業の持続的な発展を図る。

○ 地域農業の持続的な発展のため、担
い手の経営規模拡大に協力することで
合意。

○ 担い手の負担軽減のため、草刈支援

隊を結成。担い手の農地周りの草刈り
等を年３回実施。

○ 水路・農道等の草刈・泥上げ等の共
同活動は、担い手を除く構成員で実

施。

こいずみ み ど り かい うえ だ し

【活動組織と担い手との検討会】
【草刈支援隊による、担い手の農地周りの草刈】

○ 地域の約３割（約30ha）の農地が他
集落の４名を含む計６名の担い手によ
り営農。

○ 農業者の減少、高齢化等により、た
め池や水路等の維持管理が粗放化。

○ 作業の効率化や規模拡大を図る上
で、地区に点在する担い手の借入農
地を、面的に集約を図ることが課題。

活動開始前の状況や課題

【担い手による耕作地の位置図】

担い手A 担い手B 担い手C

担い手D 担い手E 担い手F

15

平地農業地域14



○ 本地域は、福井県小浜市の東端に位置し、平成９年から大区画圃場整備を行い、農地の利用集
積を進め、４つの生産組織を中心に営農を展開。

○ 農業者の高齢化等により、水路等の維持管理の負担増加などから、生産組織の規模拡大が困
難な状況であった。このため、地域の共同活動で水路等の維持管理を行う体制を整備。

○ これにより、生産組織の水路等の維持管理に係る作業時間が年間約27hr/ha軽減。景観作物と
して栽培したひまわりを緑肥化し、特別栽培米の生産なども開始。

○ 平成27年度からは、４つの生産組織が合併し、株式会社化。特別栽培米の規模拡大や小学校、
農家レストランとの契約販売、園芸作物の導入など、多角的経営を展開している。

宮川グリーンネットワーク（福井県小浜市）

地域の営農状況 取組内容 取組の効果

【地区概要】
・取組面積 194.4ha （田194.4ha）
・資源量

開水路 35.6km、管水路 25.9km
農道 38.1km、ため池 7箇所

・主な構成員
農業者、町内会、生産組合、
青年会、小学校ＰＴＡ、土地改良区

・交付金 約18百万円（H27）

○ 大区画化圃場整備により、汎用化、

担い手へ農地利用集積を実施。直播
栽培や大型機械の導入で低コスト農
業を促進。

○ 一方、高齢化等により農業者が減

少し、水路、農道等の維持管理、鳥
獣害対策等が課題となり、更なる規
模拡大が困難。

○ 担い手の負担軽減のため、水路の泥上
げ・草刈り等の維持管理を非農家を含む
地域ぐるみで行う体制を整備。

○ また、農地を保全し、利用集積が可能と
なるよう、鳥獣害対策も地域共同で実施し、
活動を強化。

○ 景観作物として栽培を始めたひまわりを

特別栽培米の緑肥として活用し、農産物
のブランド化を推進。

【生産組織の維持管理負担の軽減】
労働時間：27時間/ha/年
維持管理コスト：２万円/ha/年

【生産組織の農地利用集積】
集積率・集積面積
H18年度：48%・89ha

↓
H27年度：69%・133ha

【特別栽培米の取組拡大等】
・特別栽培米の面積の増加、小学校
農家レストランとの契約販売、トマト等
の園芸作物の導入など、多角的経営
を展開。

ふるさと納税の商品化
獣害柵の補修管理

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

担い手の負担軽減による構造改革の後押し

農家レストランとの契約販売
ひまわり緑肥による特別栽
培米

16
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６次産業化の推進

○ 兵庫県の西部の中山間地域に位置する
水田地帯であり、都市部への人口流出が
進み、農業者が減少。

○ 農村の良好な環境や美しい風景を保全
することが困難となり、H19年度から農地・
水・環境保全向上対策に取り組み、地域ぐ
るみで地域資源の保全活動を実施。

○ 女性グループが運営している「周世ふれ
あい市場」も構成員として参画。女性グ
ループと地元農業者が連携して、イベント
等の共同活動を実施。

○ 本地域は、中山間地域に位置する水田地帯であり、都市部への人口流出により、農村環境の維
持管理が困難となっていた。

○ このため本活動組織は、H19年度から農地・水・環境保全向上対策に取り組み、地域ぐるみの共
同活動を実施。構成員に、女性グループによって運営されている直売所「周世ふれあい市場」も参画。

○ 活動を通して、女性グループと地元農業者の連携が図られ、「周世ふれあい市場」の地元農産物
の直売や、商品の加工・販売等の活動が活発化。

○ 地域の農産物を活用した巻き寿司や弁当、シフォンケーキ等の農産加工品の製造・販売を手が
けるなど、6次産業化による地域農業の発展や地域住民や都市住民等との交流に貢献。

周世美しい村づくり活動組織（兵庫県赤穂市）

活動開始前の状況や課題

○ 活動を通して、農業者との連携が進み、女
性グループは、地元農産物を活用した弁当や
シフォンケーキの商品開発など、６次産業化
の取組に発展。

○ 「周世ふれあい市場」の直売所を活用した
地域住民の憩いの場づくりや、都市住民との
交流を促進。

○ 「田んぼダム」広報イベントなどの場で、商品
販売や、地元農産物をPRし、自然環境保全と活
力ある農村づくりや地域農業の活性化に取組。

取組内容

【６次産業化に関する効果】
「周世ふれいあい市場」の取組

・売上額２千７百万円： H26年度
・取り扱い品目

H20年度:80品目→H27年度：100品目
・女性従業員の雇用13人：H26年度

○【地域住民等との交流に関する効果】
・【利用者数（日当たり）】

H20年度：100人→H27年度：300人

取組の効果

【地区概要】
・取組面積 32.6ha

（田 32.6ha）
・資源量 開水路 10km、農道 3km、
・主な構成員

土地利用組合、周世ふれあい市場
子供会、ＰＴＡ、自治会ほか

・交付金 約３百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

す せ うつく あこうし

農林漁業祭での出店

地元農産物の販売 店内を地域住民の憩い
の場として活用地域の農産物を活用した弁当

の製造・販売

17
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○ 栃木県では、「田んぼまわりの生きもの調査」として県全域で「生物の生息状況の把握」を毎年実施。
○ 多くの活動組織では、子供会・学校、自治会等と連携し、地域ぐるみで調査。
○ 県では、生態系保全活動や普及啓発を「エコアップ活動」として平成21年度から展開。多面的機能支払への制度移
行に伴い、県基本方針に組み入れ推進しており、生きものの生育環境の整備、生きものマップの作成や写真コンテス
ト等を実施。地域づくりや地域住民への関心の促進、子どもたちに対する環境教育などに繋げている。

○ また、これらの取組により、世代を超えた交流や都市住民との交流、環境保全を付加価値化した農産物の栽培など、効果が
現れている。

「田んぼまわりの生きもの調
査」の実施（平成19年度～）

○ 農業・農村の持つ多面的機能
を、次世代に健全な姿で引き継
ぐこと、地域ぐるみで農村の環
境に興味を持ち、良好な農業環
境づくりを行うことを目的に実
施。

○ 県内の多くの活動組織が取り
組んでおり、子供会・学校、自
治会と連携しながら、地域ぐる
みで水田やその周辺の水路に生
息する生きものの状況を把握。

「エコアップ活動」の実施
（平成21年度～）

○ 「田んぼまわりの生きもの調査」を契機に
地域の自然や営農環境の保全、人と人とのつ
ながりを豊かにすることを目的に実践。

<生態系保全活動＞
水田魚道の設置をはじめとした、生物の生

息環境の保全・整備を実施。設置した施設は、
モニタリングにより効果を確認し、必要に応
じ改修。

<普及啓発活動>
活動や環境に対する意識向上のため、交流

会や機関誌の発行などを実施。
更に、地域づくりへと結びつけるため、教

育機関との連携や子どもたちによる生きもの
マップの作成や写真コンテスト等を実施。

18

２．栃木県における生態系保全活動の取組
（１）取組の概要

多面的機能支払の実施
（平成26年度～）

○ 「エコアップ活動」を
県基本方針に反映し、よ
り効果的な取組を実施。

<生態系に配慮した取組>
機械除草の拡大や土水路

の保全などを実施。
(農地維持活動のみの場合)

<生態系保全活動>
エコアップ活動継承

<普及啓発活動>
エコアップ活動継承



地域の概要

○【活動組織名】
思川西部農村環境保全会
（栃木県小山市）
・取組面積 1,809ha

（田 1,728ha、畑 81ha）
・資源量

開水路 288.2km、農道 176.1km
・主な構成員 農業者、女性会、子供会、

土地改良区、PTA等
・交付金 約83.7百万円（H27）

○【取組み実施の背景】
子どもたちとの生きもの調査により、生

きものの生息数が減少していることに気
づいた。

生きものを育む環境を整備し、豊かな
農村環境を子どもたちに引き継いでいこ
うとの思いから、休耕田の湛水（夏期湛
水）と水田魚道に取組むこととなった。

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

取組内容

取組の内容 ：水田魚道（Ｕ型タイプ）の設置、夏期湛水
水田魚道は、田んぼと排水路をつなぎ、魚の移動を可能にする施設。上辺を斜め

に切った仕切板を交互に並べて流量を調整することで、休憩場所ができ遊泳力の弱
い生きものの移動を可能にする。

また、水田魚道と接続された休耕田等の夏期湛水は、雑草の抑制効果と併せ、生
きものの生息、繁殖の場を提供する。

【水田魚道の設置状況】 【夏期湛水の概要】

水量などの調
整のほか、遡上
してくる生きも
のの調査。 休耕田に稲を植え

ることで、生きもの
に隠れ家を提供。

○ 思川西部農村環境保全会は、栃木県小山市の南部、渡良瀬遊水地の近くに位置し、昭和36年～H元年に水田のほ場
整備が行われている。 平成19年度に開始した、農地・水・環境保全向上対策の中で行った、子どもたちとの生きも
の調査をきっかけとして、水田まわりの生きものが減少していることに気づき、H20年度に水田と排水路を接続する
水田魚道の設置し、遡上する魚等のモニタリングを行い、効果の発現を確認している。
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２．栃木県における生態系保全活動の取組
（２）栃木県内の活動組織の取組事例

おもいがわ



【生きもの調査及び水路魚道の設置場所】
【生きもの調査結果】

水田魚道 (H20.7設置)

ビオトープ(H20.7設置)
※夏期湛水

生きもの調査ヵ所

【子どもたちによる生きもの調査の様子】

水田魚道

毎年、地域の子ども20人程度を含む、計40人程度により、「田んぼのまわり
の生きもの調査」を実施。水路やビオトープ水田に生息する生きものの種類、
個体数を調査し、観測データを蓄積。

●生きもの調査の年月日

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

調査日 10/7 10/19 10/4 10/3 10/2 10/8 10/6 10/5

水温℃ 欠 18.5 18.0 25.0 欠 欠 欠 欠

調査方法 たも網及びサデ網による追い込み捕獲

0

5

10

15

20

25

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

ドジョウ

0

1

2

3

4

5

6

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

モツゴ

【水田魚道のモニタリングの様子】

【水田魚道のモニタリング結果】

・ 毎年、遡上する生物の個体
数を計測し、モニタリングを
行うことで、目的どおりの機
能を発揮しているか、確認。

・ 機能発揮のため、水量の
調整や水田魚道の維持管理
を実施。

ドジョウ
タモロコ
モツゴ

フナ メダカ

6月28日 7 1 6 1 タニシ 2 17

6月29日 26 5 6 2 タニシ 1 40

6月30日 16 1 2 19

7月1日 17 6 4 タニシ 3 30

7月2日 13 2 7 タニシ 4 26

7月3日 25 2 5 タニシ 4 36

7月4日 9 1
ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ
ﾊｲｲﾛｹﾞﾝｺﾞﾛｳ

1
1

12

7月5日 22 1 タニシ 1 24

7月6日 25 14 27 3 タニシ 1 70

7月7日 70 3 6 1
ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ
ﾀﾆｼ

1
1

82

7月8日 31 7 3 ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ 5 46

合計 261 36 67 13 21 402

その他

生き物の種類
小計調査日時
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２．栃木県における生態系保全活動の取組
（３）県内の活動組織の取組事例



データベース作成例参加者数の変化

・子ども、非構成員の割合が年々増加。
・教育機関と連携した取組や、都市住民との交流の実施

など、地域住民参加型の調査となっている。
・また、高齢者の活躍の場が増え、子供たちとの世代間

交流も実現。

・栃木県では、活動組織の生きもの調査の結果をデータ
ベース化し、生物のデータベースを作成。

・県内全域の、外来種や希少種の生息状況などをH19年
度より蓄積し、県内の環境の変化の把握や、指標づくり
への活用を検討。

生きもの調査結果の活用活動参加者の状況

非構成員の割
合が増加

【アブラハヤの分布】 【カワムツの分布】
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２．栃木県における生態系保全活動の取組
（４）「生きもの調査」の実施状況・調査結果の活用



・ 生態系保全活動は、「機械除草拡大」77組織、「地域環境美化」19組織、「水田魚道」18組織、「土水路維持管理」18組
織などの取組を実施。
・ 普及啓発活動は、「調査看板設置」18組織、「教育連携、発表会等」、「消費者交流」8組織などの取組を実施。

【生態系保全活動の活動組織数】 【普及啓発活動の活動組織数】

（６）生きもの調査を契機とした活動の展開

【環境保全を付加価値とした地域ブランド品の開発】

【フクロウ米焼酎】 【フクロウ米】 【ラムサール思米】

・ 都市住民との交流や、小学生を対象としたイベントなど、地域の活性化に繋がる活動を実施。
・ また、生き物調査をきっかけに、環境保全を付加価値化した農産物の地域ブランド品が開発。

【都市住民との交流会】 【小学生の農業体験学習】

【各種交流会等の実施】
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２．栃木県における生態系保全活動の取組
（５）エコアップ活動の実施状況



○ 「田んぼダム」とは、水田が持つ貯水機能を利用し、大雨が降ったとき、水田に一時的に水を貯めるもの。
時間をかけて排水することで、水路の水位上昇を抑制し、転作作物や水田周辺の洪水被害を軽減する取組。

○ 北海道、新潟県、兵庫県などでは、特に多く取り組まれており、本交付金を活用しながら防災・減災のための取組
として実施されている。

○ 「田んぼダム」の取組により、浸水面積の軽減や、それに伴う経済的損失の軽減に貢献。

田んぼダムの概要

・水田の排水口に断面積を縮小する「落水量調整装置」を設置。豪雨時に、水田から流出する水を押さえることで、一時的
に水田に雨水をため、時間をかけて少しずつ流すことにより、排水路等の増水が軽減される。
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３．新潟県における田んぼダムの取組
（１）田んぼダムの概要



信濃川

中之口川

流域面積 約7,600ha
水田面積 約4,500ha
畑地面積 約700ha
田んぼダム面積 約2,900ha

白根排水機場

新潟県新潟市南区白根郷地区は、信濃川、中之口川に囲まれた輪中地帯で、農業用排水路から河川への排水の
多くは、排水機場に依存している。

約4,500haの水田があり、うち、約2,900haでは、12の活動組織が多面的機能の増進を図る活動に位置付け田んぼ
ダムに取組。田んぼダムの啓発や落水量調整装置の維持管理等に活用。

【全体図 新潟県新潟市白根地区】

【新潟県内における効果の検証】
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３．新潟県における田んぼダムの取組
（２）田んぼダムの効果の検証①



田んぼダムの取組率０％の場合 田んぼダムの取組率100％の場合

○ 新潟大学の試算結果では、地区の田んぼダムの取組が可能な全水田（ほ場整備水田の2,906ha）で田んぼダム
に取り組んだ場合、30年確率で発生する降雨(163mm/日）による被害を、10年確率で発生する降雨(133mm/日）に
よる被害にまで軽減。

○ これにより、年平均被害軽減期待額を3.27億円と算出。田んぼダム10a当りに換算すると、約11,200円/10a/年。
○ 平成23年７月27日～30日に発生した「平成23年新潟・福島豪雨」( 大雨量103.5mm/日、総降水量276mm：新潟

市内)では、浸水面積を23%軽減したと検証されている。

【新潟県内における効果の検証】

【浸水域の試算結果：30年確率降雨（日降雨量163mm)の場合の浸水域】

【田んぼダム10a当たりの経済効果】
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３．新潟県における田んぼダムの取組
（２）田んぼダムの効果の検証①

年平均被害軽減期待額
（億円）

ほ場整備水田面積
(ha)

経済効果
（円/年/10a）

3.27 2,906 11,200



【代替法による効果の検証】

○ 日本学術会議では、平成12年、農業の多面的機能の貨幣評価の試算を行い、洪水防止機能として、水田及び畑の大雨時
における貯水能力を、治水ダムの減価償却費及び年間維持費により評価（代替法）し、評価額を、３兆4,988億円/年と試算。

○ 田んぼダムによる水田の貯水能力の増加分を、日本学術会議の農業の多面的機能の貨幣評価に準じ、治水ダムの代替法
により評価額を試算。

【日本学術会議による水田及び畑の
洪水防止機能の評価額】

【評価額とその算定方】

○評価額＝（田んぼダムにより増加する水田の有効貯水量）×
（治水ダムの貯水量当たり減価償却費＋治水ダム貯水量当たりの年間維持費）

○治水ダムの貯水量当たり減価償却費：209円/m3=有効貯水量あたりダム建設費（円/m3）×i×（1＋i）^n/((a+i)^n-1)
【データ】
□有効貯水量あたりダム建設費（円/m3）：4,993円/ｍ3 （日本ダム協会（2015）「ダム年鑑」による）
□耐用年数(n)：80年※ □割引率(i)：0.04※

○治水ダムの有効貯水量当たり年間維持費：25円/m3
【データ】

□治水ダムの有効貯水量当たり年間維持費：有効貯水量あたりダム建設費（円/m3） ×0.5%※
※ 「治水経済調査マニュアル」による

田んぼダムにより、水田の水深が1cm増えた場合、10a当たり10m3を貯水
このときの評価額＝10m3×（209円/m3 ＋25円/m3 ）＝2,340円/10a/年
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３．新潟県における田んぼダムの取組
（２）田んぼダムの効果の検証②


