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●は じ め に

これまでの取り組み
　県では、これまで農業農村整備事業において、生態系などの環境に負荷を与えないよう地元合意のもと、

環境保全型水路やビオトープなどの環境配慮施設を77地区（114の取り組み）において、積極的に整備して

きました。

施設の機能点検
　これら施設について、機能が十分に発揮されているか、平成21～22年度の２カ年間に、31地区（40施
設）について現況調査や生き物調査などを実施しました。この結果、水の流れやつながり（ネットワーク）
に留意し、よどみや深みを創出した水路などでは、一定の効果が見られました。一方、ビオトープなど
の一部施設においては、農家が草刈りのやり方にとまどったり、利活用方法が課題となる場合があることも
明らかになりました。

冊子の作成
　今後、環境への配慮を一層推進していくためには、これら調査から判明した、環境配慮の取り組みにおけ
る良かった点や改善すべき点を、これから整備を予定する地域などへフィードバックしていくことが重要と
考えています。
　このため、環境配慮のポイントを整理し、創意・工夫点について県内の身近な事例をわかりやすく解
説した本書を作成することで、農業農村整備に関わる技術者のみならず農家や地域の方々にも、理解を深めて
もらうことをこの冊子作成の目的としています。

◆石積護岸水路
中能登町（能登部下地区）

◆フトン籠護岸水路
志賀町（富来東部地区）

◆階段式落差工（魚道）
川北町（新砂川地区）

◆木柵水路
金沢市（福増・中屋地区）

◆石積護岸の調整池
小松市（島田地区）

◆ビオトープ
珠洲市（粟津川地区）

◆親水公園
野々市町（野々市地区）

◆穴あき水路
川北町（中島第２地区）
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●水田とその周辺は豊かな自然環境の宝庫です

石川県の農村では、水田を中心とした水と緑のネットワークの中で、多様な生き物が生息・
生育しており、豊かな生態系が形成されています。

　水田には、田面、畦畔、水稲の植生などの様々な環境があり、農作業等に伴い変化します。また、周辺の

用排水路やため池などの水域や雑木林などとネットワークを形成しており、様々な生物がそれぞれの生活史

に応じて水田を利用しています。そして、その特有な水環境と農作業による人為的撹乱に適応することで

固有の生き物たちが生息しています。

水田とトノサマガエルやドジョウの季節変化の例

地域の身近な生き物たち（★希少な生き物）

環境省RDB：絶滅危惧Ⅱ類

環境省RDB：絶滅危惧Ⅰ類
石川県RDB：絶滅危惧Ⅰ類

環境省RDB：準絶滅危惧種 環境省RDB：準絶滅危惧種
石川県RDB：絶滅危惧Ⅱ類

★メダカ タモロコ ギンブナ ツチガエル

★マルコガタノゲンゴロウ オオコオイムシ ★マルタニシ ★アサザ
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●ほ場整備は環境との調和に配慮します

ほ場整備による生き物への影響の例
　過去のほ場整備による乾田化やパイプライン化などにより、水路や水田を生息・生育地とするメダカ等の

生き物が減少しています。また、夏場に水田の水を抜く中干しの実施が定着してきたため、その時期に水田

で繁殖するトノサマガエル等の生き物が著しく減少しています。

◆区画の拡大
　畦畔の減少、畦畔木の伐採による生物の生息・生育環境

の減少、移動経路の分断

◆湿田の乾田化
　通年の湿潤状態を好む生物の生息・生育環境の減少・

消失、周辺の湿地等の減少

◆用排水路や農道の整備
　生物の生息・生育環境の減少・分断、移動経路の分断

◆用排分離
　水田と水路の連続性の分断による生物の移動経路の分断

◆用水路のパイプライン化
　生物の生息・生育環境の消失

◆用排水路のコンクリート化
　動物の移動経路の分断、流速の増加や底質の多様性消失

による産卵場所や底生生物の消失

用排分離により排水路と水田の

水の連続性が分断され、魚類の

移動範囲が限られてしまった。

用排水路のコンクリート化によ

り、森林と行き来する両生類等

の移動障害が生じた。

吸盤のあるアマガエルの仲間はコンクリート水路に
落ちても這い上がることができるが、吸盤のないアカ
ガエルの仲間は流されてしまう。

いしかわのほ場整備環境配慮指針
　このような中、県では平成15年12月に「いしかわ ほ場整備環境配慮指針」（以下、「指針」）を策定し、

日ごろから地元合意のもと、農村の持つ生き物豊かな生態系に負荷を与えないよう、積極的に環境配慮施設

を整備してきたところです。

 「指針」では、事業実施において担当者が必ず行わなければならない『必須事項』と現場条件に合わせて

優先的に配慮すべき『優先配慮事項』を定めています。

　ほ場整備における環境配慮は、農業生産性向上等の事業本来の目的をふまえた上、事業構想の段階から農家

の理解と合意を得るとともに、地域住民等の参加を得るなど地域が一体となって取り組むことが重要です。

　そして、農家の私有地である農地を整備対象とするため、関係農家の十分な合意と理解を得ることが

不可欠です。また、自然環境は、地域住民が恩恵を享受出来る共有財産であることから、地域住民を含めた

多様な主体の参画を得て環境情報の共有に努めることが必要です。

『必須事項』
・環境との調和に配慮した取組を進めること
・環境点検調査並びに生き物調査を実施すること
・生き物調査時、保全目標設定時において専門家の参画
を要請すること

・上記の実施にあたっては、住民参加を促すこと　など

『優先配慮事項』
・環境教育との連携を検討すること
　（地元小学校を対象とした環境教育の場の提供）
・住民による直営施工手法を導入すること

地域住民参加によるワークショップ 直営施工によるビオトープ作り 地元小学校と連携した生き物調査

ニホンアカガエルニホンアマガエル
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環境配慮の５原則（ミティゲーション５原則）
　県では農業農村整備事業における環境配慮整備にあたって、ミティゲーション５原則に基づき行います。

まず「回避｣、｢最小化｣、｢修正｣、｢影響の軽減／除去」について十分検討した上で適用し、｢代償｣について

は、他の措置をとった上で、なお生じる環境影響がある場合に対して適用しています。

◆回　避
　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

用水源として使用されなくなったことから
埋め立て予定のところ、希少なトミヨの生息
が確認されたため、保全池として存置し、
湿地の消失を回避

◆最小化
　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

水路の護岸を自然石の緩傾斜護岸にし、生物
への影響を最小化

◆修　正
　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

田面と水路の落差対策施設により、水田と
水路の連続性を回復

◆影響の軽減／除去
　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

工事実施に先がけて、水路内に生息するドブ
ガイを引っ越しさせ、影響の軽減を図った

◆代　償
　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

工事によって失われる湿田の代償施設とし
て、休耕田に渓流等から常時水が補給できる
よう水路を整備し、ビオトープ水田化

環

境

配

慮

の

五

原

則

分かりやすい目標の設定
　今後の整備においては、分かりやすい目標の設定が重要です。

　例えば、地域のシンボルとなっている生き物を目標に取り入れたり（保全対象種の設定）、豊かな環境に

よってもたらされる景観などをイメージとして取り入れることなどが考えられます。

　県では、平成22年度に「生物多様性戦略ビジョン」を定め、「トキ」を本県の生物多様性の保全や里山

里海の利用保全の推進に向けたシンボルとしています。

　そこで、これからのほ場整備においては、地域独自の保全対象種の設定に向けた取り組みに加え、トキの

餌の１つであるドジョウなど小型の魚類が生息し易い水路整備を基本に、カエルなどにも出来る限り配慮し

た事業を実施していきます。

『保全対象種の設定』
　これまでの県内における事例では、魚類などを保全するための環境配慮型水路施設であっても、その保全対象種が明確で
なく、環境配慮の目的が今ひとつ明確でない地域が多くありました。
　今後は各地域毎に、農家を含む地域住民等にとって身近で親しみやすい保全対象種を定め、それらが地域のシンボルと
なって、豊かな環境を発信するなど様々な効果をイメージして事業に取り組むことが重要です。

※安易に「ホタル」を選択する地区がありますが、専門家の意見をよく聞いて保全対象種を定めましょう。

志賀町（末吉地区）

中能登町（鳥屋北部地区）

珠洲市（粟津川地区）

珠洲市（野々江地区）

珠洲市（宝立第２地区）
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山際での配慮

山と水田周辺を結ぶネットワーク

◆
農
地
側
の
み
護
岸
し
た
水
路

◆
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
て

　

水
路
を
広
げ
る

◆水路に落ちた生き物が脱出できる
　スロープをつくる

◆水路の上をカエルなどが移動
　できるよう蓋をかける

◆よどみ  

中能登町（鳥屋西部地区）

志賀町（上野・大津地区）

かほく市（多田地区）

ほ場整備におけるほ場整備における

「環境に配慮した施設」「環境に配慮した施設」のイメー 

津幡町（上大田地区）

志賀町（上野・大津地区）

一年を通して水がある
水路やため池を主な対象とします
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水田周辺の配慮

水辺空間の創出（ビオトープ・調整池）

河川と水田周辺を結ぶネットワーク

をつくる ◆深みをつくる ◆水路底に少し土砂をためる

◆コンクリートをできるだけ使用しない水路

◆水路内の落差解消 ◆水田魚道の設置

珠洲市（粟津川地区）

中能登町（大槻・西三階地区） 珠洲市（粟津川地区）

珠洲市（野々江地区） 中能登町（滝尾南部地区） 珠洲市（野々江地区）

池・水路・水田・川が、
おだやかな水の流れで
つながるように施設を
整備します

※農家の理解が得られた箇所において、施設の設置を検討します

ほ場整備における

「環境に配慮した施設」のイメー ジジ

羽咋市（四柳地区）
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■水の流れやつながり（ネットワーク）に留意し、「よどみをつくる」、「深みを   
　ことで、水を必要とする様々な生き物の生息場が確保されます。

よどみをつくる 深みをつくる

支線排水路の横方向によどみを創出した結果、流水を好む

トンボのヤゴや止水を好むオオコオイムシ等が多数確認

されました。

【参考】水深11㎝ 植生なし

幹線排水路において深みを　

ウキゴリやイシガイ類の定　

一定間隔で深いＵ字溝を設置

農家の足洗い場を兼ねた

環境配慮施設を整備した

ところ、深みに土砂がた

まり、カワムツの他、希少

なマルタニシやシジミ類

が多数確認されました。

輪島市（本江地区） 志賀町（町居地区）

※農業土木学会発行「農業農村整備事業における生態系配慮の技術指針」（Ｐ56）では、生息・生育環境の確保　

あり、工法としては、瀬・淵の設置、木や自然石による護岸等、様々なものがあるとしている。

水路整備における配慮の基本

中能登町（鳥屋西部地区）

よどみ

一定間隔でよどみを創出
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 つくる」、「水路底に土砂を少しためる」などの小さな創意・工夫を検討する

水路底に土砂を
少しためる

設置した結果、大小様々な

着が多数確認されました。

魚道の上り口水深を確保するために堰板を設置した結果、

水路内に少し土砂がたまりヨシノボリ類やスジエビが定着、

魚道への遡上も確認されました。
Ｕ字溝1200×900 Ｕ字溝1200×1100

小型堰Ｈ＝10cm

深みの設置にあわせ、

カエルの這い上がり

スロープも併設した

事例

幹線排水路において少し

土砂をためる小型堰を

設置した結果、ドジョウ

やゲンゴロウ類、ドブガイ

等が多数確認されました。

【参考】

　小型堰Ｈ＝10cm 

　土砂堆積厚２～10㎝

　植生定着あり 

として、「多様な流速・水深の確保」「空隙の確保」「多様な底質」「多様な植生の確保」を図ることが必要で

加賀市（打越地区） 中能登町（鳥屋西部地区）

珠洲市（野々江地区）

深み(深いＵ字溝)

深み(深いＵ字溝)

這い上がりスロープ

一定間隔で小型堰を設置
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・ネットワークを重視し、幹線排水路に魚道と深み工（長さ4.0ｍ、深さ30㎝）を設置

・施工後間もないが、深み工には目視で魚影を確認

・水路の一区間（約90ｍ）を拡幅し、置き石を配置するなど流れに変化をつけたよどみを創出

・コイ科の稚魚を多数確認、泥底にはカワニナが定着

・幹線排水路を木柵水路と底なしフリュームで交互（10ｍ毎）に整備

・ドジョウやアブラハヤの稚魚を多数確認

中能登町（滝尾南部地区）

志賀町（仏木地区）

羽咋市（四柳地区）

←工事直後撮影

←２年後撮影

←上下流の水路は大型フリューム

水 路 整 備 の 事 例
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・小学生の通学路横に親水水路として石積み護岸を採用

・水路のネットワークを重視し、よどみ、深み、土砂を少し溜める小型堰などを全線（Ｌ＝

1000ｍ）に配置。その結果、多くの魚類、貝類などの様々な生き物が定着

・用地に余裕があり、安価な割石が確保できた

　ことから、親水や環境保全の場として整備

・タモロコ、ヨシノボリ、ドジョウなどを多数確認

・フトンカゴを斜めに、現場の地形に応じて整備

・フトンカゴの隙間が隠れ家となり、ヤマメや

カジカ等の希少な魚類を多数確認

・廃材（コンクリートパネル）を再利用し、

　底なし水路を整備

・メダカ、カワニナ、ヒメタニシなど多数確認

・水路底に開口を設けた有孔フリュームを設置

・開口には瓦廃材を充填

・下流水路から、ナマズの遡上を多数確認

珠洲市（野々江地区）

志賀町（於古川地区）

中能登町（鳥屋北部地区）

スペースを利用して　

　　よどみを創設→石積護岸水路

Ｌ＝210ｍ

↓100ｍ毎に深み工を設置

←10ｍ毎に小型堰を設置

←施工直後

４年後撮影→

小松市（三湖周辺地区）

志賀町（富来東部地区）
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農地側のみ護岸した水路

■山際では、配慮の幅が広がります。

農地側だけを護岸することで、生き物の生息環境を

保全することができます。

水路の上をカエル  
移動できるよう蓋  

志賀町（上野・津地区）

志賀町（町居地区）

農地側のみコンク

リート（Ｌ型擁壁）

で護岸し、山側の

地形を活かした自然

な流れを創出。

イシガイ類の生息

環境が保全されてい

ます。

農地側のみ木柵で

護岸し、山側の地形

を活かした自然な流

れを創出。

蛇行した流れにより

できる深みが生き物

の隠れ処となり、

アブラハヤやトンボの

ヤゴなどが多数確認

されました。

スロープを設けるこ

とで、山林と水田

とのネットワークを

確保しています。

志賀町（上野・津地区）

山 際 で の 配 慮
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施設は、配慮する生き物の生活史を十分に把握し、山林と水田とを行き来する
生き物の移動経路等を考慮した設置に心掛けましょう。

スペースを利用して水路を広げる

などが　
をかける

水路に蓋をかけるこ

とで、山林と水田と

を行き来するカエル

など小動物の水路落下

が防止できます。

維持管理を考慮し、

３面をコンクリート

作りにしましたが、

環境配慮施設として

の機能を十分に発揮

しています。

山側のスペースを

水路として広げるこ

とで、よどみを創出。

置き石を千鳥に配置

することにより、

蛇行した流れが生ま

れ、ドジョウやタニシ

類など多数確認され

ました。

山側のスペースを

利用しつつ、現場で

発生した自然石を

積むことで、生物

の隠れ処を創出。

よどみを好むトンボ

のヤゴなど水生昆虫

が多数確認されまし

た。

能登町（柳田西部地区）

水路幅を広げる等、
スペースを活用

かほく市（多田地区）
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コ
ン
ク
リ
ー
ト

石　

積　

み

土  

づ  

く  

り

浸食被害　

にはマイ　

石の隙間　

多数確認　

浸食に対　

しやすい　

草刈りなどの維　

を行い決定しま　

●木製

腐食により数年で
破損する場合がある

緩傾斜の岸辺が有する多様な水深と植生は、様々な水生生物
に必要な生息・生育環境を確保します。

一部を緩傾斜とすること

で多様な水深を創出。

池内の丸太は、鳥類の

ための止まり木。

陸域・水域のつながり（ネットワーク）
に留意することがポイント

■水田の用水源（営農上必要な施設）として、管理を優先
　させた構造であっても水路等とのつながり（ネットワーク）
　を確保することで、多くの生き物が生息します。

「多様な水深と植生」の検討

水辺空間の創出（調整池）

珠洲市
（粟津川地区）

14

護 岸 形 式　～将来の管理者と十分な協議をし、形式を選定する～　

コンクリート

護岸の池でも、

水のつながりが

あれば、多くの

メダカを確認で

きました。

詰石の裏には

ヒメタニシが

多数確認でき

ました。

水面の変動に

より、護岸が

浸 食 さ れ た

事例がありま

した。

剪定など定期的

な管理が必要で

あるが、景観性

に優れています。

耐久性が高く、

景観にも配慮

した製品が望

ましい。

がなく、耐久性が高いが、機械的で農村景観

ナスなイメージがあります。

が生物の隠れ処となり、タニシなどの貝類が

されました。コスト的には割高です。

する余裕を持った構造や、植生を想定し管理

構造にすることで、コスト面で有利です。

持管理に支障を来たさない位置に設置するよう留意し、構造については景観的要素も含め管理者と十分な協議

しょう。

宝達志水町（上田出地区）

かほく市（狩鹿野地区）

かほく市（大海地区　八野工区）

●鋼製（ネットフェンス） ●生垣

耐久性が低く
破損した事例

転落防止柵（フェンス）
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■ほ場整備事業では 用地の捻出が容易なことから、県内で多くの取り組み事例があり、水辺を利用する様々な生き物の
生息場となっています。しかしながら、管理体制や利活用方法が課題となる場合があります。

×　管理不足の例

※１　ビオトープ（Biotop)という言葉はドイツ語で、日本語では「生物空間、生物生息空間」と訳されます。ほ場整備事業などで設置するビオトープは、主として農業生産基盤の機能を有さない水路やため池等に
ついて、生物の「生息・生育環境」または「移動経路」として存置させたものを言います。

※２　ビオトープの設置などの環境配慮にあたっては、まずミティゲーション５原則（Ｐ４参照）の「回避」が可能か十分検討し、不可能な場合は「最小化｣、｢修正｣、｢影響の軽減」の検討を行います。それでも
なお、事業の実施が環境に大きく影響を与えざるを得ない場合は、ビオトープなどの「代償」の検討を行います。

※３　ビオトープを造る目的は、各地区毎にコンセプトが異なります。ビオトープをなぜ造るのか、目的を明確にして取り組みましょう。

◆適度な管理の実施

８年以上経過してヨシ類の遷移と土砂堆積による陸化が進行し、
生き物の生息場所として不適当な状態となった。このため、専門
家の助言のもとヨシ類の草刈りや外来種であるスイレンを撤去
して生息環境をリセットした。 

コイやフナのほか希少なアサザを含む水生植物の生息環境を保全
する目的で整備されたが、７年以上経過して草木が生長し、景観上
不適切な状態であった。このため、それを見るに見かねた排水機場
管理者が危機感を抱き、Ｈ22年度から定期的な草刈りを行っている。

ヨシ類の遷移が進み、見た目も悪く、カメムシ
等の発生源となっている。

平成22年７月（８年経過） 平成21年６月（７年経過）

平成22年11月（リセット） 平成22年６月（草刈実施）

珠洲市
（粟津川地区）

津幡町
（金沢第４地区）

金沢市
（福増・中屋地区）

自然を保つための意識から、管理者
はあえて草刈りを控えていたが、
良好な生息環境を維持するためには
適度な草刈りが必要である。

平成17年７月

平成22年７月

平成13年３月

平成22年８月（９年経過）

管理体制の構築
　管理不足の解消や利活用を

推進するためには、地元住民

が中心となる管理体制づくり

が不可欠です。

　計画段階から地元を含めた

管理計画を十分検討し、管理

意識を向上させた上で施設の

設置を検討、整備後も適度な

管理が継続されていくことが

重要です。
生きもの観察会に活用する
ため、浅瀬の創設

かほく市
（二ツ屋地区）

珠洲市
（宝立第２地区）

珠洲市
（粟津川地区）

ビオトープ田に利用生き物観察会の場に利用

○　利活用の例

水辺空間の創出（ビオトープ）
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① ②
③ ⑥

⑤

④

既設BF

パ
イ
プ
ラ
イ
ン

給水栓

対策前の水の流れ

補完対策後の水の流れ

■ビオトープにおいては、水の流れやネットワークが特に重要です。
中能登町

（鳥屋西部地区）

珠洲市
（宝立第２地区）

　ビオトープの水源をパイプラインの給水栓としたため、
渇水期には農家が給水栓を開けてビオトープに水を入れたが
らない。
　また、ビオトープの末端と排水路との間には落差がある
ことから、生き物の生息環境として十分でないなどの課題が
事業後に明らかになりました。

　このため、次の補完対策を農家自ら実施しました。
１．隣接する水路から取水し、コルゲート管を用いてビオ
トープ上流に導水し、ビオトープへの流入量を確保する。

２．隣接する排水路に魚道を設置し、ピオトープと周辺水路
との水域ネットワークを形成する。

　この結果、トウヨシノボリなどの遡上が確認され、ネット
ワークが確保されました。

流れとネットワークを意識した

結果、ドジョウ等の生息が確認

されました。

また、湿地をビオトープ水田と

して利用しています。

魚道上り口

簡易魚道（コルゲート管）設置

セキ板

①流れのある小川

②浅く広い水辺 ③流れのある小川 ④浅く広い水辺 ⑤湿地（びおとーぷ田）

⑥小規模魚道
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■珠洲市の野々江地区では、農家が地域の貴重な里山環境を認識するととも　
　取り組みによる多様な生物環境の保全や、高付加価値農業の仕組み作りを　

深み工 N＝７箇所

・河川との水のネットワークを形成し多様な魚類の生息環境を保全

　　　　　　　　　

・環境保全型農業（夏期湛水ほ場、減農薬）に取組み、様々な生物環境を提供するとともに、付加価値
の高い農業生産に取組む

・水田と水路のネットワークを確保するため、簡易な水田魚道を試験的に設置
　　　　　
　　　　　　　　　
・ため池の水抜き時における外来種（アメリカザリガニ、ブルーギル等）駆除時の生き物の移植や、環境
教育の場としてのビオトープを整備し、ため池周辺の生き物の生息環境を確保

ゾーン２：農業生産活動と環境との調和

ゾーン３：ため池周辺の生き物の生息環境の確保（ビオトープ整備）

ほ場整備事業による環境配慮の取り組み

ゾーン１：金川との水のネットワーク

ゾーン２：農業生産活動と環境との調和
ゾーン３：ため池周辺の生き物の生息環境の確保

営農における工夫と米の付加価値向上の取り組み事例

ゾーン１：金川との水のネットワーク（石積護岸水路、ワンド工、深み工等の整備）

水田魚道

ビオトープ（イメージ）
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に、減農薬等の
目指しています。

Ｖ溝直播と夏期湛水を組み合わせた栽培に
取り組んでいます。
※Ｖ溝直播とは、乾田状態のほ場に、Ｖ型の溝を切り込み

　ながら種子を播種する方法です。

生きものを育む農法により生産された

農産物に「生きものマ－ク（奥能登

げんごろう米)」を活用し消費者に

情報発信

本地区の担い手農家（きずな）を含む

奥能登の農業者が農産物販売を実施

・奥能登の農業者10農家が集まり、

都市部ス－パ－にて毎月１回能登の

農産物を販売

・奥能登の農業者によるインタ－ネット

試験的注文販売の実施

奥能登の農業者のネットワ－ク化を

図るとともに、インタ－ネットショップ

や直売所等を活用し、奥能登農産物の

情報発信と農産物販売ルートを確立

地区内に、夏期湛水ほ場、慣行栽培ほ場がまとまって存在することで、通年に
わたり水辺が確保され、カエル類やゲンゴロウ類などの水生生物が生息できる
環境が保全されています。

奥能登地域の米農家が
連携した米販売の取り組み

生き物マークを活用した
付加価値向上の取り組み

営農における工夫

生きものマーク「奥能登げんごろう米」

８月Ｖ溝直播

夏期湛水ほ場

石積護岸水路
L=210m

ワンド工

慣
行
栽
培
ほ
場

夏
期
湛
水
ほ
場
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■水田に「江」（水田内小水路）をつくることで、多くの生き物が
生息することが可能です。

■水田に魚道をつくることで、
　多くの魚が水田に遡上します。

■水路に落ちたカエルの脱出のため工夫した事例

能登町（柳田西部地区）

津幡町（上大田）

水田は６月下旬頃から中干し

（水田内を干す）作業を行い

ます。

江は水田が乾いたときの生き

ものの避難場所となります。

水路にカエル脱出スロープを設置

事業では、水路に蓋を

かけ、山林と水田を行

き来するアカガエルに

配慮

江

江

江

・スロープを利用するニホンアカガエルを多数確認（水田から山林へ移動）

しました。

・水田にはアカガエル類の幼生が多数確認されました。

・珠洲市の粟津川地区では、水田
魚道の効果を検証するため、
平成17年度に幹線水路と水田
との間に魚道を設置しました。

・モニタリングをするための
トラップを設置（篭を設置）
し、農家自ら毎年、遡上した魚

の数を調査しています。

・その結果、水田を産卵の場とし
て好むフナやドジョウの遡上が
多数確認されています。

・珠洲市の野々江地区では、他県
の事例を参考に、最も安価な
水田魚道であるコルゲート管を
利用した工法で効果を調査中
です。

・他県の調査結果では、コルゲー
ト管による簡易な水田魚道で
も、多くの魚が遡上するデータ
が得られています。

珠洲市（野々江地区）

珠洲市（粟津川地区）

志賀町上野・大津地区における
アカガエルの卵塊確認状況

カエルは「江」のある
ところで産卵

コルゲート管　
による水田魚道

江

生きものを育む田んぼづくり

江

上野大津地区（志賀町）
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平成23年度から生き物を育む田んぼづくりを支援します

目　的
　生物多様性を農産物の安全・安心の指標として評価する消費者の動きを意識する農業者を育て、消費者との結びつきを作り上げるとともに、化学
肥料・化学合成農薬の低減等、環境に配慮した農法に取組む田んぼを中心に、生き物が行き来できるよう田んぼと排水路等をつなぐ簡易手法を確立し、
生き物を育む付加価値の高い米づくりを進める。

里山の生きものと共生する田んぼづくりモデル事業（H23～H25）

環境保全型農業技術生物多様性に配慮した
農業施策

ハード面からの取り組みも必要

田んぼを中心とした水のつながりの確保

消費者の
視点を意識

＋ハード面の配慮技術

現　状

課　題

効　果

事業概要

関連イメージ
田んぼと排水路等をつなぐ簡易手法の事例

事例１：水田魚道
（田んぼと排水路を結ぶ魚道）

事例２：待避水路の設置
（中干し時期の避難場所）

事例３：連結された水田ビオトープ
（田んぼ餌場として推進）

（県単独事業：里山の生きものと共生する田んぼづくりモデル事業）
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地域の生き物を継続的に  　
■事業前後のモニタリングが重要です。
　県では、ほ場整備事業実施前に地域住民の皆さんと協働で生き物調査を２回程度実施します。

また、事業期間中においても必要に応じて生き物調査を実施します。

　なお、事業終了後は、地域の皆さんによる継続した調査が重要となることから、地域の皆さん

が地域の生き物を詳しく把握され、継続した調査が可能となるよう支援を行います。

・地域住民が地域の生き物等に関心を持ってもらうことに主眼をおく

・主に水生生物について調査

・地域の状態を地域住民自ら点検する環境点検調査も併せて実施

担い手育成型

ほ場整備調査

設計等事業で

実施

事業採択前

事業採択
１年目

事業採択
２年目

事業採択
３年目以降

・専門コンサルが、魚類、魚介類、植物、鳥類、両生類、は虫類、
陸上昆虫類等について必要に応じて調査

・農家や地域住民が、専門調査に随行するなど、地域自らの状況
を詳しく把握

・１年目の専門調査を手本に、農家や地域住民自らが試行的に調

査を実施

・農家や地域住民が、自ら選択した保全対象種を中心にモニタリ

ング調査

ほ場整備事業

の測量試験費

により実施

県単

農地整備環境

機能増進事業

で農家等を支援

農 地 ・ 水 ・

環境保全向上

対策等を活用

■順応的に管理することが大切です。
　生態系は複雑で常に変化していることから、環境配慮対策を講じても必ずしも十分な効果が得られ

ない場合があります。したがって、モニタリング結果により得られた情報を収集し、必要に応じて施

設の補修や修正を行う「順応的管理」を実施することが重要となります。

　地域に生息する生き物の種や数といった生物多様性のポテンシャル（以下、「ポテンシャル」という。）は、周りの状況

（森林、採草地、竹林、ため池、大きな川等）やそれらのつながり（空間的な広がり）により地域毎に大きく異なります。

　水田のポテンシャルが貧弱でも、地域全体のポテンシャルが高ければ、農家の生産活動を考えると、ほ場整備では、過

度な環境配慮は行わず、周りとの境界にビオトープを設置するなど、地域のポテンシャルに応じた整備が必要です。

　ポテンシャルの定義や尺度に確なものはありませんが、地域の現状を把握するモニタリングがそのヒントとなります。

　ほ場整備としては、地域ごとのポテンシャルを維持保全し、さらに高めて行くという視点で取り組むことが重要です。

　４ページに環境保全目標の設定について触れましたが、特定の種類や、シンボル種にあまりこだわらず、地域全体の

生物多様性のポテンシャルを維持保全、高めるという目標を掲げることも１つの方法です。

「地域の状況に応じた整備」が必要です。

※実施設計までに、分かりやすい目標（保全対象種）の設定に努めましょう
　県では、調査結果を踏まえ「地域の状況に応じた整備」を行います

県と地域の皆さんが協働で生き物調査を実施

専門コンサルによる生き物調査を実施

地域の皆さんが地域環境を把握・理解

地域の皆さんによる継続した生き物調査の実践

地域の皆さんによる継続した生き物調査の実践（試行）
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調査することが重要です

調査対象：メダカ、ドジョウ、ヨシノボリ類、水生昆虫類など

調査方法：

・水際の水生植物に接するようにタモ網をしっかりと固定し、根元を足先で

探りながらタモ網の中に魚類、底生動物を追い込む。

・この動作を同じ場所で数回繰り返す。流れがある所では、下流側にタモ網

を置いて上流側から追い込むのがポイント。

・調査は、１箇所当たり２人で30分程度を目安に行う。

・採集した生物は浅く水を張ったバットに入れる。

・写真撮影は、スケールのついたバット等を用いて生き物の大きさがわかる

様にして行う。

　（調査年月日、調査箇所を記入したプレートを添えるとなお良い）

注 意 点：

・採集した生物を入れたバケツは、直射日光の当たる場所に置くとすぐに

高水温になるため、測定の際は日陰に置くようにする。

・幼稚魚は手で直接さわると弱るため、測定の際は金魚用ネットを用いて

手早く行う。

■地域の皆さんが主体となる調査のポイントは、以下のとおりです。

農地整備環境機能増進事業
平成23年度より、ほ場整備の新規地区に対して住民によるモニタリング調査等にかかる経費を支援

【事 業 費】定額

【事業主体】市町、土地改良区等

【事業内容】原則１地区当たり、２年間実施

　　　　　　生き物調査に要する器材費や専門家指導費、先進地視察、維持・増進活動費等を支援

魚類・底生動物調査

調査対象：

　ニホンアカガエル、トノサマガエル、シュレーゲルアオガエル、

　ニホンアマガエルなど

調査方法：

・調査箇所を任意に歩きながら、飛び出したカエルをタモ網ですくい取り、

種類を確認する。

　（ただし、目視で種類が確認できる場合は目視のみで可）

・調査は、１箇所当たり２人で15分程度を目安に行う。

・確認された種類を記録する。また、個体写真についても可能な範囲で撮影

する。

 注 意 点：

・多くのカエルは５～６月頃に幼体（仔ガエル）になるため、これ以降に

調査を行う。

・気温が上がると物陰に隠れてしまうので、できるだけ午前中に調査を行う。

（12～14時には調査をしない）

※モニタリング時に外来種（アメリカザリガニ、ブルーギル等）が採取された場合は、
水路等に戻さず処分するようにします。

カ エ ル 類 調 査
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