冬期湛水水田及び不耕作地における生物多様性向上に向けたモデル事業

報告書

農業による豊かな生きもののにぎわいと
8 つの工夫

平成 28 年 3 月
神戸市環境局

は じ め に
○ 農業は、それを続けるだけで、多くの生きものを育んでいます
狩猟採集生活から農耕を行うようになった太古の昔より近年にいたるまで、人間は、湿地を水田に変え、照葉
樹林を明るい雑木林に変え、放牧地や採草のための草地を拓き、自然に対して何千年も同じような働きかけを繰
り返してきました。このため人間の営農は、まるで「自然のリズム」の一部のようになりました。
春に水が入ると、水田や水路では魚やカエル、トンボなどが育まれ、それらを餌とするサギなどの鳥やヘビな
ども集まってきます。定期的に草が刈られる場所ではキキョウやナデシコなどの草原生植物が、明るい雑木林で
は氷河期の生き残りともいわれるカタクリやイチリンソウなどの春植物が育まれます。
現在、田園地域に生息・生育する生きものは、このように農業環境とその営みに適応し繁栄してきました。耕
作等がされなくなり、水路が埋まったり、水田や草地を草丈の高い植物が覆ったり、雑木林が一年中林床の暗い
竹林や照葉樹林になれば、これらの生きものは姿を消してしまいます。
絶滅が危惧されている生きものは、実はその多くが田園地域を住処としています。
「農業を続けること」それ自体が、多くの生きものを育んでおり、何より、神戸の生物多様性※を守る重要な
役割を果たしているのです。

コラム

生物多様性とは

様々な（多様な）環境があり、それに適応した様々な（多様な）生きものが生きていることを「生物多様性」
といいます。
食べ物はもちろん、酸素、水、住まい、衣服など、人間は「他の生きものたち」からの恵みをいただくことで
生きています。このため「他の生きものたち」は人間が生きていく為には不可欠で「生物多様性」は人間の生存
基盤の一つです。

○ より生物多様性を高めるには
通常の営農でも生物多様性の保全に重要な役割を果たしますが、より生物多様性を高める、ちょっとした工夫
があり、その多くは国等の助成制度（巻末資料参照：環境保全型農業直接支払交付金、多面的機能支払交付金）
の対象になっています。
水の使用条件や地形、林からの距離など、場所によって、その工夫が「やり易い」場合と「やりにくい」場合、
「よく効く」場合と「あまり効かない」場合があります。工夫にどんな意味があるのかを知り、効果的・効率的
で導入しやすい工夫を行うために、このパンフレットをご活用ください。
工夫を実施する前後に、生きものの調査をすると、実際に効果があったのかどうかがよくわかります。生きも
の調査については 10 ページをご参照ください。
工夫

効果的な場所

コスト・手間

掲載頁

休耕田や水路に水を溜める

林に近い水田・休耕田

水路の泥上げ等（年 1 回）

P1

水田の湛水期間を長くする
（早期湛水・中干延期）

カエル類が生息する水田

湛水期間延長

P2

中畦、水田まわりの溝をつくる

水の浸出がある水田・溝

中畦または溝の造成、泥上げ

P3

冬期湛水

水持ちが良い水田

（栽培こよみ参照）

P4

側溝の蓋かけ、または簡易な改修

林などに隣接

蓋またはスロープ等の作製

P6

休耕田、ため池堤体等の草刈り

休耕田・ため池

草刈り（年 2 回程度）

P7

外来生物駆除

どこでも

抜取り・捕獲

P8

生物調査の実施

どこでも

調査（年 1 回～）

P10

休耕田や水路
に水を溜める

早期湛水

各工夫と取組時期のめやす
中畦、水田まわ
中干延期
冬期湛水
りの溝をつくる

側溝の蓋かけ、 休耕田、ため池
簡易な補修
堤体等の草刈り

収穫後
↓
冬
↓
田植
↓
夏
↓
収穫
より効果的な時期を濃色（緑）で、可能であれば加えて取組みたい時期を薄色（黄緑）で示しています。

コラム

より生物多様性を高めることの農業上のメリット

田園地域に住む生きものの多くは、農業にとって、役に立つことも、害になることもない「ただの小さな生き
もの」です。生物多様性を高めると、これらの生きものを増やすことができます。
「ただの小さな生きもの」が増えると、それらを食べる、益虫などの「役に立つ生きもの」が増えるので、結
果的に害虫の大発生を抑えることができます。
このほか、
「安心安全」
「おいしい」に「生物多様性」という新たな価値を加えることができます。手間が増え
るのは事実ですが、生産物にこうした付加価値やストーリーを持たせ、差別化・ブランド化につながる可能性を
持っています。

休耕田や水路に水を溜める
効果的な場所

コスト・手間

メリット

守られる生きもの

林に近い
水田または休耕田

年 1 回泥上げ等の水路の
整備、湛水

害虫捕食者の増加
休耕田への灌木侵入防止

ニホンアカガエル
カスミサンショウウオ
水生昆虫

■ 作業内容
水路：年 1 回（12 月頃）、泥上げ等の整備をします。
盛夏まで水が溜まるようにしておきます。
※ 水路の泥上げの際、ニホンアカガエルやカスミサンショ
ウウオの卵を見つけた時は、水の中へ返します。
休耕田：一年中、または年末頃から盛夏まで水を溜めます。
■ 農業にとってよいこと
・ 休耕田に水を溜めることで、木が生えにくくなり、耕作地
に戻しやすくなります。
・ 害虫を食べる生きもの（カエルのなかまや鳥など）が増え、
害虫の大発生を抑える効果も期待できます。

12 月、林地に接した不耕作地で、水路の泥上げ
を行っているところ。両生類の産卵場となる。

■ 生きものにとってよいこと
浅い水場は、水の中で暮らす昆虫など小さな生きものの生息場所になります。通年、水が枯れない水路では、
メダカなどの魚が繁殖します。特に、林に隣接する水田や、水路などの水場では、希少種であるニホンアカガエ
ルやカスミサンショウウオが産卵します。こうして増えた生きものは、鳥（サギ類やモズなど）、哺乳類（タヌ
キなど）などのエサになり、さらに多くの生きものを育みます。

コラム

写真
（左上）カスミサンショウウオ成体
（右上）カスミサンショウウオ卵嚢
バナナ状またはクルクル巻いた
袋の中に多くの卵がある。

（左下）ニホンアカガエル成体
（右下）ニホンアカガエル卵塊
ゼリー状の塊の中に 500～
1000 個もの卵がある。

カスミサンショウウオやニホンアカガエルは、両生類としては珍しく、1～3 月頃のまだ寒い時期に産卵しま
す。産卵場所は水田や湿地で、カスミサンショウウオは浅くやや流れのある水中、ニホンアカガエルは浅く水が
溜まっている場所を好みます。幼生（オタマジャクシなど）の間は水田や湿地で育ち、成体になると林へ移動し
てそこで生活します。
林に近い水田は、これらの生きものにとって絶好の産卵場所でした。しかし近年は、休耕田が増えたり、乾田
化が進むなど、かつては冬から 5 月頃（産卵期から幼生の時期）にあった浅い水場が少なくなり、その結果、生
息数が減ってしまい、絶滅が危惧されるまでになりました。
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水田への湛水期間を長くする
効果的な場所

コスト・手間

メリット

守られる生きもの

カエル類の
生息する水田

湛水期間の延長
(早期湛水または中干延期)

害虫捕食者の増加

水生昆虫、アマガエル、
トノサマガエル

注意点

・中干延期については、無効分げつが増える可能性が指摘されています。
なお、コウノトリの保護を重視している豊岡では湛水期間を 40 日以上確保する取組みが実施され
ています。

■ 作業内容
早期に湛水をする、または中干を延期することで、湛水期間を 40 日（できれば 60 日）以上確保します。
■ 農業にとってよいこと
アマガエルやトノサマガエルは、主に生きている昆虫を食べることから、これらのカエルが増えることで、ウ
ンカなどの害虫の大発生を抑える効果が期待できます。
このほか、早期湛水をすることでイトミミズ等が増え、イトミミズ等が作る粒子の細かい土の層（トロトロ層）
に雑草の種子が埋没することで雑草が減るという報告があります。
■ 生きものにとってよいこと
・ 幼虫（ヤゴ）から成虫になることができるトンボのなかまが増えます。
・ アマガエルやトノサマガエルがオタマジャクシからカエルになることができます。
これらのカエルは産卵に水田を利用しています。
アマガエルやトノサマガエルの鳴き声は 4 月から聞かれ、湛水直後に産卵されることから、中干延期が難
しければ、早期湛水によって湛水期間を長くとることでも対応できます。
トノサマガエルとダルマガエルの両方が生息している地域で両者の交雑が懸念されており、早期湛水によ
り繁殖時期をずらすと、交雑を減らすことができるのではないかと言われています。
・ 増殖したイトミミズ等は水田内の水生生物（オタマジャクシや水生昆虫など）のエサとなります。

コラム
人と自然にやさしい栽培方法（ひょうご安心ブランド農産物生産方
式）に基づいた減農薬で水稲栽培を行う兵庫楽農生活センターの親子
農業体験圃場で、平成 27 年 5 月から 8 月まで、カエル類等水生生物
の観察を行いました。
5 月 12 日から湛水を開始したこの田んぼでは、7 月上旬から手足
が生え上陸できるようになったトノサマガエルやアマガエルを確認す
ることができました。7 月 24 日には変態したばかりのカエルを見か
けなくなり、その後 7 月 25 日から中干を開始しました。
（トノサマ
ガエルとアマガエルの変態期間が終了してから、中干を始めたことに
なりました。
）
写真

（上）トノサマガエル（7 月 7 日撮影）
（下）アマガエル（7 月 14 日撮影）
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中畦、水田まわりの溝をつくる
効果的な場所

コスト・手間

メリット

守られる生きもの

水の浸み出しの
ある水田

中干前までに水のたまる
場所を作る

害虫捕食者の増加

カエルのなかま
タイコウチ等の水生昆虫

注意点

中畦を設置した場合、水稲の栽培面積は減少します。

■ 作業内容
中畦として、または水田の周囲を、溝状に掘り下げます（一辺の一部
でよい）。幅 30cm・深さ 20cm あれば理想的です。中干の間も、掘っ
た溝の中に水を溜めておきます。
なお、常に水が溜まった状態にできるのであれば、掘り下げる必要は
ありません。
■ 農業にとってよいこと
中畦を取水口付近に設けると水田に入る水を温める効果が、排水口
付近に設けると排水機能を高める効果が期待できます。

取水口付近に取り付けた中畦の例
掘り込まず、波板を立て木杭で止めた
もの（作業時間 1 時間程度）

アマガエルやトノサマガエルは、主に生きている昆虫を食べるため、
これらのカエルが増えるとウンカなどの害虫を食べてくれることが期待
できます。
■ 生きものにとってよいこと
オタマジャクシやヤゴ（トンボの幼虫）、ヒメゲンゴロウなどの水生昆
虫、エビ類、貝類などの水中で暮らす生きものが、中干の間に逃げ込む
場所になります。
トノサマガエル等のカエルのなかまが、中干の間やその後も水田周囲
水はけを良くするために水田周囲に掘
られた浅い溝（矢印部分）。
ここはわずかながらも水の浸出しがあ
るので、中干中でも干上がらない。
浸出しのない場所では、より広く、深
く掘下げ、水を溜めておく。

で生活できます。

写真：（左）中干により干上がったオタマジャクシやエビ類、貝類
（右）水田周囲に掘られた浅い溝の中で、中干中に確認されたオタマジャクシ

コラム
ある圃場では中干延期によってトノサマガエルがオタマジャクシからカエルになることができましたが、中干
開始後、トノサマガエルが水田内からいなくなってしまいました。探してみると、少し離れた、いつも浅く水が
溜まっている水路で確認できました。また、手掘りの溝などのわずかでも水が溜まっている場所や、湧水があっ
ていつも湿っているような場所がある水田では、中干の間もトノサマガエルを確認することができました。
中干までにオタマジャクシからカエルになったトノサマガエルやアマガエルに、中干後も水田付近で生活し、
ウンカなどの害虫をたくさん食べてもらうためには、水田やその周りに、中干の間も完全に干上がってしまわな
い場所をつくることが良いものと考えられます。
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冬期湛水
効果的な場所

コスト・手間

メリット

守られる生きもの

冬期も水が確保できる
水持ちの良い水田

稲刈後に米糠等を散布、
畦塗、耕耘、代かき。
湛水管理

抑草効果
肥料削減効果

水生生物
水鳥 など

注意点

・水はけのよい水田には不向きです。
・漏水の恐れがあるため周囲の理解が必要です。
・冬期に水を使用するため、場所によっては地域の水利
組合等に了承を得る必要があります。
・毎年続けると土壌が還元状態となり、稲の育ちが悪く
なるので、数年に一度は冬期の湛水を休止する必要が
あります。
・毎年続けると水生雑草が増える場合があります。
・冬期に湛水していない水田を必要とする生きものもい
るので、集落全体が湛水水田ばかりになることは好ま

冬期湛水中の水田。
常に 5 ㎝以上の水位を確保する。

しくありません。
■ 作業内容
北区長尾町において、下宅原営農改善組合および兵庫県農業改良課、神戸農業改良普及センターのご協力で、
冬期湛水によるコシヒカリ有機栽培のモデル事業を実施し、栽培こよみ（5 ページ参照）を作成しました。

写真（右）早期湛水後の代かき
作業中に、水田上を
飛び回るツバメ
（左）冬期湛水前の耕耘時
現れたハクセキレイ
■ 農業にとってよいこと
米糠等の有機物を栄養分として、微生物やイトミミズ等が増殖し、
粒子が細かい土の層（トロトロ層）が形成されます。トロトロ層に
雑草の種子が埋没し、発芽が抑えられ、抑草効果があると言われて
います。また、肥料削減効果があるとされています。
飛来した水鳥は、雑草の種子や植物体を食べてくれます。また水
鳥が糞をすることで施肥効果もあります。
冬期湛水中に水田内の土を掘り取ったところ。粘土質の固い
土の上に粒子の細かい土の層（トロトロ層）ができている。
■ 生きものにとってよいこと
大規模に行えば水鳥の飛来が期待できます。神戸にはコウノトリが立ち寄ったことがあり、定着する可能性も
あります。
増殖したイトミミズ等は水田内の水生生物（オタマジャクシや水生昆虫など）のエサとなります。
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平成26年度 下宅原「冬水たんぼ米」栽培こよみ（案）
９月
10月
下 上 中 下

耕うん
入水

作業

ぼかし作成

施肥

代かき

12～２月
生き物の
力で
トロトロ層を
作る

３月
上 下

４月
上 下
乾田化

早期湛水

最高分げつ期

収穫

畦塗り

11月
上

代１
代２

入水

田植

ぼかし作成

出穂

月
旬

作成 冬期湛水水田研究会（H26.4.3版）
監修 兵庫県農政環境部農業改良課、神戸農業改良普及センター
５月
６月
７月
８月
９月
上 中 下
上
中
下 上
中
下 上 中 下 上 中 下
収穫

落水
中干し

施肥

堆肥散布
10
水 (cm)
深 5

かけ流し

0
１

作業の詳細・留意事項＜田植えまで＞
(1) 10月
水持ちをよくするため、畦塗りを実施する。
堆肥600kg/10a、９月に作成したぼかし※30kg/10a散布する。
(2) 11月
入水・代かきを行う。
(3) 11月～４月上旬
常時５cm以上の水深を保つ。このときにイトミミズ等によりト
ロトロ層が形成される。
(4) ４月上旬～４月下旬
一度落水し、乾田化する。このとき耕耘しないこと。
(5) ４月下旬
入水し早期湛水を始める。ぼかし※を作成する。
(6) ４月下旬～５月下旬
常時５cm以上の水深を保つ
(7) ５月下旬～６月上旬
１回目の代かきをたっぷりの水で行い、10日開けて２回目の代
かきを、これも水をたっぷりにして行う。浮いてきた雑草は３日
間放っておくと腐敗して活着しなくなる。
(8) ６月中旬
この期間に田植えを行う。２回目の代かき後３日とし、できる
だけ落水せずに田植えする。田植え直後にぼかしを50kg/10a散布
する。
（注）田植え密度について
深水管理で分げつが抑えられるため、密植（坪60株以上（株間18cm
以下)）、３本植えとする。

＜目標の収量構成要素＞
田植密度

株あたり 坪あたり
穂数
穂数

１穂
もみ数

登熟
歩合

千粒重
収量
（ｇ） (kg/10a)

県良食味化指標

坪 66 株
(株間 16cn)

20

1,320

75

85

21

530

下宅原の目標

66

16

1,056

90

80

22.5

510

２

作業の詳細・留意事項＜田植え以降＞
(1) 田植え～中干しまで
田植えから５日間は水深４cm 程度とし、その後は
７cm 以上の水管理にする。
ヒエが確認されたら 10cm 程度の水深を確保する。
藻類は発生しても何もせず放っておく。
(2) 中干し（７月中旬）
有機質肥料は高温時に乾かして肥効が出るので、や
や乾かし気味で実施する。
(3) 中干し後～出穂
出穂前後は吸水が多くなるので、必ず湛水してお
く。
上根になるので、むやみに田んぼへ入らない。
(4) 出穂以降
間断かん水とし、乾かさない。
早期落水は避ける。
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※ぼかし（保田ぼかし）の作り方
(1) 材料
体積比 重量比
①米ぬか
６
２
②油かす
３
2.4
③魚粉
２
1.5
④有機石灰（かきがら石灰）１
1.1
⑤水（落葉樹林の谷水）
２
３
（ぬかの乾燥状態により調整）
(2) 作り方
１ 水以外の材料を配合割合に従って攪拌
用の容器に入れる
２ 十分攪拌する。ぬかが古いと固まってい
るので、よくほぐす
３ 水を入れ、水の玉がなくなるまで十分攪
拌する
４ ビニール製の肥料空袋に詰め、口をくる
くると巻いて密封する。
５ 袋の口を下にして、積み上げる
６ 夏場で約２週間で発酵する。乳酸発酵の
いい匂いがしたらできあがり。

水路への蓋かけ、または簡易な改修
効果的な場所

コスト・手間

メリット

守られる生きもの

林などに隣接する
側面が垂直な側溝

側溝に蓋をかける
またはスロープをつける

害虫捕食者の増加

カエル類
地表を徘徊する小動物

■ 作業内容
水田と林や畑などをつなぐ場所にある、側面が垂直な側溝に、小動物が落ちないように蓋をかけます。
または、落ちた小動物が這い上がれるようなスロープを設置します。
○ 蓋かけ

→

側溝に蓋をかけます。林などに隣接している水路一面にかけることが望ましいですが、とこ
ろどころにあれば、一定の効果があると考えられます。

○ スロープ

→

設置する側溝の管理者や水利組合等の了承を得て、水の流れを妨げないようにスロープを
設置します。垂直の壁に少し角度を付けたり、凸凹をつけたり、防鳥ネットを垂らしたり、
ハシゴをつけることも有効です。

写真（ 上 ）三面コンクリート張りの溝
側面が垂直なので、側溝に落ちた小動物
は、這い上がることができない。
（左下）小動物の脱出用のスロープを設けた例
（右下）溝に蓋をかけた例

■ 農業にとってよいこと
害虫を食べる生きもの（カエルのなかまなど）が増えます。
■ 生きものにとってよいこと
カエルやカメなどの小動物は水田だけを利用しているのではなく、畑や林など、他の場所と行き来しています。
側溝に、小動物が落ちないように蓋をかけたり、落ちても這い上がれるように壁に凸凹やスロープをつけたり
すると、側溝に落ちたまま死んでしまう小動物の数を減らすことができます。
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休耕田、ため池の堤体等の草刈り
効果的な場所

コスト・手間

メリット

守られる生きもの

休耕田
ため池の堤体

年 2 回程度の草刈り

堤体等の保護
害虫発生の抑制

草原生植物、昆虫等

■ 作業内容
年 2 回（冬と初夏）程度、草刈りを行います。
具体的に保全したい動植物がある場合は、効果的な草刈りの時期や頻度、
刈り方等を専門家または環境局自然環境共生課（電話 078-322-5316）
までご相談ください。
■ 農業にとってよいこと
ため池の堤体は、草木の根が深く侵入したり、そこに生えた木が風に揺
すられたりすることで、緩んでしまう恐れがあります。ため池の堤体の草を刈ることによって、草丈の高い植物
や木の侵入を防ぐことができるだけでなく、漏水や陥没などの変化が見つけやすくなります。
また、休耕田やため池の堤体等が、害虫の発生源になることを防ぎます。
そのほか、草を刈ることでイノシシなどの隠れ場所が無くなり、獣害対策につながります。
■ 生きものにとってよいこと
草刈りをすることで、外来植物の侵入や草丈の高い植物が生い茂ることを防ぎ、かつて田園地域でよく見られ
たにもかかわらず、現在は絶滅が危ぶまれたり、生育地が減少したりしている、明るい草原に生える植物（キキ
ョウやカワラナデシコ、オミナエシなど）を守ります。
また、これらの植物に依存（幼虫の食草、成虫の吸蜜など）して生活している昆虫等を守ります。

写真（左から）耕作放棄された棚田、キキョウ、カワラナデシコ、オミナエシ、ワレモコウ

コラム
里地・里山等の自然は、人の手が加わることで、生物多様性が保全されてきました。
北区山田町に広がる山間のある棚田には、希少種であるオカオグ
ルマやカスミサンショウウオをはじめとする希少な動植物が今な
お生息・生育していますが、農業従事者の高齢化によって耕作の継
続が困難となってしまいました。
この環境を保全するため、棚田とその周辺の畦畔において、生物
多様性保全活動団体のほか、水田の所有者、就農希望者、大学、行
政等が、それぞれの役割を分担しながら、一体となって畦畔の草刈
り、動植物の生息・生育状況の調査、試験的な営農などを進めてい
ます。
オカオグルマで吸蜜するベニシジミ
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外来生物の駆除
効果的な場所

コスト・手間

メリット

守られる生きもの

どこでも

外来植物の抜き取り
外来動物の捕獲

外来雑草や外来動物に
よる被害の未然防止

外来生物と餌や生息場所
が競合する生きもの

■ 作業内容
1. 植物の場合
(１) 外来植物が生育しているのを見つけたら、すぐに抜き取ります。きれいな花を咲かせる等の理由で刈り残
されることがしばしばありますが、早期発見・早期駆除が肝要です。見かけない植物があり、それが外来
植物かどうかわからない場合は、環境局自然環境共生課（電話：078-322-5316）にご相談ください。
(２) 園芸品種であっても、予想以上に広がり、神戸の生態系に大きな影響を与える場合が想定されるため、山
野や河川敷など、自ら管理できない場所には植えないようにしてください。

写真

一面に広がる外来植物

（左）ため池堤体のオオキンケイギク

（右）休耕地のヤナギハナガサ

2. 動物の場合
(１) アライグマ、ヌートリアについては経済観光局農政部農業振興センター（電話：078-975-5800）に、
その他の動物については鳥獣相談ダイヤル（電話：078－333－4408）にご相談ください。
(２) 昆虫も含めてペットは最後まで飼い、自然の中へ放さないようにしてください。
■ 農業にとってよいこと
外来生物による農業被害を防ぎます。
1. 外来植物による被害の例
外来植物は時に強害雑草となります。実際に帰化アサガオ類（ホシアサガオ、マルバルコウなど）やアレチウ
リなど外来の植物が強害雑草となり、大豆畑など転作畑で被害を広げています。

写真（左から）アレチウリ、ホシアサガオ、マルバルコウ
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コラム

（外来植物の例）アレチウリ

・キュウリやカボチャに似ており「珍しい野菜を栽培している」と誤解されて刈り残されることがあります。
・主に河川敷などで蔓延しています。
・水の流れに乗って種子が移動し、拡がっている可能性があります。このため、水田輪作地帯では地域全体に
急速に拡がってしまう恐れがあります。
・いったん蔓延すると防除が困難です。大豆畑では壊滅的な被害をもたらし収穫不能となるケースも出ていま
す。
2. 外来動物による被害の例
ペットが逃げ出したり、あるいは飼いきれなくなって捨て
られた結果、野生化して増えてしまうことがあります。その
代表例がアライグマで、農作物の食害・住居への侵入等の深
刻な被害を与えているほか、カエルなどの小動物を捕食する
など、神戸の自然生態系にも大きな影響を与えています。

写真

（左）捕獲されたアライグマ

（右）須磨海浜水族園「亀楽園」に収容されたアカミミガメ

■ 生きものにとってよいこと
外来生物により、食べられたり、住みかや食べ物が競合するなどで影響を受ける在来生物を守ることができま
す。

コラム

在来種でも、放流・移植は慎重に！

たとえ昔から神戸で見られていた生きものであっても、遠く離れているなど、地理的に隔離されている場所
（自然の状態ではその生きものが行き来できないような場所）から獲ってきたものを放流することは、避ける
べきとされています※。遺伝的に遠縁の集団との交配により、環境への適応力が低下し、生存力や繁殖力の弱
い個体や集団が生じる場合があります（異系交配弱勢といいます）。その結果、放流したことが、かえって、
その生きものの数を減らしてしまうことになりかねないからです。
そもそも、その生きものが減ったのには何らかの原因があるはずです。その原因を除かなければ、いくら放
流しても定着させることはできません。
また、ホタルの幼虫の餌にするため、カワニナを放流することがありますが、その中に、カワニナの稚貝に
よく似たコモチカワツボという外国産の貝が混入していることがあります。
コモチカワツボは高い繁殖力を持っているので、似た生活
をする他の貝類等の生きものを駆逐するおそれがあり、ま
た、それらの生きものを餌としている魚類等への影響も懸念
されています（例えば、コモチカワツボを食べて育ったホタ
ルは生育・繁殖に障害が発生することが報告されています）
。
※ 参考資料：日本魚類学会「生物多様性の保全を目指した魚類の放流ガイドライン
http://www.fish-isj.jp/info/050406.html
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生物調査の実施
効果的な場所

コスト・手間

メリット

守られる生きもの

どこでも

対象生物を選定
年 1 回～数回調査

取組みの
効果把握

—

■ 作業内容
指標となる生きものを選び、年１回～数回、その生きものがどのくらい
生息・生育しているかを調べます。
調査方法としては、よく使用されている農林水産省農林水産技術会議事
務局発行「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」※
のほか、コウノトリ育む農法の生物調査方法のような簡易な方法もありま
す。
指標となる生きものの選び方、調査方法・回数等については、環境局自
然環境共生課（電話：078-322-5316）までご相談ください。
※ 「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」は、国立研究開発法人 農業環境技術研究所の
ホームページ（http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/shihyo/）からダウンロードできます。
（参考）コウノトリ育む農法の生物調査方法
調査対象
イトミミズ・
ユスリカ幼虫
オタマ
ジャクシ
畦畔の
カエル
水中の
生きもの※※

調査方法

わかること

水田内の平均的な場所に「球根掘り取り器」を差し込み、
約 10cm の土を掘り上げ、採取した土をふるいに入れ、
細かい土を洗い流した後、バットにあけ、イトミミズ・ユ
スリカ幼虫の数を数える。
水田内の平均的な場所(畦畔から２株程度内側）で４株ま
たは９株で囲まれた範囲のオタマジャクシ数を数える。
田の周囲１周を前方の畦を棒などでなぜながらゆっくり
歩き、動いたカエルをアマガエル、トノサマガエル、その
他に分けて数える。
水田内の条間３カ所の地表面部をＤ字型の魚網（口径３０
cm）で、１ｍ程度すくい、魚類、貝類、水生昆虫等の数
を数える。

→

水田の生物生産の指標
となる水田泥中の生物
量

→

コウノトリ ※ の餌資源
となるカエルの生息数

→

コウノトリ ※ の餌資源
となるカエルの生息数

→

水田の生物生産の指標
となる水田泥中の生物
量

※ 神戸で実施する場合「コウノトリ」を「サギのなかまやヘビのなかま」に読み替えることができます
※※ 水田のトンボを調査対象とする場合、一定範囲内のトンボの羽化殻の数を数えることで調べられます
■ 農業にとってよいこと

＋

生きものにとってよいこと

消費者も参加した「生きもの観察会」などを実施すると、地域において様々な生きものが育まれていることが
直接 PR でき、そこで収穫された農産物に「安心・安全」で「おいしい」だけでなく、「環境の保全」や「生物
多様性」にも貢献しているという付加価値を付けることができます。観察会の講師を地域の住民にお願いしたり、
地域や近隣小学校の環境学習と連携することで、地域の関心を高めることが期待できます。
また、農業体験や観察会に参加した消費者が、そこで収穫される農作物に愛着を感じ、購入意欲を増すことが
期待できます。
これまでご紹介してきた取組みの実施前後に、生きものの生息・生育状況を調査すると、実際に効果があった
かどうかがよくわかります。指標となる生きものを選んでその増減をモニタリングすることで効果を確認し、必
要であれば取組み手法の見直しを行います。
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参考資料
1. 国等による補助制度概要
(1) 環境保全型農業直接支払交付金
一定の条件を満たす農業者団体の構成員が、化学肥料、化学合成農薬を都道府県の慣行レベルから

原則

５割以上低減する取組みと併せて行う以下の取組みが対象となります。
支援単価

対象取組

全国共通
取組

地域特認
取組
(平成 27 年
度の兵庫県
の例)

（国と地域の合計）

カバークロップ（緑肥）の作付け

8,000 円/10a

炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用

4,400 円/10a

有機農業
（うちそば等雑穀・飼料作物）
リビングマルチ（畑作物）
草生栽培（果樹）
冬期湛水管理（水稲）
→ 4 ページ参照
中干延期（水稲）
→ 2 ページ参照
黄（緑）色蛍光灯の利用による化学合成農薬低減技術の導入（トマト
（施設））
紫外光照射による化学合成農薬低減技術の導入（いちご（施設））

8,000 円/10a
（3,000 円/10a）
8,000 円/10a
8,000 円/10a
8,000 円/10a
3,000 円/10a
8,000 円/10a
8,000 円/10a

(2) 多面的機能支払交付金
区分（大）

区分（中）

交付額単価
（田を例に）
円／10a
3,000

総交付額
（田を例に）
円／10a
上限 9,200
⇒(2)-1 の
単価が
1,800 とな
る

・農地・ため池法面草刈
・水路泥上げ
・施設機能診断
取り組みメ
①
(2)-1
ニューによ
地域資源の質的 施 設 の 軽 微 ・水路・ため池の補修
り
向上を図る活動 な補修
2,000
②
・生態系保全※
又は
農 村 環 境 保 ・水質保全
2,400
全活動
・景観形成
・防災・減災力強化（田
③
任意
んぼダム：水田の雨水
多面的機能
貯留機能強化
の増進を図
・水田魚道設置
る活動
・老朽化した水路壁コー 4,400
(2)-2
ティング
施設の長寿命化
・未舗装農道アスファル
のための活動
ト化
※ 生態系保全活動の具体例（農林水産省の示す例）
① 生物の生息状況の把握（生きもの調査実施） → 10 ページ参照
② 生物多様性保全に配慮した施設（魚道、ワンド等）の適正管理 → 6 ページ参照
③ 水田を活用した生息環境の提供（不耕作地のビオトープとしての管理等） → 1 ページ参照
④ 生物の生活史を配慮した適正管理（草刈の時期等） → 7 ページ参照
⑤ 外来種の駆除 → 8 ページ参照
⑥ 希少種の監視 → 1 ページ、7 ページ参照
等
必須

(1) 農 業
維持支払
(2) 資 源
向上支払

活動例

上記のほかに必要な要件等がありますので、補助制度の詳細については経済観光局農政部農業振興センター
（電話：078-975-5800）にお問い合わせ下さい。

2. ブランド化された事例（出展：「生きものマークガイドブック」平成 22 年 3 月

農林水産省）

「安全」「安心」で「おいしい」ことに加え「環境の保全」や「生物多様性」に貢献しているという付加価値
をつけて農作物のブランド化を図る取組みが全国でなされています。
生物多様性保全でブランド化した農産物等の事例
都道府県

取組内容

農産物ブランド名

北海道

ふゆみずたんぼプロジェクト

青森県

ホタルの保全

岩手県

メダカの保全

メダカ米

宮城県

水田周辺の生物保全

はつかり米

宮城県

水田周辺の生物保全

伊豆沼オリザ米

宮城県

シナイモツゴの保全

シナイモツゴ郷の米

宮城県

ガン類の保全

ヒシクイ米

宮城県

田んぼの生きもの宣言

宮城県

ガン類の保全

ふゆみずたんぼ米

山形県

メダカの保全

べに花メダカ農産物

茨城県

オオヒシクイの保全

オオヒシクイ米

茨城県

外来魚駆除、霞ケ浦水質保全

湖がよろこぶ野菜たち

静岡県

水田周辺の生物保全

子負い米

静岡県

水鳥の保全

静岡県

水田周辺の生物保全

いきものとんまえ、水の恵み

静岡県

水田周辺の生物保全

たにし長者米

岐阜県

ホタルなどの保全

岐阜県

イワナ、バイカモの保全

三重県

ヒメタイコウチ、ホトケドジョウの保全

三重県

ホタルなどの保全

新潟県

ハッチョウトンボ等の保全

ハッチョウトンボ米

新潟県

トキ、水田周辺の生物保全

朱鷺と暮らす郷づくり認証米

福井県

水田周辺の生物保全

滋賀県

水田周辺の生物保全

たかしま生きもの田んぼ米

滋賀県

水田周辺の生物保全

魚のゆりかご水田米

兵庫県

コウノトリ、水田周辺の生物保全

コウノトリ育むお米

広島県

水田周辺の生物保全

源五郎米

徳島県

ハス田周辺の生物保全

高知県

メダカ、水田周辺の生物保全

福岡県

ヒナモロコの保全

熊本県

草原環境の保全

めだかのいる田んぼのお米
阿蘇草原再生シール

また、ブランド化が進展している事例には、次のような共通点があるとされています。
・
・
・
・

明確なコンセプト（基本理念）と共感を呼ぶ物語
多様な主体※との連携体制の構築、つながりづくり
質の高い産物やサービスを提供するための技術力
活動の核となるリーダーや実行組織の存在
※ 多様な主体の例：農業者、JA、市民団体、消費者団体、企業（小売店等）
、行政など

お問合せ先一覧
○ 補助制度に関すること
・環境保全型農業直接支払交付金

神戸市経済観光局農政部農業振興センター

・多面的機能支払交付金

（電話：078-975-5800）

○ 生きものに関すること
・鳥獣害に関すること（北区・西区）
・鳥獣害に関すること（北区・西区を除く）

神戸市経済観光局農政部農業振興センター
（電話：078-975-5800）
神戸市鳥獣相談ダイヤル
（電話：078-333-4408）

・工夫により守られる生きものの種類や生態
・具体的に守りたい生きものがある場合、その生きものを
守るために望ましい草刈りの頻度や刈り方の相談
・見かけない動植物が外来生物であるか否かの相談

神戸市環境局環境保全部自然環境共生課
（電話：078-322-5316）

・生物調査を実施する場合の指標とする生きものの選び方、
調査方法や回数等の相談
○ 環境創造型農業に関すること
兵庫県神戸県民センター神戸農業改良普及

・農業技術

センター

・集落営農

（電話：078-965-2102）

参考となるホームページ
○ 「コウノトリ育む農法」JA たじま
http://www.ja-tajima.or.jp/agricultural/kounotori-hagukumu.html
○ 「生きものマークガイドブック」農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_ikimono/guidebook/
○ 「「コウノトリ育む農法」は多様な「生きもの」を育んでいます」兵庫県立農林水産技術総合センター
http://hyogo-nourinsuisangc.jp/18-panel/pdf/h22/3-1.pdf
○ 「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」国立研究開発法人 農業環境技術研究所
http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/shihyo/
○ 「生物多様性の保全を目指した魚類の放流ガイドライン」日本魚類学会
http://www.fish-isj.jp/info/050406.html
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神戸市環境局環境保全部自然環境共生課
〒650-8570 神戸市中央区加納町 6-5-1
電話：078-322-5316 E-mail：biodiversity@office.city.kobe.lg.jp

