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浅瀬石川ダム流域の汚濁負荷特性 

 浅瀬石川ダム貯水池の水質は有機汚濁の指標であるCOD75%値からみると、湖沼A類型の環境基準
(3mg/L)を下回る値でほぼ横ばいの傾向にある。富栄養化の要因となる窒素・リン濃度年平均値は、平
成21年以降わずかではあるが上昇傾向にある。窒素・リン濃度の上昇は水質悪化を助長する要因とな
るため、良好な水質を維持していくためには、汚濁負荷の削減対策が必要である。 

図 浅瀬石川ダム流入河川(葛川), 貯水池表層, ダム直下水質の年平均値 
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浅瀬石川ダム流域の汚濁負荷特性 

浅瀬石川ダム 
二庄内ダム 

水田: 158ha 

山林等: 21,237ha 

畑: 821ha 

 浅瀬石川ダムの上流は河川に沿った水田と上流域に点
在する耕作地、ため池を利用した内水面養殖がおこなわれ
ている。 
 また、森林（ゴルフ場を含む）面積の占める割合が非常に
大きい。 

人 624

人
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図 浅瀬石川ダム流域の土地利用区分 
(国土交通省国土政策局提供データより作成) 

表 浅瀬石川ダム流域の汚濁源フレーム(平成24年) 
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浅瀬石川ダムで推奨される対策 

 浅瀬石川ダムの上流域では、負荷の大部分が自然系（森林）が占めており、農用地からの負荷が次い
で大きい。また、T-N及びT-Pに関しては畜産系の負荷の割合も比較的大きい。 
 人為起源の汚濁負荷量は窒素が流域全体の３割、リンが２割を占めていることから、負荷削減に取り
組むことにより、浅瀬石川ダム貯水池の水質、更に浅瀬石川ダム流域全体の水質を良好な状態に保つ
ことが可能となる。  
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図 浅瀬石川ダム流域の汚濁負荷特性 
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貯水池・湖沼の流域対策例 

 浅瀬石川流域の主要な産業である農業及び畜産に関する負荷削減策事例、並びに地域住民への啓発活動としての環
境学習・上下流連携について、他ダム・貯水池における実績及び計画を抽出した。 

□　農業系負荷対策

小川原湖(高瀬川) 釜房ダム 野尻湖・諏訪湖
(対策は実施していない) (S62～H13実績)

・側条施肥機の導入
(H14以降実績)
・側条施肥機の効果的利用
(H24計画)
・畦畔からの漏水防止
・排出軽減対策の普及啓発
・適切な施肥管理の推奨
環境負荷の軽減に配慮した農作物栽培の
普及啓発

(～H25・野尻湖実績・計画)
・畦の点検、漏水防止
・水田の水管理の改善
・側条施肥田植えの普及
・施肥量の適正化
・緩効性肥料・有機質肥料の利用促進
(～H28 諏訪湖実績・計画)
・環境保全型農業直接支援対策の推進
・カバークロップ導入

(野尻湖・諏訪湖共通実績)
・信州の環境にやさしい農産物認証
・エコファーマー認定促進

中海・宍道湖 八郎湖 琵琶湖
(～H26計画)
・側条施肥田植機の導入
・肥効調節型肥料、有機質肥料の施用
・土壌診断等に基づく減肥
・代かき時の濁水流出防止
・エコファーマー育成推進のための技術
支援
・エコロジー農産物推奨制度

(H26計画)
・環境保全型農業の普及促進と濁水流出
防止
(チラシ配布・ほ場指導員による巡回指
導・拡声器搭載車による広報）
・無代かき栽培の普及拡大
・土壌診断による施肥改善

・循環型・節水型農業水利施設の保全更
新
・環境との調和に配慮した農産物の生産
・環境への負荷を削減する技術で「環境
こだわり農産物」を生産
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漏水・水管理に関する農業従事者向けパンフレット……P27 
農業用水の保全事業に関しての助成制度…………P32～34 



貯水池・湖沼の流域対策例 
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□　畜産系負荷対策

小川原湖(高瀬川) 釜房ダム 野尻湖・諏訪湖
・畜産たい肥の野積み禁止 (H2実績)

・家畜糞尿処理施設の整備
(H4～H13実績)
・家畜基地建設
(H14～H23実績)
・家畜既存施設の活用
(H24計画)
・堆肥の適正施用、余剰たい肥の流域外
利用
・家畜排せつ物の広域的利用・堆肥以外
の方法による適正な処理

(～H28・諏訪湖実績・計画）
・畜舎の管理適正化
・家畜排せつ物処理・補完施設の実態調
査把握、巡回指導による管理基準遵守の
徹底
・家畜排せつ物の適正な管理及び利用の
促進

中海・宍道湖 八郎湖 琵琶湖
・排水規制、施設改善、適正管理の指導
などによる畜舎管理の適正化
・家畜排せつ物の処理・保管施設の適正
な管理を指導
・施設の整備推進
・野積み等の解消

(H26計画)
・立ち入り検査の実施及び監視・指導

・各種法規等に基づく家畜排せつ物管理
の適正化
・有機質資源の有効利用と堆肥等の利用
促進（有機質資源循環システム）



貯水池・湖沼の流域対策例 
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□　上下流連携・環境学習など

小川原湖(高瀬川) 釜房ダム 野尻湖・諏訪湖
・環境学習
・自治体、米軍関係者、NPO、市民団
体、ボランティアによる清掃活動

・県による貯水池の水質状況、水質保全
計画の趣旨、内容等の周知
・事業者、住民等への広報による流域住
民の環境保全意識の向上
・清掃活動
・森林保全活動
・小学生を対象とした水生生物調査

・道路、公園、ごみステーション等の清
掃
・イベントの開催を通じた地域住民への
普及啓発
・観光客への展示
・民間団体との連携による水質調査の実
施
・環境学習
（せせらぎサイエンス、野尻湖クリーン
ラリー）
・野尻湖周辺の親水エリア整備
・水質や水質保全計画の進捗等に関する
積極的な情報発信

導水先や下流域と 交流 連携促進中海・宍道湖 八郎湖 琵琶湖
・わかりやすい情報の提供
・HPや情報誌の発行による情報共有
・森林環境保全税を活用した森林体験等
の取組の推進
・県民と県が協働しての水と緑の森づく
り
・コノシロ等の未利用資源の活用による
窒素・リンの除去

・環境学習
（未来の湖交流会・水生生物調査）
・八郎湖クリーンアップ作戦
・湖岸の植生回復
・情報発信の強化
・環境学習教材の作成

・びわ湖の日制定
・住民活動支援
・啓発活動
・企業間の情報交流会の実施
・経営層へのセミナーの開催
・社内担当者向けの法律・条令セミナー

地域住民への啓発に利用できるパンフレット事例……P25 
地域住民の清掃活動に対しての県の支援制度……P26 



事例1  側条施肥機の導入・利用促進 （農業系対策） 
田植え時に苗の根本に直接肥料を埋め込む施肥方法が側条施肥である。 
側条施肥は肥効が高く、また窒素分の流亡を防げるため、施肥量の削減（=栽培コストの低減)が期待される。また、肥料の流
亡を防げることから、農地からの窒素汚濁量を削減する効果が期待される。 
慣行の農法とは代かき、水深、施肥量などの条件が変わるので、慣れるまでは注意が必要。 
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表 代表的な湖沼における側条施肥機導入計画と実績 

前期計画 実績 次期目標
釜房 158台 146台 166台

野尻湖 1ha 1ha 1ha(現状維持)
中海(島根県側) 226ha 493ha
中海(鳥取県側) 50台 62台

宍道湖 550ha 603ha 期間内500ha増

期間内300ha増

図 全層施肥と側条施肥による品種ごとの収量の比較 （片岡, 兼子 (1989)より作成) 

+111.3% 
+105.6% +108.4% 

品種によっては側条施肥により
収量の増加が期待される。 

側条施肥田植え機 ((株)クボタHPより) 

* 

• 釜房ダム（川崎町）では「釜房ダム水質保全対策基金」の活用により側条施肥機の導入に対して 
   助成金を交付している。交付額は90,000円/一台 



事例1  側条施肥機の導入・利用促進 （農業系対策） 

 9 図 慣行農法と側条施肥による移植前落水時の窒素流出量の比較（東北農業研究(2006)より作成) 

・調査実施年はいずれの年も側条施肥区において窒素の
流出量が削減 

・2002年は2003年実験時より落水速度が速いため、負荷
量が大きい。 

→側条施肥と適切な水管理により負荷量は削減可能 



事例2 環境保全型農業の推進 （農業系対策） 

 環境保全型農業とは「農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて農
薬、肥料の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」を指す。各自治体で環境保全型農業により生産さ
れた農産物の認証制度を実施している。農産物の認証を受けることにより、「食の安全性」に強い関心を持つ層へのア
ピールや地域ブランド力の向上による収益の増加が期待される。 
 認証の条件が化学肥料の減肥（=窒素の流亡が起きにくい堆肥などの有機質肥料の利用促進）であることから、化学
肥料の過剰な施用による窒素負荷を削減することが可能。 
 
 東北地方で環境保全型農業に取り組んでいる農家数は91,135件(21.4% 2000年農林業センサス)。 

表 代表的な湖沼における環境保全型農業の推進計画と実績 
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前期計画 実績 次期目標
野尻湖 施肥量の適正化 10ha 11ha 11ha(現状維持)

地構成肥料・有機質肥料の利用促進 10ha 11ha 11ha(現状維持)
中海(鳥取県側） - - 期間内194ha増

肥効調節型肥料の利用促進 4.5t (窒素換算) 6.0t 期間内50ha増
中海(島根県側） 化学肥料の減肥 105ha 273ha 期間内140ha増

肥効調節型肥料の利用促進 460ha 281ha -
宍道湖 化学肥料の減肥 256ha 612ha 期間内310ha増

肥効調節型肥料の利用促進 1,121ha 648ha -
※島根県ではエコファーマー認定・エコロジー農産物推奨制度を通じての期間内目標

化学肥料の減肥

環境保全型農業の推進のためのパンフレット例……P28 
堆肥の利用促進・化学肥料の減肥で使える助成制度……P36 
市町村単位で有機栽培事業に取り組む場合に活用できる交付金制度……P35 



事例2 環境保全型農業の推進 （農業系対策） 

認証の条件

長野県 「信州の環境にやさしい農産物認証制度」 化学肥料と化学合成農薬を原則50%以上減らして生産した農産物

島根県 「島根県エコロジー農産物推奨制度」
1) エコファーマーが生産すること
2) 堆肥等を使用した水田・畑での生産物であること
3) 化学肥料・節減対象農薬の使用量を標準の半分以下に低減

鳥取県 「鳥取県特別栽培農産物認証制度」
化学合成農薬及び化学肥料(窒素成分)が慣行基準の5割以下の
地域で生産された農産物

宮城県 「みやぎの環境にやさしい農産物」認証

以下の3点を条件に4区分で認証
1) 節減対象農薬を不使用/5割以下に削減
2) 化学肥料及び化学合成土壌改良資材不使用/5割以下削減
3) たい肥等による土づくり

青森県 「青森県特別栽培農産物認証制度」
以下の２点を条件に2区分（特定の農産物は４区分）で認証
1) 農薬不使用もしくは節減対象農薬不使用/5割以下に削減
2) 化学肥料不使用/5割以下削減

認証制度名

表 各県ごとの環境保全型農産物の認証制度と認証の条件 
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1. 計画申請を地域県民局に提出、承認 

2. 生産の開始 (ほ場看板の設置・栽培管理記録の記帳) 

3. 収穫3週間(精米4週間)前に承認申請書を提出 

4. 特別栽培農産物表示ガイドラインに
よる表示(左)・直接認証票(右)を表示
して商品を出荷、販売 

5. 希望により県HPに記載、認証を受けて1年以内
に実績報告書を提出 

化学肥料の削減による負荷削減だけでなく、農業従事
者にとっても販売拠点の開拓、利益の獲得等の新たな
メリットがある 

図 青森県HPの特別栽培農産物の掲載例  12 

事例2 環境保全型農業の推進 （青森県の特別栽培農産物認証の流れ） 



14 
 13 

堆肥の購入等では環境保
全型農業直接支援対策
(P36)による補助金を活用 

食への関心の高い層への
PR効果、売上の向上 

事例2 環境保全型農業の推進 （琵琶湖における環境保全型農業の取組例） 



事例3 エコファーマー認定 (農業系対策） 

エコファーマー認定後は、各県が定める「エコファーマーマーク」の使用が認められる他、農業改良資金（12年の無利子
貸付, 5,000万円まで)の貸付対象者となることができる（平成19年の法改正により機器購入時の税制優遇措置は廃
止）という事業者側のメリットがある。更に、緑肥や宮城県の事例のように、啓発活動により認定件数を大幅に増やすこと
も可能。 

 エコファーマーとは「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」と都道府県知事に提出し、認定を受けた農業
者を指す。化学肥料・農薬の削減のみでなく、側条施肥等の局所的施肥技術、肥効調節型肥料の施用、緑肥等の多
方面の技術の実施により認定を受けることができる。 
  

図 東北６県のエコファーマー認定件数の推移 

県の施策により宮城県のエコファーマー認定件数が大幅に増加 

農業従事者の高齢化により認定件数は減少傾向 

地域
中海（島根県）
宍道湖(島根県)
野尻湖(長野県) 53件 (平成20年　平成25年末目標55件)
諏訪湖(長野県) 1016人 (平成23年　平成28年度目標1,240人)

成果
90ha
200ha

表 指定湖沼のエコファーマー認証実績 

図 青森県のエコファーマー認定証 

 14 農業改良資金について……P36 



(参考 農法の改善によりどの程度の負荷量削減が見込めるのか？） 
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エコファーマー認証の促進のためのパンフレット例……P28 
エコファーマー認証のためのヒント……P29 
エコファーマーが受けられる支援の例……P36 



事例4 堆肥の適正施用 （農業系対策・畜産系対策） 
  

堆肥の施用に限らず、生育の改善や施肥コストの削減のためには土壌診断は有用な
方法の一つである。定期的な土壌分析により適切な施肥量を把握することが可能。 
各地の農協等を通じて調査の委託ができる他、分析キットも流通している。 

☆

項目 県平均 推定（％） 平均との比較 含有量(kg/t)

牛

3 mS/cm

0 ％

1.04 低い

不明 ％

項　目 評価等 点数

副資材等 オガクズ 2 この堆肥は 中 熟
堆積期間（ヶ月） 3 5

切り返し回数 3 0

水分（％） 69 3

色相 黒褐色～黒色 10

水洗後の形状 かなりくずれる 9

肥料成分が多く、未熟堆肥なので前年秋の散布をおすすめします。また、タネバエの発生にも注意が
必要です。

家畜ふん堆肥の肥料成分推定・利用システム（Ｖｅｒ．２）

牛堆肥は肥料成分が低めですが、カリを多く含んでいます。窒素とカリ成分に考慮した施用が必要で
す。

96.5低い9.659.82

4.6

１　熟度

※不明の場合は　0　を入力します。

欄に該当する事項を入力してください。

水分

１　主要成分の推定（ＥＣ、水分、乾物率から相関式を用いて成分を推定します）

成分含有率（現物）等

サンプル名（農家名）

畜種

ＥＣ値

青森　太郎

☆この堆肥の特徴

石灰

0.290.32

中程度

Ｍｇ／Ｋ比

低い

２　堆肥の熟度推定（堆肥の外観によって熟度を推定します）

C/N比 18.48 -

2.9低い

0.84リン酸

6.6低い0.660.68カリ

6.8低い0.68

水分

4.8低い0.480.56

68.9 68.90 県平均採用

19.99

　と判断されます。

苦土

689

窒素

炭素

２　使用上の注意

0.460.56

ＤＭ（乾物率）

0

40

80

120
水分

EC

窒 素

リン酸

カリ石灰

苦土

炭素

Ｃ／Ｎ比

県平均を１００としたときの比較

県平均

推定値

畜種を選択してく
ださい。

 測定したＥＣの値を
入力してください。

水分を測定すると信頼性が向上します。

副資材（敷き料）の種類を選
択します。

堆肥は生産元によりC:N:Pが異なるため、適切な堆肥を施用するためには（堆肥の
流通を促進させるためには）堆肥製造者からの積極的な情報の提供と、農業従事
者による情報アクセスの容易さが必要。 
青森県畜産協会では 
・堆肥製造業者が簡易に堆肥の成分推定ができるツール（右図） 
・堆肥製造者ごとの堆肥成分 
を公開しているほか、 
・協会による堆肥のPR及び販売の仲介（年４回） 
を実施している。 
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 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」（家畜排泄物処理法）の施行後、自治体による堆肥化処
理施設の整備、堆肥の生産は進んでいる（例: 釜房ダム（川崎町）では家畜排せつ物67,000t/年の全量が堆肥化)。しか
し、堆肥の利用については「堆肥散布のための機械・労働力の不足」「希望する堆肥が入手しにくい」「たい肥の適正な利用
ができずトラブルが発生する」という問題点がある。 
・ 堆肥の施用自体は肥料コストの削減、ブランド力の強化、土壌の改善などに有用であり、環境保全型農業の一環として、
窒素負荷の削減につながることから、堆肥の適正な施用に際しては前述の問題点を解消することが必要。 

“土壌に必要な堆肥を知る”ための土壌診断の実施 

“希望する堆肥を入手”するための生産者からの情報提供 

図 土壌分析（全農「診作くんマイスター）の例 

図 青森県の堆肥利用システム画面 

“堆肥施用の際のトラブル”回避のための有知識者の協力 
 まずは「適切な堆肥を適切な量施用する」ことが重要。農協等と連携した施肥の
実施の他、青森県の場合はトラブルが続く場合「農業ドクター派遣制度」（青森県産
業技術センター）により専門家の協力を仰ぐことができる。 

畜産・耕種事業者が連携して堆肥を利用し、収益を拡
大しようと事業を行う場合に受けられる交付金……P34 
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事例5 青森県むつ市の農業集落による堆肥化処理施設の導入 (畜産系対策)  

 家畜排せつ物処理法に定める適正な排せつ物の処理方法として、コスト安の観点から堆積発酵あるいは強制発酵（堆肥
化）を選択する事業者は東北地方でも非常に多い。小規模団体での堆肥化処理施設の導入事例を示す。 

施設導入時の負担軽減のための助成制度 
  …P32, 33, 35 



事例6 堆肥・汚水の簡易処理施設の導入(畜産系対策)  

シート利用ふん尿処理施設 （牛ふんの処理向け） 

シート利用スラリー・尿貯留施設 

設置費： 

 1,206円/m2、20,100円/頭、乳牛 

ランニングコスト： 

 9.3円/頭・日(乳牛）（償却費のみ） 

上部と底部をシートで覆い、雨水の浸入と排汁の浸透を防止。 

夏季は切り返しが必要だが冬季は堆積だけの場合もある。設置に際して気温・積雪の条件はない。 

設置費： 

 4,700円/m3、55,000円/頭、乳牛 

   (業者施工の場合98,000円/頭) 

ランニングコスト： 

 37円/頭・日(乳牛）（諸経費含む） 

ラグーンに雨水分離シートを設置することにより雨水と貯留スラリーを分離。 

雨水の流入による貯留量の増加を防止し、臭気の拡散が抑えられる。  18 

 事例5では小規模団体による堆肥化施設の事例を紹介したが、それよりも小規模の団体もしくは個人単位では処理施設の
導入は困難となる。本事例では、個人でも設置可能な家畜糞尿処理用の簡易施設の導入例を紹介する。 

より詳細な内容についてはP30 



事例6  家畜ふん尿を利用したバイオガス発電 (畜産系対策)  

 19 

堆肥化処理以外の家畜糞尿処理方法として、滋賀県（琵琶湖）で実施しているメタンによる発電施設を
紹介する。事業費は約1億円（内1/2は国庫)。5t/日の処理能力を有し、ランニングコストは1,200万円
(10年)。1世帯分の消費電力(8.4kW/日)を供給可能。  



事例7  山林における面源負荷対策 

 浅瀬石川流域での面源負荷では自然系、つまり森林からの汚濁負荷の寄与が最も大きい。森林に対する面源対策の
概念と実施事例を以下に示す。 
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管理された森林・自然林 

分解物は木や下層植生に再度摂
取されるため、窒素や炭素の流
出量は少ない 

土壌形成と根による土壌の保持
力のため、リンの流亡を抑制 

放置林 
密度過剰の環境では光が土表面に
届かず、下層植生が発達しない。
また土壌も発達せず、保水力が乏
しい。 
→降雨に伴い多量の汚濁負荷が流
出する。植物による摂取量も減少 

根が十分に発達できないことか
ら、土壌の保持力が弱い 
→土壌侵食によりリンが流亡 

維持管理の放棄・過剰な窒素負荷・酸性雨など 

間伐や枝打ちの実施・下層植生の保全・適切な森林経営など 

適切な森林管理により、人工林（放置林）からの汚濁負荷は低い水準で抑制することが可能。 



事例7  山林における面源対策の事例 
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□ 「川崎型住宅」の建設を推進する「育林基金」の創設（釜房ダム水源地域ビジョン) 
・地元の木材を使った住宅建設の促進と、施主や施工者による寄付金（育林基金）による林業従事者への支援 
 
 

□ 「青森県 幸せの青い森プロジェクト」など 
・間伐作業で吸収される二酸化炭素をクレジット化、販売し、収益を県有林の整備に充てる。クレジットは主にCO2
排出企業が排出権として購入（J-クレジット制度）。主目的はCO2削減だが、森林整備が促進されることから面源対
策の側面を有する。 
 

建材利用の促進により林業従事者による森林維持を促進する取組 

J-クレジットにより森林管理の経費を企業から募る取組 

地元NPO団体による下刈りの状況 
(左)下刈り前 (右)下刈り後 

森林管理とクレジット
制度についての詳細 
→P40 



上下流連携 

上下流連携のあり方（国土交通省HPより) 
 
水源地の自然環境の適切な管理や森林機能の保全など、流域圏の中で水源地の持つ貴重な資源を活かしていくための
取組が必要である。 
 
1) 地域固有文化の保全、水源地の地域資源の発掘 
 流域の郷土文化や地域資源を発掘し、これらを活かしつつ、流域固有文化の形成を促すことによって、上下流交流の意
義を高めていくことが必要である。 
 
2) 森林の公益的諸機能の評価と水源地の森林整備 
 流域内の適切な役割分担を行うためには、土砂流出防止や、洪水流出抑制、水源涵養など水源地の森林の公益的
諸機能を総合的かつ適正に評価することが必要である。 
 また、貯水池上流域において森林の公益的諸機能が発揮されるよう、水源地の森林を整備することが必要である。 
 
3) 沿岸域を含めた総合的な土砂管理の推進 
 水源地で生産された土砂は、水系を通じて海岸に運ばれていくことから、土砂管理に当たっては、上下流が連携し下流
沿岸域までを含め総合的な土砂管理の観点から対策を推進することが必要である。 
 
4) 貯水池の水質の保全 
 貯水池の適切な水質保全のため、流域内での汚濁負荷の削減など、上下流が連携し、総合的な水源地の管理を通じ
て、ダム貯水池の水質の保全を図ることが必要である。 
 
5) 交流人口の増加 
 慢性的な人口流出に悩む上流の水源地では、人口定着のための施策は困難であることが多い。これからは、交通・情報
ネットワークを活用し、交流人口の増加を図ることが必要である。 
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事例8 上下流連携(1) 漁協による森林整備・情報発信 

宍道湖『漁民の森づくり』活動 

宍道湖の利益享受者である漁業者（宍道湖漁業協
同組合 組合員）により、奥出雲町の民有林での植
樹及び上流林業者との交流を実施。0.8ha(平成21
年)、1.0ha(平成22年)、1.7ha(平成23年)。植林事業
自体は3か年で終了し、その後は下草刈り、間伐な
どに移行。 

奥出雲町での植林 

情報発信 

中海・宍道湖の水質報告「輝水だより」（左） 
中海のNPO活動報告「中海エコ活動レポート」(右) 

釜房ダム水源地域ビジョンHP 
 23 



総合的な学習の時間への位置づけを目的とした、仙台市内の小学校への「仙台圏水循環・総合的学習プログラム
要綱」の配布。社会科・理科学習と整合した学習プログラムの検討。 
水循環への理解を深めるための浄水場見学、事前学習としての水環境ワークショップを開催。 

事例9 上下流連携(2) 釜房ダム 上下流交流文科会 

単なるイベント活動ではなく、学校教育の一環としてダムの役割や水の価値再考について勉強できるようなカリキュ
ラム作りを実現化すべく、水源地域の産・学・官・民が連携して開催された「水・森・人 in 釜房 2012」の一環として、
「釜房ダム子ども現地学習交流会」の全体運営を実施 

子ども現地学習交流会 堤体見学 ボート体験 

水循環ワークショップ 
（仙台市立四郎丸小学校) 

学習交流会 水生生物調査 
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事例10 上下流連携(3) 小川原湖・高瀬川流域ネットワーク 

高瀬川流域では水質の悪化、ごみ問題、防災意識の低下
などの問題が顕在化。解決のためには流域全体での取り
組みが必要。 

情報交換・意見交換を通じて行政
機関と市民団体が連携・協力し、水
環境に対する取り組みを推進・活
性化していく仕組みとして「小川原
湖・高瀬川流域水環境ネットワー
ク」を立ち上げ。 

小川原湖クリーン作戦(清掃活動) 仏沼クリーン作戦(清掃活動) 環境調査（マリモ生息調査） 

 25 
市民団体や企業の清掃活動の支援制度……P26 



【参考】啓発用パンフレット事例 

 26 

・一般家庭向け

発行元 概要 ページ

生活排水対策のすすめ
大分県土木建築部
公園・生活排水課

生活排水対策の具体例として台所・洗濯・風呂・トイレでの取り組み事例を紹介
排水管の下水道もしくは浄化槽への接続を推奨している。

27

平成25年度版　水環境を考える
新潟市環境部
環境対策課

市内の河川ＣＯＤ及びＢＯＤの測定結果を掲載。
行政の取り組み事例の紹介
一般的な取り組み事例について紹介。

28

生活排水対策パンフレット
みんなで守ろう美しい川や海

鹿児島県環境生活部
環境管理課

鹿児島県の水質・汚濁負荷源の比率を掲載。
家庭で取組可能な生活排水対策を紹介。

29

青森県ふるさとの水辺サポーター制度
県土整備部河川砂防課
地域防災グループ

サポーター制度の概要の説明 30

・農業従事者向け

発行元 概要 ページ

ストップ！農業濁水
滋賀県農政水産部
農業経営課

（濁水対策）
水田由来の濁水対策の基本技術をチェックリスト方式で掲載

31

あおもりのeco農業
青森県各地域県民局
地域農林水産部

エコファーマー制度、「青森県特別栽培農産物」「有機農産物」とそれぞれのロゴマー
クの紹介
エコ農産物の販売協力店のリスト掲載

33

環境保全型農業のための
カバークロップ導入の手引き

農業・食品産業技術総合
研究機構

カバークロップの種類と栽培の際の注意点を紹介
環境保全型農業直接支払制度の紹介 34

・畜産業従事者向け

発行元 概要 ページ
シート等を利用した簡易ふん尿処理施
設
の事例集

畜産環境整備機構
小規模畜産業従事者でも実施可能な堆肥化処理・スラリー処理・浄化処理の方法と費用
を提案
設置に必要な疎水シートについても紹介している

35



生活排水対策のすすめ（大分県）  27 

【参考】一般向けパンフレット（生活系負荷対策） 



平成25年度版 水環境を考える （新潟市）  28 

【参考】一般向けパンフレット（生活系負荷対策） 



生活排水対策パンフレット みんなで守ろう美しい川や海（鹿児島県）  29 

【参考】一般向けパンフレット（生活系負荷対策） 



（青森県ふるさとの水辺サポーター制度 パンフレット） 

図 浅瀬石川流域での水辺サポーターの活動状況 

 30 

【参考】一般向けパンフレット（流域対策） 



「ストップ！農業濁水」 （滋賀県）  31 

【参考】農業従事者向けパンフレット（農業系負荷対策 濁水対策の紹介） 



「ストップ！農業濁水」 （滋賀県）  32 

【参考】農業従事者向けパンフレット（農業系負荷対策 濁水対策の紹介） 



「あおもりのeco農業」 （青森県農林水産部）  33 

【参考】農業従事者向けパンフレット（農業系負荷対策 エコファーマー等の紹介） 



「環境保全型農業のためのカバークロップ導入の手引き」 （農業・食品産業技術総合研究機構）  34 

【参考】農業従事者向けパンフレット（農業系負荷対策 緑肥技術の紹介） 



「シート等を利用した簡易糞尿処理施設の事例集」 （農林水産省）  35 

【参考】畜産従事者向けパンフレット（畜産系負荷対策 堆肥処理技術の紹介） 



「シート等を利用した簡易糞尿処理施設の事例集」 （農林水産省）  36 

【参考】畜産従事者向けパンフレット（畜産系負荷対策 堆肥処理技術の紹介） 



「シート等を利用した簡易糞尿処理施設の事例集」 （農林水産省）  37 

【参考】畜産従事者向けパンフレット（畜産系負荷対策 堆肥処理技術の紹介） 



38 

【参考】汚濁負荷削減のための助成・支援策の事例 

名称 種別 問い合わせ先 補助内容 条件等 ページ

農林漁業施設資金　③環境保全型農業推進 助成（融資） 日本政策金融公庫 39

中山間地域等直接支払制度 助成
農林水産省・青森県

各市町村

水田で21,000円/10a, 畑で11,500円
/10aを
上限として交付

青森県の場合は特定農山林法、山村振興法、過疎法、
半島振興法のいずれかに指定されていること。
５年間以上継続して農業生産を続けること。

40

農地・水保全管理支払交付金
（高度な農地・水の保全活動）

助成 農林水産省
循環かんがい、植栽浄化法の採用、た
め池浚渫等に対して最大2,000円/10aを
交付

対象農地面積が200ha以上であること。
専門家の指導など高度な技術が求められる活動である
こと。

41

強い農業づくり交付金
（共同利用施設整備）

助成
農林水産省・青森県

各市町村
事業実施主体への交付は事業額の1/2
まで

事業参加者が５戸以上、共同利用施設整備の場合は原
則として総事業費が５千万円以上、など

42

日本型直接支払制度
（環境保全型農業直接支払交付金）

助成
東北農政局

清算技術環境課
カバークロップ・堆肥・有機農業に対して
助成（最高8,000円/10a)

エコファーマー認定を受けていること
化学肥料・化学合成農薬５割低減の取り組みを併せて
行うこと

43

農業改良資金 融資
日本政策金融公庫

農協

新たな生産・加工・販売方式に広く利用
可能。個人であれば5,000万円。無利
子。

エコファーマー認定を受けていること。 44

名称 種別 問い合わせ先 ページ

森林吸収クレジット その他
経産省、環境省、農水

省等
45

堆肥化施設・有機物供給施設等の改良、造成又は取得に対して
事業費の80%を上限として貸付

概要

森林の経営・間伐等に係る経費の一部をクレジットの売却益によって賄うことができる。
プロジェクト登録に際しては、東北地方では「カーボンフリーコンサルティング（株）東北支社」から
ソフト支援を受けることが可能。



堆肥化施設などの環境保全施設の改良・造成又は取得をする農業共同組合・農
業振興法人等に対して最大で事業費の80%(もしくは個人で3,500万円）を融資 

法人、もしくは協同組合単位からの申請。堆肥化処理施設やバイオマス利用施設の整備にも。 

 39 

【参考】農林漁業施設資金 



傾斜地で農業を営む団体が水路・農道等の管理を5年以上継続して行うことを条件とした支払制度 

 40 

【参考】中山間地域等直接支払制度（日本型直接支払制度） 



農村環境の保全を図るための活動（水質調査・交流活動など）。循環かんがい施設の設置などの 
水質浄化施策も交付金の対象となる。 

 41 

【参考】農地・水保全管理支払交付金(高度な農地・水の保全活動) 



 1) 有機農業供給力拡大地区推進事業 
 ■市町村・有機農業者を含む有機農業協議会を設置すること。 
 ■安定供給力の強化・産地販売力の強化・有機農業者育成力の強化等への取組に関するプログラムを策定すること。 
  
 2) 地域バイオマス支援事業 
 ■3戸以上の参加者が集まって事業を実施すること。 
 ■地域の畜産農家と耕種農家が連携して家畜排せつ物の有効利用を促進し、収益力の向上を実現するための取り組み
を実践すること 
 
等の条件があるが、市町村全体を対象とした大規模事業を行うことも可能。本交付金を利用して堆肥舎を建設する場合、
交付金の上限は500m2未満で34,000円/2、500m2以上で31,000円/m2。 
交付金の額は取組の成果によって獲得されるポイントにより決定する。  42 

【参考】強い農業づくり交付金  

産地競争力や経営力の強化を目的とした制度だが、堆肥の製造施設や有機農業事業に対しての 
支援を受けることが可能。 



 43 

エコファーマー認定を受けていることを条件とした支援制度。堆肥利用、カバークロップ導入などを補助 

【参考】環境保全型農業直接支払（日本型直接支払制度） 



エコファーマー認定者が新たな生産方式を導入する際の機械購入等に利用化。無利子。 

【参考】農業改良資金 

 44 



間伐や持続可能な森林経営によるCO2吸収量をクレジットとして企業に販売。 

【参考】森林整備のためのクレジット制度の活用(旧J-VER制度) 

 45 



間伐や持続可能な森林経営によるCO2吸収量をクレジットとして企業に販売。 

【参考】森林整備のためのクレジット制度の活用(旧J-VER制度) 

 46 
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