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環境との調和に配慮して整備された農業用水路の地域住民による維持管理を推進す摘要：

るため、農林水産試験研究高度化事業「自然再生のための住民参加型生物保全水利施設維

持管理システムの開発」で得られた手法や技術を構成素材としたマニュアルを作成した。

このマニュアルの特徴は、次のとおりである。

１．基本的なコンセプトは、住民参加を推進する使用者が、手法や技術の活用場面や活用

方法を容易に判断できることとした。

２．構成は、住民参加の進め方を4段階26場面に整理し、それぞれの場面で利用する手法

や技術の詳細なデータをツールとして配置した。

３．ツールは、使用者や地域住民の理解と関心を高めるために、写真や図解を多用した。

４．場面ごとに使用するツールは、情報機器で効率よく検索でき、現場において参加住民

に画像提示できるようDVD化した。

このマニュアルは、環境に配慮した農業用水路の地域住民による維持管理に寄与し、今

後期待される環境保全や生物多様性に配慮した農業を地域全体で進める上で、有効に活用

できると考えられる。

：住民参加、環境との調和に配慮した水路施設、維持管理、マニュアルキーワード

Production of the Management Manual of Environmental Harmonized
Irrigation Facility with Resident Participation

KITO Isao, MIYAMOTO Akira, AIZAKI Hideo, IKEDA Kazuhiro OOTOMO Yoshinari, KATO Takashi,,

KAMATA Naoto, TARUYA Hiroyuki, MORIO Akifumi, YAGI Hiroyuki, YASUNAKA Seiji,
YAMAMOTO Tokuji and WATANABE Toshiaki

In order to promote management system of environmental harmonized irrigationAbstract:
facility with resident participation, we have produced the manual constituted by the
results of the cooperative study funded by the research project for utilizing advanced
technologies in agriculture, forestry and fisheries. The features of the manual are as
follows.
1. It is basic concept of the manual that parson in charge of promotion of resident
participation understands when and how the technical skill of the contents should be
used easily.

2. Process of the resident participation is shown as 4 steps and 26 scenes, and details of
the technical skill named tool were usefully arranged on 26 scenes.‘ ’

3. To promote understanding and interest for the users and the residents, the tools
contain many pictures and figures.

To be able to search the dates quickly by computer etc., the manual was recorded in4.

DVD.
This manual contributes to promote management of environmental harmonized
irrigation facility with resident participation, and it can be used effectively to carry
forward the agriculture considered environmental preservation and biodiversity with
community.

Resident participation, Environmental harmonized irrigation facility,Key Words:
Management system, Manual

企画普及部 環境基盤研究部（現農地計画課） 農研機構農村工学研究所 埼玉県農林総合＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊＊

研究センター 東京大学 中央農業研究センター (2008.11.12 受理)＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊

愛知農総試研報40:15-21(2008)
40:15-21(2008)Res.Bull.Aichi Agric.Res.Ctr.



16

緒 言

2001年に土地改良法が改正され、農業用水路の整備

等土地改良は、環境との調和に配慮することが原則と

なった。環境との調和に配慮した事業実施のための調

査計画・設計の手引き によると、環境との調和に配１）

慮した水路（以下、環境調和型水路）の整備内容とし

て、魚類が生息できる深みや魚巣、水流の速度を低下

させる杭の設置等が例示されている。生物多様性の保

全に有益なこのような整備は、一方で農家の維持管理

作業の負担を増加させる恐れがある。農林水産省の調

査によると、従来農家が担ってきた農地や農業用水等

農村の地域資源の維持管理について、農家数の減少、

農業従事者の高齢化により、今後農家だけでは困難に

なるという懸念がある 。従って、更に負担を要する２）

環境調和型水路の維持管理については、新たな担い手

による新たな方法が必要である。

、 、 、そこで 愛知県では 2003～2008年の5年間にわたり

埼玉県、宮城県、石川県の県研究機関、東京大学、東

京農業大学等大学の研究機関、独立行政法人農村工学

研究所他（以下、共同研究機関）との共同研究による

農林水産試験研究高度化事業「自然再生のための住民

参加型生物保全水利施設維持管理システムの開発 （以」

、 ） 。下 住民参加型管理システム開発研究 を実施した３）

この研究では、環境調和型水路の維持管理の新たな担

い手として地域住民に注目し、この地域住民に対する

参加意識啓発手法、低コストで作成・設置・維持管理

が簡便な水路改修方法、水路や水田の棲む生物の生態

解明と調査方法などの技術（以下、開発技術）を開発

した。研究は、農業土木系、生物系、社会科学の3分野

にわたり、その内容も専門的である。そのため、開発

技術が使用者に理解され、活用されやすい手引きが必

要と考え、その利用方法や利用のタイミングを提示す

る「担当者の心得2007 （以下、マニュアル）を作成し」

た。本稿では、そのマニュアルの内容及び特徴につい

て報告する。

材料及び方法

マニュアルの素材は、住民参加型管理システム開発

（ ） （ ）研究 図１ から得られた開発技術の主要成果 表１

とした。マニュアルのコンセプトは、開発技術の十分

な活用に向けて、内容に関する使用対象者の理解を助

、 （ 、け 住民参加による環境調和型水路の維持管理 以下

住民参加型維持管理）のどの場面で、どのように利用

図１ 住民参加型管理システム開発研究の研究課題と担当研究機関

鬼頭ら：環境との調和に配慮した水路の住民参加による維持管理マニュアルの作成
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表１ マニュアル作成の素材（開発技術）とした住民

参加型システム開発研究の主要成果（抜粋）

研究分野 開発技術

農業土木 転倒堰

系 半円形コルゲート管魚道

施淵水路

水路からのカエル脱出スロープ

生物系 タモロコ、サクラマス等魚類の生態解明

サギなど鳥類の生態解明

カエルなど両生類の生態解明

水路法面における在来植物被覆

社会科学 イベント型啓発手法

系 グループ別意見集約法

カード展開型ワークショップ手法

図２ マニュアル作成の基本としたマネジメントサイ

クル（上）と農業農村整備事業における住民参

加の3段階（下）

するかを容易に判断できることを基本とした。

マニュアルの作成に当たり、住民参加型維持管理を

進める手順を整理し、目次に当たる基本シナリオを作

成した（図２ 。その手順としては、住民参加型維持管）

理はマニュアルの使用対象者による地域マネジメント

であるという視点から、マネジメントサイクルを基に

し、農業農村整備事業における住民参加の3段階（計画

・構想・調査、実施、維持管理） を参考にした。県４）

５）内の先駆的事例である安城市「水の駅」の調査結果

から、参加住民が十分に意義を認識し、参加動機を明

確にすることが必要と考えられたので、この3段階の前

に、住民意識の掘り起こしを進めるため第0段階を追加

し、4段階の構成とした。この4段階の各段階における

住民参加の進展状況を特徴づけるため、11の住民参加

の流れを想定し 更に細分化して26の住民参加場面 以、 （

下、場面）を設定した。

、 。開発技術については その詳細な解説書を作成した

この解説書の作成に当たり、開発技術を住民参加の4段

階にあわせて、技術開発の意義、技術の概要や簡易な

利用方法、詳細な内容や具体的な利用方法、維持管理

の方法などに分割・編集した。これら分割・編集した

ACTION
（改善）

PLAN
（計画）

DO
（実行）

CHECK
（反省）

第１段階
計画・構想・調査

第２段階
実施

第３段階
維持管理

ACTION
（改善）

PLAN
（計画）

DO
（実行）

CHECK
（反省）

第１段階
計画・構想・調査

第２段階
実施

第３段階
維持管理

開発技術の解説書を、住民参加を推進するために用い

るツールと名づけた。ツールは102編作成し、それぞれ

関連する26の場面に配置した。

なお、本マニュアルの対象者は、住民参加型維持管

理の推進役となる土地改良区や市町村の職員とした。

マニュアルは、住民参加を進める手順と開発技術を

効率よく検索でき、現場でも資料として利用できるよ

うDVDに収めた。

結果及び考察

作成したマニュアルの基本シナリオは、表２に示し

た。

住民参加に向けた第0段階では、住民ニーズの把握と

意識の掘り起こしに関する内容がまとめられた。住民

参加の流れとしては 1.継続的な維持管理の意義から3.、

住民等への意識啓発まで3項目が設定された。各流れに

は2～5の場面が想定され、場面ごとに関連した11のツ

ールが配置された（図３ 。環境との調和に配慮した土）

表２ マニュアルの基本シナリオ

住民参加の段階 住民参加の流れ

第０段階 ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

第１段階 ⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

７　計画の決定と広報 ⑲

第２段階

設置

第３段階 21

22

23

24

25

11 地域協定の締結 26

生物の簡易調査

住民参加による継続的な維持管理に向けて

地域協定に向けて

ＰＲをしよう

管理作業を進めるにあたって

管理作業と費用負担の両立に向けて

施設設置効果の測定

９　管理作業のための
準備

10  管理作業等の実践
と継続化に向けて

管理等作業

８　住民ができる施設

づくり
⑳ 住民ができる施設づくり

合意形成ができなかった事例に学ぶ

工事期間中の生息生物の保全対策

計画の広報

６　計画案に関する合
意形成

計画案の公表

計画案を決める

計画案を再確認しましょう

合意形成における注意事項

水路内の環境を改善する

計画案の作成方法

５　計画案の作成

計画・構想 どんな生き物がいるのかな（図鑑）

どんな生き物がいるのかな（観察）

４　まずみんなで現状

認識

計画案の策定に向けた色々な視点

計画案の作成方法

水路法面植栽の概要

水路と水田のネットワークをつくる

場　　　　　　　　面

みんなで調べる環境点検

計画案に住民の意見を取り入れよう

どんな生き物を選びますか？

住民等に楽しみながら地域を知ってもらう

住民と情報の共有化を図ろう

どうしたら棲めるのか

生息条件と生活史

まずは意識啓発のために

農家や住民、ＮＰＯ、関係機関の要望を把握

参加者の意識啓発手法

住民参加にワークショップを活用する意義

住民ニーズの把握と

意識の掘り起こし

１　継続的な維持管理

の意義
農業用の水路を大切にしよう

生物の保全・再生のため

住民参加を活用しよう

住民参加で維持管理する意義

住民参加に向けた生物保全型施設

生物の棲みかとしての水路・水田

２　地域の現状把握

３　住民等への意識啓

発
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図３ 第0段階のツール

注： 配置された場面」欄の数字は、表２の「場面」欄の各場面「
に付された番号である ツール名の一部に使用されている マ。 「
ニュアル」は、本文中の「マニュアル」とは定義が異なる。
複数の段階、場面で使用されるツールは重複して配置されて
いる。以下、図６まで同じ。

ツール名
配置された

場面

生物保全上の水路や水田の問題点 ②

水域ネットワークの創出 ②

両生類のための水路横断方向への移動改善策 ②

生物保全型水利施設とは ⑤

地域の実態把握－住民編－ ⑦

地域の実態把握－関係機関編－ ⑦

都市住民を呼び込むイベント型啓発手法 ⑧

地縁的組織で取り組む地域行事型啓発手法 ⑨

維持管理定着のための体験型啓発マニュアル ⑩

生物資源ＧＩＳシステムの利用 ⑩

住民参加型Web-GIS情報提供ツールの構築と利用 ⑩

地改良の必要性や環境調和型水路の概要がまとめられ

、 、たツールは 地域住民への説明において直接使用でき

住民参加の啓発担当者にとって有益な手段となるもの

である。また、住民意識の啓発手法を示したツールで

は、啓発の結果、住民参加型維持管理に進展した事例

の紹介が加えられており、この段階以降の住民参加を

進めるイメージ作りを支援するのに有効である。さら

に、地域住民のニーズを的確に把握するための手法を

示したツールも配置された。

第1段階では、計画・構想に関する内容がまとめられ

。 、 、た 住民参加の流れとしては 第0段階で意識の啓発後

4.まずみんなで現状認識から7.計画の決定と広報まで

の4項目が設定された。各流れには、1～5の場面が想定

され、これらの場面ごとに、水田・水路に棲む生物の

生態や生活史の紹介及び観察と調査方法、環境調和型

水路の作成や設置の具体的な方法や必要経費に関する

手法、マップづくりや意見調整の手法、環境調和型水

図４ 第1段階のツール

ツール名
配置された

場面
ツール名

配置された

場面

生物資源情報を活用した環境認知マップづくり ⑪ メダカの生息条件と生活史 ⑭

円滑な意見集約を行うためのカード展開型のファシリテーション ⑪ ホタルの生息条件と生活史 ⑭

拠点型生物観察会マニュアル ⑪ ミドリシジミの生息条件と生活史 ⑭

鳥の紹介と観察のしかた ⑪ ハグロトンボの生息条件と生活史 ⑭

魚の紹介 ⑪ ニホンアカガエルの生息条件と生活史 ⑭

両生類の紹介 ⑪ サギ類の生息条件と生活史 ⑭

昆虫の紹介 ⑪ 半円形コルゲート管魚道設置までにかかるコスト ⑮

植物の紹介 ⑪ 電線保護管を利用した水田魚道の効果と作製コスト ⑮

水田の魚類の観察マニュアル ⑪ 土水路に堰板を直接打ち込んだ水田魚道の効果と作製コスト ⑮

タモ網による魚類の捕獲マニュアル ⑪ 水田魚道の流量調節器の効果と作製コスト ⑮

投網による魚類の捕獲マニュアル ⑪ 水路の魚類生息条件と改善マニュアル ⑮

魚類の直接観察マニュアル ⑪ 生物保全器具の効果と作製コスト ⑮

水中ライトトラップによる水生動物の捕獲と調査マニュアル ⑪ 生物保全器具の設置マニュアル ⑮

ホタルの成虫の観察と調査マニュアル ⑪ 生物保全器具の管理マニュアル ⑮

ミドリシジミの観察と調査マニュアル ⑪ 転倒堰とは何か（理論と構造） ⑮

ハグロトンボの観察と調査マニュアル ⑪ 転倒堰の設置までにかかるコスト ⑮

サギ類の観察と調査マニュアル ⑪ 瀬淵水路とは？ ⑮

植物の観察と調査マニュアル ⑪ 両生類のための水路横断方向への移動改善策 ⑮

参加型ワークショップのすすめ方－ほ場整備における計画策定編－ ⑫⑱ 未利用間伐材などを利用した排水路護岸の効果と作製コスト ⑮

生物資源を活用したコメの直売支援マニュアル ⑫ ホタルが棲息するための水路植生の管理マニュアル ⑮

都市住民を呼び込むイベント型啓発手法 ⑫⑬ ハグロトンボの生息条件と生活史 ⑮

地縁的組織で取り組む地域行事型啓発手法 ⑫⑬ 在来植物を利用した水路法面の維持管理マニュアル ⑮

写真と絵の合成を使う水利施設計画ワークショップ ⑬⑯ 在来植物を利用した水路法面の維持管理マニュアル・チカラシバ編 ⑮

生物保全上の水路や水田の問題点 ⑭ 在来植物を利用した水路法面の維持管理マニュアル・リュウノヒゲ編 ⑮

水路の魚類生息条件と改善マニュアル ⑭ 農業用の水路法面の樹木植栽マニュアル ⑮

多自然型工法の種類と棲む魚の関係 ⑭ 法面被覆植物の特徴と留意点 ⑮

魚の棲みやすさ判定法 ⑭⑱ 室内ワークショップにおける進行役等の基本マニュアル ⑯⑱

ヤマメの生息条件と生活史 ⑭ 円滑な意見集約を行うためのカード展開型のファシリテーション ⑯⑱

カジカの生息条件と生活史 ⑭ 環境保全による経済価値の計測 ⑱

タモロコの生息条件と生活史 ⑭ 計画案の評価法 ⑱

集落における合意形成支援マニュアル：グループ別意見集約法 ⑱
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図５ 第2段階のツール

路による環境保全の経済的効果を示した資料など、地

域住民が意志決定や合意形成を行うための情報やツー

ル、計画を立案するために活用できる61に及ぶツール

が配置された（図４ 。ここでは、住民参加の重要な段）

階である計画の決定と広報、周知について、多くの住

民が関心を持ち、自ら率先して計画を立案しようとい

う意識を高めるための工夫がなされた。また、実際に

水田・水路に棲む多様な生物を見て触れて感じること

が、地域住民の関心を高めるために有効であるとの観

点から、簡単な生物調査の方法が提示されているとと

もに、生物の種類の判別や生態に関する理解が簡易に

できるよう写真が多用された。

第2段階では、環境調和型水路の設置に関する内容が

まとめられた。住民参加の流れとして、計画立案まで

進行後の具体的実行段階をサポートする8.住民ができ

、 。る施設づくりの1項目が設定され 1場面が想定された

ここでは、農業土木に関する知識、技術を基に、環境

調和型水路の作製・設置の具体的な方法を示した16の

ツールが配置された（図５ 。ツールでは、住民が計画）

をできるだけ容易に実行に移せるよう、身近にある材

料を用いた安全かつ簡単で低コストの各種魚道や生物

保全器具類の作成と設置方法が解説された。これら環

境調和型水路には、水路の本来の目的である農業用水

の安定供給機能を阻害しない視点と増水時における安

全対策等も加えられており、農業者と住民の双方に理

解され易い工夫がなされた。

第3段階では、環境調和型水路の管理等作業に関する

内容がまとめられた。住民参加の流れとしては、9.管

理作業のための準備から11．地域協定の締結まで3項

ツール名
配置された

場面

参加型ワークショップのすすめ方－住民による魚道づくり編－ ⑳

半円形コルゲート管魚道の作製マニュアル ⑳

半円形コルゲート管魚道の設置マニュアル ⑳

転倒堰の作製マニュアル ⑳

転倒堰の設置マニュアル ⑳

電線保護管を利用した水田魚道の作製マニュアル ⑳

土水路に堰板を直接打ち込んだ水田魚道の作製マニュアル ⑳

水田魚道の流量調節器の作製マニュアル ⑳

未利用間伐材などを利用した排水路護岸の作製マニュアル ⑳

生物保全器具の作製マニュアル ⑳

植栽マットの作製マニュアル ⑳

生物保全器具の設置マニュアル ⑳

在来植物を利用した水路法面の維持管理マニュアル・チカラシ

バ編
⑳

在来植物を利用した水路法面の維持管理マニュアル・リュウノ

ヒゲ編
⑳

瀬淵水路の作製マニュアル ⑳

瀬淵水路の設置マニュアル ⑳

図６ 第3段階のツール

。 、 、目が設定された 各流れには 1～3の場面が想定され

これらの場面ごとに、地域住民が環境の変化に適応し

た環境調和型水路の維持管理（アダプティブマネジメ

ント）が可能となるよう、水田・水路に棲む生物の調

査方法や調査結果の判断方法など環境調和型水路の効

果を評価する手法、その効果の適正な発揮のための維

持管理方法や必要経費等を示した30のツールが配置さ

（ ）。 、れた 図６ この段階では継続的な維持管理に向けて

場面25とそれに対応したツールにおいて、担当者の心

構え（精神面）と水路の維持管理に関する技術的な手

法が提示されているとともに、場面26とそれに対応す

るツールとして、地域協定の策定に関する考え方や手

法が生物保全型水利施設管理のための地域協定作成マ

ニュアルと名付けられて提示された。このツールは、

住民参加のルール作りに関する手法を解説しているの

ツール名
配置された

場面

都市住民を呼び込むイベント型啓発手法 21

地縁的組織で取り組む地域行事型啓発手法 21

住民による維持管理を促すには 22

生物資源を活用したコメの直売支援マニュアル 23

環境保全による経済価値の計測 24

水田・魚道における魚類調査マニュアル 24

農業用の水路における魚類調査マニュアル（追込み法による定
量的手法）

24

トラップによるカジカ等の簡易調査マニュアル 24

産卵床によるヤマメの簡易調査マニュアル 24

魚の棲みやすさ判定法 24

ホタルの保全に向けた調査マニュアル 24

トンボの保全に向けた調査マニュアル 24

ミドリシジミの保全に向けた調査マニュアル 24

カエルの保全に向けた調査マニュアル 24

環境パラメータによるサギ類棲息ハビタットの評価マニュアル 24

住民による維持管理を行う場合のポイント 25

半円形コルゲート管魚道の管理マニュアル 25

電線保護管を利用した水田魚道の管理マニュアル 25

土水路に堰板を直接打ち込んだ水田魚道の管理マニュアル 25

水田魚道の流量調節器の管理マニュアル 25

転倒堰の管理マニュアル 25

瀬渕水路の維持管理マニュアル 25

生物保全器具の管理マニュアル 25

未利用間伐材などを利用した排水路護岸の管理マニュアル 25

ビオトープの管理マニュアル 25

在来植物を利用した水路法面の維持管理マニュアル 25

法面被覆植物の定着・増殖のための有効な管理マニュアル 25

ホタルが棲息するための水路植生の管理マニュアル 25

害虫発生を抑制するための法面管理マニュアル 25

生物保全型水利施設管理のための地域協定作成マニュアル 25



20鬼頭ら：環境との調和に配慮した水路の住民参加による維持管理マニュアルの作成

、 、みでなく その活動を通して地域全体を良くすること

豊かな地域資源を保全すること、すなわち良好なコミ

ュニティの形成と発展をめざすことまで視野に入れた

。 、 、内容となった 従って このマニュアルの活用範囲は

水利施設の管理のみでなく、種々の地域施設等の住民

参加型維持、管理方法を確立していく際にも利用可能

なものである。

住民参加場面の転換や各場面からツールの詳細情報

の検索を効率よくできるよう、作成マニュアルは、1枚

のDVDに収められた。従って、ノート型パソコン等を利

用すれば、用水路等の現場で、各流れや場面に合わせ

てツールの内容を画面上で見ながら、実際に採取した

生物種の同定や環境調和型水路の動作確認を行うなど

の多種多様な活用が可能である。なお、本マニュアル

を利用するパソコンの動作環境として、PDF型式のファ

イルを閲覧できる環境が必要である。

図７ マニュアルのメインストリームとなる26の場面

のイメージ（第0段階の例）

図８―１ 場面とツールの関係（第0段階の例）

3つの専門分野のツールが、利用できる場面に明示

されている。

パソコン画面上では、26の場面が１場面ずつ表示さ

れる。26の場面は、必ずしも、順番どおりに表示され

るのではなく、地域の実情にあわせて、使用者が見た

い場面を選択することが可能である（図７ 。各場面に）

は、その場面での活動内容や活動の意味、注意事項、

（ 、その場面で利用できるツールが明示される 図８―１

２ 。ツールは、HTML方式のハイパーリンクになってお）

り、画面に表示されたツール名をクリックすると、新

たな画面（窓）が開き、さらに詳細な情報が得られる

よう構成された。これによって、使用者は、住民参加

型維持管理の進め方を疑似体験しながら、あるいは実

際の進展状況に合わせて、各場面において使用する開

発技術の詳細な情報を得ることが可能である。

また、住民参加場面と配置されたツールの一覧表、

すなわちサイトマップが設けられており、ツールをど

の場面で利用するかが容易に理解できる。その関連ツ

ールは、索引も作成されており、それにより検索でき

るので、多数の住民参加における多種多様なツールの

要望にも、即応して提示できるものである。

作成されたマニュアルは、当初想定した基本的なコ

ンセプトを満たしたと考えられる。なお、環境調和型

水路の維持管理コストについて、住民参加型管理シス

テム開発研究では、維持管理のための労力や必要経費

の算定までは行うことができたが、そのコスト分担の

方法については試算方法の提示に留まった。先進事例

の調査を含め、今後検討すべき課題である。

近年、環境調和型水路を、地域住民が活用しながら

維持管理している事例が見受けられる。安城市明治用

水の水の駅 や三重県の立梅用水 などがその例であ６） ７）

る。また、2008年度から始まった農地・水・環境保全

向上対策 においても、国民的な環境問題への関心の８）

高まりから、農家だけでなく地域住民の参加による水

路等の維持管理が期待されている。農業用の水路は農

業生産のための施設であり、元来、地域住民は維持管

理に参加する義務はない。しかし、農業用の水路を地

域資源として考えた場合、地域住民が参加することを

重視する考え方もある。青木 は、農業水利秩序を歴９）

史的に形成された地域水利秩序の根幹と位置づけ（地

域住民に注：鬼頭加筆 、その正当な評価をさせること）

は、地域農業の展開を基礎とした環境保全機能の維持

・増進に不可欠としている。また、直接水路に触れた

ものではないが、農用地保全について永田 は、農用10）

地は緑資源であり、農村の総合的な整備計画について

は計画段階での住民の参画状況が重要であると指摘し

ている。

近い将来、環境保全型農業や生物多様性を保全する

農法など環境との調和に配慮した農業への要求は大き

くなると予想される。このような農業は、必ずしも慣

行の生産性を維持できるものではなく、それを補う手

法の一つとして住民参加型維持管理がある。このマニ



21

図８―２ マニュアル画面のイメージ（第0段階「⑤住民参加に向けた生物保全施設」の例）

画面下部に表示されているツール名をクリックすると、ツールが別ウインドウで立ち上がる。

ュアルには、住民参加型維持管理の手法が盛り込まれ

ている。青木 や永田 の指摘にあるような、環境配９） 10）

慮型水路の効果の評価方法や環境配慮型水路の設置や

維持管理に関する計画作成の手法も含まれている。農

業従事者の高齢化、兼業化及び混住化が進み農村地域

の活力が低下した現代の農村において、地域住民が環

境配慮型水路を地域資源として認識し、地域ぐるみで

維持管理するために、本マニュアルは有効に活用され

ると考えられる。

引用文献

1. 食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農

村整備部会技術小委員会．環境との調和に配慮した事

業実施のための調査計画・設計の手引き. p.3(2002)

2. 高見唯司. 農村の地域資源（農地、農業用水等）の

． ．維持管理に関する農家の意向調査結果 農業構造改善

43(6), 4-11(2005)

3. 埼玉県他．自然再生のための住民参加型生物保全水

利施設維持管理システムの開発2007年度研究成績報告

書．p.1-4(2006)

4. 農林水産省農村振興局. 住民参加の推進について.

p.6(2002)

5. 埼玉県他．自然再生のための住民参加型生物保全

水利施設維持管理システムの開発 2005年度研究成績

報告書．中課題. p.5-14(2006)

6. 安城市歴史博物館、明治用水土地改良区他.「安城

方式」と呼ばれたほ場整備．p.139(2008)

7. 岡部守．水利施設の管理と地域用水利用の葛藤、相

克．農業と経済．68(4), 65-74(2003)

8. 農林水産省農村振興局・生産局．農地・水・環境の

保全向上のために－農地・水・環境保全向上対策の取

り組み方－地域（活動組織）向け．p.3(2007)

9. 青木眞則. 農業水利秩序の変貌と再編の課題. 農業

水利秩序再編の課題－地域農業の変貌過程における

－. (地域水利問題研究会編). 農林統計協会. 東京.

p.115(1990)

10. 永田恵十郎．地域資源の国民的利用．農文協．東

京．p.114(1988)

愛知県農業総合試験場研究報告第40号

「住民参加の手順」の26の場

面がパソコン上に映し出され

るメインの画面となる。

画面下部に、その場面で利用

する技術（ツール）名が明示し

てあり、クリックすると、別のウ

インドウが開き、詳細な情報が

映し出される。

（左）メイン画面

（下）ツールの詳細情報




