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小特集 農業土木での環境配慮はなぜだか難しいー 10

栃木県における生態系配慮型工法の効果検証と手引きづくり

Compilation of an Ecosystem-sound Technology Guideline Based on Verification 
of Its Field Application in Tochigi Prefecture 

柳澤 祥子t 和 氣芳道t

(YANAGISAWA Sachiko) 

I. はじめに

平成 13年度の土地改良法改正により，農業農村整

備事業の実施に当たっては環境との調和に配慮するこ

とが原則化され，本県では圃場整備事業を中心と した

118地区において環境に配慮した整備を行ってきた。

しかし，これまで実施した生態系に配慮したエ法（以

下，「生態系配慮型工法」という）は，多くの場合，そ

の効果の確認が十分に行われてこなかった。

このため本県では，土地改良法改正から 10年を迎

えた平成 23年度に，県単独事業「生き物を育む農村

空間形成事業」（平成 27年度まで）を創設し，これま

でに県営農業農村整備事業で実施した生態系配慮型エ

法の効果検証を行う とともに，現場の技術者がより効

果的な生態系配慮を行うための参考図書として，「農

業農村整備事業における生態系配慮の手引き」を作成

した。本報では，その取組み内容と生態系配慮に係る

留意点などについて報告する。

II. 生き物を育む農村空間形成事業

1．趣旨

当事業では，整備済みの生態系配慮型工法について

モニタリング調査を実施し，各種工法の効果を総合的

に検証・評価するとともに， より効果的な補完的対策

や維持管理手法などについて検討を行った。

2. 事業の概要

事業期間は平成23年度から 27年度の 5年間で，県

内の圃場整備事業 7地区を調査対象とした。評価の対

象と したエ法は，本県において主に採用されている 6

工法 9タイプとした（表ー1)。効果検証に当たっては，

学識経験者4名を含む「栃木県生態系配慮型工法技術

検討会」（以下，「検討会」という）を設置し，モニタリ

ング調査の方法や各種工法の機能の評価方法などにつ

いて検討を行った。また，検討会の下部組織として，

関係各課や県内 7つの農業振興事務所から構成される

「栃木県生態系配慮型工法技術検討部会」を設置し，県

t栃木県農政部農地整備課
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表ー1 評価対象とした生態系配慮型工法

生態系配感型工法 工法タイ プ

水路魚道工
斜路・粗石付き

プール千烏

水田魚道工
プール千烏

ボリエチレン管

水路横断施設工 暗渠

棗境配慮水路工
深み＋拡幅

ワンド，瀬・淵

環境配慮護岸工 涌水保全工

生態系保全地 保全地

職員自らが施設のモニタリング調査を行うとともに，

検討会において調査結果を報告し，学識経験者の指導

・助言を得ながら効果検証を行った。

3. 調査方法

モニ タリング調査は，生態系配慮型工法を設置した

箇所や路線に調査区間を設定し，四季調査（春夏秋冬）

を実施して生物相を把握するとともに，各種工法の効

果検証に必要な遡上調査や繁殖・越冬調査，カエル類

の卵塊・幼体調査などを実施した。

(1) 水路魚道工•水田魚道工水路魚道工お よび

水田魚道工における遡上調査は，降雨が予想される前

日にカゴ網や袋網などを魚道の上下流も しくは水田と

の接続箇所に設置し， 3日間連続で調査を行い，遡上

した魚類の体長や個体数を記録した （写真ー1)。

写真ー1 水田魚道工の遡上調査

キ， りド 生態系配慮，効果検証，モニタリング，補完的対

策，手引き
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(2) 水路横断施設工 工法の設置箇所周辺におい

て， ニホンアカガエルおよびシュレーゲルアオガエル

の卵塊調査と幼体調査を実施した。卵塊調査は，4月

下旬～5月中旬頃，水田への入水と同時に調査を開始

し，5~7日に 1回（計3~4回）調査を行い，卵塊の位

置を地図に記録した。幼体調査は 7月上旬頃に 1~2

回実施し，カエル類の種類と個体数を地図に記録し，

生息分布を確認した。

(3) 環境配慮水路エ・環境配慮護岸工 調査は四

季調査に併せて行い，工法を設置した「配慮区間」と，

工法を設置していない「一般区間」 とに分け，たも網

などを用いて 30分程度の採捕調査を実施した。

(4) 生態系保全地 四季調査 （春季 ・夏季）に併

せて繁殖調査を行い，セルビンやたも網を用いて，魚

類の稚魚が生息しているかを確認した。また，越冬調

査を四季調査（冬季）に併せて行い，厳冬期における

生き物の生息状況を確認した。

(5) アンケート調査 各地区の施設管理者に対し

て，生態系配慮型工法の効果や維持管理，利活用など

に関するアンケート調査を行い，その結果をもとに適

切な維持管理手法などについて検討した。

Ill. 評価結果

生態系配慮型工法の機能評価は，施設の目的を達成

している場合は「機能発揮」，施設の目的を達成してい

ない場合は「機能不全」，判断材料が足りず評価できな

い場合や， 明らかに当該施設以外に原因があり機能を

確認できない場合については「判断不能」と した。

1． 施設の機能評価（平成 23~24年度）

平成 23年度から 24年度にかけてモニ タリング調

査を実施し，施設の機能評価を行ったのは計42施設

で，うち 57％が機能発揮と評価され， 43％は機能不全

または判断不能と評価された（図ー1)。

機能発揮と評価された施設は，主に水路魚道工と生

態系保全地であった。水路魚道工はいくつかの施設で

勾配が急であったり一部土砂の堆積に より流量が増

え，遡上が困難となっている施設があったものの，お

おむね機能発揮と評価された。生態系保全地について

は，多様な生き物が繁殖および越冬場所として利用し

ているこ とが確認され，機能発揮と評価された。

他方で，機能不全と評価されたのは，主に水田魚道

工であった。多くの場合で水田魚道工の出口と水田 と

の接続箇所において落差が生じており，魚道自体は遡

上できる構造であっても，水田への移動が阻害されて

いた。これは，水田の水管理に合わせて，魚道の出口

の高さが変更できないことが要因と考えられた。
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図ー1 評価結果（平成 24年 図ー2 再評価結果 （平成 26

度：補完的対策前） 年度：補完的対策後）

2. 補完的対策（平成 25年度）

平成 24年度に機能不全または判断不能と評価され

た施設については，調査方法を見直したり，機能の発

揮を阻害している要因を検討して不具合を解消するた

めの補完的対策を実施した。補完的対策には，木材や

コンクリ ー トプロック，土のう等を使用するなどの簡

易な方法を用いた。

水田魚道工の出口と水田との接続箇所に生じた落差

については，魚道の出口にエルボ管と コルゲート管を

接続することによって，水田の水管理に合わせて魚道

の出口の高さを調整できる構造と した（写真ー2)。そ

の結果，同様の補完的対策を実施した 2カ所の水田魚

道工において，多数のドジョウ，タモロコ，ヨシノボ

リ類などの遡上を確認することができた。

また，冬季における生き物の越冬場所としての効果

が期待された深み ・拡幅水路において，越冬生物がほ

とんど確認できなかったことから，鳥類による食害が

懸念された。このため，深み ・拡幅水路に間伐材など

で製作した簡易な魚礁を設置して退避場所を確保した

（写真ー3)。その結果四季調査 （冬季）において，魚

礁を設置していない区間では， ドジ ョウ1尾カ ワム

ツ2尾のみであったが，魚礁設置区間では， ドジョウ

2尾タモロ コ32尾オイカワ 14尾フナ類 l尾コ

イ1尾と，多種多数の魚類の生息が確認できた。

3. 施設の機能再評価（平成 26年度）

平成 26年度には，過年度に機能評価した施設を含

む計47施設を再評価した。その結果，補完的対策な

どの効果もあり，機能発揮と評価された施設は 70%

に増加 した （図ー2)。簡易な補完的対策であっても，

施設の機能発揮に十分な効果があった。しかし，30%

の施設については，構造上や営農上の問題などから，

機能を確認することはできなかった。機能を確認でき

なかった事例について，以下に記載する。

カエル類が繁殖のために水田へ移動する際，移動経

路を確保するために設置する水路横断施設工におい

て，機能を評価した3地区のうち 1地区は隣接する水

田の営農計画が変更され，水田への入水時期が5月下

Water, Land and Environ. Eng. May 2016 
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写真ー2 水田魚道工の補完的対策

写真ー3 間伐材などを活用した魚礁

旬にずれ込んだ。このため， 産卵時期に水田に水が入

らず，カエル類は産卵場所を失い，結果として施設の

効果を検証することもできなくなってしまった。

また， 機能を評価した生態系保全地8カ所のうち l

カ所は貯水機能を併せ持っており，取水が優先された

り冬季に水を干したりすることから，生き物の生活史

に合った水管理が困難であった。この事例では，生き

物の越冬状況を確認することはできなかった。

4. アンケート調査の結果

調査対象の 7地区において，施設を維持管理してい

る土地改良区などに聞き取りによるアンケート調査を

行った結果，施設の効果については， 3地区で施工直

後よりも生き物の種類や数が増えたとの意見があった

一方で， 2地区が変わらないと回答し，分からないと

の回答も 2地区あった。これは，施工後に生き物調査

などを実施しておらず，状況を把握していなかったと

思われる。施設の利活用については， 5地区で環境教

育の場や生き物観察会などに活用していたが 2地区

ではまったく活用されていなかった。生態系に配慮し

た取組みの必要性については，「必要と感じる」，「営農

に支障がなければ必要」との回答がほとんどであっ

た。また，農薬の使用に気を遣う ようになったとの意

見もあり，生態系配慮型工法の導入により，環境への

意識が高まったと考えられる。一方，施設の課題とし

て挙げられたのは，「維持管理の手間が増加した」や，

水田魚道工に関して「施設の使用方法が不明」，「水田

の水管理上支障がある」などであった。これらについ

ては，事業実施時において施設の維持管理方法や使用

方法に関する説明が不十分であったことが考えられ

る。

5. 生態系配慮の留意点

環境の変化を受けて，すぐに効果が確認できないも

のもあるが，不具合が見つかった場合には，簡易な補

完的対策を実施することで機能を発揮できることもあ

り，施設の施工後にはモニタリング調査を行い，機能

を確認することが重要となる。また，施設の効果を確

認することによって，施設管理者が維持管理を行う際

のやりがいにもつながると考えられる（写真ー4)。

生態系配慮型工法は，維持管理が継続されてこそ効

果を発揮するものであり，事業の計画時点から農業者

や地域住民などの参加を促し，生き物観察会やワーク

ショップの実施などによって地域の環境に対する意識

を高めるとともに，施工後の維持管理に地域の多様な

組織が参加するきっかけをつくることが重要である。

また，生態系配慮型工法の検討に当たっては，計画

時点から経済性や維持管理の作業性等を考慮するな

ど，技術面と維持管理面の両方から検討することが重

要である。
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写真ー4 生態系保全地の維持管理

IV. 農業農村整備事業における生態系配慮の

手引き

平成 27年度には，それまでの効果検証などの結果

を踏まえ，農業農村整備事業の調査計画，設計施工，

維持管理の各段階における生態系配慮のポイントをわ

かりやすく解説した，栃木県独自の「農業農村整備事

業における生態系配慮の手引き」（以下，「手引き」と

いう）を作成した（図—3) 。

手引きには，本県における「工事の影響を受けやす

いと考えられる種」（表ー2)を選定し，それぞれの生態

や保全対策のポイントなどをとりまとめた。また，効

果検証を行った各種工法について，現場への適合条件

や設計施工時の留意事項などをまとめた。

水土の知 84 (5) 405 
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とちぎの

豊かな農村覇境を守

図ー3 生態系配慮の手引き

表ー2 工事の影響を受けやすい と考えられる種

〈魚類〉 〈両生類〉 〈昆虫類〉

ドジョウ ニホンアカガエル オニャンマ

シマ ドジョウ トウキョウ ダルマガエル ギンヤンマ

ホトケドジョウ シュレーゲルアオガエル タガメ

ナマズ ッチガエル クロゲンゴロウ

ギバチ アカハライモ リ ガムシ

メダカ 〈甲殻類〉 ゲンジボタル

フナ類 サワガニ 〈貝類〉

タナゴ類 スジエビ イシガイ類

アプラハヤ ヌカエピ マルタニシ

なお，生態系配慮型工法を選定する上での基本的な

考え方は．「保全対象種が整備区域内を越冬・ 繁殖場

所としている場合は， 整備後においても同様の生活史

を補償する」こととし，保全対象種の生態を十分に理

解した上で，繁殖および越冬場所を確保し，併せてそ

れらの移動経路を確保するために必要な工法を組み合

わせて選定することとしている。

また．施設の施工後に行うモニタリング調査や機能

評価の方法についても，工法ごとに記載した。

手引きの最後には参考事例を掲載しており ，生態系

に配慮した取組みをきっかけに農産物のブランド化や

都市農村交流，学校教育との連携などに取り組んでい

る地区を紹介している。生態系に配慮した施設につい

ては．事業後の利活用についても検討することが重要

であり，生態系に配慮した事業をきっかけにさまざま

な地域活動が展開され，地域の活性化が図られること

が望ましい。

V. おわりに

一般的に，生態系配慮は地域の実情に応 じて対応す

べきと言われているものの，その判断には専門的な知

識と多くの経験が必要であり，土地改良法改正から 15
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年以上が経過しても，効果的な生態系配慮について明

確な答えを出すことは難しい状況にある。

このため，今回，栃木県独自の手引きを作成するに

当たっては，保全対象種となり得る種ごとに生態をと

りまとめ，それらを保全するために必要な生態系配慮

型工法を明記するなど，できるだけ現場の事業担当者

が使いやすいよう具体的な記載に努めた。これによ っ

て，各担当者が手引きを参考に創意工夫し，積極的に

生態系配慮に取り組むことが期待される。また，施工

後にはモニ タリング調査を徹底 し，結果を現場へ

フィードバックすることによって， より効果的な取組

みが実施されていくものと考えている。

また，農業農村整備事業だけでなく ，農業者や地域

住民が実施する身近な環境保全活動などにおいても効

果的な取組みを推進するため，広く農業者や関係機関

に対して生態系配慮に関する技術向上や普及啓発を図

り，本県の豊かな農村環境を将来にわたって保全 して

いきたいと考えている。

謝辞 各地区のモニタリング調査に参加してくださ っ

た，延べ 1,500名を超える県職員および農業者，地域

住民の方々，また， 5年間にわたって効果検証や手引

きのとりまとめにご尽力いただいた，水谷正一氏 （宇

都宮大学名誉教授），林光武氏 （県立博物館学芸部長
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10. 栃木県における生態系配慮型工法の効果検証と

手引きづくり

柳澤祥子・和氣芳道

栃木県では，これまでに整備した生態系に配慮した施設の効

果検証を行うため，平成 23年度に「生き物を育む農村空間形

成事業」を創設し， 5年間にわたってモニタリング調査や施設

の機能評価を実施してきた。平成 27年度にはそれまでの成果

を踏まえ，栃木県独自の「農業農村整備事業における生態系配

慮の手引き」を作成した。今後農業農村整備事業や地域で行

う身近な環境保全活動などにおいても手引きが活用され， より

効果的な取組みが広がることによって，本県の豊かな農村環境

を維持・保全していきたいと考えている。本報では，事業の取

組み内容や施設の評価結果，手引きの内容などについて紹介す

る。 （水土の知84-5,pp.41 ~44, 2016) 

¥窓iド 生態系配慮，効果検証，モニタリング，補完的対策手引

き
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