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■論文

水環境整備の実施後 30年が経過した農村地域における

子どもの水遊びを支える水路環境に関する研究

Study on Environmental Characteristics of Agricultural Watercourses Supporting Children's Play in 

Areas 30 Years after the Water Environment Improvement Program 

新田将之＊藤森拓人＊＊中島正裕＊＊＊大平充＊＊

Masayuki NITTA* Takuto FUJIMORI** Masahiro NAKAJIMA*** Mitsuru OHIRA ** 

Abstract: Although the program for water environment improvement has been practiced since the 1990s for maintaining 

multifunctionality of agricultural watercourses such as providing water amenity, declining waterfront play remains as one of major 

concern. From this aspect, we investigated environmental characteristics of irrigation canals for ensuring children's waterfront play. 

First, actual play activities and locations were described using the workshop survey, second, the environmental characteristics of 

canals used by children were examined by silrvey of physical, chemical, biological and structural variables of canals. As a result, 

it was found that children played in the canals located within their resident areas. The characteristics of the canal used by children 

included 1) wider channel width, 2) more diverse flow (greater coefficient of variation in water velocity), 3) lower water temperature, 

4) greater number of crab abundance, S) greater number offish abundance, 6) banked by mortar masonry, compared to canals where 

children did not use. Considered with the numbers of children, the results emphasized importance of biological conditions such as 

abundance of fish and crab. Other extracted environmental characteristics likely support distributions of these organisms as habitat 

conditions. Therefore our findings suggest not only accessibility, but also habitat conservation of agricultural watercourses is the key 

for sustainable use for children's waterfront play. 

Keywords: Children, Waterfront play, Agricultural watercourses, Environmental characteristics, Water environment improvement 
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1．はじめに 理の動機づけとして作用することが期待される 7),8). 9)。

1. 1 研究背景と問題意識

農業水利施設高度利用事業釦）の創設 (1988年）以降，

農業水利施設が有する多面的な地域用水機能注”の維持・

増進を図る水環境整備が，住民参画のもと各地で実施さ

れてきた匹こうした住民参画型の水環境整備を実施し

た当初の状況をみると，一連の整備工程（計画づくりか

ら施工まで）を住民参画で行ったことで，整備空間への

愛着が醸成され，整備完了以降の維持管理も住民が主体

的に担っていたことが報告されている J), 4), 5)。

しかし，水環境整備の開始から 30年が経過した現在，

同整備の先発地域では，維持管理の担い手が整備に関与

していない次世代へと世代交代する時期を迎え， こうし

た世代交代に伴い，整備関与世代と次世代との間に将来

的な維持管理を巡って意識麒甑が生じている 6)。このよ

うな状況下，地域用水機能の増進と継続的な発現は，次

世代住民 (30代～ 50代の非農家を含む住民）の関心喚

起の呼び水となって，担い手不足の解消に向けた維持管

こうした背景のもと，担い手不足の解消という点から

地域用水機能をみると，「子どもの水遊び」注3)が果たす

役割は大きいと考えられる。人々と水辺との関わりが希

薄化する昨今 IO), II)，地域内に張り巡らされた農業水路

は子どもにとって最も身近な水辺の一つとして位置づけ

られ，環境教育の観点からはこうした水辺における子ど

もの遊びの重要性が多く指摘されている 12), 13), 14), 15)。さ

らには，子ども時代の遊びの風景は大人の中で原風景と

して刻まれるといわれ叫子ども時代の水遊びの頻度や

内容が場所愛着に影響を与えることで，将来的な維持管

理意欲を左右することが示唆されている＂）。すなわち，

農業水路における子どもの水遊びを分析することは，子

どもの情操教育のみならず，将来的な維持管理の担い手

育成という観点からも重要だと考えられる。

子どもの水遊びは様々な要因に規定されるが，本研究

では，そのなかでも水路が備える環境条件（生物の生息

状況や空間規模・形態など）に着目する。環境条件は水

遊びの可否のみならず，その内容にも影響を与える決定
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的要因の一つだと考えられるからである。また，水路環

境は，地域住民による日々の維持管理の継続性に大きく

依拠することが予想されることから，住民参画型の水環

境整備が実施された空間を対象に水遊びを支える水路環

境を分析することで，整備内容から完工後の維持管理の

継続性までを含めた事後評価が可能だと考えられる。

1. 2 先行研究の整理と研究目的

前述した問題意識から先行研究を概観すると，農業水

路における子どもの水遊びを分析したもの '8)．19)は少な

く，水路の環境条件と水遊びの関係性に関する知見の収

集が必要である。また，水環境整備の実施地域を対象に

した研究 '9)では，水遊びの具体的な特性（行為や遊び

相手）が把握されておらず，水路が備える環境条件と

の具体的な対応関係までは検討されていない。 さらに

は，整備後の維持管理の継続性までを含めて，子どもの

水遊びの視点から水環境整備の事後評価を試みた研究は

ない。

本研究では，住民参画型の水環境整備を 30年前に実

施した地域を対象に，子どもの水遊びの特性を解明した

うえで（目的 l)，水遊びが行われる農業水路が有する

環境条件を析出する（目的 2)。これらの結果をふまえ，

子どもの水遊びを支える水路環境とその形成要因を考察

する。

2.研究方法

2. 1 調査対象地の概要

調査対象地として，住民参画型の水環境整備を先駆的

に実施した滋賀県犬上郡甲良町の 3集落（金屋，北落，

尼子）を選定した (Fig.1)。平地農業地域である同町で

は，水不足を背景に導入されたかんがい排水事業 (1981

年）によって，犬上川で取水された用水がパイプライン

を通して各集落に送水され，その後，集落内を自然流下

方式で樹枝状に流れて圃場灌漑される水利システムが形

成された。調査対象地の 3集落はいずれも「尼子川」と

いう農業用水路系統上にあり，上流側から金屋（人口

384人，高齢化率 34.9%），北落（人口 326人，高齢化

率 32.2%），尼子（人口 900人，高齢化率 31.9%）が位

置している。

古くから農業用水を地域用水として利用してきた歴史

をもつ甲良町では，農業水利施設高度利用事業の導入

(1989年）を契機に，住民・行政・専門家の協働に基づ

く「せせらぎ遊園のまちづくり」 (1990年開始）が行わ

れた。この取組のなかで，次代を担う子どもの水遊びを

重視した水環境整備が実施され，その結果，町内 13集

380 農村計画学会誌 Vol.38, No. 3, 2019年12月

落に，パイプラインからの送水口を活用した親水公園や

親水性水路が整備された'1.4)。 こうした整備空間の維持

管理は今なお集落単位で住民組織によって担われてお

り20)，町内各地で水遊びに興じる子どもの姿がみられ

る。一方で，将来的な整備空間の維持管理を巡っては，

水環境整備に関与した世代 (60代以上）と関与してい

ない若者世代 (30代～ 50代）との間に意識鮒輛が生じ

ている 6l。

2. 2 調査方法

まず，目的 lに対して集団インタビュー調査を実施し

た (2018年 2月 25日， 3月 25日・ 26日， 7月 22日）。

同調査では，各集落における小学 4年生～ 6年生汁5) を

対象に，水遊びの地点，行為，遊び相手とその人数を把

握した。調査の実施手順としては，まずファシリテー

夕 l名と小学生 3~5名程度で構成されるグループをつ

くり，各グループにランドーマークと水路を記した地図

と農業水路の写真を用意した。そして普段水遊びを行う

地点をプロットしてもらった後，地点ごとに水遊びの

行為，相手，人数を付箋に記入し地図に貼ってもらっ

た。調査の参加者数は合計 26名で， 3集落に居住する

小学 4~6年生の総数に占める割合は 61.9％であ った

(Table 1)。

次に，目的 2に対して環境調査を実施した (2018年

8月 11日～ 17日）。調査地点は，集団インタビュー調

査で得たデータを参考に，集落ごとに，子どもの水遊び

が確認された地点（以下，水遊び地点）を 3地点，水遊

びが確認されなかった地点（以下，非水遊び地点）を 3

地点それぞれ選定し，計 18地点において実施した。こ

れら調査地点は，‘‘調査区間が確保できること'’および

“水路が有する様々な環境のばらつきが含まれること”

を基本的条件に選定した。そのなかで非水遊び地点は，

~ {、三‘>,'ヽ，
＼ 

9 9〉ー·—、
0 1000m 
l | 1 し-̂̀

Fig. I調査対象集落と尼子川の位置

Location of the Amago River and the three settlements 



一般に遊びに不向きな地点が含まれないよう配慮し，先

行研究 19) を参考にして，予備調査ilS6)から水遊び場とし

て良好な条件ii•” を備えていると判断された地点を選定

した。調査区間は， Fig.2に示すように「長さ [20m]X 

幅［水路幅＋両岸 2m]」を設定した。調査項目として，

物理化学，生物，護岸•河床の 4 種に係るデータを採

取した (Table2)。

2.3 分析手順

まず，集団インタビュー調査で得たデータに基づき，

子どもの水遊びの行為，相手および人数を水遊び地点別

に整理することで，水遊びの特性JI.8）を集落ごとに分析

する。この際水遊び地点は，調査対象地に存在する水辺

Table 1 集団インタビュー調査の参加者数と割合

Number.and proportion participated in interviews of each settlement 

対象
集洛居住の小学4~6 調査に参加した

割合
年生の総数(A) 小学4~6年生の数(B)

集落
総数 （男児，女児） 総数 （男児，女児）

(B/A) 

金屋 6名 (3名， 3名） 5名 (3名， 2名） 83.3% 

北落 10名 (4名， 6名） 9名 (3名， 6名） 90.0% 

尼子 26名(14名， 12名） 12名 (8名， 4名） 46.2% 

合計 42名(21名， 21名） 26名 (14名， 12名） 61.9% 

上流部 下流部

Om 5m IOm 15m 20m 11-陸域
--,2m 
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ト 生物：水路内全域

Fig. 2 環境調査区間と調査ポイント

Survey section and measurement points of environmental conditions 

Table2環境調査の調査項目と調査方法

Surveyed variables and the methods of environmental conditions 

データの種類 調査項目 調査方法

物理データ
水深流速 調査区間内を5mごとに区切り，
水路幅水路壁高 巻き尺を用いて計測

化学データ 水温 DO pH EC 
調査区間の最上流地点で採水し
測定

大型水生生物 調査区間を定置網で仕切り，手
生物データ （魚類，甲殻類） 網等を用いて捕獲した後．同定

の種名と個体数 し全長を計測
護岸データは水路護岸の素材ご

護岸・河床データ
素材別護岸延長比 との長さの比率を，河床データ
河床材料比率 は区間内の河床材料の比率を目

視で確認

の性質と立地に着目し設定した 7つの水辺形態（河川，

調整池公園内水路分水工，集落内水路I・ II 汁•9)，圃

場内水路）とする。次いで， 3集落全体にて「どの水辺

形態で， どのような行為が，誰と，何人で行われるか」

という，水辺形態別にみた水遊び特性を分析する (3

章）。

次に，環境調査データを用いて 5つのデータセットを

作成し，データセットごとにクラスター分析 (Ward法）

を行うことで，環境条件が類似した農業水路を類型化す

るd10)。クラスター分析では，最終的なクラスター数を，

クラスター結合の距離が急増する箇所（クラスター間の

非類似度が高まる箇所）でデンドログラムを区切ること

で決定することとした。そして，得られた各クラスター

に占める水遊び地点の保有率を比較し，保有率が高いク

ラスターの特徴に着目することで，水遊びが行われる農

業水路が有する環境条件を析出する (4章）。

3. 子どもの水遊びの特性

各集落における子どもの水遊びの特性を地点別に整理

した結果を Fig.3~5に示す。各図では上段に水遊び地

点の分布を，下段に地点ごとの水遊びの特性を示してい

る。ここでは，集落別に子どもの水遊びの特性を述べた

うえで， 3集落全体からみた水辺形態別の水遊び特性を

述べる。なお， Fig.3~5における水遊び地点の分布図

には，環境調査地点（水遊び地点，非水遊び地点）も示

している。これら環境調査地点の概要については次章で

述べる。

3. 1 金屋集落における子どもの水遊びの特性

金屋集落における水遊び特性の地点別整理を Fig.3に

示す。金屋集落では，計 13の水遊び地点があった。水

辺形態別に地点数をみると，河川が 1地点，調整池が 1

地点公園内水路が 2地点，集落内水路 Iが3地点，集

落内水路IIが4地点，圃場内水路が 2地点であった。

以下， Fig.3の下段の表を用いて，金屋集落における水

遊びの各種特性（遊び行為，遊び相手，遊び人数）を述

べる。

遊び行為では，「ザリガニをみる」や「ホタルをみ

る」など，生物を対象とした観察型の行為が多くの地点

(No.3の公園内水路など 8地点）で行われる傾向にあっ

た。遊び相手では，「友達」が最も多くの地点 (No.13

の圃場内水路など 8地点）で挙げられ，次いで「親」が

多かった (No.Iの河川など 5地点）。また遊び人数で

は，「1人」か「2, 3人」程度の少数で行われる傾向に

あった。
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3.2 北落集落における子どもの水遊びの特性

北落集落における水遊び特性の地点別整理を Fig.4に

示す。北落集落では計 11の水遊び地点があった。水辺

形態別にその地点数をみると，河川が 1地点，分水工が

3地点集落内水路 Iが2地点集落内水路 IIが 5地点

であった。以下， Fig.4の下段の表を用いて水遊びの各

種特性（遊び行為，遊び相手，遊び人数）を述べる。

遊び行為では，「サワガニとり」や「ザリガニとり」

など，生物を対象とした捕獲型の行為が多くの地点

(No.8の集落内水路 IIなど 10地点）で行われる傾向に

あった。また遊び相手では，「友達」 (No.5の集落内水

路 Iなど 10地点）や「家族・親」 (No.3の分水工など 6

地点），「いとこ」 (No.8の集落内水路 IIなど 6地点）が

多く挙げられた。遊び人数では，全地点で 4人以上の人

数が挙げられ，比較的大人数で水遊びが行われる傾向に

あった。

3.3 尼子集落における子どもの水遊びの特性

尼子集落における水遊び特性の地点別整理を Fig.5に

示す。尼子集落では計 8の水遊び地点があった。水辺形

0.1水辺形態

河川

2 調整池

3 公園内水路

4 公圃内水路

5 集落内水路I

6 集落内水路I

7 集落内水路I

8集落内水路II

9 集落内水路II

IO 集落内水路lI

11集落内水路II

12 圃場内水路

13 圃場内水路

ロ5

6, 

アユつり

>

心‘

゜
8 

3 

遊び行為

魚をみる，カモをみる

ザリガニをみる，魚をみる

ザリガニとり，魚とり

ザリガニをみる，鯉をみる，

ザリガニとり，水かけ

鯉をみる

ザリガニをみる

石投げ

魚をみる

サワガニとり

ザリガニとり

ホタルをみる

サワガニをみる，水切り，

メダカをみる．サワガニとり

~[＼喜’〖(\、100
N4+Nol、三迄J二こ5,lOOm

"ゞ[二．l?

遊び相手 遊び人数

親，そこで

知り合った 2~3人

友達

親 l~2人

兄弟，親 l~2人

1人

友達 1~4人

友達 1~3人

友達 2人

友達 2~3人

友逹 l~2人

親 2人

友達，大人 2~6人

1人

友達 2~5人

Fig.3 金屋集落における水遊び特性の地点別整理

Playing distribution, behaviors and peers in the Kanaya settlement 
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態別にその地点数をみると，河川が 1地点，公園内水路

が 1地点分水工が 2地点，集落内水路 IIが4地点で

あった。これらの水遊び地点のうち，調査参加者全員が

No.4の分水工で水遊びを行っていた。以下， Fig.5の下

段の表を用いて，水遊びの各種特性（遊び行為，遊び相

手，遊び人数）を述べる。

遊び行為では，「サワガニとり」や「魚とり」など，

生物を対象とした捕獲型の行為が多くの地点 (No.7の

集落内水路IIなど 7地点）で行わる傾向にあった。また

遊び相手では，「友達」が最も多くの地点 (No.2の公園

内水路など 7地点）で確認された。なお，調査参加者全

員に遊ばれていた No.4の分水工では「いとこ」も多く

挙げられた。遊び人数では， 1人から 10人までばらっ

きが大きいなか，分水工などの 3地点 (No.3, 4, 5)で

は，大人数 (6人以上）での遊びが行われていた。

3.4 集落全体でみた水辺形態別の水遊び特性

以上の集落別の分析から，子どもは生物を対象とした

遊び行為を行う傾向が 3集落に共通してみられた。各`>
□害。

河川 漁つり，飛び込み

2 I 分水工 1鯉をみる，魚つり | 

友達，いとこ

家族，親

兄弟，い とこ

親家族

兄弟．いとこ

3 I 分水工 漁とり，水鉄砲．飛び込み I親．友達，家

族

4 分水エ サワガニをみる
友達．いとこ

兄弟の友達，

11-5人

1 6~9人

2~10人

以上

l~6人

5 集落内水路］サワガニをみる．ザリガニとり友達 3~6人

6 集落内水路Iザリガニとり 兄弟，友達 4人

7集落内水路l]サワガニとり 友達 3~5人

8 集落内水路uサワガニとり 兄 弟 親 友
達，いとこ

3~5人

9集落内水路IIサワガニとり 友達 l~5人

IO集落内水路I［サワガニとり
兄弟，親 友

達
3~5人

II I集落内水路［1|サワガニとり 戸 ・親いとこ
| l~5人

Fig.4 北落集落における水遊び特性の地点別整理

Playing distribution, behaviors and peers in the Kitaochi settlement 



集落の分析結果 (Fig.3 ~ 5) を統合し，水辺形態別に

水遊びの特性（水遊び地点数， 1地点あたりの平均行為

数遊び相手とその人数）を整理すると Table3のよ う

になる。

まず『水遊び地点数』をみると，集落内水路 II(13 

地点， 41.9%）が顕著に多く ，次いで分水エ (5地点，

16.1%）が多かった。集落内水路 IIにおいて水遊び地点

が多かったことについて，調査参加者からは「00ちゃ

ん（集落内の友達）の家にあるから」や「自分の家の前

だからすぐ遊べる」といった意見があった。集落内水路

IIは住宅のすぐ近くを流れているため，子どもが遊びや

すいことが多地点で遊ばれていた要因だと考えられる。

河川 I 
アユつり，魚つり，泳ぐ，潜る，家族，親，

| 2~4人
浮かぶ，ザリガニとり 兄弟，友達

21公園内水路 ' 
魚とり
I 

ザリガニとり，虫とり，友達，友達
飛び込み の兄弟

| l~3人

3 I 分水工 I ザリガニとり，水鉄砲，魚とり，いとこ，
鬼ごっこ，鯉をみる 友達

I 1-10人

41 分水工 I 
エビとり，魚とり，鬼ごっこ， 友達，兄弟，
サワガニとり，ザリガニとり いとこ，

I 2-6人

5集落内水路II鬼ごっこ，魚とり，生き物とり
友達，友達
の兄弟

2~6人

6集落内水路IIザリガニとり，サワガニとり 友達 l~2人

7 集落内水路1Iザリガニとり，サワガニとり 兄弟 2人

8集落内水路I［水浴び，魚をみる 家族，友達 2人

Fig. 5尼子集落における水遊び特性の地点別整理

Playing distribution, behaviors and peers in the Amago settlement 

次に，『1地点あたりの平均行為数』をみると，分水

工 (3.2行為）が最も多く，次いで河川・調整池 (2.8

行為）が多かった。分水工における水遊び行為として，

「魚とり」や「飛び込み」，「水鉄砲」など多様な行為が

確認された。

そして『遊び相手とその人数』をみると，集落内に位

置する分水工と集落内水路 I・ IIでは，遊び相手が集落

内の友達に比較的限定されていた。分水工では幅広い人

数で遊ばれていた一方，集落内水路 I・ IIでは比較的少

数であった。また，河川・調整池では家族の大人が遊び

相手に必ず含まれることが特徴であり，公園内水路と圃

場内水路では集落外の友達が含まれることが特徴であ

った。

以上から，子どもの水遊びにとって重要な水辺形態

は，分水工と集落内水路 IIであったと考えられる。本

地域での分水工は，子どものみで遊べる水遊び地点のな

かで多様な遊び行為が幅広い人数で行われていたため，

水遊びの多様性を担保するうえで重要な役割を果たす傾

向にあったと考えられる。また集落内水路 IIは，子ど

もが遊びやすい水辺として顕著に多くの水遊び地点が確

認されたことから，日々の生活における身近な水遊び

を担保するうえで重要な役割を果たしていたと考えら

れる。

4.水遊びが行われる水路が有する環境条件

4. 1 環境調査地点と分析に用いるデータセットの概要

環境調査地点の概要を Table4に示す。「2.3 分析手

順」で述べたように，水遊び地点の選定理由については

“調査区間が確保できること”(「調査区間」と表記）お

よび“水路が有する様々な環境のばらつきが含まれる

こと”(「環境のばらつき」と表記）を基本的条件とし

て，「行為が多様」や「遊び人数が多い」など，水遊び

が活発に確認された地点 (ka2や kilなど）が含まれる

よう選定した（計 9地点）。また，非水遊び地点の選定

Table 3 3集落全体でみた水辺形態別の子どもの水遊び特性

Characteristics of children's play in three settlements by watercourse type 

水辺形態
水遊び地点数 1地点あたりの平均行為数

遊び相手とその人数
（割合） （代表的な水遊び行為）

河川・調整池 4地点 (12.9%) 2.8行為（魚つり，飛び込み） 親を必ず含む (2人以上）

公圏内水路 3地点 (9.7%) 2.7行為（虫とり，魚をみる） 集落内外の友達（比較的少数）

分水工 5地点 (16.1%) 3.2行為（魚とり，飛び込み，水鉄砲） 集落内の友達，家族，いとこ（大人数）

集落内水路 I 4地点 (12.9%) 2.0行為（ザリガニとり，鯉をみる） 集落内の友達（比較的少数）

集落内水路II 13地点 (41.9%) 1.4行為（サワガニ ・ザリガニとり） 集落内の友達．兄弟．父（比較的少数）

圃場内水路 2地点 (6.5%) 2.5行為（ホタル・メダカをみる） 集落内外の友達 (2人以上）
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理由については，上記の基本的条件（「調査区間」およ

び「環境のばらつき」）に加えて，“土水路のまま保全さ

れて豊かな環境が残されている ”(ka4など）や“昔水

遊びが行われていて今でも付帯設備（洗い場など）が設

置されている ”(ki4) など，昔と今の水路の様子を把握

したなかで子どもの遊び場として良好な条件＂）が残 さ

Table4 環境調査地点の概要

Description of survey sites for assessing environmental conditions 

集 遊び 地点
水辺形態 位匹 選定理由

落 有無 名

kal 公圏内水路 Fig3のNo3 調査区間・環境のばらつき

有 ka2 集落内水路IFig3のNo.5行為が多様・遊び人数が多

金 ka3 集落内水路IIFig.3のNo.H調査区間・環境のばらつき

屋 ka4 集落内水路IIFtg 3のA 土水路のまま保全

無 ka5 圃場内水路 Fig 3のB 調査区間・環境のばらつき

ka6 集落内水路IFig.3のC メイン通り沿いかつ通学路

kil 分水工 Flg.4のNo.2遊び人数が多い

有 ki2 分水工 Fig4のNo3調査参加者全員の遊び地点

北 ki3 集落内水路IIFig.4のNoII 調査区間・環境のばらつき

落 ki4 集落内水路IFig.4のA 昔の水遊び場・付帯設備有り

無 ki5 集落内水路IIFtg.4のB 調査区間・環境のばらつき

ki6 圃場内水路 Fig4のC 魚類（メダカ）の多数確認地

aml 分水工 Fig.5のNo3行為が多様 ・遊び人数が多

有 arn2 分水工 Fig.5のNo4調査参加者全員の遊び地点

尼 am3 集落内水路IIF,g.5のNo.8調査区間・環境のばらつき

子 am4 公園内水路 Fig 5のA 水環境整備の実施空間

無 am5 圃場内水路 Fig 5のB 土水路のまま保全

am6 集落内水路IFig 5のC 魚類（ドジョウ）の多数確認地

Table 5 各データセットにおける分析項目と値

Environmental variables and the results of average and range values 

データ
分析項目 最小値～最大値平均 中央値

セット

水深(cm) 13 4 8 7 3 1-43 7 

物理 1 流速(cm/s) 15.5 15 2 4 0-38 0 

（規模） 水路幅 (cm) 168 8 133 5 68 0-446 5 

水路壁高 (cm) 51 2 50 5 0 0-85.8 

水深変動係数 0.29 0 26 0 08-0 78 

物理1i 流速変動係数 049 043 001-103 

（変動性） 水路幅変動係数 0 13 0 03 0 oo-o 58 

水路壁高変動係数 0 19 0 09 0 00-1 33 

水温(OC) 26.1 26 I 23 1-30 0 

化学 DO（溶存酸素爵） （mglL) 7 86 8 48 5 09-9.64 

（水質） pH 7.93 7 82 7 56-8.92 

EC（電気伝導率） （mS/cm) 012 0 I I 0 09-0 26 

生物
生物の合計種数（種） 8 8 1~13 

（生息生物）
魚類の個体数（匹） 15 4 0~65 

サワガニの個体数（匹） II 5 0~47 

コンクリート（％） 39 

゜
0-100 

両岸の 練り石租み（％） 28 

゜
0-100 

護岸河床
護岸材料 空石和み（％） 19 

゜
0-100 

（構成材料）
土（％） 14 

゜
0-100 

河床材料
コンクリート(%) 22 

゜
0-100 

砂礫（％） 78 100 0-100 

植生被度（％） 14 10 0~50 
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れていると判断された地点を選定した（計 9地点）。

以上の計 18の調査地点で得られたデータを用いて，

〈物理 i〉から〈護岸 • 河床〉までの 5 つのデータセッ

トを作成した。 これらデータセッ トの分析項目と値（平

均，中央値，最小値，最大値）は Table5の通りである。

〈物理 i〉（規模）では，水深が 3.1~ 43.7cm, 流速が

4.0 ~ 38.0cm/sであった。これらの値は小学生にとっ

て安全な水遊び場 ＇8) として報告される流水状況（水深

60cm, 流速 70cm/s以内）の範囲内であった。〈物理 ii〉

（変動性）では，流速変動係数が 0.01~ 1.03の値をとっ

ており，流れが均質な地点からバラッキが大きい地点ま

でみられた。〈化学〉（水質）では，生活環境の保全に関

する環境基準（河川）21)を参照すると， 1地点を除く 17

地点が AA~B類型に該当し，概ね良好といえる値で

あった。

〈生物〉（生息生物）では，魚類としてヌマムツやメダ

カ属，オイカワ， ヨシノボリ属などが確認され，甲殻類

としてサワガニやアメリカザリガニ （以下，ザリガニ），

ヌマエビ科が確認された。また昆虫類としてトンポ目や

タイコウチ，ゲンジボタルなどが確認された。〈護岸 ・

河床〉（構成材料）では，護岸がコンクリ ー ト•練り石

積み，河床が砂礫で構成される地点が多くみられた。

4. 2 各データセットを用いたクラスタ ー分析の結果

4.2. 1 〈物理 i〉データセットを用いた分析結果

〈物理 i〉データセットを用いたクラスタ ー分析によ

り， 2つのクラスタ ーを得た (Table6)。これらのうち

水遊び地点の保有率が最も高かったのはクラスタ ー 2

（総地点数 7) で，保有率は 85.7% (6地点）であった。

クラスタ ー 2の特徴をみると，“水路幅が 195.0cm以

上，かつ水深が 19.3cm以上”であった。これは比較的

規模が大きいことを意味する (Table5)。クラスター 2

の地点の多く (4地点）は分水工で，残りの 3地点は公

園内や集落内，圃場内の水路だった。従って，水路規模

Table 6 〈物理 i〉データセットを用いた分析結果

Features of clustered groups using physical data set i 

クラスターNo
該当地点 特徴

遊び地点数

【総地点数】 （保有率）

早，卑，
ki4, am6, 

クラスター 1旱， ka4, ・水路幅が1600cm以下 3地点

【11地点】 ka6, ka5, •水深が9.8cm以下 (27.3%) 
k15, am4, 

am5 

坦，享，
クラスター 2 卑，ki6, •水路幅が195.0cm以上 6地点

【7地点】 kaL '=ka， 2 ' •水深が19.3cm以上 (85.7%) 

旱

注： l)遊び地点の保有率が高いクラスターを網掛け表記。



からみた環境条件として，①『水路幅 195.0cm以上かつ

水 深 19.3cm以上と比較的規模が大きい』を析出した。

4.2.2 〈物理 ii〉データセットを用いた分析結果

〈物理 ii〉データセットを用いたクラスター分析によ

り， 3つのクラスターを得た (Table7）。これらのうち

水遊び地点の保有率が最も高かったのはクラスター 2

（総地点数 8) で，保有率は 62.5% (5地点）であった。

クラスター 2の特徴をみると，“流速変動係数が 0.40

以上，かつ水路壁高変動係数が 0.18以上 0.24以下”で

あった。これは，流速が比較的変化に富み，水路壁高の

変動が比較的大きいことを意味する (Table5)。従っ て，

水路の変動性からみた環境条件として，②『流速変動

係数が 0.40以上の比較的多様な流れで，かつ水路壁高

変動係数が 0.18以上 0.24以下と比較的大きい』を析出

した。

4.2. 3 〈化学〉データセットを用 いた分析結果

〈化学〉データセットを用いたクラスター分析により，

4つのクラスターを得た (Table8)。これらのうち水遊

び地点の保有率が最も高かったのはクラスター l（総地

Table 7 〈物理 ii〉を用いた クラスタ ー分析の結果

Features of clustered groups using physical data set ii 

クラスターNo
該当地点 特徴

遊び地点数

【総地点数】 （保有率）

ki4，坦，
クラスター 1坦， am6, ・流速変動係数が0.36以下 4地点

【8地点】 旱，坦l, • 水路幅変動係数が0.05以下 (50.0%) 
ki5, ka5 

ka6, ki6, ・流速変動係数が0.40以上
クラスター 2 皿，坦L, •水路壁高変動係数が0. 18以

5地点

【8地点】 牟旱
土0.24以下

(62.5%) 
ka4, ki2 

クラスター 3
・流速変動係数が0.80以上

•水路壁高変動係数が1.28以
0地点

【2地点】
am4, am5 

(0.0%) 
上

注： l）遊び地点の保有率が高いクラスターを網掛け表記。

i 

Table 8 〈化学〉を用いたクラスタ ー分析の結果

Features of clustered groups using chemical data set 

クラスターNo
該当地点 特徴

遊び地点数

［総地点数】 （保有率）

クラスター 1坦1，卑， •水温が23 .1℃~24.5°C
3地点

【4地点】 ka6，早 (75.0%) 

arn6, ki5, 
クラスター 2 ki4，辛， •水温が255°C~28.0°C 3地点

【7地点】 旱 ，ka4, ・DOが8Om飢店渡以上 (42 9%) 
aml 

クラスター 3皿，卑， • 水温が25.3°C-28.0°C 3地点

【6地点】
am5, ki6, 

・ DOが8Omg/ば呈度以下 (50 0%) 
ka5,早

クラスター 4
•水温が30.0°C

0地点

【1地点】
am4 

(0.0%) 

注 ：1）遊び地点の保有率が高いクラスタ ーを網掛け表記。

点数 4) で，保有率は 75.0% (3地点）であった。

クラスター 1の特徴をみると，“水温が 23.1℃以上

24.5℃以下”であ った。これは比較的低水温を意味する

(Table 5)。従って，水質からみた環境条件として③『水

温が 23.1℃ ~24.5℃と比較 的低い」を析出した。4.2.4

〈生物〉データセットを用いた分析結果

〈生物〉データセットを用いたクラスター分析により，

5つのクラスターを得た (Table9)。これらのうち水遊

び地点の保有率が最も高かったのはクラスター 2（総地

点 数 4) で，保有率は 100.0%(4地点）であった。ま

た， クラスター 2の次に水遊び地点の保有率が高かった

のはクラスター 4 （総地点数 4) で，保有率は 75.0%(3 

地点）であった。 この水遊び地点の保有率と地点数は，

〈化学〉データセットを用いたクラスター分析で析出さ

れた水遊び地点の保有率が最も高いクラスターと同じ値

であったことから， クラスター 2, 4の両者を水遊びが

Table 9 〈生物〉を用いたクラスタ ー分析の結果

Features of clustered groups using biological data set 

クラスターNo
該当地点 特徴

遊び地点数

【総地点数】 （保有率）

クラスター 1 ka5, ki4, ・魚類個体数が4匹以下 0地点

【6地点】
am4, ka6, 

・サワガニ個体数が3匹以下 (0.0%) 
am6, ki5 

クラスクー 2 坦，早 ・魚類個体数が4匹以下 4地点

【4地点】 旦，早 ・サワガニ個体数が10匹以上 (100.0%) 

クラスター 3 ・魚類個体数が5匹以上 1地点

【2地点】
早 ，ka4

・サワガニ個体数が45匹以上 (50.0%) 

クラスター 4 早，旱 •生息種数が9種以上 3地点

, 【4地点】 am5，辿 ・魚類個体数が20匹以上 (75.00/o) 

クラスター 5
・魚類の個体数が63匹以上

1地点

【2地点】
ill, ki6 

(50 0%) 

注： l)遊び地点の保有率が高いクラスターを網掛け表記。

Table 10 〈護岸・河床〉を用いたクラスタ ー分析の結果

Features of clustered groups using data set of stream bed type 

クラスターNo
該当地点 特徴

遊び地点数

【総地点数】 （保有率）

クラスクー 1早，卑， ・護岸50％以上が練り石積み 5地点

【6地点】
卑，虹立，

•河床の 100％が砂礫 (83.3%) ki5, am3 

クラスター 2坦 ，虹!!!, ・護岸の100％が空石積みか
3地点

【6地点］
坦， am4, 土羽

ka4, am5 •河床の 100％が砂礫
(50.0%) 

クラスクー 3
・護岸の100％がコンクリ ー

ka6, ki6, 
卜

1地点

【3地点】 坦
• 河床の 100％が砂礫

(33.3%) 

・護岸のJOO％がコンクリー

クラスター 4 ka5, ki4, 卜 0地点

【3地点】 am6 •河床の70％以上がコンク (00%) 

リート

注： l)遊び地点の保有率が高いクラスタ ーを網掛け表記。
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行われる水路の特徴として析出した。

クラズター 2の特徴は“魚類個体数が 4匹以下かつサ

ワガニ個体数が 10匹以上”であった。これはサワガニ

個体数が比較的多いことを意味する (Table5)。また，

クラスター4の特徴は“生息種数が 9種以上かつ魚類個

体数が 20匹以上”であ った。 これは生息種数が多様で

魚類個体数が比較的多いことを意味する (Table5)。従

って，生物からみた環境条件として④『サワガニ個体数

が IO匹以上と比較的多い』および⑤『生息種数が 9種

以上と 多様で魚類個体数が 20匹以上と比較的多い』を

析出した。

4.2. 5 〈護岸 ・河床〉データセッ トを用いた分析結果

〈護岸 ・河床〉データセットを用いたクラスター分析

により， 4つのクラスタ ーを得た (Table10)。 これらの

うち水遊び地点の保有率が最も高かったのはクラスター

l （総地点数 6)で，保有率は 83.3%(5地点）であった。

クラスタ ー 1の特徴をみると，“護岸の 50％以上が練

石積み，かつ河床の 100％が砂礫”であった。従って，

構成材料からみた環境条件として，⑥『50％以上が練

り石積み護岸かつ砂礫河床』を析出した。

5.子 どもの水遊びを支え る水路環境

ここでは，水遊び地点と非水遊び地点が有する環境条

件の特徴を整理したうえで，子どもの水遊びを支える水

路環境とその形成要因を考察する。

5. 1 水遊び地点 と非水遊び地点が有する環境条件の

特徴

前章 (Table6 ~ 10) で析出された，子どもの水遊び

が行われる農業水路が有する 6つの環境条件を Table11 

に示す。 これらの条件を各環境調査地点に当てはめたう

Table 11 水遊びが行われる農業水路が有する環境条件

Environmental characteristics for children to play at irrigation canal 

sites classified by cluster analyses using environmental variables 

データセ ット 条件

物理 i
① 水路幅195.0c叫以上かつ水深19.3c叫以上の

比較的規模が大きい

流速変動係数が0.40以上の比較的多様な

物理 i1 ②流れで，かつ水路壁高変動係数が0.18以

上0.24以下と比較的大きい

化学 ③水温が23.1℃~24.5℃と比較的低い

④ サワガニ個体数が10匹以上と比較的多い

生物 ⑤ 生息種数が9以上と 多様で魚類個体数が20

匹以上と比較的多い

護岸 ・河床 ⑥ 50％以上が練り 石積み護岸かつ砂礫河床
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えで水辺形態ごとに整理し， 3章で把握した遊び行為と

遊び相手の人数を記載したものが Table12である。以

下， Table12を用いて，水遊び地点 と非水遊び地点が有

する環境条件の特徴を述べる。

水遊び地点では，生物に関する環境条件 (Table11の

④，⑤）のいずれかを必ず有し，かつ非生物的な環境条

件 (Table11の①，②，③，⑥)のいずれかも 必ず有す

ることが特徴であった。具体的にみると，④「サワガニ

個体数が 10匹以上と比較的多い」を有していた地点で

は，⑥「50％以上が練り石積み護岸かつ砂礫河床」 (8

地点中 5地点）を有する傾向があ った。特に集落内水路

IIでは， これら条件が揃った地点が水遊び地点となって

いた (ka3,am3, ki3, Table 12)。サワガニの生息環境に

対する練り石積み護岸の影響は不明だが，少なくとも砂

礫河床がサワガニの好む環境として，間接的に水遊びに

影響していたことが推察される。また，⑤「生息種数が

9種以上と多様で魚類個体数が 20匹以上と比較的多い」

を有していた地点 (kilや ki2, am2など）では， ① 「水

路幅 195.0cm以上かつ水深 19.3cm以上と比較的規模が

大きい」（全 4地点）や②「流速変動係数が 0.40以上の

比較的多様な流れで，かつ水路壁高変動係数が 0.18~ 

0.24と比較的大きい」 (4地点中 3地点）を有する傾向

Table 12 子どもの水遊び特性と環境条件の地点別整理

The play properties and environmental characteristics at every 

investigation spot 

水辺 調査 遊び
遊び行為

遊び 有する

形態 地点 有無 人数 現境条件

公圏内 有 ザリガニをみる，魚をみる l~2人
① 

kal 
水路 暉

am4 無 なし

集落内
ka2 有

ザリガニをみる，鯉をみる，
1-4人 ” ザ））ガニとり，水かけ

水路I ka6 無 ⑳ 

ki4 無 なし

ka3 有 サワガニとり 2人 韓 i 
am3 有 水浴び : 2人 暉 I 

集落内 ki3 有 サワガニとり K5人 暉 i 
水路II ka4 無 ＠ 

ki5 無 ⑥ 

am6 無 なし

kil 有 鯉をみる，魚つり 6-9人 亨

有 魚とり，水鉄砲，飛び込み
2~10人 C⑳ 

ki2 
以上 疇

分水工 ザ））ガニとり，水鉄砲，鬼ごっ
aml 有

こ，魚とり，鯉をみる
1~10人 亨

有
サワガニとり，魚とり，鬼ごっ

2~6人
亨

am2 
こ，エビとり，ザリガニとり ⑤ 

圃場内
ka5 無 なし

水路
ki6 無 C逗危）

am5 無 ⑤ 

注： !)子どもの水遊び地点は網掛けで表記している。
注： 2）環境条件の番号は， TableIIの環境条件に該当する。



があった。水路規模とその流れの多様さがともに備わる

環境は，多くの魚類が生息するために必要な条件とし

て，間接的に子どもの水遊びに寄与していた可能性があ

る。このように，“砂礫河床”や“大きい水路かつ多様

な流れ”といった非生物的な環境条件は，生物に関する

環境条件に対しての良好な生息環境として機能していた

可能性があると思われる。

非水遊び地点では，全体として，前章で析出された

環境条件が少ない傾向にあったが，なかには生物に関

する環境条件 (Table11の④，⑤)を備えた地点 (ka4,

ki6, am5) も確認された。例えば， ka4は土水路のまま

保全された集落内水路 IIであるが， この地点で水遊び

が行われなかった要因として，隣接する住宅の生垣が水

路上に繁茂していたため，子どもが近づきにくかったこ

とが考えられる。 3章では集落内水路 IIの重要性は高い

(Table 3) と考えられたものの， 4章ではこのような近

づきにくい水路が含まれていたことで，同水辺形態に該

当する環境条件が高く評価されなかった (Table6) と

考えられる。

また， ki6とam5は，集落から離れた圃場内水路に位

置する (Fig.4, 5)ため，子どもがこれらの地点の状況

（生物が豊富）を認識していなかったことなどが遊ばれ

ていなかった要因だと考えられる。このように，子ども

の水遊びは複合的な要素に起因することから， 4章のク

ラスター分析では，“顕著な流速変動係数と多様な魚類

の生息”(am5)や“砂礫河床とサワガニ個体数”(ka4)

が見られた場合であっても，必ずしも高い評価とならな

かった (Table7, 9) と考えられる。

5. 2 子どもの水遊びを支える水路環境とその形成要因

本研究成果 (Table3, 12) に基づき 3章において水

遊びにとって重要だと考えられた 2つの水辺形態に着目

して，水遊びを支える水路環境とその形成要因を考察

する。

まず集落内水路 IIでは，主な遊び行為として「サ

ワガニとり」が多地点で行われ，子どもにとっての身

近な水遊び場として重要であることが特徴であった

(Table 3)。また前節からは，集落内水路 IIの水遊び地

点は共通して環境条件④「サワガニ個体数が 10匹以上

と比較的多い」を有することが分かった (Table12)。

本地域では水環境整備の際，集落内の水路網を一体的に

保全するとともに，生物の生息環境を考慮して河床に砂

礫を投入した '14)。よって，集落内水路 IIが子どもにと

っての身近な遊び場として多地点で遊ばれていたのは，

こうした水環境整備によってサワガニにとっての良好な

生息環境（砂礫河床）が形成されていたことが関係して

いたと考えられる。

次に，分水工では「サワガニとり」に加えて，「魚

とり」や「飛び込み」，「水鉄砲」などの多様な遊び

行為が幅広い人数で行われていたことが特徴であっ

た (Table3)。Table12をみると，分水工の水遊び地

点 (kil, ki2, am!, am2) は共通して物理に関する条件

（①「水路幅 195.0cm以上かつ水深 19.3cm以上と比較的

規模が大きい」，②「流速変動係数が 0.40以上の比較的

多様な流れで，かつ水路壁高変動係数が 0.18以上 0.24

以下と比較的大きい」）を有するとともに，生物に関す

る環境条件（④「サワガニ個体数が 10匹以上と比較的

多い」，⑤「生息種数が 9種以上と多様で魚類個体数が

20匹以上と比較的多い」）のいずれかも有していた。本

地域では，水環境整備の際，カットリと呼ばれる伝統的

な分水工が有する広くて立体的な空間構造が保全され，

階段工によるアプローチ空間の確保や植栽エが施され

た‘i4)。よって，分水工において幅広い人数で多様な遊

び行為が行われていたのは，規模が大きく多様な流れを

うみだす分水工ならではの空間構造が保全されたことと

関係していたと考えられる。

以上から，本地域では，水環境整備の際に集落内水路

網を一体的に保全し，砂礫投入や局所的なアプローチ空

間の整備などを行ったことが，子どもの水遊びを支える

水路環境の形成に寄与していたことが示唆された。なか

でも，子どもの水遊び行為の多くは生物を対象としてい

た (3章）ことから，サワガニや魚類のハビタットの保

全・確保が，水遊びを支える条件として強く影響してい

たと思われる。こうした水遊びにおける魚類などの小

動物の重要性は先行研究 15), 22) において指摘されている

が，本研究でもそれらを支持する結果となった。一方，

本地域での維持管理を分析した先行研究 6)からは，地域

住民が水環境整備以降も，水路周辺の環境変化に応じて

作業内容を変えながら，水路網全体の維持管理を継続し

てきたことが報告されている。従って，子どもの水遊び

を支える水路環境が今なお形成されていたのは，整備後

の維持管理が長期的に継続されてきたからこそだといえ

よう。

6. おわりに

本研究では， 30年前に先駆的に水環境整備が実施さ

れた滋賀県甲良町を対象に，子どもの水遊びの特性を実

証的に解明し，水遊びが行われる農業水路が有する環境

条件を析出した。その成果として，子どもの水遊びの特

性は水辺形態ごとに異なることが示唆された。住宅裏等

を流れる小規模水路では，多地点におけるサワガニとり
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などの水遊びがなされ，分水工では幅広い人数での多様

な水遊びが行われる傾向にあった。また，水遊びが行わ

れる農業水路が有する環境条件として 6つの定量的な条

件を析出し，なかでも，サワガニや魚類のハビタットの

保全・確保が，子どもの水遊びに影響していたことが示

唆された。こうした子どもの水遊びを支える水路環境が

形成された要因として，集落内水路網の一体的保全と整

備後の継続的な維持管理があったことを考察した。これ

らの知見から，本地域で実施された住民参画型の水環境

整備とその後の維持管理の継続性について，子どもの水

遊びの観点から適正であったと評価することができた。

しかし，子どもの水遊びは複合的な要因から影響を受

けると考えられるが，本研究では 6つの環境条件を含む

要因間の関係性までは検討しきれなかった。今後，各要

因が水遊びにどう影響するか，定性的分析を通して実証

性を高める必要がある。また，将来的な維持管理の担い

手育成に向けて，子ども時代の水遊びが成人時の維持管

理作業への参画意欲にどのように作用するのか，心理面

からの検討が必要である。

一方で，本稿の冒頭で述べたように，「子どもの水遊

び」は，維持管理主体の世代交代を迎える地域におい

て，子どもの親世代に該当する次世代住民 (30代～ 50

代）の関心喚起を促し，維持管理の動機づけとして作用

することが期待される。これに関して，先行研究 6) から

は維持管理を巡る世代間麒甑の解消に向けて多世代協議

の場の必要性が指摘される。今後，本研究成果をこうし

た協議の場に還元し，将来的な維持管理方針の策定に寄

与したい。
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注

注 l) 同事業は， 1991年に水環境整備事業と改称され， 2000

年以降は地域用水環境整備事業として実施される。これら

事業における水環境整備の内容として，①親水・景観保全

施設②生態系保全施設③防火施設等の整備が挙げら

れる。

注2) 地域用水機能の分類には様々あるが，中西”はその一例

として，地域用水機能を営農用水・飲雑用水・防火用水・

消流雪用水・環境用水の 5つに分類したうえで，環境用水

機能に生態系保全や景観形成，親水などを含めている。

注 3) 本研究では，水遊びを「水辺での遊び」と定義する。

注4) “親水”という名称は，整備実施当初に現場で用いられ

た名前を踏襲している。具体的な整備内容として，伝統的

な水利施設（カットリなどの分水エ）を含む用水路網全体

の保全を基本方針としつつ，親水公園ではパイプラインの

送水口を活用したビオトープが造成され，周囲に東屋や運

動場が整備された。親水性水路では， コンクリート三面張
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りであった水路壁面に石を積み，河床に砂礫を投入し，水

路内に洗い場や植栽を配置し，護岸構造のアプローチを確

保するなど，水際への近接性や生態系に配慮したエ法によ

る整備が実施された。

注5) 農業水路での水遊びは，未就学児や小学校低学年などの

年齢層の低い子どもも行うが，地域の保護者 (PTA) との

事前打ち合わせの結果，本研究では，調脊内容とデータ精

度を高める観点から小学校高学年生を対象とした。

注 6) 予備調査として，各集落における水辺の見廻りと，地域

住民を対象とした子どもの水遊びに関する聞取りを実施し

た (2017年8月 7日・ 8日， 2018年 8月 10日）。

注 7) ①魚類や甲殻類の生息が目視で確認される，②護岸が土

水路である，③居住区域からアクセスしやすい，④昔は水

遊びが行われていた，⑤水環境整備の対象空間である，の

いずれかの条件を満たしていることを基準に選定した。

注 8) 本研究では，水遊び地点の分布と水辺形態，水遊びの行

為相手，人数などを総称して「水遊びの特性」とする。

注9) 集落内水路］は道路沿いを流れる比較的規模の大きい農

業水路を示し，集落内水路 IIは住宅裏等を流れる規模の

小さい側溝型水路を示す。

注 IO)この分析枠組みは，水遊びを支える水路環境を検討した

先行研究 ¥9) を援用した。
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