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2001年に土地改良法が改正され、農業用の水路等の整備は、環境との調和に配慮す摘要：

ることが原則となったが、このような整備は、労働負担を増加させ、農家だけでは維持管

理が困難になる恐れがある。そこで、非農家等地域住民が農業用の水路の維持管理に参加

している安城市榎前町の事例を調査し、農家と非農家が果たした水路の維持管理における

役割を分析した。その結果、町内会が行った合意形成に向けた情報提供、環境改善効果の

公表、参加者の不利益を払拭し恩恵を感じさせるための活動が、水路の維持管理への住民

参加を促進する原動力となったことが明らかになった。
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緒 言

これまでの農業用水路の整備は、パイプライン化や

コンクリート化など維持管理を担う農業者にとって効

率的、省力的になるように行われてきた。しかし、2001

年に土地改良法が改正され、魚類や水生生物の生育環

境改善のための杭や魚巣、魚道の設置など 「環境と１）

の調和に配慮した」整備が原則となった。このような

整備は生物多様性の保全には寄与するが、土砂や塵芥

除去、草刈り等維持管理作業の効率低下を招き、農家

の労働負担を増加させる恐れが問題点として挙げられ

る。

農業者が高齢化し減少している現状で、農家に一層

の負担を強いるのは難しく、新しい農業用水路の維持

管理方法の構築が必要である。近年、愛知県安城市明
） ）治用水の 水の駅 や三重県多気町の 立梅用水「 」 「 」２ ３

など、地域住民が、農業用の水路を環境保全の場とし

て利用する事例が見受けられる。農家だけではなく地

域ぐるみで農業用の水路を利用し維持管理する事例を

調査・分析することにより、農業用水路の維持管理の

（ 「 」）新たな担い手として地域住民の参加 以下 住民参加

を促進する要因が明らかにできると考えられる。

そこで、住民参加による農業用水路等の維持管理に

取り組んでいる安城市榎前町が、環境との調和に配慮

した水路（以下「環境調和型水路 ）として魚道 を設」 ４）

置し、生物多様性の保全や地域づくりに利用している

事例を取り上げ、町内会が地域住民に対して働きかけ

た内容や地域住民の反応などを調査し、環境調和型水

。路を機能させるために住民が果たした役割を分析した

材料及び方法

１ 調査場所

調査対象とした榎前町は安城市の南西部に位置して

いる。世帯数は610戸で、うち71戸が農家である。自治

組織として榎前町内会（以下「町内会 ）があり、550」

戸が入会している。榎前町は、水田や水路を利用した

施設の設置やイベント等を地域づくりとして実施して

いる。

２ 調査内容及び方法

(1) 町内会の地域住民に対する働きかけの内容

町内会は地域の活性化を図るために「魚道を設置し

て水田に魚を呼び戻したい」と考え、地域住民に対し

て①合意形成②魚道への関心喚起③魚道利用への誘導

という働きかけを行った。その具体的な内容を明らか

にするために、町内会が実施した行事や方策を調査し

た。また、地域の特徴や自治活動の方針について、町

内会長、明治用水土地改良区職員から聞き取り調査を

行った。さらに、町内会の活動状況を示す文献を収集

・分析した。

(2) 町内会の働きかけに対する地域住民の反応

ア 合意形成の場における地域住民の意見

合意形成の場として、町内会は説明会とワークショ

ップ（以下「WS ）を開催した。町内会の意向に対する」

地域住民の意見や考えを直接聞くために、これらの行

事を傍聴し出席者の発言を記録した。

イ 魚道への関心の高まり

町内会の活動が地域住民の魚道への関心をどのよう

に喚起したのかを明らかにするために、魚道設置2か月

後と6か月後の魚道訪問経験の有無をアンケート調査し

た。訪問者の割合や数によって関心の高まりを判断し

た。

ウ 魚道を利用した地域住民の反応

魚道を利用した行事に参加した住民の反応を明らか

にするために表２－１に示す調査を行った。

住民が地域の行事に参加する際には、個々の日常生

活や仕事を中断する必要があり、何らかの負担を生じ

る。それを軽減する要素が住民の自主的活動を促すと

表１ 地域住民の魚道への関心に関する調査

項 目 内 容

調査時期 1回目：2006年6月（魚道設置2か月後）

2回目：2006年10月（魚道設置6か月後）

調査対象 1回目：町内会の会合出席者200人

2回目：町内会全戸

調査事項 魚道を訪問した経験の有無

表２－１ 魚道を利用した地域住民の反応の調査

項 目 内 容

調査時期 2007年10月

調査対象 魚道利用行事当番として出席した地域住民

当番の 子供の保護、子供の活動の補助、魚道に堆

内容 積した塵芥や土砂の除去等

調査事項 当番の負担感と軽減する要素（表２－２）

表２－２ 負担感と軽減要素に関する調査の選択肢

選 択 肢（負担感の有無と軽減する要素）

1 負担はあるが、楽しいので軽減される。

2 負担はあるが、子供の成長を感じることができ軽減

される。

3 負担はあるが、身の回りの環境が良くなるので軽減

される。

、 。4 負担はあるが 知的好奇心が満たされて軽減される

5 負担はあるが、社会貢献ができ軽減される。

6 負担はあるが、役員・当番だからしょうがない。

7 負担はあるが、何らかの手当が必要。

8 負担はない。

鬼頭：環境との調和に配慮した水路の維持管理への住民参加を促進する要因に関する考察
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考えられたので、表２－２の選択肢を設定した。選択

肢1～5は精神的・社会的な満足感、選択肢6は、義務感

7は金銭的な恩恵を、負担を軽減する要素として設定し

た。負担を感じない者は8を選択することとした。回答

者は該当するものすべてを選択し、回答数が多い選択

肢を魚道利用に地域住民を誘導する要素として判断し

た。

(3) 住民参加を促進する要因の分析

住民参加を促進する対策として、門間 は、５）

①住民が意思決定するための迅速な情報提供

②住民参加の効果が認識できること

③参加者に不利益にならないこと

④子供のころから参加できる仕組み

⑤自主的に活動できる「場所」を設置すること

⑥住民の多様な能力が発揮できること

の6要因（以下「住民参加促進要因 ）を挙げている。」

榎前町内会の活動には住民参加を促進するどのような

要因が包含されているのか、この6要因に当てはめるこ

とにより分析した。併せて、地域住民の反応から町内

会の活動の効果を推察した。

結果及び考察

１ 町内会の地域住民に対する働きかけの内容

町内会の地域住民に対して働きかけた内容は、表３

に示した。

(1) 合意形成の場における情報提供の効果

町内会は、地域住民の合意を得るために、魚道設置

予定の排水路を利用する水田所有者・農家全員(10人)

を対象に説明会を開催した。この説明会では、榎前町

の水田・水路の生物相、魚道設置により生物個体数の

増加や生物相の多様化が期待できることなどの情報が

提供され、また、魚道設置により従来の農法を変更す

る必要はないことも伝えられた。

次いでWSを開催し、幅広く意見を聞くため町内会住

民全員に参加を呼びかけた。WSには56人（大人36人、

子供20人）が出席し、KJ法 により地域の環境改善に６）

表３ 榎前町内会が行った活動

活 動 内 容 活動実施年月

①合意形成 説明会 2006.2

ＷＳ 2006.3

②魚道への 魚道の設置 2006.4

関心喚起 魚道の維持管理 2006.4～

魚道のＰＲ 2006.7～

③魚道利用 魚道の整備 2007.4

の誘導 魚道の調査 2007.4～

農業体験（田植え） 2007.5

生物観察会 2007.6

得られた。情報提供が地域住民の意思決定の判断材料

ついての意見を集約した。このWSでも、説明会と同様

の情報が提供された。

このような働きかけの結果、町内会の意向は合意が

となり、説明会やWSが合意形成の場として機能したと

考えられた。また、第一に魚道設置により営農に影響

を受ける住民を対象とした説明会を行い、第二に参集

住民の範囲を広げたことも、スムーズな合意形成の要

因と考えられた。

(2) 関心喚起に向けたPR活動

魚道設置後、町内会は魚道の効果に関するPRを行っ

た。PRは掲示板（図１）や町内回覧板等で行い、魚道

を設置した結果、水路や水田に魚が増えたことや、魚

を餌とするサギの飛来が増加したことを公表した。

魚道を訪問した地域住民の割合は、設置2か月後の調

図１ 掲示板によるPRの様子（撮影：2006年10月）

注：掲示されたポスターは、左から魚道周辺で見られる魚類・

鳥類等、水路に棲む生物（2枚 、魚道設置の意味、魚道の紹）

介である。

図２ 魚道を訪問した経験の有無

有効回答数：2006.6=109 2006.10=300
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図３ 魚道周辺整備意向の調査（2006年６月実施）

査では11.9%であったが 6か月後には22.8%になった 図、 （

２ 。調査対象が異なるので、数値の比較は単純にでき）

ないが、設置6か月後には68名以上が魚道を訪問したこ

とになる。調査用紙は町内会550世帯に1枚ずつ配

布されたので、少なくとも町内会住民の1割以上が魚道

に足を運んだと考えられた。このように、地域住民が

魚道に関心を高めたのは、町内会が行ったPR活動の効

果と考えられ、その手法も適切なものであったと推察

された。

(3) 住民参加を誘導する活動

ア 魚道整備計画のアイデアの公募

2006年6月と10月に、町内会は、町内会住民を対象と

して魚道整備の方向性に関する意向調査を行い、整備

計画のアイデアを公募した（図３ 。公募は、選択方式）

の設問、自由意見の書き込みの他、記述が写真に直接

アイデアを書き込む手法（図３黒枠内）で実施した。

意向調査の結果、整備の方向性として「自然とのふれ

あいの場」という意見が多く、整備計画として「橋を

かける 「観察のためのステップをつける」などのアイ」

デアが出され、その結果をもとに町内会は魚道周辺の

図４－１ 整備前の様子（2006年4月撮影）

整備を行った（図４―１、４－２ 。整備後には、定期）

的な魚道の調査やイベントが行われ、図４－２に見ら

れるように捕獲網を持った子供達が多数集まるように

なった。

この結果から、整備計画の公募は地域住民の魚道へ

の誘導に効果があったと考えられ、アイデアを住民か

ら引き出す手法や魚道への関心が高まりつつあった時

期における実施などがその要因と推察された。

イ 町内の組織と連携した魚道の利用

町内会では、子供会及び農地・水・環境保全向上対

策の推進組織である環境保全会と連携して、週2回、魚

道設置による生物多様性保全の効果を確認するために

生き物調査を行った（図５ 。調査には平均して7.2人）

（大人4.9人、子供2.3人）が参加し、中干しの時期ま

で継続した。また、町内会は魚道を設置した水田で田

植え体験、生物観察会を行い、それぞれ20人、33人が

参加した。これらの活動は2008年も実施された。設置

当初は随時行われていた町内会による魚道の維持管理

作業は、これらの活動に併せて定期的に行われるよう

になった。このようにして、設置当初は10%程度の住民

にしか認知されていなかった魚道が、定期的、継続的

に地域で利用及び維持管理されるようになり、地域の

環境改善と住民交流の場として定着した。

２ 地域住民の反応

(1) 農家の反応と町内会の対応

説明会では、出席者から「排水路の法面はフレーム

モアで草刈りをしている（図６）が、魚道の場所 はで

きなくなる 「維持管理は町内会でやれるのか」という」

意見が出た。これに対して、町内会は「魚道設置は地

域住民が集まる機会を増やす目的もある。住民の関心

を高め、地域ぐるみで維持管理していきたい」と回答

した。そして、町内会長始め役員が先頭に立ち、排水

路の通水阻害や雑草繁茂など営農への影響が現れない

図４－２ 整備後の様子（2007年6月撮影）

鬼頭：環境との調和に配慮した水路の維持管理への住民参加を促進する要因に関する考察
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図５ 生物調査の様子 図６ フレームモアによる 図７ 町内会役員による

（撮影：2007年7月） 法面草刈りの様子 維持管理作業の様子

（榎前町内会提供） （榎前町内会提供）

図８ 魚道を利用して精神的な充足感を感じた者の割合 図９ 魚道の維持管理活動の負担を軽減するもの
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よう、魚道周辺の草刈り、堆積した塵芥や土砂の除去

等を行った 図７ また WSでは 魚道設置により 子（ ）。 、 、 「

供たちが水田に入らないか」という意見が出た。この

意見に対して、町内会は、魚道の利用機会を増やし、

子供やその保護者たちに無断で水田に入らないよう啓

発を行った。

農家が示した不安感のように、環境との調和に配慮

した水路は生物多様性の保全には効果的でも、必ずし

も農家の経営改善に直結しない しかし 兵庫県の コ。 、 「

ウノトリの舞」 や、サギの餌場で生産された新潟県７）

の佐渡産米 のように、環境に配慮した農法が農産物８）

の高付加価値化に発展した事例もある。榎前町でも、

魚道設置により、従来の米作りが生物多様性を保全す

る農業として、プラスに転じる可能性がある。農家の

不安感というマイナス面を払拭するだけでなく、実利

というプラス面を広げるような対応を取った町内会の

姿勢が、協力者の輪を広げ、地域ぐるみの魚道利用に

発展させたカギとなったと考えられた。

(2) 魚道を利用した住民の反応

魚道を利用した行事の当番が感じる負担感を調査し

たところ、79.5%が負担を感じるが 「楽しさ 「子供の、 」

成長を感じる 「身の回りの環境改善 「知的好奇心が」 」

満たされる 「社会貢献」といった精神的・社会的な満」

足感により軽減されると回答した（図８ 。選択肢の中）

では「楽しさ 「子供の成長を感じる 「身近な環境の」 」

改善」を選択した者がそれぞれ51.3%、41.0%、38.5%で

あり「義務感（選択肢6 」25.6%より多く支持された。）

「金銭的な報酬（選択肢7 」は5.1%と少なかった（図）

９ 。）

住民参加による農業用の水路の維持管理は、元来負

。担義務のない非農家に新たな負担を強いることになる

従って、住民参加を促進するには、参加者の負担を減

らし、利益を感じさせることが重要と考えられる。こ

の事例では、魚道利用行事に参加して良かったと感じ

る者が多く、それが地域ぐるみの魚道利用につながっ

たと推察された。さらに、利益は必ずしも金銭ではな

く、精神的な充足感が住民の自発的行動を促進する可

能性が示唆された。

３ 榎前町内会の活動の分析

榎前町内会の活動を門馬が指摘する住民参加促進要

因に当てはめると、表４のとおりである 「①住民の意。

思決定のために迅速な情報提供を行うこと」について

は、説明会やWSでの情報提供、魚道の効果の公表があ

げられる 「②住民参加の効果が認識できること」とし。

ては、定期的に魚道の魚類遡上効果を調査し、それを

公表したことが該当する 「③参加者に不利益にならな。

いこと」として、町内会は農家の営農上の影響や地域
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表４ 住民参加促進要因と榎前町の活動

住民参加促進要因 榎前町の活動

①住民の意思決定のため 説明会、WSの実施、魚道

に迅速な情報提供を行 の魚類遡上効果の公表

うこと

②住民参加の効果が認識 魚道の魚類遡上効果の調

できること 査及び公表

③参加者に不利益になら 町内会による維持管理、

ないこと 恩恵を感じさせる行事

④子供のころから参加で WSへの子供の参加、

きる仕組み 子供会との連携

⑤自主的に活動できる 場 魚道の設置及び住民の意「

所」を設置すること 見を取り入れた整備

⑥住民の多様な能力が発 WSの実施、魚道整備計画

揮できること の公募、町内組織との連

携

住民の負担感を軽減し恩恵を享受できるよう、魚道の

。維持管理作業や魚道を利用した行事を企画・実行した

「④子供のころから参加できる仕組み」として、子供

会と連携した活動が行われていた 「⑤自主的に活動で。

きる「場所」を設置すること」については、計画段階

から住民の意見を取り入れて魚道整備を行った 「⑥住。

民の多様な能力が発揮できること」として、自由な意

見交換の場であるの実施や町内組織との連携が該当す

る。このように、住民参加促進要因が包含されていた

町内会の地域住民への働きかけは、合意形成状況や魚

道への関心の高まりなどの地域の反応、現在の魚道の

利用状況から、町内会の意向を実現しており功を奏し

たと言える。

４ むすび

(1) 魚道の地域的利用の素地

榎前町は、明治時代に和式紡績工業が発展し、他地

方からの移住者が増加した とされ、また、第二次大９）

、 、戦後 周辺地域における自動車工業や繊維工業の発展

国道や県道など交通網の整備などにより、農家の兼業

化、混住化が進んだ地域である。町内会長は「いつで

も防災、いつでも福祉」をモットーに、多様な住民が

交流する場を多く創出したいと考えていた。また、町

内会長は、農用地利用改善組合長を兼務し農家との連

携も密である。地域のリーダーが住民の協調性を高め

ようとする姿勢や組織体制が、榎前町で住民参加によ

り排水路を継続的に利用し維持管理に至った下地であ

ると推察される。

魚道設置と維持管理を実践していただいた安城謝辞：

市榎前町内会の加藤辰男会長始め町内会の方々、魚道

設置にご尽力いただいた明治用水土地改良区職員の方

々、特に用水路について多くのことを教えていただい

た竹内清晴総務課長にこの場を借りてお礼申し上げま

す。
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