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第1章 序論 

 

1.1 研究の目的 

 

近年、都市水路・下水路・農業水路などで環境用水を創出する取り組みが進展している。

2007 年 10 月には「亀田郷（新潟県新潟市）」において環境用水の水利使用が許可され、

環境用水の水利権取得第１号となった。環境用水の制度化は、宮城県を流れる取手川の支

川である広瀬川から取水している農業水路「六郷堀・七郷堀（宮城県仙台市）」に環境用水

を導水したのが発端で、2005 年 1 月に成立した。これを契機に、2006 年 3 月 20 日に国

土交通省から「環境用水に係る水利使用許可の取扱い基準の策定」（国土交通省河川局，

2006）が発表された。 

環境用水の創出にあたっては、水量、水質、景観、生態系保全に係る自然科学的および

技術的な課題と住民参加の手法や合意形成、維持管理方式やその役割分担など組織の編成

とその運営およびステークホルダー間の調整に関わる社会科学的な課題および、河川法、

土地改良法などに係る法的・制度的な課題が存在している。 

2006 年に環境用水が制度化されたことは、水資源政策の転換を示す事象であった。水

需要が逼迫している時期には、既往の慣行水利権は許可水利権に変更を求められ、新たな

水利権の取得は困難であった。それゆえ、かんがい用水など既往の水利とは性格の異なる

目的が水利権の対象になったことは、河川水利を構成する用件が変化し、それが顕在化し

てきたことを物語っている(秋山，2007)。 

現在、制度化されている環境用水は 5 事例にとどまるが、各地の実態を見ると現実には

環境用水として機能する可能性をもった対象が少なくない。ここで直面しているのが、資

源管理の主体や手段、目標などをいかに再編するかという課題である。かつて農村に存在

した水の共同管理やルールは、都市化を終えた市街地はむろんのことながら、混住化が進

む都市近郊においても多くは失われている(三野，2007)。 

そこで、本研究では、すでに環境用水の水利権を取得した事例と、環境用水の水利権は

取得していないが実質的には環境用水として機能している事例を対象として、環境用水が

成立する経緯や導水の過程、その後の維持管理体制の再編などの環境用水の定着過程の実

態を比較・分析し、資源管理の観点から環境用水が成立する条件を明らかにしていく。さ

らに、これまで、農業用水が利水の主体であった地域において、市街化、混住化が進み、

環境用水の重要性が高まりつつあるなかで、これまで農業用水の管理主体であった土地改

良区がこれに関与し得る範囲と環境用水の導入と定着過程で果たし得る機能について実証

的に解明していく。これらを通じて、河川水利の変革過程において環境用水が果たす役割
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と、その維持管理における資源管理上の課題を明らかにする。 

 

1.2 研究の背景 

 

環境用水という用語は、旧国土庁がまとめた『日本の水資源』(国土庁長官官房水資源部

編，1986)に 1986 年版から現れるようになるが、環境用水の制度化については、旧建設省

が設置した水利制度研究会によって議論され、1995 年に「環境用水の水利使用の取扱いに

ついて」が出されたたことが始まりである（神山，1996）。 

水利制度研究会では、環境用水という新たなタイプの水利用については、利用形態、受

益者、管理費等において従来の水利用とは異なる性質を有しており、水利秩序の中に位置

づけるにあたっては、従来型の水利用に対する取扱いとの整合性を検討する必要があると

している。 

同研究会では、1990~1991 年度において消流雪用水の水利使用上の取扱いについて検討

を行い、その成果に基づいて旧建設省は 1992 年 8 月 31 日に取扱い通知を発した。1993

年度には環境用水の取扱いを検討している。1994 年度には地域用水（主として農村地域に

おける多目的な用途に利用される用水）の取扱いについて検討している。 

1995 年に中間とりまとめとして、環境用水の取扱いについての検討結果が公表されて

おり、環境用水に関する問題点として、①環境用水として水利権の許可が必要な範囲、②

水利権の主体、③水利使用目的の具体性、④必要水量の算定基準、⑤豊水水利権としての

許可の可否などを挙げている。 

このような課題も多いが、良好な環境を求める国民の関心の高まりを背景に、今後、環

境用水導入を前提とした事業の展開も予想されるとして、環境用水導入のスキームを提案

している。それは、「水を活かしたうるおいあるまちづくり計画（仮称）」を当該市町村が

策定し、水利使用の許可を行うことにより環境用水の導水を検討するというものである。 

1996 年 8 月には河川審議会答申「21 世紀の社会を展望した河川整備の基本的方向につ

いて」が発表された。環境用水に関わる事項として、河川整備の基本施策の一つに都市部

における水と緑のネットワーク化が挙げられた(国土交通省河川局，1996)。 

河川審議会の答申を踏まえ、1997 年 6 月 4 日に改正河川法が公布された。瀬野(1997)

は、河川法改正の経緯について、農林水産省との調整の中で、水路兼用河川の制度化は、

今回の河川法改正では見送り、今後、潤いある水辺空間の形成等のため、水路に河川の水

を導水するためのあり方について両省共同で検討することで合意したとしている。水路兼

用河川制度とは、市街地における水と緑のネットワーク形成のため、冬期水涸れとなる水

路に河川水を供給する方法であり、水路管理者の同意を得て、河川との兼用工作物として
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活用する制度で、その管理については協議により極力水路管理者に委ねるものとされてい

る。 

2002 年に農林水産省が創設した事業である「都市化地域水環境改善実証調査」は、都

市化および混住化地域において健全な水循環系を構築するため、非かんがい期に水量が減

少し水環境が悪化する農業水路・小河川等に対して、国土交通省の協力の下、試験通水を

含む実証調査を実施するものである。全国で、7 地区実施された。東北農政局管内の「仙

台南」、「酒田」、「寒河江」の 3 地区、関東農政局管内の「利根大堰」、北陸農政局管内の

「亀田郷」、東海農政局管内の「濃尾用水」、近畿農政局管内の「龍野」である（北陸農政

局，1996）。 

また、2004 年に国土交通省都市・地域整備局下水道部および河川局は、都市水路の保

全・再生・創出を図るため、水路の活用および水量の確保に向けて現行制度の課題と今後

のあり方について検討をおこなう都市水路検討会を立ち上げた。2005 年には、中間とりま

とめとして『提言「懐かしい未来へ~都市をうるおす水のみち~」』を発表した（都市水路

検討会，2005）。都市水路検討会での検討は、都市化地域水環境改善実証調査と同時期に

行われていたことになる。 

こうして、都市化地域水環境改善実証調査を実施した「仙台市六郷堀・七郷堀」の成果

などを踏まえ、2006 年 3 月 20 日に「環境用水に係る水利使用許可の取扱い基準の策定」

（国土交通省河川局，2006）が発出された。 

 

1.3 環境用水の定義 

 

環境用水という用語は、これまで論者によって多様な意味で用いられてきた。それが、

21 世紀に入って一定の範囲に収束する兆しを見せている。その契機となったのが、国土交

通省による環境用水の制度化であった。 

2006 年 3 月に国土交通省河川局が示した基準（「環境用水に係る水利使用許可の取扱い

について」）では、環境用水とは、「水質、親水空間、修景等生活環境または自然環境の維

持、改善等を図ることを目的とした用水」と定義している。この基準は、国土交通省が河

川法 23 条（流水の占用の許可）に係わる運用上の基準として公表したものである。国土

交通省では、身近な河川や水路等に水を流すことにより、親水性を高めたり、水路等を浄

化したり、また、動植物等の生息・生育環境および歴史的文化遺産を保護・保全しようと

いう環境に対する国民の関心、地域のニーズが強く高まってきていていることから、河川

の流水を使用して通水しようとする場合に必要となる河川法上の水利使用許可の取扱いに

ついて基準を作成し、その中で、水利使用目的としての環境用水について定義したもので
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ある（国土交通省河川局，2006）。 

一方、環境省は、2007 年 3 月に公表した『「環境用水の導入」事例集～魅力ある身近な

水環境づくりにむけて～』で、環境用水を「水質の改善、良好な景観や親水、レクリエー

ション空間の保全・創出、動植物の生息・生育環境の保全等のために使用される水」と定

義した（環境省水・大気環境局水環境課，2007）。表現に差異はあるが、概ね国土交通省

が規定した環境用水の定義に近い内容となっている。 

国土交通省の環境用水という用語に対し、農林水産省では、これまで地域用水という用

語が用いられてきた。農林水産省は、『土地改良事業計画設計基準 計画 農業用水(水田)』

において、地域用水を「かんがい用水およびこれと一体的に利用される用水」と定義して

おり、農業用水のうちかんがい以外の用途に供される用水を地域用水とよんでいる。農林

水産省の規定では、地域用水の中に環境用水が含まれ、水辺環境に配慮した用水を環境用

水とみなしている（農林水産省構造改善局，1993）。農業用水の分類と地域用水の定義を、

図 1-1 に示す。 

地域用水は、農業水利施設を通じて、農業生産以外に、生活用水、防火用水、消流雪用

水、水質浄化用水、景観・生態系の保全用水、親水などの多面的機能を有した用水のこと

をさす。また、地域用水は農業用水の一部であることから、地域用水の管理者・受益者は

農業者や農家であるといった考えが歴史的に存在してきたと考えられる。 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 1-1 農業用水の分類と地域用水の定義 
 

その後、2009 年に発表された『農業水利施設を利用した環境用水の水利権取得に関す

る手引き』では、地域用水は、農業水利施設を通じて、農業生産以外に、生活用水、防火

用水、消流雪用水、水質浄化用水、景観・生態系の保全、親水など多面的機能を果たす用

水のことをさすとしている。地域用水に含まれる用水を整理すると、表 1-1 のとおりであ

る。 

国土交通省河川局が示した基準（「環境用水に係る水利使用許可の取扱いについて」）が

公表された後に発表された『農業水利施設を利用した環境用水の水利権取得に関する手引

かんがい用水 

（作物生産） 

水路維持用水 

 

営農用水 

飲雑用水 

防火用水 

消・流雪用水 

環境用水（水辺環境 

  に配慮した用水） 

かんがい用水 

（狭義） 

地域用水 

かんがい用水 

（広義） 

＝農業用水 

(後藤,1993) 
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き』では、環境用水の定義を国土交通省の定義にあわすような変化がみられる。これまで

旧建設省と農林水産省の間では、環境用水と地域用水の概念を巡ってかなりの齟齬がみら

れたが、近年では水行政に関わる省庁の間で、環境用水の定義が一定の範囲に収束してき

ている。 

表 1-1 農業用水の機能分類 
農業用水の機能分類 
農業用水 かんがい用水 かんがい用水(作物生産) 
  水路維持用水 
  営農用水①※１ 
 地域用水 営農用水①※２ 
  飲雑用水 
  防火用水 
  消流雪用水 
  環境用水※３ 

※１ 営農用水①：利用が土地に帰着した営農用水
・栽培管理用水（苗代用水、代かき用水、準備用水等） 
・気象災害防止用水（土壌風食・風害防止、凍霜害防止、潮風害防止、降灰除去等の
ほ場環境を整備するための用水） 

・管理作業省力化用水（病虫害防除、施肥、除草剤散布、かん水除塩・土壌消毒等の
ほ場環境を確保するための用水） 

※２ 営農用水②：利用が土地に帰着しない営農用水 
・農業施設管理用水（ハウスの保温・冷房用水） 
・家畜用水（家畜の飲用水、畜舎の洗浄用水等） 
※３ 環境用水：生活環境又は自然環境の維持、改善等を図ることを目的とした用水（水
質改善、親水空間形成、修景、生態系保全等） 

（出典：農林水産省農村振興局整備部水資源課(2009)、p.4） 

 

環境用水の概念について、秋山(2009)は環境用水に似た用語として、環境水、環境流量、

があり、これらの用語は、環境を自然環境ととらえるか、生活環境ととらえるかによって

用い方が異なるとしている。ここで、自然環境の中には、水質、自然生態系、生物多様性

といった要素が含まれる。生活環境の中には親水、景観、アメニティさらに環境学習、環

境教育といった要素が含まれまる。環境用水という用語は、自然環境と生活環境を統合し

た意味で用いられていることが多い。一方、環境水や環境流量という場合の意味内容は、

自然環境に特化しており、しかも水質を指すよりは、むしろ自然生態系や生物多様性を指

していることが多い、としている。 

これまで利用されてきた環境用水を機能の面から整理すると、①水質保全、②アメニテ

ィの保全と再生、③生物多様性保全、という 3 類型に分かれる。またこうした機能を果た

す水は、水路の場合、水源は河川のほか、井戸水、自然の湧水、下水処理水、工業用排水

なども入る。環境用水の研究を進めるなかで、こうした多様な水源のもとで利用される環

境用水を「機能としての環境用水（広義の環境用水）」と規定し、国土交通省の通達によっ

て水利権を取得した環境用水を「制度化された環境用水（狭義の環境用水）」とよんで区別



6 
 

した（秋山，2012）。本研究においては、これまでの研究や実務での蓄積をもとに、環境

用水をこのように捉えて検討を進めていく。 

 

 

1.4 論文の全体構成 

 

本論文は全 6 章で構成される。 

第 1 章では、研究の背景として環境用水の水利権の制度化までの経緯について説明し、

環境用水の定義について示す。第 2 章では、先行研究のレビュー、行政部門(農林水産省、

国土交通省、環境省)における環境用水の位置づけ、および本研究の位置を示す。第 3 章で

は、環境用水の水利権を取得した先行事例および環境用水の水利権は取得していないが、

機能としての環境用水（広義の環境用水）を実現させている代表的な２つの地域と地域用

水の水利権を取得(本研究でいう広義の環境用水とみなし得る)した 2 地域をとりあげ、実

態調査に基づき環境用水成立の要因を明らかにする。第 4 章では、流域における水資源量

に対する環境用水量の割合についての評価と、新たな水利権の取得事例が見られない要因

を水資源面から考察する。第 5 章では、非かんがい期（冬期）に地域用水の配水計画を策

定し、試験通水を行った滋賀県野洲川土地改良区の地域用水機能増進事業を対象とし、機

能としての環境用水を成立させた過程とその要因を明らかにする。 後の第 6 章では、本

研究の総括と今後の課題を整理する。 

 

 

〈引用文献〉 

秋山道雄(2007) 環境用水の性格と機能，環境技術，vol.36-2，89-93. 

秋山道雄(2009) 環境用水をめぐる諸問題-その可能性を中心に-，環境と健康，Vol.22 No.4，

441-442. 

秋山道雄(2012) 環境用水の成立と展開方向，(所収：秋山道雄・澤井健二・三野徹編『環

境用水－その成立条件と持続可能性』，技報堂出版)，2-31. 

神山敬次(1996) 環境用水の取扱いについての一考察，水利科学，Vol.40 No.4，11-25. 

環境省水・大気環境局水環境課(2007) 『「環境用水の導入」事例集～魅力ある身近な水環

境づくりにむけて～』，p.Ⅲ，http://www.env.go.jp/water/junkan/case2/index.html(確

認日：2014/8/17) . 

国土交通省河川局(1996)  河川審議会答申 ２１世紀の社会を展望した今後の河川整備の

基本的方向について，



7 
 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/past_shinngikai/shinngikai/shingi/to-ind

ex.html (確認日：2014/8/17) . 

国土交通省河川局(2006) 地域の水環境の改善を目指した「まちの清流」の再生（環境用

水に係る水利使用許可の取扱い基準の策定），

http://www.mlit.go.jp/river/jirei/kankyoyosui/1_kisya.html (確認日：2010/9/20) . 

国土庁長官官房水資源部編(1986) 日本の水資源(昭和 61 年)－その開発，保全と利用の現

状－，大蔵省印刷局，56-61. 

後藤章（1993） 地域用水と農村環境，平成 5 年度農業土木学会地方講習会（テキスト）

―計画基準「農業用水（水田）」の解説―，農業土木学会，85-91. 

瀬野俊樹(1997) 河川法改正の経緯について，河川，1997 年 6 月号、5-10. 

農林水産省構造改善局(1993) 土地改良事業計画設計基準 計画 農業用水(水田)，1-2. 

農林水産省農村振興局整備部水資源課(2009) 農業水利施設を利用した環境用水の水利権

取得に関する手引き，4，

http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kankyo_yousui/tebiki.html (確認日：2014/8/17). 

都市水路検討会（2005） 懐かしい未来へ～都市をうるおす水のみち～，

http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/info/tosisuiro/050210_01.pdf(確認日：

2014/8/17) . 

北陸農政局(2009) 五十嵐氏聞き取り調査. 

三野徹(2007) 農業水利の変革と都市の水環境の再生―ソーシャル・キャピタルの形成と

地域ガバナンス―，環境技術，vol.36-2，82-88. 

 
  



8 
 

第2章 先行研究のレビューと本研究の位置 

 

2.1 先行研究のレビュー 
 

環境用水の歴史が 40 年近くにおよぶのと並行して、環境用水の研究にもかなりの蓄積

がある。そのうち主なものは、秋山・澤井・三野編(2012)にまとめられているので、ここ

では本研究に関わりの深いものに限定してサーベイしておく。 

神山(1996)は、旧建設省の水利制度研究会が 1995 年 5 月にまとめた「環境用水の水利

使用について－中間とりまとめ－」の成果を報告している。 

水利制度研究会では検討の背景として、市町村の自治体等が河川からの水を取り入れ、

うるおいあるまちづくりを進めようとしており、他方、農村部においては、農業用水路等

が地域的・歴史的に有している環境面での効用などを再評価し、かんがい機能のほかに農

村における美しい地域環境を創出するための用水として見直しつつある自治体等もある、

としている。こうした背景を踏まえ、農村部において地域的・歴史的に環境機能等を担っ

ている慣行的な農業用水について旧建設省と農林水産省が共同で調査、検討を重ねるなど

相互に連携・調整を図っている。さらに、個人的コメントとして、地域的・歴史的な農業

用水の有する役割をどう評価するべきかという問題は、農業水利学上の 重要課題の一つ

であるとともに、今まで解決できなかった難しい実務的課題の一つでもあるとしている。 

こうした認識のもと、水利制度研究会では、1990～1991 年度は消流雪用水の水利使用

上の扱いを検討し、1993 年度には環境用水について検討し、1994 年度には地域用水につ

いて議論したが、地域的な水利用について考察していく中で農業用水路等の持つ環境機能

や都市における流水の有する景観機能等が注目されることから、環境用水の水利制度上の

取扱いを検討することが先決との考えをもって議論を重ねている。 

環境用水の特徴として、①非消費性(還元性)、②受益者の不特定性、③非収益性、④代

替性、⑤事業の位置づけ(事業に法制度上の位置づけがない)、⑥その他(国民の生活への影

響は比較的間接的である)を挙げている。 

また、177 の事例を収集し、利用形態によって、①公園型、②浄化・流況調整型、③農

業空間保全型に分類している。さらに、水利制度上の問題点や水利権のあり方について考

察した後、環境用水導入施策のスキームについても提案している(表 2-1)。すなわち、「水

を活かしたうるおいあるまちづくり計画（仮称）」を当該市町村が策定し、水利使用の許可

を行うことにより環境用水の導水を検討するというものである。 
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表 2-1 環境用水に係わる水利使用許可のフレーム 
① 目的 水利使用規則において、個別具体に記載する。例えば、環境用水（水

路維持用水）、環境用水（修景用水）など。 
② 取水量 必要取水量を個別具体に明確化する。 
③ 申請主体 基本的には地方公共団体。場合によっては土地改良区などの地域団

体とすることも考慮。 
④ 水源 基本的には安定水源。場合によっては豊水水利権（消流雪用水との

並びを考慮）。 
⑤ 優先順位 安定水利権については通常の水利権と同様。豊水水利権については

後発の水利使用に対しても劣後。 
⑥ 許可期間 通常の水利権と同様（安定水利権については 10 年、豊水水利権につ

いては 3 年）。 
⑦ その他 河川へ排出する水の水質悪化の防止、河川の減水区間への対応など

 

土田(2007)は、環境用水の許可基準を受け、農業用水から独立した環境用水への取り組

み事例を 5 地区調査し、環境用水水利権の取得の手順と課題、土地改良区が水利権を取得

する場合の課題について示している。 

環境用水の水利権を取得した先行事例の報告として、足立(2005)や木村(2007)は、仙台

市六郷堀・七郷堀について、堀の歴史、通水までの経緯、今後の取り組み方針等について

報告している。また、宮川(2007)は、大仙市堀板地区について環境用水水利権の取得に至

る経緯、地域の取り組み状況について報告している。山上・都築(2011)は、2011 年時点で

の 5 地区の環境用水水利権の取得状況および、土地改良区が環境用水を取得する意義、課

題について報告し、国が行う支援事業について紹介している。 

表 2-2 環境用水水利権の取得状況 
地域名 目的 水利施設名

（関係河川）
水利
権者

取水目的の内容

仙台市 
六郷堀・
七郷堀 

浄化・
景観 

愛宕堰
(一級河川広
瀬川) 

仙台
市長
 

冬期の水利権がなく、合流式下水道からの汚
水流入により悪臭が発生。水質浄化等のため
冬期の環境用水を取得 

新潟市 
亀田郷 

浄化・
生態系
保全 

舞潟揚水機
場(一級河川
信濃川) 

新潟
市長

冬期の水利権がなく都市化の進展などによ
り雑排水が流入・滞留し、水質が悪化。水質
保全のために冬期の環境用水を取得 

秋田県大
仙市 
堀板地区 

生態系
保全 

開堰(雄物川
水系一級河
川川口川) 

大仙
市長

かんがい排水事業で合口により廃止予定で
あった施設の水路に貴重種(イバラトミヨ)が
生息。生態系水路を整備し生態系保全のため
環境用水を取得 

福島県会
津若松市 
戸ノ口堰 

浄化・
景観 

猪取頭首工
(阿賀野川水
系一級河川
日橋川) 

会津
若松
市長

古くから戸ノ口堰は鶴ヶ城の濠に流れ込む
地域用水として利用。農業用水の減少により
水質が悪化。水質保全等のため環境用水を取
得。 

旭川市 
ペーパン 

修観 ペーパンダ
ム(一級河川
ペーパン川)

旭川
市長

8 月末の落水に伴うダム湖面消失は景観形成
上好ましくないため、公園利用者が増える
9~10 月の湖面維持を目的とした修景用水を
取得。 

 

(神山，1996) 

(山上・都築，2011) 
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河田・松本(2010)は、水循環をめぐる世界的な動向を踏まえて、現在の環境用水の制度

における課題として、①河川を含めた流域の水環境の保全、②減少する利水量を活用する

など環境用水の安定水源の確保、③環境用水水利権の取得に係る手続きの簡素化、などが

あると指摘した。 

地域用水に関する先行研究は、農業水利の分野でかなりの蓄積がある。そのうち本研究

と関わりの深いものとして、水谷(2002)の研究があり、かんがい用水に対する独立性から

見た地域用水の特性に着目し、独立性の高い地域用水に対して、地方自治体などが中心と

なった管理主体を定めること、地域用水の機能に相応しい水利権の承認を社会的に求める

ことなどを指摘した。水谷がここで取り上げた地域用水の機能は、本研究が扱う広義の環

境用水と重なる部分が大きい。また、丹治(2002)は、地域用水の用途を整理したうえで、

諸外国の制度を踏まえ、将来の制度的展開について述べている。具体的には、①流域管理

が進展している中で、環境関連法案は基本法先行で決まる方向が強まっており、省庁の枠

組みを超えた拘束力を持つ水基本法などの基本法が、わが国の水制度の展開の中心になる

であろうこと、②地域用水の環境機能を分類すると、人文環境と自然環境に分けられ、自

然環境に分類される環境機能の保全には、水の価格付け、水利用効率等の環境指標、PPP(汚

染者負担原則)、制限流量が重要となる可能性が高いこと、を指摘している。 

錦澤ら(2010)は、滋賀県近江八幡市で地域用水の水利権を取得した事例の分析をもとに、

地域用水の水利権取得に至る条件として、①地域住民の意向、②用水利用の実態、③かつ

ての利用実態の根拠となる文書の存在、④集落からの水源の距離や河川流況といった物理

環境、などを挙げている。 

以上、環境用水や地域用水に関する既往の研究のうち、本研究と関わりの深いものをサ

ーベイしてきた。こうした研究の延長線のどこに本研究が位置づくのかを述べる前に、本

研究と関わりの深い行政部門の動向について触れておきたい。国土交通省、農林水産省、

環境省は、21 世紀に入って、2007～2009 年の間に、それぞれ環境用水の整備に関わる政

策を打ち出している。 

 

2.2 行政部門による環境用水の位置づけ 

 

2.2.1 農林水産省のケース 

 

農林水産省は、2009 年 3 月に「農業水利施設を利用した環境用水の水利権取得に関す

る手引き」を公表した。この手引きは、国土交通省の通知を踏まえ、水路を流れる用水の

水質や景観を改善したい土地改良区や、環境保全を推進する市町村等が、農業水利施設を
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利用して環境用水の水利権を取得する際に検討が必要となる事項を取りまとめたものとし

ている。 

本手引きでは、国土交通省の通知の解説、環境用水の取水パターンを示し、環境用水の

水利権取得までの流れを解説している。 

本手引きでは、環境用水の導水が顕在化する場合の取水パターンは、①追加・変更型(図 

2-1)、②新規取得型(図 2-2)、③かんがい用水消滅型(図 2-3)の 3 ケースに分類されるとし、

①の追加・変更型および②の新規取得型の超過・新規部分について、農業水利施設を利用

して、環境用水の水利権を取得する場合を対象としている。 

 

 
図 2-1 追加・変更型の概念図 

（出典：農林水産省農村振興局整備部水資源課(2009)、p.6） 

 
図 2-2 新規取得型の概念図 

（出典：農林水産省農村振興局整備部水資源課(2009)、p.7） 

 

 
図 2-3 かんがい用水消滅型の概念図 

（出典：農林水産省農村振興局整備部水資源課(2009)、p.7） 

 
 また、環境用水の水利権取得までのフローを示している(図 2-4)。環境用水の水利権を

取得するにあたっては、事前調査、必要水量の検討、水源状況の確認、実施・管理体制の

検討、施設の使用に係る手続きや水利使用許可の申請が必要である。これらの調査、検討

を進めるためには、運営組織の立ち上げが効果的であるとしている。 
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図 2-4 環境用水の水利権取得までのフロー図 

（出典：農林水産省農村振興局整備部水資源課(2009)、p.8） 

 
 また、農林水産省が扱う環境用水は、次のようなものを想定しているとしている（農林

水産省農村振興局整備部水資源課，2009）。 
1) 農業目的以外の水質の改善・浄化で、農業水利施設を活用するもの 
2) 親水空間の創出で、農業水利施設を活用するもの（レクリエーションや環境教育の

場の提供等） 
3) 新たな景観の創出や修景で、農業水利施設を活用するもの（水車の設置等） 
4) 生活環境の維持・改善で、農業水利施設を活用するもの（洗い場等の設置等） 
5) 生態系の保全のために、農業水利施設を活用するもの（魚類の保全等） 
6) 生態系の保全のために、冬期に水田に湛水するために農業水利施設を活用するもの

（鳥類の保護等） 
農林水産省が扱う環境用水の特徴的な点は、①洗い場等生活環境に関する機能が含まれ

ること、②鳥類の保護等を目的とした冬期水田湛水で消費性の用水が含まれること、が挙
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げられる。国土交通省の環境用水の定義には①のような機能は含まれておらず、②のよう

な消費性の用水利用については明記されていない。生物多様性保全を目的として、冬期に

水田に湛水をする場合には、国土交通省の規定する環境用水の範囲を超える可能性がある

ので、この事項が現実に発生した場合には、詳しい調査・分析が必要となろう。 
 
2.2.2 国土交通省のケース 

 

国土交通省は、2009 年 2 月に「都市の水辺整備ガイドブック」（国土交通省都市・地域

整備局下水道部 国土交通省河川局河川環境課）を公表した。同省では、2004 年 7 月～2005

年 1 月に行われた「都市水路検討会」がまとめた提言を受け、2005 年 5 月に全国 7 地区

（厚木市、大津市、北九州市、神戸市、堺市、船橋市、横浜市）を都市水路計画策定モデ

ル地域として公募により決定した。2005 年 5 月～2007 年 3 月までの 2 年間にモデル地域

で行った実践の結果を踏まえ、水辺整備の計画策定や実施、維持管理などにおける課題お

よびその解決方策などを検討し、今後、自治体が都市の水辺整備を行う際の参考となる事

項についてまとめた。 

本ガイドブックでは、「都市の水辺整備の流れ」として、住民等の水辺整備に対する要

望を受けて検討を始める場合(図 2-5)と行政が水辺整備の必要性を認識し、行政内部より

検討を始める場合(図 2-6)の 2 ケースの整備の流れを示している。 

 
図 2-5 住民発案による都市の水辺整備の流れ 

(出典：国土交通省都市・地域整備局下水道部 国土交通省河川局河川環境課(2009)、p.18) 
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図 2-6 行政発案による都市の水辺整備の流れ 

(出典：国土交通省都市・地域整備局下水道部 国土交通省河川局河川環境課(2009)、p.20) 

 

いずれの場合も住民の参加が重要であり、行政による発案の場合でも早い段階で住民の

意向を調査し、計画への参画を要請することが望ましいとしている。 
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また、都市の水辺計画策定に必要な事項として、「施設の整備計画」、「流水管理計画」、

「水辺利用計画」、「維持管理計画」があるとしている。この中には、地方公共団体が中心

となる部分と地域住民が中心となる部分があり、これらは一体的な検討が必要であり、行

政や地域の代表者から構成される協議会などで合意形成が図られることが望ましいとして

いる。 

さらに、計画、実施、維持管理の各段階において、「都市の水辺計画の策定方法」、「都

市の水辺の整備実施方法」、「持続可能な維持管理方法」について説明している。 

国土交通省が扱う環境用水の特徴としては、①水源は河川としている点、②まちづくり

計画に活かそうとする点が挙げられる。①は、水利使用に係る取扱い基準であり用水の水

源は河川水となる。②は、環境用水が「水利制度研究会」や「都市水路検討会」の議論の

流れの中で検討されてきたものであるためと考えられる。 

 

2.2.3 環境省のケース 

 

環境省は、2007 年 3 月に「環境用水の導入事例集～魅力ある身近な水辺づくりにむけ

て～」を公表した。 

この事例集は、主に自治体が管理する河川・水路や用水などの身近な水域を対象に、水

環境を改善し、より良くするための一手法である環境用水の導入事例についてまとめたも

のである。 

事例集では、2004～2006 年度にかけて調査した全国 47 事例を取り上げている。環境用

水を「水質の改善、良好な景観や親水・レクリエーションの空間の保全・創出、動植物の

生息・生育環境の保全等のために使用される水」としている。事例は、環境用水の導入に

おいて主な課題となる「水源の確保」、「住民との協働内容」について参考となるようにま

とめたとしている。水源については、「河川水」、「地下水・湧水」、「下水処理水」、「工業用

水・農業用水」、「雨水」など多様なものがあることを明らかにしている。特に環境省が扱

う環境用水の特徴は、幅広い水源を対象としていることである。また、「住民との協働内容」

については、ワークショップによる地域住民の水辺づくりへの参加、企業との協力、地域

住民の手による水路づくり、など事業実施前、計画段階、事業実施後の各段階で住民との

協働がどのように行われたかをわかりやすく解説している。これらは、事例集の一覧表（表 

2-3）に整理されている。 
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表 2-3 環境用水の導入事例集の事例の一覧表 

 

(環境省水・大気環境局水環境課，2007) 
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また、環境省では、同じ 2007 年 3 月に、「水循環計画事例集」も公表しており、全国

20 事例を紹介している。水循環計画事例集のまとめには、2006 年 4 月に閣議決定された

「第 3 次環境基本計画」において、「今後具体的に展開すべき重点分野政策プログラム(10

分野)の一つに『環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組み』」が位置づけられたこと

などが背景にある。 

 

2.3 本研究の位置 

 

高橋(2005)によれば、21 世紀において複合的な水問題を解決するためには、現代科学技

術の方法をただ強力に進展させるのみでは不十分で、科学の方法や技術体系の変革が必要

であるという。そして、それを実践していくためのキーワードとしてあがったのが「流域

の視点」であり、「水循環を重視する技術」であった。流域や水循環という用語は、分野に

よって差異はあるものの水研究においては以前から用いられてきたものである。それが今

日改めて注目されるのは、水資源政策の変貌と関わってきたためであろう。 

1994 年に旧国土庁水資源部の水資源基本問題研究会で、今後の水政策の方向として「流

域水循環系の健全化」という構想が提起された。その後、旧建設省河川局や都市局下水道

部、旧環境庁などが、同じ「健全な水循環系」という用語を用いながら、それぞれの施策

を展開させていった。 

1990 年代には、水政策に関わる 6 省 9 部局を中心に流域や水循環をめぐる行政サイド

の研究が進められ、一方で研究者のこの領域に関する研究成果をも統合しながら流域や流

域圏、水循環などの概念が規定され、2008 年の国土審議会水支援開発部会調査企画部会の

「総合水資源管理について(中間とりまとめ)」につながっていく(秋山，2010)。この中間

とりまとめのなかで、環境用水が「流域の保全」「流域の水循環の健全化」という項目の中

に位置づけられた。前節で、国土交通省、農林水産省、環境省が 2007 年から 2009 年にか

けて環境用水の整備に関する手引きや指針を打ち出した内容を概観したが、それらはこう

した背景を受けたものであろう。 

2006 年 3 月に、国土交通省が環境用水の制度化に関する方針を打ち出してから、筆者

を含む有志が今日的な関心のもとで環境用水の研究を開始し、その成果を 2012 年にまと

めた(秋山・澤井・三野編，2012)。これは、本章で整理した既往の研究で提出されていた

研究課題と水資源政策の変貌を受けて研究を進めた成果である。しかし、これまで環境用

水の水利権取得は全国で 5 事例あるが、環境用水の成立の経緯、導入成功の要因を実態調

査に基づく分析から明らかにした研究は見当たらない。そこで、本研究は、上記の書物の

中で筆者が関わった研究をもとに、狭義の環境用水と代表的な広義の環境用水の事例分析
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を通じて環境用水成立の条件を検討したものである。さらに、同書では扱っていない環境

用水導入における土地改良区に役割に焦点をあて、これの先駆的な事例を取りあげて分析

を進めた。 
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第3章 先行事例にみる環境用水の成立要因 

 

3.1 本章の目的 

 

環境用水に係る先行研究では、環境用水の持つ特性や概念、機能および環境用水水利権

の制度についての研究がされている。地域用水に係る先行研究では、地域用水の管理のあ

り方、水利権取得の条件に関する研究がなされている。これまでのところ、環境用水の水

利権取得は全国で 5 事例あるが、環境用水の成立の経緯、導入成功の要因を実態調査に基

づく分析から明らかにした研究は見当たらない。そこで、本章では、環境用水成立の要因

を実態調査に基づく分析から明らかにしていく。 

 

 

3.2 研究方法 

 

表 3-1 のようなヒアリング項目をもとに、表 3-2 に示す調査対象地域において現地踏査

とヒアリング調査を実施した。表 3-2 のうち、番号 1~4 の地域は、環境用水の水利権を取

得した地域であり、番号 5～6 の地域は環境用水の水利権を取得していない。番号 7~8 の

地域は、地域用水の水利権を取得した地域である。 

 

表 3-1 事例調査のヒアリング項目 
ヒアリング項目 
１．環境用水創出の経緯について 
・環境用水の創出に係る地域の取り組みの経緯 
・各種上位計画における環境用水の位置づけ 
・関係する市民・住民の活動 
２．対象とする水路の水環境について 
・現状、課題、今後の展開 
３．環境用水導入にあたっての調査事業について 
・事業実施の背景 
・目的・概要 
・調査内容、試験通水の実施の有無など 
４．環境用水水利権について 
・取得した環境用水水利権の概要、・使用水量の決定根拠 
・課題・今後の展開 
５．維持管理について 
・関係者・関係機関(行政機関、土地改良区、NPO、住民等）の取組、役割 
・土地改良区と行政との関係（協定等の有無） 
・管理の費用負担について 
６．導入の効果について 
・環境用水導入による効果 
・モニタリングの状況 
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表 3-2 調査対象地域の概要 
番号 地域名 目的 水利権 水路 水源 地域特性 
1 仙台市 

六郷堀・七郷堀

浄化・ 
景観 

環境用水水利権 
取得済 

農業用水路 河川水 
(一級河川広瀬川) 

市街地 

2 新潟市 
亀田郷 

浄化・生態

系保全 
環境用水水利権 
取得済 

農業用水路 河川水 
(一級河川信濃川) 

都市近郊の農

村地域 
3 秋田県大仙市 

堀板地区 
生態系 
保全 

環境用水水利権 
取得済 

農業用水路 河川水(雄物川水系一

級河川川口川) 
農村地域 

4 福島県会津若

松市戸ノ口堰 
浄化・ 
景観 

環境用水水利権 
取得済 

農業用水路、市

街地排水路 
河川水(阿賀野川水系

一級河川日橋川) 
市街地(城下

町) 
5 川崎市 

二ヶ領用水 
浄化・ 
景観 

該当なし(河川維

持用水) 
準用河川 河川水 

(一級河川多摩川) 
市街地 

6 金沢市 
鞍月用水 

かんがい

用水 
慣行水利権(かん

がい用水) 
農業用水路 河川水 

(一級河川犀川) 
市街地(城下

町) 
7 滋賀県彦根市 

稲枝東地区 
地域用水 地域用水水利権

取得済 
農業用水路 河川水 

(一級河川宇曽川) 
農村地域 

8 滋賀県近江八

幡市小田町新

堂の樋 

地域用水 地域用水(雑用

水) 水利権取得

済 

農業用水路 河川水 
(一級河川日野川) 

農村地域 

 

環境用水が制度化された 2006 年 3 月より前に用水を導入していた地域は、広義の環境

用水を成立させていたといえる。それに対して、環境用水へのニーズはあるが、水利権が

ないために河川から導水することができず、河川以外の水源もない地域は、環境用水を導

入することができなかった。環境用水の制度化によって、こうした地域は環境用水を導入

し得る可能性が高まるが、水利権を取得するのみでは環境用水の持続性は保証されない。

そこで、環境用水を導入し、持続させていくための要因を、先行事例を分析することによ

って明らかにする必要がある。 

今回の研究では、こうした視点から、環境用水の水利権を取得した 5 事例のうち、ペー

パン地区を除く 4 事例をとりあげて、具体的に成立過程を分析することとした。ペーパン

地区はダム湖の湖面維持を目的としており他の事例とは性格が異なるため調査対象としな

かった。また、環境用水の水利権は取得していないが、機能としての環境用水（広義の環

境用水）を実現させている代表的な２つの地域と地域用水の水利権を取得(本研究でいう広

義の環境用水とみなし得る)した 2 地域をとりあげ、狭義の環境用水と広義の環境用水の比

較を通じて、環境用水成立の要因をより広い文脈（水利権の有無にかかわらず一般的に環

境用水が成立する条件）で考察することとした。 

広義の環境用水の事例地域は、川崎市二ヶ領用水と金沢市鞍月用水である。二ヶ領用水

は、元々農業用水であったが、明治、大正時代から水道用水、工業用水の需要が高まり、

都市化の進展によって農地がなくなり、環境目的となった先行事例である。金沢市は「用

水のまち金沢」と呼ばれ、用水保全条例を制定しており、鞍月用水は金沢を代表する用水

のひとつである。こうしたことから、広義の環境用水の調査地区とした。 
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3.3 環境用水の導入と展開-地域間の比較から- 

 

対象地域を調査した結果、環境用水導入の成立要因を中心に、地域特性から明らかにな

ったことを以下に示す。 

 

3.3.1 仙台市六郷堀・七郷堀 

 

(1)地域の概要 

六郷堀・七郷堀は、仙台市の南東部に位置し、名取川水系広瀬川に設けられた愛宕堰か

ら取水し、若林区を主とする農地をかんがいする農業水路である。環境用水の受益範囲は、

若林区の市街化区域内に位置する。六郷堀・七郷堀は、17 世紀前半ころの古地図等に記録

が残っており、当時は、六郷堰・七郷堰とそれぞれに取水堰があり、農業用水、防火用水、

生活用水として重要な幹線水路であるとともに、藩政時代の舟運の主要ルートであり、さ

らに用水は染色産業に用いられ伝統産業の発展にも寄与してきた。 

第 2 次世界大戦後、度重なる水害に見舞われ、両堰は壊滅的な被害を受けた。そこで、

仙台市は、1954 年に両堰を統合し、七郷堀の位置に新たに愛宕堰を建設した。愛宕堰の建

設に伴い、それまでの慣行水利権は許可水利権に切り替えられ、仙台市が水利権者となり、

4.24m3/s の取水量の許可を得た。ただし、通水は、かんがい期間のみで非かんがい期の水

利権はなかった。 

環境用水水利権は、浄化、景観保全を目的としている。取水量は 0.3m3/s、取水期間は 9

月 11 日から翌年の 4 月 24 日までである(仙台市，2006)。 

 

取水施設である愛宕堰 若松区役所横を流れる七郷堀 
写真 3-1 六郷堀・七郷堀の状況 
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図 3-1 対象地域の概況図 

 

(2)六郷堀・七郷堀の成り立ち 

六郷堀・七郷堀は、藩政時代(1600～1670 年ごろ)の用水路である。六郷堀は 1668(寛文

8)年、七郷堀は 1645(寛永 21)年の絵図にそれぞれ描かれている。六郷堀は 1628(寛永 5)

年に若林城が築城された際、城濠に注ぐため、拡幅の改修が行われた記録がある。六郷堀

は 6 つの村(沖野村、日辺村、今泉村、二木村、種次村、井上村)、七郷堀は 7 つの村(南小

泉村、蒲町村、伊佐村、六丁目村、霞目村、長喜域村、荒井村)の防火およびかんがい用水

として開削されたものであった。「舟丁」、「南材木町」、「南染師町」の地名に名残があるよ

うに、水路は舟運に活用されたり、染色などの伝統産業にも利用されてきた。 

当時の六郷堰・七郷堰は、木枠と土俵などで組まれたものであった。七郷堰は、六郷堰

の 200m 上流側に位置していた。両堰は、広瀬川の増水によってたびたび流失し、そのた

びに修繕を繰り返していた。水不足のときには、両堰の水争いは絶えなかったという。 

1941 年に六郷村と七郷村が仙台市に編入された。これを受け、1941 年に六郷堰が、1947

年に七郷堰が、仙台市に移管された。その結果、両用水の水利権は、仙台市が保有するこ

とになった。仙台市に水利権が移管されたのは、水利紛争の激しさゆえであったという。 

1950 年 8 月の台風によって両堰は壊滅的な被害を受け、両堰の統合計画が立てられた。

六郷堀を廃止し、七郷堀の位置に新たな愛宕堰を設ける計画であり、旧農林省の七郷堰水

0                          4km

（仙台市，2006） 
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害復旧事業として認可を受け、1954 年 6 月にコンクリート固定堰が完成した。 

六郷堰・七郷堰の水利権は、七郷堰水害復旧事業までは慣行水利権であったが、両堰の

統合を行うにあたり、1953 年 6 月 13 日付で、取水量 4.24m3/s の許可水利権となった。

ただし、通水はかんがい期間のみで非かんがい期の水利権はなかった。その後、六郷地区

の土地改良事業(区画整理)の計画をもとに、1954 年 2 月 10 日付 大 7.87 m3/s、 小 4.24 

m3/s の許可となった（宮城県，1994）。 

 

(3)環境用水導入の経緯 

六郷堀・七郷堀は、農業用水路であり、非かんがい期の水利権はなかったため、取水が

停止すると、水路周辺の住民から「水の潤う水路の復活」、「水辺景観の回復」、「合流式下

水道による悪臭の防止」、「ゴミのポイ捨て防止」などの要望が挙げられていた。 
仙台市の下水道は、合流式下水道であり、六郷堀・七郷堀には、合流式下水道の放流口

が設けられている。そのため、大雨が降ると、放流口から汚水が流入し、その後には水路

の底に汚水の痕跡が残り、悪臭を放っていた。また、都市化の進展によって水路には生活

雑排水が流入し、水質の悪化が問題となっていた。 
地元住民や水路を管理する仙台東土地改良区からは、非かんがい期の水環境対策として、

水路へ水を流して欲しいという要望は、関係機関に幾度となく出されていた。 
一方、仙台市は、1997 年 3 月に「杜の都環境プラン(仙台市環境基本計画)」を策定し、

環境政策の方向性として、「水辺空間を確保する」、「緑と水のネットワークを形成する」な

どを掲げていた。 
さらに 1999 年 3 月には「杜の都環境プラン」の行動計画「仙台水環境プラン」を策定

し、重点施策の 1 つとして「市街地における水路の復活や農業用水路の年間通水などにつ

いて関係機関と協議していく」との方針のもと、六郷堀・七郷堀の非かんがい期の通水に

よる通年にわたる通水事業を位置づけた。 
地元住民や土地改良区からの非かんがい期の通水要望を受け、1999 年 9 月に、東北地

方整備局、東北農政局、宮城県、仙台市、NPO で構成する「仙台地域水循環協議会」が

組織され、地域住民の意見を踏まえつつ、健全な水循環の構築を目指して検討が行われた。 
仙台地域水循環協議会は、2002 年 8 月に「仙台地域水循環再構築マスタープラン」を

策定し、その実現のため、「同アクションプログラム」を策定した。また、時期を同じくし

て、1999 年度から農林水産省と国土交通省の連携事業である「都市化地域水環境改善実証

事業」に取り組み、「六郷堀、七郷堀における非かんがい期の試験通水」を実施し、表 3-3
に示す通水試験が実施された。 
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表 3-3 六郷堀・七郷堀の試験通水の概要 
年度  概要

1999 
年度 

通水期間 4 日間(11 月 8 日～11 月 11 日：通水日 4 日) 
取水量 1 ケース(0.5m3/s)
対象水路 5 水路

七郷堀、高砂堀、仙台堀、六郷堀、沖野堀 

その他 通水による改善効果の確認、住民アンケートの実施

2001
年度 

通水期間 14 日間(10 月 3 日～10 月 19 日：通水日 14 日)
取水量 4 ケース(0.5m3/s、1.0m3/s、1.5m3/s、2.0m3/s)
対象水路 8 水路

七郷堀、高砂堀、仙台堀、鞍配堀、六郷堀、沖野堀、中目堀、中堀 

その他 通水に向けた施設の改修、住民アンケートの実施

2002
年度 

通水期間 31 日間(10 月 1 日～10 月 31 日：通水日 27 日)
取水量 3 ケース(0.3m3/s、0.5m3/s、0.7m3/s)
対象水路 8 水路

七郷堀、高砂堀、仙台堀、鞍配堀、六郷堀、沖野堀、中目堀、中堀 

その他 必要流量の確認、住民アンケートの実施

2003
年度 

通水期間 136 日間(10 月 1 日～2 月 13 日：通水日 100 日)
取水量 2 ケース(0.2m3/s、0.3m3/s)
対象水路 6 水路(道路工事のため 2 水路減)

七郷堀、高砂堀、仙台堀、六郷堀、中目堀、中堀 

その他 冬期間の影響を確認、住民連携のあり方について検討

2004
年度 

通水期間 81 日間(10 月 1 日～12 月 20 日)
取水量 1 ケース(0.3m3/s)
対象水路 6 水路(道路工事のため 2 水路減)

七郷堀、高砂堀、仙台堀、六郷堀、中目堀、中堀 

その他 住民連携体制の実行と継続性の検証、大江堀への通水

 
この通水試験によって、必要水量の検討や市民連携体制の確認を行い、2005 年 1 月に

環境用水の水利権を取得した。 
2002 年の試験通水では、取水量を 0.3m3/s、0.5m3/s、0.7m3/s と変化させ、景観改善に

関する効果、河床の堆積物に関する効果、臭気防止に関する効果について、住民アンケー

トを実施し、0.3m3/s の水量で効果があることを確認している。また、2003 年度には、

0.2m3/s の取水量では、高砂堀において水深が 3～5cm しか確保されず、非常に小さな流

量・流速となり水量感が乏しく、「浄化」、「修景」の目的は満たすことは困難との判断に至

っている。 
2001 年、仙台開府四百年記念事業として、「広瀬川創生プラン策定・推進事業」が着手

されることになった。市民活動団体によるワークショップやフォーラム等の開催や調査な

どが展開され、2004 年に「広瀬川創生プラン」が策定された。また、広瀬川に関心を持つ

多くの市民が気軽に参加できる緩やかなネットワーク組織として設立された「広瀬川市民

会議」が発足した。広瀬川創生プランは 6 つの基本目標を掲げ、環境用水導水事業は、治

水利水の安定・限りある水資源の有効な利活用の一施策として位置づけられている。 

広瀬川創生プランの策定によって、仙台市の環境用水に係る施策は、「杜の都環境プラ

ン(仙台市環境基本計画)」から、「広瀬川創生プラン」に位置づけが変更された。市役所の

（仙台市，2006） 
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組織も改編され、広瀬川に関する事項を統括する部署として仙台市建設局百年の杜推進部

河川課の中に広瀬川創生室が新設された。それ以降、環境用水に関する事業は、広瀬川創

生室が担当することとなった。広瀬川創生プランは、2005～2014 年までの 10 年を計画期

間としており、中間目標年度を 2009 年度末に設定し、必要な見直しが実施された。当初

85 あった事業の課題、対応策や新たな事業等について検討がなされた。六郷堀・七郷堀の

非かんがい期通水事業については、引続き継続することとし、計画に盛り込まれている。 

環境用水の通水による悪臭防止が図られる一方で、「合流式下水道緊急改善事業」が実施

され、合流式下水道から七郷堀等への放流の軽減が図られた。七郷堀に沿って合流式下水

道の広瀬川幹線が通っており、大雨の時には、下水道の放流口(七郷堀に 8 箇所、高砂堀に

7 箇所、六郷堀に 2 箇所)から下水が七郷堀等に流入していた。合流式下水道緊急改善事業

は、七郷堀の水路の下に直径 3.0m、延長 1.4km の「七郷堀幹線」を設け、雨天時に合流

式下水道から七郷堀等に流れ出ていた下水を貯留し、雨が上がって広瀬川幹線の流量が少

なくなったら、七郷堀幹線にたまった下水を浄化センターで処理する計画である。 
取水に関係する河川沿いの市町および利水関係者との合意形成については、2003 年 2

月に国土交通省(仙台河川国道工事事務所)および宮城県(河川課)が、河川沿いの市町村に対

してアンケート調査による「環境用水需要実態調査」を実施し、環境用水取得の地域要望

の有無を確認した結果、六郷堀・七郷堀以外に環境用水の要望はなかった。2003 年 4 月

には、河川管理者および利水関係者からなる「名取川水系渇水対策情報連絡会」において、

非かんがい期の環境用水の通水について説明し、了解を得ている。 
また、2004 年の申請書においては、河川流況の安定についても検討が行われている。具

体的には、下水道の高度処理水、工業用水の未利用水、水道水源の振替、ため池の利用の

対策が検討されているが、新たな整備を行うための財源確保が困難という結果になってい

る。下水道の高度処理水については、環境用水の取水量である 0.3m3/s の放流量となるの

は先になるものの、広瀬川上流にある広瀬川浄化センターの下水処理水(高度処理水)を水

源に見立てた検討を行っている。 
 

(4)維持管理体制 

愛宕堰と六郷堀・七郷堀は、かんがい期は農業用水を取水し送水するため、仙台市経済

局農林土木課および仙台東土地改良区が管理している。非かんがい期の通水事業の総括は、

仙台市百年の杜推進部河川課が担当している。維持管理の担当は各課で分担しており、水

位、取水量の監視、ゲートの操作は、百年の杜推進部河川課、排水量・水質監視は仙台市

環境局環境対策課、施設財産管理は同経済局農林土木課、雨水対策は同建設局下水道調整

課、付帯施設および水路の維持管理は、同建設局下水道管理センターが実施している。な

お、スクリーンのゴミは、仙台市の清掃工場にて処分している。 
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六郷堀・七郷堀の非かんがい期通水事業は、地域住民が自ら事業に参加することで事業

が可能になるとの考えのもと、住民参加の方策として、町内会に施設を監視してもらうこ

ととしている。具体的には、取水施設、スクリーン、分水ゲートなどの監視を依頼し、異

常があった場合には、市に連絡してもらう体制をとっている（図 3-2、表 3-4 参照）。 

 

 
図 3-2 通水管理体制 

（出典：農林水産省農村振興局整備部水資源課(2009)、p.27） 
 

表 3-4 通水管理事項 

 
 

（出典：農林水産省農村振興局整備部水資源課(2009)、p.27） 
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(5)環境用水導入の効果 

環境用水の導入された仙台市若林区では、水と緑のネットワークの魅力を伝え大切にし

ていくことを目的としたイベント「七郷堀 水と音、光の夕べ」を開催している。また、若

林区まつり、紅葉樹のライトアップなど、市民活動やイベントが実施されている。また、

「六郷堀・七郷堀サポーターズ」事業を開始し、サポーターは、イベントスタッフとして

関わるほか、六郷堀・七郷堀の PR 活動などを行ってきた。今後は、こうした取り組みの

継続が課題となっている。 

仙台市は、通水の効果について、2002 年、2006 年、2008 年に住民アンケートを実施し、

継続的に事業の効果を調査している。 

2002 年のアンケートは、53 町内会に配布し回収率は 68.7％(配布：320、回答；217)、

2006 年のアンケートは、52 町内会に配布し回収率は 65.3％(配布：236、回答；154)、2008

年のアンケートは、55 町内会に配布し回収率は 65.0％(配布：247、回答；162)である。

調査結果の概要は、表 3-5 のとおりである。その他に、水質調査や臭気強度の調査を実施

し、通水の効果が確かめられている。 

2008 年の調査では、住民からは、周辺の景観がよくなった、悪臭がなくなった、また

は少なくなった、用水路のゴミがなくなった、または少なくなったという人の割合が約 6

～8 割を占めていた。その他に、水質調査や臭気強度の調査を実施し、通水の効果が確か

められている（小坂・大泉，2011）。 

表 3-5 アンケート調査結果 
設問 2002 年回答 2006 年回答 2008 年回答

通年通水事業の認知度 －  82％ 85％
周辺の景観がよくなった 50％ 66％ 58％
悪臭がなくなったまたは少なくなった。 64％ 85％ 79％
用水路のゴミがなくなったまたは少なくなった 68％ 85％ 75％
通水事業を今後も続けるべき 92％ 93％ 92％

 

(6)環境用水導入の成立要因 

現地調査を通じて、仙台市六郷堀・七郷堀の環境用水が成立した要因として以下の項目

が考えられる。 

①用水の歴史：六郷堀・七郷堀は、1600～1700 年ごろに完成した歴史のある用水路で

あり、かつては生活用水、防火用水のほか、舟運や、染色などの伝統産業の発展を支えて

きた。 

②広瀬川の清流を守る条例：仙台市は 1974 年に同条例を制定しており、清流条例制定

の先駆けとなった。「広瀬川の清流を守る条例」の前文には、「杜の都仙台の母なる川、広

瀬川は、市民の水となり、豊かな耕土を支え、幾多の文化と歴史をはぐくみながら、市民
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の生活に潤いある調和をもたらしてきた。」とあり、地域の水辺環境に対する高い意識があ

ったと推測される（仙台市，1974）。 

③悪臭発生、水質の悪化：環境用水導入の直接的なきっかけは、合流式下水道の洪水吐

が水路に接続されており悪臭が問題となったことである。 

④地域住民からの要望・土地改良区からの要望：水路の悪臭問題に対して、水路周辺の

住民から市への苦情・改善要望がなされた。土地改良区からも市への改善要望の申し入れ

がなされた。 

⑤関係機関の連携：関係行政機関（国土交通省、農林水産省、宮城県（河川部局、農林

部局）、仙台市）からなる「仙台地域水循環協議会」が設置され、関係行政機関の連携が図

られた。 

⑥通水試験の実施：補助事業によって試験通水が 5 年間にわたって実施され、水量の妥

当性について地域の住民なども含めて検証がされた。 

⑦都市化地域水環境改善実証事業による支援：農林水産省と国土交通省の連携事業であ

る当事業によって関係行政機関からなる協議会の設置や必要な水量の調査・検討、試験通

水が行われた。 

⑧行政計画への位置づけ：仙台市の「広瀬川創生プラン」に位置づけられており、85

ある事業の 1 つとなっている（広瀬川創生プラン策定推進議会，2010）。 

⑨維持管理主体：環境用水導入に伴う冬期の水路管理（ゲートの操作、スクリーン塵芥

の処理等）は、一切を仙台市河川課が実施している。日常の水路監視は市民が行うなど市

民との役割分担がなされている。 

⑩維持管理費：冬期の水路管理を市が行っているため、管理費用についても市が負担し

ている。 

⑪利活用：市民による水辺を活用したイベントが開催されている（仙台市，2006）。 

なお、①、③、④、⑤、⑥、⑦については、足立(2005)、木村(2007)が報告しており、

土田(2007)は、⑤が水利権取得に大きな推進力になったとしている。 

 

(7)震災後の六郷堀七郷堀 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災が発生した。六郷堀・七郷堀は、仙台市の東側、海岸

線に沿った貞山水路まで広がる約 2400ha の農地を潤す農業用水路である。この受益地の

一帯は壊滅的な被害を受けた。 

六郷堀・七郷堀の水利権の更新状況、震災後の状況を確認するため 2011 年 6 月 30 日に

現地を訪れた。津波の被害は、仙台東部道路より東側で顕著であり、ちょうど、非かんが

い期の環境用水の排水路線である雨水幹線で、津波は喰い止められた。取水口である愛宕
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堰には地震の被害はなかったが、幹線水路では、護岸の崩壊が、仙台堀で 2 箇所、六郷堀

で 1 箇所見られた(写真 3-1 左)が、津波による被害はなかった。 

津波の被害を受けた雨水幹線排水路から東側の地域は、愛宕堰の農業用水の受益の約 8

割に相当する農地が津波の被害を受けて水稲の作付ができなくなっていた。愛宕堰からは、

津波の被害が及ばなかった 2 割の農地へ農業用水を送っていた(写真 3-2 右)。 

 

護岸が崩壊し応急処置が行われた六郷堀 震災後の若林区役所横の七郷堀 
写真 3-2 被災後の六郷堀七郷堀 

 

また、震災から 4 年が経過しようとしてい 2015 年 1 月 26 日聞き取り調査では、被害

が生じた一部水路の復旧工事は、2012 年度に行われ、工事期間中は対象水路への通水停止

をしたが、他の水路への通水を継続したとのことである。また、六郷堀七郷堀の受益地の

農地では、2011～2013 年度の 3 年間にわたり除塩事業(津波で農地に残った塩分を取り除

くための事業)が実施された。この間、除塩のための通水量を増加して取水した。非かんが

い期の環境用水は 0.3m3/s であるのに対し、2011 年度は、0.9 m3/s、2012、2013 年度は、

0.5 m3/s の水量を取水、通水した(足立，2015)。 

 

3.3.2 新潟市亀田郷 

 

(1)地域の概要 

亀田郷地域は、新潟県新潟市中央部に位置する都市近郊農村地域であり、信濃川、阿賀

野川、小阿賀野川に囲まれた輪中地帯である。近年、新潟市街地に近いことから都市化・

混住化の進行が顕著であり、水環境の悪化が進んでいる。環境用水の受益範囲は、新潟市

河南区を中心とした亀田郷地域であり、市街化調整区域内に位置する。亀田郷の面積は約

11,000ha であり、周囲の河川沿いから鳥屋野潟までがすり鉢状になっており、地域の 3

分の 2 が海抜ゼロメートル以下である。地域の農業用水は、信濃川、阿賀野川、小阿賀野

川から取水し、農地に配水され 終的に鳥屋野潟に流れ込む。鳥屋野潟は、亀田郷の排水

(2011 年 6 月 30 日撮影)
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が集まることから遊水池としての機能を果たしており、国営土地改良事業により整備され

た親松排水機場により常時排水が行われており、水面標高は－2m に維持されている。 

環境用水水利権は、浄化・生態系保全を目的としている。取水量は 0.95～2.15m3/s、取

水期間は 9 月 11 日から翌年の 4 月 23 日までである。 

 

 
図 3-3 亀田郷地域の位置図 

（国土地理院 1/25,000 地形図「新潟北部」、「新潟南部」、「白根」、「松浜」、「水原」、「新

津」より作成）        ：亀田郷地域の範囲を示す。 
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取水施設である舞潟揚水機場樋門 整備された清五郎排水路 
写真 3-3 亀田郷の状況 

 

(2)亀田郷地域の成り立ち 

亀田郷は、信濃川、阿賀野川および両水路を連絡する小阿賀野川に囲まれた輪中地帯で

ある。亀田郷は面積の約 3 分の 2 が 0 メートル地帯であり、かつては「芦沼」、「地図にな

い湖」と表現されるほど排水不良地域であった。そのため、田植えや稲刈り作業は、腰ま

で水につかりながら行われた。また、海が荒れると海水が逆流し、稲を腐らせてしまう年

もあった。農業者は、重労働に加え、食料を得られないという不安を抱きながらの生活を

強いられていた。（亀田郷土地改良区，1997） 

江戸時代には、新田開発や河川の開削が行われた。新潟平野の洪水被害の 大の原因は、

砂丘によって河口閉塞した河川であったことによる。これに着目し、江戸時代後半から明

治、大正にかけて放水路が開削された。これによって外水被害が解消された。1730(享保

15)年には、松ヶ崎放水路工事が実施され、阿賀野川は信濃川と分離された。その後も度重

なる大水害が発生したため、信濃川の洪水の一部を日本海へ流すようにする大河津分水路

工事が 1909(明治 42)年に着工された。 

1890(明治 23)年水利組合条例が公布され、新潟県では、1892(明治 25)年に条例が実施

された。この条例によって、農地の用排水など水利事業を行う普通水利組合と水害防除の

ために河川改修を行う水害予防組合が設立されるようになった。この普通水利組合は現在

の土地改良区の前身となる。 

1892(明治 25)年、内水排除を目的とした内燃機関による排水ポンプ場が西蒲原郡巻町

（現新潟市）に設置された。その後、1912(明治 45)年には亀田郷で 38 箇所の排水ポンプ

場が設置されていた。また、1916(大正 5)年には、郷のほぼ半分の面積にあたる 4,466ha

が排水ポンプの受益地になっていた。 

ポンプからの排水は郷の唯一の排水河川である栗の木川に排水されていた。ポンプ排水

が一気に行われると栗の木川の水位が上昇して自然排水ができなくなり、水稲の被害が大
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きくなるという苦情が出た。このため、1951 年に「阿賀野川沿岸大規模農業水利事業」が

開始された。この事業の申請団体は、亀田郷水害予防組合であったが、後に亀田郷耕地整

理組合を経て、1951 年に亀田郷土地改良区に組織変更が行われた。 

栗の木排水機場は、1948 年に完成した。受益面積 10,016ha（うち、農地 8,543ha、宅

地受益 571ha）で、亀田郷全域の一元的な排水制御が実現した。しかしながら、施設が戦

中・戦後の切り詰めた予算で行われたため、手直し工事が多く、ほ場の区画整理における

農家負担が大きく、土地改良区の賦課金徴収もままならないため、排水機場は国が管理を

行うことが要望された。1962 年から栗の木排水機場は県管理となり、管理の 40％が国庫

補助となった。（三沢，2009） 

その 2 年後の 1964 年に発生した新潟地震により栗の木排水機場が被災したため、鳥屋

野潟の西側に親松排水機場が建設された(1968 年)。さらにその後 30 年が経過し、老朽化

による異常停止、排水機場の沈下、維持管理費の増大等により管理が困難になってきたこ

とから 2008 年に親松排水機場は全面更新され、排水能力は従来の 40m3/s から 60m3/s へ

と向上した。 

 

(3)環境用水導入の経緯 

1977 年に、鳥屋野潟の COD 値が 大 15mg/l に達したことから、新潟県と関係市町（新

潟市，旧亀田町，旧横越町）では、試験浄化として、舞潟揚水機場から鳥屋野潟への導水

（1977 年 10 月 1 日～1978 年 3 月 31 日）を実施した。その後、1980 年からは鳥屋野潟

浄化事業が開始され、 大 4 か所の揚水機場から鳥屋野潟への導水が実施され、現在まで

続いている（新潟県河川管理課，2009）。 

1986 年からは、鳥屋野潟総合整備推進行政連絡会議（北陸地方整備局，新潟県，新潟

市，亀田郷土地改良区）が設立された。同水質汚濁対策部会において、1986 年 3 月に「鳥

屋野潟水質改善計画・第一期」が策定され、以降 5 年毎に計画を改定している。2001 年 1

月に策定された「鳥屋野潟水質改善計画・第四期」では、COD に関して「湖沼類型 B」（5mg/l

以下）を達成することおよび自然豊かな潟の保全・再生を目標としている（鳥屋野潟総合

整備推進行政連絡会議水質汚濁対策部会，2001）。その後、河川サイドで清流ルネッサン

ス 21 地域協議会および清流ルネッサンスⅡ地域協議会の取り組みや、農水サイドでは、

地域用水機能増進事業の取り組みなどが進められた。 

こうした取り組みを受けて、2001 年に農業水利基本調査を経て、2002～2006 年まで都

市化地域水環境改善実証調査が実施された。2001～2003 年度は通水量を変化させた試験

通水により必要量を検討し、2004～2006 年度は必要量を通水して検証がなされた。 

そして、2007 年 10 月、新潟市が環境用水の水利権を取得した。国土交通省河川局が「環
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境用水にかかる水利使用許可の取扱い基準の策定」を発表して以降、亀田郷が初めて環境

用水の水利使用許可を受けた。 

 

(4)維持管理体制 

環境用水導水に係る維持管理費については、新潟市と亀田郷土地改良区の間で協定書が

締結され、市が舞潟揚水機場の運転経費のうち使用電力量相当分、導水路管理費、水質・

生態系調査費を負担し、土地改良区が揚水機場の運転人件費および除塵費を負担している。

また、導入された環境用水は、親松排水機場から放流する必要があるが、環境用水導入に

よる排水量の増加分は従来の 5％程度であり、その増加分の費用負担は、従来の費用負担

どおりとされている。費用は、国、県、市、土地改良区が負担している。 

環境用水が流れる水路などでは、従来から水路の周辺の住民による地域活動が展開され

ている。取り組みは、2000 年に亀田郷地域用水対策協議会を設立し、住民参加による地域

づくりを目指している。亀田郷土地改良区管内の主要水路と地域活動を、表 3-6 郷内の

主要水路と地域活動に示す。 

 

表 3-6 郷内の主要水路と地域活動 
地区名 関係主要水路 整備および住民参加活動 

鳥屋野潟地区 女池網川原排水路 遊歩道の整備に向けた清掃活動 

曽野木地区 
清五郎排水路 栽培活動、排水路を灯篭を飾る「あじさい祭り」の開催 

東用水路 栽培活動 

両川地区 両川用水路 
水路整備、生態系保全ゾーンの整備、魚の放流イベント 

防火機能ゾーンの整理 

石山地区 
竹尾第一排水路 都市排水の増加を鑑みた「水辺のたより」の発行、清掃活動。 

横越排水路 桜の植樹 

山潟地区 
清五郎排水路下流

部 

在来種水生生物の植栽、生き物調査、桟橋の設置、ホタルの観察会、

中学校との環境教育連携 

亀田地区 清五郎排水路 親水施設の設置、水生生物の植栽 

大形地区 海老ヶ瀬排水路 
ミズアオイ（絶滅危惧種Ⅱ類）の保全活動、維持管理のための木道の

設置、観察会の開催 

大江山地区 大渕排水路 フラワーロード作り、大渕の池整備、ビオトープ池の生き物調査 

横越地区 阿賀用水路 整備計画策定ワークショップ、水路美化看板の設置、プランター設置

注）亀田郷土地改良区資料および聞き取り調査にて作成（柏尾，2012） 

 

表中、曽野木地区の清五郎排水路で開催される「あじさい祭り」は、毎年開催される恒

例行事となっている。こうした水辺再生に関わる地域づくりは、100 回を超えたというワ



36 
 

ークショップで住民が作ったものであり、土地改良区と住民の連携の成果である。亀田郷

地域用水対策協議会が主催し定例化しているイベントには、①亀田郷一斉清掃、②亀田郷

水土里の路ウォーキングがある。日常的なごみ収集や水路の泥上げなどの管理作業は、農

家によってなされている。非農家の参加は、一斉清掃、ウォーキングなどの各種イベント

のみある。（柏尾，2012） 

 

(5)環境用水導入の効果 

水質保全に関しては、一部目標に達していない時期、地点が存在するが、おおむね COD 

5mg/l をクリアしている。景観保全については、藻類の繁茂や赤水の発生などが抑制され、

景観保全の効果が認められている。生態系保全については、メダカ、ヤリタナゴなど重要

種を含め多様な生態系の保全が図られている。また、市民参加の自然観察会や農業体験交

流、ウォーキングイベントなどにぎわいの創出につながっている (皆川・越山，2011) 。 

 

(6)環境用水導入の成立要因 

現地調査を通じて、新潟市亀田郷の環境用水が成立した要因として以下の項目が考えら

れる。 

①鳥屋野潟浄化事業の取組：1977 年に鳥屋野潟の COD が 15mg/l に達したことから、

県と関係市町が信濃川、阿賀野川から鳥屋野潟への浄化用水導入事業を実施しており、現

在まで 30 年以上続いている (新潟県河川管理課，2009) 。 

②水質の悪化：冬期は、水利権がないことから水路に水が流れず、排水路に流入してく

る地域の雑排水が滞留し、水質悪化が著しい。こうしたことから農業者や地域住民から良

好な水辺環境の再生が求められていた (新潟市、亀田郷土地改良区，2006) 。 

③亀田郷土地改良区と自治連合会から冬期導水の提案：両者は、「亀田郷環境整備連絡

会」を設立し、非かんがい期の用水導入を提案している。亀田郷土地改良区は、鳥屋野潟

の集水域のほとんどを占める大きな土地改良区であり、農業水利施設の管理のみならず地

域の農業振興や環境保全といった観点で活動を展開しており、環境用水の導入においても

土地改良区の存在は大きい。 

④関係機関の連携：鳥屋野潟総合整備推進行政連絡会議や試験通水の実施等において、

関係行政機関の連携が図られた。 

⑤通水試験の実施：仙台市と同様に試験通水が実施され、妥当性の検証がなされた。 

⑥都市化地域水環境改善実証事業による支援：仙台市と同様の事業が実施されている。 

⑦鳥屋野潟の水質保全目標：鳥屋野潟総合整備推進行政連絡会議（北陸地方整備局、新

潟県、新潟市、亀田郷土地改良区）が設立され、「鳥屋野潟水質改善計画」が策定され、水
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質保全目標が設定されている。 

⑧水路整備：環境用水を導入した水路の一部では、農林水産省の補助事業である地域用

水機能増進事業により、水路の護岸が整備され、景観に配慮した水路となっている。 

⑨維持管理の主体：環境用水導入に係る維持管理については、亀田郷土地改良区が人件

費を負担し、実質的な管理を行っている。水路の日常的なごみ収集や水路の泥上げなどの

管理作業は農家が行っている。非農家は一斉清掃などイベント時の参加である。 

⑩維持管理費の負担：環境用水導入に係る維持管理費については、取水口の舞潟揚水機

場は市と土地改良区が協定を締結し、経費を分担している。排水施設である親松排水機場

の費用は、国、県、市、土地改良区で分担している。 

⑪利活用：環境用水の流下水路において自然観察会を実施しており、ウォーキングイベ

ント等のイベントが行われている。 

 

 

3.3.3 秋田県大仙市堀板地区 

 

(1)地域の概要 

大仙市は、秋田県の南東部に位置し、堀板地区は、雄物川水系川口川の沿岸にあり、仙

北平野の中央部に位置する。農地の区画整理である県営経営体育成基盤整備事業に伴い、

新たに生態系水路が設けられ、川口川に設けられている開堰から環境用水を取水している。

環境用水の受益範囲は、大仙市垣見内地内であり、市街化調整区域内に位置する。堀板地

区の環境用水は、生態系保全を目的としている。取水量は 0.089 m3/s であり、取水期間は

通年である。（大仙市，2008） 

 

川口川の開堰 環境用水が流れる生態系保全水路 
写真 3-4 堀板地区の状況 
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図 3-4 秋田県大仙市堀板地区位置図 

（国土地理院電子地形図 1/25,000，2012 年図式(2014 年 10 月 11 日ダウンロード)より

作成） 

 

 (2)環境用水導入の経緯 

本地区では、1969～1985 年度に国営仙北平野農業水利事業が実施された。事業実施前

は、仙北平野では玉川に複数の堰を設け引水していた。また、奥羽山脈を背にした扇状地

であり、湧水が多く、その水は農業や生活に利用されていた。 

しかしながら、井堰の老朽化やポンプの維持費の負担などから、慢性的な水不足を抱え

ていた。そこで、こうした問題を解決するため、玉川にあった 7 つの堰を玉川頭首工に統

合し、幹線用水路、幹線排水路が整備された。堀板地区は、川口川に設けられた開堰、日

吉堰、板見内堰などから、かんがい用水を取水していたが、国営事業の整備に伴い、取水

は国営幹線用水路および県営支線用水路に移し、旧堰は廃止の計画となっていた。 

2000 年度に県営経営体育成基盤整備事業堀板地区が開始され、2001～2005 年にかけて

工事が実施された。事業以前に取水していた開堰は 2005 年 3 月 31 日以降廃止することと

なっていた。そうした中で、2002 年に地区内で絶滅危惧種ⅠA 類のイバラトミヨ雄物型の

生息や準絶滅危惧種のバイカモ、ナガエミクリが確認された。関係機関が協議した結果、

魚類や水生植物の貴重種の生息環境を維持・保全するうえで、取水源となる開堰からの存

続が必要となった。そこで、従来の農業用水の慣行水利権を廃止し、生態系保全用水とし

て新規に水利権を取得することとなった。 

秋田県 

大仙市 

0                   1.5km 

開堰 

川口川 

生態系水路
態
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使用水量の算定は、イバラトミヨ雄物型の水深、流速に係る選好性の調査の結果、水深

10～20cm、流速 10～20cm(生息)の結果が得られた。これをもとに、水深 20cm を確保で

きる流量として算出している。水利権申請者は大仙市、許可権者は秋田県知事であり、2008

年 7 月 4 日に許可を得た。取水の条件として、開堰地点における川口川の流量が 2.2 m3/s

を超える場合に限ることになっている(大仙市，2008)。 

 

(3)維持管理体制 

水利使用許可を受け、市と土地改良区が管理委託協定書を締結している。開堰の管理の

一切を土地改良区に委託しており、委託にあたって市からの経済的な支援はない。年間の

維持管理作業としては、土水路の草刈り(年 2 回)、外来魚の駆除、生き物観察会の開催で

ある。これらの活動は、地域環境検討委員会（28 名で農家・非農家を含む）が中心となっ

ている。農林水産省の農地水環境保全向上対策も活用しているが、地域住民の生態系保全

水路に対する認知度が低く、水路沿いに案山子を立てるなどの PR 活動を実施している。 

環境用水を導入する場合の課題は、水路の維持管理に係る費用である。現時点では、水

路の維持管理に係る費用は農地・水環境保全向上対策を活用して実施しているが、今後事

業の終了も予想され、維持管理費の捻出が課題となっている。こうした形で維持管理費を

捻出することとなった背景には、環境用水を引きこむ水路が、圃場整備をきっかけとして

いること、市街化・混住化の進展が少なく農村地帯であることなどが挙げられる。 

案山子の PR を実施しているが、生態系保全水路・環境用水に対する地域住民の認識・

認知度は低い。認知度が低いことは、維持管理を進めていく上で草刈り作業などの参加者

に影響すると考えられる。こうした、水路に対する認識・認知度を向上させるためには、

その水路を構想・計画・設計する段階から地域住民が関わりを持つことが重要である。 

 

(4)環境用水通水の効果 

筆者らが調査した際(2011 年 9 月)、水利使用の許可期限は 2012 年 1 月 31 日であり、

更新の申請中とのことであったが、更新にあたっては、特に地域住民の取り組み状況や地

域住民の意向調査結果等は求められていなかった。その後、2014 年 4 月 28 日付で更新さ

れ、許可期限は 2017 年 1 月 31 日となっている。通水効果の検証は、秋田県立大学がモニ

タリング調査等を実施しているが、市、土地改良区では調査をしていない。 

 

(5)環境用水導入の成立要因 

現地調査を通じて、大仙市堀板地区の環境用水が成立した要因として以下の項目が考え

られる。 
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①絶滅危惧種の発見：農業用水路に絶滅危惧種ⅠA 種のイバラトミヨ雄物型の生息や準

絶滅危惧種のバイカモ、ナガエミクリの生息が確認された (大仙市，2008) 。 

②政策目的：圃場整備事業を始めとする農業農村整備事業では、環境との調和への配慮

を行うこととしており、本地区では絶滅危惧種の保全を行うことになった。 

③関係行政機関の連携：農業農村整備事業に係る生態系保全検討協議会が設置され、連

携が図られた。 

④圃場整備事業による対策の実施：圃場整備事業を進める中でイバラトミヨが発見され

たが、保全のための調査、検討が事業の中で実施された。 

⑤秋田県「水と緑の基本計画」への位置づけ：同計画にイバラトミヨの保全が謳われて

いる。 

⑥生態系保全水路の設置：圃場整備事業によって生態系保全水路が整備された。 

⑦土地改良区による維持管理：河川からの取水ゲートの管理は、土地改良区が市からの

委託を受け実施している。 

⑧維持管理費の負担：土地改良区は、無償で市から管理委託を受けており、土地改良区

が維持管理費を負担している。 

⑨利活用：地域の住民からなる地域環境検討委員会により、水路の草刈り、観察会の開

催などの管理が行われている。 

 
 

3.3.4 福島県会津若松市戸ノ口堰 

 

(1)地域の概要 

会津若松市は福島県の西部に位置し、会津地方の中心都市である。東に猪苗代湖、西に

阿賀野川水系阿賀川が流れており、猪苗代湖から流れ出る日橋川は阿賀川の支川である。 

環境用水は、既得水利権者の戸ノ口堰土地改良区が猪苗代湖および日橋川の河川水を猪

取頭首工から取得し、市街地の下流側に位置する受益農地まで導水する途中、用水を消費

することなく利用するものであり、戸ノ口堰土地改良区のかんがい用水の水利権の内数と

なっている。会津若松市の環境用水は、かんがい用水に完全従属する水利権である。環境

用水の受益範囲は、会津若松市の中心部であり、市街化区域内に位置する。 

環境用水水利権の目的は、鶴ヶ城の濠の浄化用水および市街地水路の修景用水である。

取水期間は通年であり、取水量は 1.39 m3/s である。（会津若松市，2011） 
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図 3-5 会津若松市戸ノ口堰位置図 

（国土地理院電子地形図 1/25,000，2012年図式(2014年 10月 5日ダウンロード)より作成） 

 

日橋川の十六橋水門 環境用水が流れ込む鶴ヶ城の濠 
写真 3-5 会津若松戸ノ口堰の状況 
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図 3-6 戸ノ口堰環境用水路線図 
 

 
 

 

0                                        2km 

（会津若松市，2011） 
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(2)戸ノ口堰の成り立ち 

鶴ヶ城は蒲生氏郷が外堀の開削を行い、1592(天正 20)年、鶴ヶ城の南側を流れる湯川に

設けられた雁堰から取水を行っていた。 

戸ノ口堰は、1623(元和 9)年、八田野村（現河沼郡河東町）の蔵之助という人が近隣に

未開拓の原野が多く、これを開発するには猪苗代湖の水を引くことが先決であると考えた

点に端初がある。 

蔵之助は時の藩主蒲生氏郷に申し出たところ許可があり、工事の着手および工事監督を

命ぜられた。しかし、2 年後、藩の財政難で工事は中止することとなった。そこで蔵之助

は、1632(寛永 9)年、私財を持ち出し人夫 2 万人を募って工事を継続したが、2500m 地点

の蟻塚という地点までたどり着いた時、資金が底をつき完成に至らなかった。 

その後、次代の藩主加藤嘉明に援助を願い出た。藩主はこの要請を受け入れ、堤左太夫

等に命じて 2 か年で 5 万人人夫を出役させ、1636(寛永 13)年八田野村まで水を引くことに

成功した。これは八田野堰と命名された。1638(寛永 15)年、さらに 2500m 開削が進み、

鍋沼まで到達した。水路の開削によって開田が進み藩の財政基盤を高めることとなった。

藩主は蔵之助の功績を讃え「八田」の姓を与え、その堰守に任命した。 

その後、1657 (明歴 3) 年、花積弥市は鍋沼から長原村までの約 10km の水路を作った。

さらに、1693 (元禄 6) 年には、若松城下まで水路が開削された。これにより、雁堰の水不

足を補い、城下町の生活用水として利用された。この時から戸ノ口堰と改称された (福島

県会津若松農地事務所，1981、中澤和彦，1997、福島県農業史編纂委員会，1983 a) 。 

1835(天保 6)年、佐藤豊助は、戸ノ口堰の水路幅を拡張し、屈曲した水路を直通にして

通水量の増加を図る計画を立て、藩主松平容保に意見書を差し出した。藩主はこの意見を

取り入れ、起工を命じた。会津各地から延べ 55,000 人の人夫を動員し、佐藤豊助が陣頭

指揮にあたり、3 年をかけ戸ノ口堰は全通した。このとき、飯盛山の北側を通っていた用

水堀は地質が軟弱で、たび重なる土砂崩れによる断水を引き起こしていたので、飯盛山に

隧道を通す計画が立てられ、大工事が実施された。これが、「飯盛山弁天洞窟」である。水

路の延長は 29.1km におよぶ。用水は、鶴ヶ城の濠へ引水されるようになった。こうして、

城の掘割の用水、城下町の用水として飲料用、防火、浄化等の多目的に利用された (福島

県会津若松農地事務所，1981、中澤和彦，1997、福島県農業史編纂委員会，1983b) 。 

戊辰戦争後に誕生した明治政府は、安積の荒野を開拓させようと入植を進め、その際、

新たな水源が必要となり、それを猪苗代湖に求めた。安積に水を引くためには、猪苗代湖

の水利問題を解決する必要があった。安積疎水の計画が持ち上がると、疎水によって猪苗

代湖の水位が低下し、日橋川で水不足が生じることを懸念し、計画中止を求める声が上が

った。この問題を解決するため、オランダ人技師ファン・ドールンによって十六橋水門が
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計画された。十六橋水門の計画は、日橋川を掘り下げると同時に、日橋川への流出口に架

設されていた十六橋を水門に作り替え、猪苗代湖全体をダム化するというものであった。

戸ノ口十六橋水門は、1879(明治 12)年に着工され、十六橋水門によって日橋川へ流す水の

量を調節することで水利問題を解決し、しばしば起こっていた会津地方の洪水も解決する

ことができた。その時から戸ノ口堰は、十六橋水門の左端の 2 門から取水するようになっ

た(中澤和彦，1997)。また、1888(明治 21)年、水利組合が設立され、1891(明治 24)年に、

水利組合法により知事の認可を得て、戸ノ口堰用水普通水利組合が創設された(福島県会津

若松農地事務所，1981)。 

その後、1912(明治 45)年に、会津電力株式会社(現東京電力株式会社)戸ノ口第一発電所

が、1919(大正 8)年に、第二発電所、第三発電所が建設され、1926(大正 15)年、会津製氷

株式会社石山発電所が建設され、発電用水として重要な役割を担った。1929(昭和 4)年、

会津若松市浄水場(滝沢浄水場)が完成した。これらによって、かんがいのほか、飲料用と

して会津若松市、河東町(現在の会津若松市河東町) の上水道、発電、工業用水、防火、

衛生等に用水を利用していた。 

戦時体制下の 1943 年、猪苗代湖の貯水量を増加させるため、東京電力株式会社が湖面

低下工事を実施したが、十六橋水門からの取水が困難になり、日橋川の左岸(現在の猪取)

より、揚水機(φ1000mm×3 台、Q=25m3/s)をもって取水するようになった。現在では、

東京電力、玉川金属、国鉄機関区、同保線区等、工業・発電・交通・文化・観光等多目的

に利用されている。 

1949 年、土地改良法が施行され、1952 年に戸ノ口堰土地改良区が誕生した。戸ノ口堰

は開堀以来 350 年余りを経過し、漏水および山腹を通るため崩壊を繰り返したため、1973

～1984 年にかけて、県営かんがい排水事業が実施され、揚水機 3 台は廃止され、新ルー

トによる水路にて自然取入れとした。改修水路延長 12.2km(供用区間 3.4km、専用区間

8.9km)となっている。（戸ノ口堰土地改良区，2011） 

 

(3)環境用水導入の経緯 

会津若松市の環境用水は、既得水利権者の戸ノ口堰土地改良区が猪苗代湖および日橋川

の河川水を取得し、受益地まで導水する途中、用水を消費することなく利用するものであ

り、戸ノ口堰土地改良区のかんがい用水の水利権の内数となっている。他の水利権に完全

従属する環境用水水利権は、初めての事例である。 

戸ノ口堰の用水は、古くから城下町の用水として利用されていたが、1964 年の河川法

改正の時、慣行水利権の届け出がなされておらず、濠への用水利用については、水利権が

存在しなかった。10 年ほど前、戸ノ口堰土地改良区の農業用水が、農地の減少等により用
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水取水量が減水されることが明らかになったことから、市が環境用水として水利権を確保

することとなった。 

2003～2005 年の 3 年間に、必要とする水量の調査や、水利権取得のための資料作成な

どを実施した。濠への浄化用水として、アオコが発生しにくいクロロフィル a の値を指標

として必要水量を求め、Q=0.3 m3/s の値を得た。こうした経過を経て、2007 年に申請を

行い、2009 年 1 月に水利使用の許可を得た。 

 

(4)維持管理体制 

施設にかかる維持管理費は、基本的に年間取水量の割合をもとに、負担割合を決定して

いる。取水施設は、既得水利権者の施設物であり、必要な費用は負担し、管理運営は、施

設管理者が実施している。かんがい用水への影響、取水施設の管理、取水量、取水方法な

どについて市と土地改良区との間で管理に関する協定を定めている。 

維持管理における課題は、取水量および水質を国土交通省へ報告するために必要な調査

の簡素化である。取水量の把握が必要な地点は、25 箇所にのぼり、市の職員が毎日 25 箇

所の水位を計測しており、多くの労力を費やしている。水質調査も必要であるが、市の水

道部局で分析を行っており、管理費の節減が求められている。 

流量調査地点が多いこと(25 箇所)は、本市の環境用水が農業用水の完全従属であること

にも起因している。河川管理者へ環境用水の取水量を報告するとともに、従属元の土地改

良区に対し、環境用水として利用し消費することなく、市街地下流側の農業用水路へ流下

させていることを説明する必要があるためである。 

 

(5)環境用水導入の効果 

環境用水の導入によって期待できる効果として次の 3 点が挙げられている。①濠の水質

保全、②市街地水路の景観向上、③「まちなか」観光への貢献である。 

濠の水質保全については、濠の内での水の滞留時間を短くすることで、アオコの大量発

生を抑制することを目標としており、導水実験の結果、0.3 m3/s の導水により、アオコの

大量発生が抑制できたことを確認している。 

市では、「会津若松市景観条例」に基づき「歴史的景観指定建造物」や「自然景観指定

緑地」を指定している。環境用水が流れる濠や水路では、これらの指定建造物等の景観的

価値を高めることができるものと考えられている。 

「まちなか観光」は、市内に数多く残る史跡、古い街並み、歴史的建造物などを巡るも

のであり、まちなかの水路や鶴ヶ城の濠、松平氏の庭園である御薬園など戸ノ口堰に関わ

る水利施設が残っている。環境用水の導水により、1 年を通して常に流水を得ることがで
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き、会津若松市が戸ノ口堰の水と共に育ち、発展してきた歴史や水文化を市民に伝えるこ

とができるものと考えられている(会津若松市，2011)。 

 

(6)環境用水導入の成立要因 

現地調査を通じて、会津若松市戸ノ口堰の環境用水が成立した要因として以下の項目が

考えられる。 

①用水の歴史：戸ノ口堰からの用水路は、白虎隊で有名な飯盛山の弁天洞窟を流下し、

城の掘割、城下町の用水として活用されてきた。 

②鶴ヶ城の濠の水質悪化および水量の減少：アオコの大量発生が見られるため、濠の水

質改善が必要となった。また、農業用水が水田に届く前に、濠の用水として利用していた

ため、農地の減少により濠の用水の水量が減少してしまうことが懸念された(会津若松市，

2011)。 

③観光資源としての活用：鶴ヶ城、御薬園など観光資源の中に、戸ノ口堰に関わる水利

施設が存在しており、観光資源を一層活かすことに役立てている。また、市街地水路の景

観保全（歴史的景観指定建造物の近傍水路）にも役立っている。 

④関係機関の連携：市と土地改良区は、環境用水の許可取得、用水の維持管理のため連

携を図っている。 

⑤市が維持管理を直接実施：流量調査や水質調査など維持管理の実務を市役所が積極的

に実施している。 

⑥市による維持管理経費の負担：維持管理費の負担は、取水量割で、市と土地改良区が

合意している。環境用水に係る部分については市が負担している。 

 

 

3.3.5 川崎市二ヶ領用水 

 

(1)地域の概要 

二ヶ領用水は、川崎市多摩区に位置し、多摩川の水を上河原堰、宿河原堰から取水し、

かんがい用水、工業用水のほか準用河川二ヶ領上河原川および準用河川二ヶ領宿河原川の

河川維持用水として利用している。この河川維持用水が、これらの河川の環境用水として

機能している。準用河川二ヶ領上河原川および準用河川二ヶ領宿河原川が流れる川崎市多

摩区は、市街化区域に位置する。 

取水の期間は通年である。河川維持用水の取水量は 1.40 m3/s（上河原堰 0.50 m3/s、宿

河原堰 0.90 m3/s）である。 
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二ヶ領宿河原川 久地円筒分水 
写真 3-6 二ヶ領用水の状況 

 

 
図 3-7 二ヶ領用水位置図 

 

(2)用水の成り立ち 

二ヶ領用水は、1597(天正 7)年、徳川家康から治水と新田開発の命を受けた小泉次大夫

が、14 年の歳月をかけて 1611(慶長 16)年に完成した歴史ある用水である。その後、百年

余り経た頃には、用水路は欠損し、荒廃した状況になったため、1724(享保 9)年田中休愚

は、幕府の命令を受け、本格的な改修工事を実施した。 

明治以降は、二ヶ領用水から取水する横浜水道が開設(1873(明治 6)年)され、飲料水とし

ての水道用水や工場への工業用水などとして利用された。大正時代になると近代的工場の

進出とともに南部から次第に農地が減少し、近年では北部でも宅地化等により農業用水と

0                       2km 

（川崎市河川図より） 
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しての機能は小さくなっている。1941 年、正確な分水管理ができる装置として円形分水の

方式が採用され、久地円筒分水が完成した。同年には、それまで二ヶ領用水を管理してい

た二ヶ領用水組合は、組合の財政上の理由で、財産および権利義務一切を川崎市に移管し

ている（新多摩川誌編集委員会，2001）。 

 

(3)環境用水導入の経緯 

水利権許可は、1934 年に当時の許可権者である神奈川県知事が稲毛川崎二ヶ領普通水

利組合に流水の占用許可（かんがい用水，上河原堰：5.175 m3/s，宿河原堰：4.174 m3/s，

合計：9.349 m3/s）を与えている。それ以降 10 年ごとに更新が行われている。 

1974 年 9 月 1 日に台風 16 号による多摩川の増水により、二ヶ領用水宿河原堰対岸が破

堤し、東京都狛江市の民家 19 棟が流失倒壊するという多摩川水害が発生した。このこと

をきっかけに、宿河原堰の切り下げが提起され、旧建設省による取水量調査の結果、1982

年 8 月にかんがい用水：3.50 m3/s（上河原堰：2.30 m3/s，宿河原堰：1.20 m3/s），工業用

水 2.35 m3/s，合計：5.85 m3/s へと変わった。 

1985 年から、川崎市は二ヶ領上河原川および二ヶ領宿河原川における親水性護岸工の

改修に着手した。親水公園と親水緑道が整備され、さらに多自然型工法が採用されて美観

と動植物の生息に配慮した河川整備が行われた。一方、上河原堰で取水された用水のうち

工業用水は二ヶ領本川を流れず、かんがい用水も非かんがい期には流れないことから、冬

期には水路を流れる用水はなく、雑排水が流れ込んだことによって水路の環境が悪化した。 

こうしたことから、1986 年に川崎市から旧建設省関東地方建設局京浜工事事務所あて

に「二ヶ領用水の確保等に関する意見書」が提出された。また、1990～1993 年にかけて

「二ヶ領用水検討会」（旧京浜工事事務所，川崎市）が必要水量を検討した。その後 1992

～1994 年にかけて神奈川県知事、川崎市長、二ヶ領用水の再生を考える会が旧建設省に「二

ヶ領用水への導水要望書」を提出した（川崎ら，2001）。1993 年には多摩川水害訴訟の判

決確定を受け、川崎市は、宿河原堰の費用負担、二ヶ領宿河原川の環境用水の確保につい

て河川事務所に対して要望を上げた。 

そうして、1995 年に河川維持用水として許可されることになった。許可にあたって、

二ヶ領用水宿河原川は、用水路であったため河川維持用水を流すことができないことから、

市は準用河川に指定することで、河川維持用水を通水できるようにした（川崎ら，2001）。

こうした経緯を経て、1995 年 12 月にかんがい用水：1.30 m3/s（上河原堰：1.30 m3/s，

宿河原堰：なし），工業用水 2.35 m3/s，河川維持用水 1.40 m3/s(豊水)，合計：5.05 m3/s

の水利使用が許可された。 
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(4)維持管理体制 

川崎市へのヒアリングの結果、二ヶ領上河原川および二ヶ領宿河原川は、準用河川であ

り、河川管理者は川崎市であるため、市が維持管理をしている。また、河川愛護団体が河

川の清掃などを行っていることが明らかになった。 

 

(5)環境用水導入の効果 

二ヶ領宿河原川は、親水空間を設けた護岸整備がされており、河川維持用水の通水によ

り、環境親和的な水辺空間が形成されている。また、様々な市民活動も展開されている。 

具体的には、環境用水の確保活動と同時期にあたる 1985 年には「二ヶ領用水中原百乃

会」が発足した、中原区では、二ヶ領用水沿いが昔桃の里であったことを後世に残すため

の活動を開始した(甲斐，2014)。同年に前述の「二ヶ領用水の再生を考える会」が発足し、

署名活動や、旧京浜工事事務所へ意見書を提出するなどの活動を行うとともに、二ヶ領用

水再生マスタープランを市民と市当局との協力で作成していくことを提案し、1989 年の川

崎市長選で高橋市長の公約の一つとしてこの提案は実現した。そして、1993 年「二ヶ領用

水総合基本計画」がまとめられた(川崎ら，2001)。 

2013 年 3 月には、「二ヶ領用水総合基本計画」が改定された。これによると二ヶ領用水

に関わる市民団体は 21 団体(2010 年 3 月時点)あり、1970 年代から活動する歴史ある団体

もあるが、2000 年以降に活動を開始した団体が 12 団体あり、表 3-7 にみるように多様な

団体が様々な活動を行っている(川崎市，2013)。 
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表 3-7 二ヶ領用水に係わる市民活動団体 

 
 

(川崎市，2013) 
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川崎市では、よりよい環境を保全・創造し、水質浄化を進め、快適な河川の水環境を創

出することを目指し、1993 年 3 月に「川崎市河川水質管理計画」を策定した。この計画

には水環境の保全と水に親しめる環境づくりという目標が定められており、表 3-8 にみる

ように親水施設利用目的指針で親水施設について水質や河川の状況などが示されている

(近藤・吉田，2008)。 

 

表 3-8 親水施設利用目的指針 
目標 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

水遊びのできる川 魚などの生き物に親しめ
る川 

散策のできる水辺

BOD・COD 3mg/l 以下 5mg/l 以下 8mg/l 以下 
DO 5mg/l 以上 5mg/l 以上 2mg/l 以上 

大腸菌群数 1000MPN/100ml 以下   －   － 
臭気 不快でないこと 不快でないこと 不快でないこと

水深 子供の膝の高さくらい
の水深(約 20cm) 

魚類が生息するのに適当
な水深(20cm~50cm 程度) 

一定の水量感を持つ水深
(20cm~50cm 程度) 

 

 

甲斐(2014)は、2013 年の二ヶ領用水の水質調査結果と生き物調査の結果を報告している。

それによると、多摩川の環境基準類型は B 類型に指定されているが、多摩川の 2013 年度

の平均水質は、pH、BOD、SS、DO とも基準値以内であり、二ヶ領用水についても、多

摩川とほぼ同じ水質であり、良好な結果であった。生き物調査では絶滅危惧種であるメダ

カ、県内準絶滅危惧種のウグイ、カマツカが確認されており、良好な状態になっている。 

 

(6)環境用水導入の成立要因 

現地調査を通じて、川崎市二ヶ領用水の環境用水が成立した要因として以下の項目が考

えられる。 

①用水の歴史：二ヶ領用水は、1597 年徳川家康から治水と新田開発の命を受けた小泉

次大夫が、14 年の歳月をかけて建設した。明治以降は、水道用水や工業用水としても利用

された。 

②二ヶ領用水の再生を考える会の活動：市民団体である二ヶ領用水の再生を考える会は、

署名運動やシンポジウムの開催など二ヶ領用水の再生を目指した活動を行った。 

③冬期の水量の不足：かんがい用水が非かんがい期には流れないことから、生活雑排水

が流れ込んだことにより、水路の環境が悪化した。 

④県、市、市民からの導水要望：1992 年に神奈川県知事が旧建設省関東地方建設局あ

てに「二ヶ領用水への導水要望」を行い、1993 年には市が旧関東地方建設局京浜工事事務

所あてに要望書を出した。1994 年には、市民団体の二ヶ領用水の再生を考える会から要望

川崎市河川水質管理計画，1993 年 5 月 より 
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書が提出された (川崎ら，2001) 。 

⑤関係機関の連携：川崎市と旧京浜工事事務所は検討会を設け、二ヶ領用水における環

境用水の水量などについて検討した。 

⑥水路の整備：1988 年、二ヶ領本川は「ふるさとの川整備事業」1)に指定され、1991

年から親水公園と親水緑道が整備され、さらに河道内には多自然型工法が採用されて景観

と動植物の生息に配慮した河川整備が行われた。 

⑦市による維持管理の実施：非かんがい期の導水は、水路を準用河川とすることで、1995

年に河川維持用水として実現した。準用河川のため、維持管理は市が行っている。 

⑧維持管理費：市の管理河川であり、維持管理にかかる費用は市が負担している。 

 

 
3.3.6 金沢市鞍月用水 

 

(1)地域の概要 

金沢市は、犀川、浅野川の 2 つの河川に挟まれており、「用水のまち金沢」と呼ばれる

など市内は網の目のように用水が張り巡らされている。これらの用水路は主に江戸時代か

ら、生活、かんがい、防火、資材運搬、消雪、庭園の曲水などの目的で開削された歴史的

な施設である。 

金沢市内の用水の数は 55 本、延長は 150km に及ぶ。金沢で も古い用水は、大野庄用

水で 1573(元亀 4 年)～1592(天正 20)年に造られた。用水の目的は、かんがい、物資の輸送、

防火、防御、融雪などで、大きな役割を果たしたと伝えられている。1700 年頃までには、

辰巳用水、鞍月用水をはじめ多くの用水が造成され、現在の用水の基本的な骨格が形成さ

れた。2001 年、金沢市は用水保全条例を制定し、用水とその周辺を一体とした街並みの保

全に取り組んでいる。 

鞍月用水は、慣行水利権であり、年間を通じて取水している。鞍月用水の環境用水とし

ての受益範囲は、香林坊など金沢市の中心部であり、市街化区域に位置する。 
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図 3-8 金沢市の用水位置図 

 

0                           2km 

（金沢市，2010a）
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香林坊付近の用水 武家屋敷付近の用水 
写真 3-7 金沢の用水の状況 

 

(2)用水保全条例の概要 

用水保全条例では、その目的を次のように規定している。「この条例は、藩政時代から

金沢のまちを網の目のように流れ、四季折々の風景を映し出し、市民生活に様々な恵をも

たらしてきた用水を市民とともに保全することにより、潤いと安らぎあふれる本市固有の

用水環境を育み、貴重な財産として、後世代に継承することを目的とする。」 

条例は、特に保全を必要とする用水を保全用水として指定することができ、現在 21 の

用水が保全用水に指定されている。条例の基本方針は、①用水景観：歴史的なまちなみや

繁華街のにぎわい、閑静な住宅街、緑豊かな自然環境との調和を図る、②開渠化の促進：

必要以上に幅の広い私有橋の撤去や狭小化を図り、通行以外の目的には使用しないように

する、③清流の確保：年間通水を確保し、定期的な清掃を行い、水生生物の生息に配慮し

た用水環境の形成に努める、④用水の利用：消雪用水や防火用水源としての利用を促進す

る(金沢市，2010b)。 

保全用水内では、橋梁その他工作物の設置、大規模な修繕・模様替え、堤防・護岸およ

び河床に係る工事はあらかじめ行為の届け出が必要である。さらに保全用水に接する土地

内においても建築物の新設、増築のほか、外観の変更等についても届け出が必要となって

いる。こうした内容を持つ条例の施行により、鞍月用水では暗渠化した用水路を開渠化す

ることに成功した。大野庄用水では長町武家屋敷の土塀が保全され、金沢を代表する景観

として観光名所となっている。 

用水路景観を含めた金沢市の景観に対する取り組みは、1964 年に制定された「武家屋

敷群の土塀・門等の修復制度」の新設に始まる。次いで、1968 年に「金沢市伝統環境保存

条例」が制定された。地方自治体によるこの環境条例は全国で 初である。その後、「金沢

市伝統環境保存条例」は、1982 年に、より用水路景観を重視する形で改正され、新たな専
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門部会として用水部会が設けられた(山下，2007)。 

これと前後して 1979 年には金沢経済同友会が、「金沢の用水」と題する提言をまとめ、

その中で用水は貴重な文化財と位置づけ、用水の復元・修景の必要性を主張している (金

沢経済同友会，1979) 。 

その後、1989 年には「金沢市伝統環境保存条例」は発展的に廃止され、「金沢市におけ

る伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例」として発展、継承された。また、

1994 年には「金沢市こまちなみ保存条例」を制定し、1996 年に「金沢市用水保全条例」、

翌 1997 年には「金沢市斜面緑地保全条例」が相次いで制定された (山下，2007) 。 

これらにより、都市の骨格となる用水環境を大きな景観財産と位置づけ、その保全に取

り組むこととなった。 

 

(3)維持管理体制 

市街地の水路は、取水口のゲート操作を含め、市が管理している。農村地域の水路は、

鞍月土地改良区が管理している。維持管理にかかる経費については、市街地部分は市、農

村部分は土地改良区と分けている。 

 

(4)環境用水導入の成立要因 

現地調査を通じて、金沢市において広義の環境用水が成立した要因として以下の項目が

考えられる。 

①歴史ある用水路：金沢の用水路網は 1600 年代に整備され、城下町の物資の輸送、防

火、防御、融雪、庭園の曲水など、金沢のまちの形成に深い関わりを持っている。さらに、

鞍月用水の一部は、金沢城の外堀（西総構堀）となっている。 

②用水に対する市民の意識：1979 年に金沢経済同友会がまとめた提言「金沢の用水」

で「金沢の都市景観の生命は水景」、用水保全条例においては「藩政時代から金沢のまちを

網の目のように流れ、四季折々の風景を映し出し、市民生活に様々な恵みをもたらしてき

た用水を市民とともに保全することにより、潤いと安らぎあふれる本市固有の用水環境を

育み、貴重な財産として、後世代に継承」と謳っており、金沢市の用水が歴史的、伝統的、

文化的な財産であるとの意識が市民の中に根づいている。 

③用水の景観保全等：景観保全、防火、庭園の曲水、消雪、親水など用水の多面的機能

が活用されている。 

④経済界からの提言：上記の「金沢の用水」では、用水は貴重な文化財と位置づけ、用

水の復元・修景の必要性を主張した (金沢経済同友会，1979) 。 

⑤伝統的な都市景観の保全：用水は、金沢の景観構成の重要な要素であるとして、市内
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観光の観点からも用水のある伝統的な都市景観の保全を図っている。 

⑥市と土地改良区の連携：暗渠を開渠にする際、市と土地改良区が連携して事業に取り

組んだ。 

⑦金沢市総合計画、環境基本計画における位置づけ：金沢市の総合計画である「金沢都

市構想第 2 次基本計画」において、伝統的都市景観の保全に関する１つの事業計画として

「用水・みち筋の保全・再生」が挙げられている。 

⑧金沢市用水保全条例の制定：条例の基本方針は、a.用水景観の保全・復活、b.暗渠化

された水路の開渠化の促進、c.定期的な清掃や水生生物の生息への配慮など清流の確保、

d.消雪用水や防火用水源としての用水利用の促進である。 

⑨水路の開渠化・周辺整備：香林坊地区では、市街地再開発事業に伴い、暗渠であった

用水路を開渠化し、石積み護岸が整備された。 

⑩市による用水の管理：鞍月用水は農業用水路であるが、市街地部分はゲートの操作、

塵芥の処理など市が管理している。 

⑪維持管理費：市街地部分の管理費は市が負担している。 

 

 

3.3.7 滋賀県彦根市寺井湯井堰 

 

(1) 地域の概要 

対象地域は、滋賀県彦根市南部に位置し、寺井湯井堰は彦根市肥田町地先にあり、地域

用水の受益範囲は、金沢町および稲里町である(図 3-9)。 

本地区の地域用水は、1 級河川宇曽川に設けられた寺井湯井堰から取水され、導水路を

通過し、1 級河川顔戸川に注水され、金沢町地先に設けられた金沢井堰から取水され受益

地へと送水される。 

取水量は、0.27 m3/s であり、取水期間は通年である。水利使用の目的は地域用水であ

る。申請者は彦根市、許可権者は滋賀県であり、2006 年 10 月 24 日に許可された。許可

期間は、許可日から 2016 年 3 月 31 日までの 10 年間である。(彦根市，2006) 

 



57 
 

宇曽川の寺井湯井堰 集落内の用水路 
写真 3-8 宇曽川寺井湯井堰の状況 

 

 
図 3-9 寺井湯井堰位置図 

（国土地理院 1/25,000 地形図「彦根西部」より作成） 
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(2) 宇曽川・寺井湯井堰の成り立ち 

寺井湯井堰の受益地である金沢町、稲里町一帯は、琵琶湖湖辺特有の排水不良地域で排

水改良が求められていた。1950 年度から愛知川上流で国営愛知川土地改良事業の調査が開

始されると本地区でも排水改良の機運が高まり、地域の農家の働きかけにより、1957 年

~1968 年にかけて県営かんがい排水事業(第Ⅰ期琵琶湖逆水事業)が実施された。本事業は、

地区内の排水改良として排水路の整備と琵琶湖逆水によるかんがい揚水機場 2 ヶ所、パイ

プラインの整備が実施された(滋賀県耕地指導課，1984)。この事業によって、稲里町下流

の顔戸川が改修されたが、金沢町、稲里町のかんがい用水については整備されていない。 

1967 年には、慣行水利届出書が作成された。届出書によると、寺井湯井堰は、金沢町、

稲里町のほか下流側に位置する稲部町、金田町、上岡部町、下岡部町にかんがい用水が配

水されており、受益面積 187ha、取水量 0.625m3/s と記されている。慣行水利届出書に記

載された流水占用の目的は、「農地用、日常用水」と記載されている。また、寺井湯井堰の

管理は、届出書が提出された当時、町役場が管理者であった。寺井湯井堰は、宇曽川河川

改修工事の一環として、1962~1963 年度に鋼製自動転倒堰に改修された。これに合わせ、

土地改良事業として金沢井堰、用水路が整備された。一連の水利施設の整備をうけて、1964

年 3 月 18 日に、寺井湯水利組合が設立され、寺井湯井堰、金沢井堰の施設の管理を水利

組合が実施することとなった。寺井湯井堰の慣行水利施設届出書には、「昭和 37 年河川法

の規定に基づく許可をうけている」と記載されている。 

その後、1972 年から琵琶湖総合開発事業が進められ、これに関連して 1981 年から第Ⅱ

期県営かんがい排水事業が着手され、ポンプ場、パイプラインなどの水利施設が整備され

た。ポンプ場は 1991 年に完成し、それ以降、宇曽川の寺井湯井堰から取水していた金沢

町、稲里町のかんがい用水は、琵琶湖逆水によって手当されるようになった。 

宇曽川は、滋賀県東近江市と愛荘町の境となっている鈴鹿山脈に源を発し、宇曽川ダム

を経て、湖東平野を西へ流れ琵琶湖に注ぐ 1 級河川である。流路は約 22km、流域面積

69.7km2である。河川整備の経緯を追ってみると以下のとおりである。 

宇曽川は天井川である愛知川、犬上川の中間を流れており、沿川は低湿地であり、かつ

ては出水のたびに頻繁に溢流、破堤していた。そこで、1953~1963 年にかけて、河川改修

が実施された。 

1959 年の伊勢湾台風では、寺井湯堰付近の各所で破堤し、被害は、床下浸水 364 戸、

床上浸水 210 戸、氾濫面積は 2430ha に及んだ。 
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表 3-9 寺井湯井堰をめぐる農業水利、治水部門の動向 
西暦 農業水利部門の動向 治水部門の動向 地域のできごと 
1950  近傍の愛知川沿岸地区で土地

改良事業の調査開始 
1951  宇曽川中小河川改良工事着工

1957 県営かんがい排水事業 (第Ⅰ
期)(事業期間 1957~1968 年) 

1959  伊勢湾台風により、各所で破堤
し大きな被害が発生 

1960  災害関連事業として河川改修
工事を実施 

1962  寺井湯井堰を鋼製ゲートの堰
に改修 

1963 土地改良事業で金沢井堰と用
水路を改修 

1964 寺井湯水利組合設立 河川法改正 
1965  台風 24 号の災害発生。破堤ヶ

所 14 箇所 
1967 慣行水利権の届出書を提出

1969  宇曽川ダム調査開始

1970  宇曽川ダム工事着工

1972  琵琶湖総合開発事業開始

1979  宇曽川ダム工事竣工

1981 県営かんがい排水事業愛西地
区(第Ⅱ期)の着工 

1983  宇曽川災害復旧事業着工(河床
低下、河積拡大) 

昭和 58 年 6 月災害

1984  寺井湯井堰改修(ゴム製布引起
伏堰) 

1991 琵琶湖逆水のポンプ場が完成

2004 県営経営体育成基盤整備事業
稲枝東地区着工 

2006 地域用水水利権許可(10/26 付) 環境用水水利権の取扱い基準

2007 かんがい用水水利権取得

 影響を与えたことを示す。 
注）滋賀県耕地指導課(1984)、滋賀県彦根土木事務所(1988)、彦根市(2006)、愛西土地

改良区ホームページをもとに作成。 
 

災害によって甚大な被害が発生したため、河川改修は災害関連事業として一気に進めら

れた。また、その上流区間では、新幹線通過に伴う排水対策が合わせて実施された。 

1965 年には、24 号台風により大きな被害を受けたことから、1971 年に宇曽川ダム建設

工事が着工され 1979 年に竣工した。さらに、1982 年 6 月の豪雨により洪水が発生したた

め、再び災害復旧助成事業によって河川改修が実施され、河床低下および拡幅による流路

の拡大、流路の屈曲の是正が実施された。この河川改修によって、寺井湯井堰はゴム引布

製起伏堰に改修された。(滋賀県彦根土木事務所，1988) 

 

(3) 地域用水の水利権取得の経緯 

2005 年から、金沢町の東側に隣接する肥田町においてほ場整備および用排水施設を整

備する県営経営体育成基盤整備事業稲枝東地区が実施された。 
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この事業において、かんがい用水の水源を寺井湯井堰に求める計画が策定された。稲枝

東地区の農業用水は、従来、寺井湯井堰の上流に位置する牛ヶ瀬井堰から取水されていた。

牛ヶ瀬井堰からの取水施設は老朽化が進んでおり、更新が必要な状態にあったが、牛ヶ瀬

井堰は、受益地から離れており管理しづらいことから、受益地に近い寺井湯井堰から取水

することとなった。 

そこで、寺井湯井堰のかんがい用水の水利使用申請と牛ヶ瀬井堰の廃止を行うこととな

り、合わせて地域用水の水利使用の申請を行うことになった。 

 

(4) 維持管理体制 

かんがい用水と地域用水を同時に寺井湯井堰から取水することになり、寺井湯井堰の維

持管理のために寺井湯井堰管理運営協議会が設けられた。この協議会は、金沢町と稲里町

からなる寺井湯井堰水利組合と肥田町、愛西土地改良区からなる。維持管理内容は、寺井

湯井堰のスクリーンゴミの清掃、取水ゲートの操作、堰の操作である。かんがい期間の 4

～9 月までは肥田町が、10～3 月は寺井湯水利組合が行っている。寺井湯水利組合では、

金沢井堰の管理、金沢町から寺井湯井堰までの水路の清掃(1 年に 1 回)も行っている。な

お、寺井湯水利組合は、金沢町、稲里町の全戸が参加しており、組合費は 1 戸・2 ヶ月あ

たり 500 円の組合費を徴収し、井堰の電気料金などに充てられている。 

 

(5)地域用水導入の成立要因 

現地調査を通じて、彦根市寺井湯井堰の地域用水が成立した要因として以下の項目が考

えられる。 

 ① 慣行水利届出書の記載および井堰築造経緯：慣行水利届の記載、および井堰築造が河

川改修によって整備されてきた経緯があることは、井堰の歴史的な特性として挙げられる。 

井堰が河川改修によって整備されてきたことについて経緯を追ってみると、1962 年に

それまで木杭と土嚢で作られていた寺井湯井堰は河川改修の補償工事として鋼製の堰に改

修された。2 年後の 1964 年に河川法が改正され、慣行水利の届け出が制度化された。1967

年に寺井湯井堰の届出書が提出され、河川法の規定に基づき許可を受けていることが明記

された。鋼製ゲートに改修されてから 21 年後の 1983 年に再び河川改修によってゴム製布

引起伏堰に改修された。このとき、琵琶湖逆水によるかんがい排水事業に着手しているが

工事はされておらず、金沢町・稲里町地先のかんがい用水は寺井湯井堰から供給されてい

た。そのため、ゴム製布引起伏堰は、かんがい用水を賄う規模の施設で整備されたと推測

される。肥田町のかんがい用水(0.172m3/s)と地域用水の両方を取水できる施設規模を有し

ていたのはこのためではないかと考えられる。 
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1967 年に作成された慣行水利の届出書には、「農地用、日常用水」と記載されており、

生活用水としての利用があったことが伺える。また、行政庁の処分の欄に「昭和 37 年河

川法の規定に基づく許可を受けている」と記載されている。これは、1962 年に災害復旧事

業により鋼製の堰に改修されたことからこのような記述が書き加えられたものと推測され

る。また、金沢井堰についても「農業用、日常用水」と記載されている。このように地域

用水の利用実態の根拠となる文書が存在する。 

② 寺井湯井堰をかんがい用水と共同利用すること（直接的な要因）：かんがい用水との

共同利用については、かんがい用水は新規に寺井湯井堰から取水するものであり、当然、

水利使用許可の申請が必要になるが、同一施設から慣行的に取水していた用水も法定化せ

ざるを得なかったと考えられる。 

③ 関係機関の連携：水利権取得にあたり、県、市、土地改良区が連携して取り組んだ。 

④ 事業による支援：地域用水水利権の申請は、同時に申請したかんがい用水と合わせて

行われており、ほ場整備を実施する事業による支援があった。 

⑤ 管理主体：井堰の管理は寺井湯水利組合が管理を行っている。 

⑥ 管理費：寺井湯水利組合では、堰の稼働に必要な電気料金等を組合員から徴収した費

用で賄っている。 

⑦ 利活用：利用実態については、水路に花を飾り、景観を楽しむ取り組みがなされてい

る。生態系保全の面では、水路の生き物観察会が行われている。金沢町の水路では、彦根

市の絶滅危惧種のヤリタナゴが多く生息しており、滋賀県に生息する魚類 70 種ほどのう

ち、23 種の生息が確認されるなど貴重な水域となっている(中野，2013)。地域用水として、

継続した取水と利用がなされていた。 

その他として、宇曽川の流況の安定が挙げられる。宇曽川の河川流況については、1/10

年確率の渇水年でも必要な取水量を確保できることが水利使用申請書に示されている(彦

根市，2006)。 

 

 

3.3.8 滋賀県近江八幡市新堂の樋 

 

(1) 地域の概要 

滋賀県近江八幡市は、琵琶湖の東岸に位置し、市の西部を一級河川日野川が流れている。

小田町は市域の西部に位置する。新堂の樋は、日野川に設けられた取水口であり、2009

年 6 月に地域用水（雑用水）という名目で許可水利権を取得した。取水量は 0.191m3/s、

申請者は近江八幡市、許可権者は滋賀県である(近江八幡市，2008)。 
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図 3-10 近江八幡市新堂の樋位置図 

（国土地理院電子地形図 1/25,000，2012年図式(2014年 10月 8日ダウンロード)より作成） 

 

(2) 用水の成り立ち 

慣行水利施設届出書によると、新堂の樋は、江戸時代より新堂の樋とよばれ、1959 年の

伊勢湾台風の時には決壊し、県費により整備され、田用水として 750 反歩（75ha）、防火

用水、雑用水として使用されていた。 

田用水については、1974 年に国営日野川農業水利事業の事業所が開設され、事業が開始

された(日野川流域土地改良区，1999)。国営日野川農業水利事業は、近江八幡市、竜王町、

蒲生町(現東近江市)、日野町の 5,101ha の農地に対し、新たな用水補給を行うことにより

用水不足を解消するとともに取水施設の統合を図るものである(滋賀県東近江振興局環境

農政部田園整備第 1 課日野支所，2004)。 

国営関連事業として日野川地区県営かんがい排水事業も実施された。これらの事業によ

って、新堂の樋をはじめとする井堰から取水していた施設は「廃止」され、事業によって

統合、整備された頭首工やダム、揚水機場から用水が供給されることになった。 

 

(3) 地域用水（雑用水）水利権取得の経緯 

錦澤ら(2010)は、小田町の水利権取得の経緯について以下のように整理している。 

日野川 

近江八幡市 

滋賀県 
琵琶湖 

小田町 

新堂の樋

0                     1.5km 
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土地改良に関わる国営、県営事業が進められ、あわせてほ場整備事業なども進められた。

こうした事業を進める中で井堰の存置について検討されるべき地域が明らかとなった。こ

のため、1989 年の河川協議において、継続して残す可能性のある井堰は「存置検討井堰」

として位置づけることとなった。それまで「廃止井堰」は 188 箇所あったが、これらは「存

置検討井堰」63 箇所、「廃止井堰」125 箇所に分類された。さらに、「存置対象井堰」のう

ち 29 箇所を国営・県営事業のかんがい用水として利用する井堰ではない「水収支計算対

象外井堰」とし、そのうち 18 箇所が地域用水型と位置づけられた。「新堂の樋」はこの地

域用水型に分類される。 

1990 年には、日野川河川工事が開始され、1998 年 11 月に「県・市・小田町間の協定書」

が締結され、小田町の現況用水が確保されることとなった。しかし、2004 年 6 月に開催

された河川改修に関する説明会で「新堂の樋」の水利権は既に放棄されていることが行政

から地元に伝えられた。 

水利権を放棄されていたことを知らされた小田町では、2006 年 10 月に、小田町内の子

供を対象に地域活動を展開している「めだかの学校」が県に陳情書を提出し、2006 年 11

月には自治会が署名活動をして市に提出した。さらに 2007 年 10 月に大雨で堰が決壊し、

小田町内の用水路に水が流れない事態が発生したことから、住民の水利権取得に向けた要

望はさらに強くなった。 

こうした動向を受けて行政側も水利権を認める方向で技術的、制度的な協議を重ね、

2008 年 5 月に近江八幡市が県に対し水利使用申請書を提出した。2009 年 6 月 2 日付で滋

賀県知事から近江八幡市に対して水利権が許可された。取水施設は、河川改修にあわせて

県が施工することになって、取水方法が数案検討された。小田町は維持管理費が少ない上

流集落付近から取水し導水する案を希望したが、水路の維持管理費の負担増、近隣集落と

の調整の必要性などからこの案は採用されず、ポンプアップ案が採用された。 

 

(4) 維持管理体制 

施設の維持管理費は 15 年間は県が負担し、それ以降は地元が負担することとなってい

る。ポンプの運転管理は地元が行っている。 

 

(5) 地域用水の成立要因 

調査を通じて、小田町新堂の樋の地域用水が成立した要因として以下の項目が考えられ

る。 

① 用水の歴史：江戸時代から新堂の樋はあり、古くから地域の用水として利用されてき

た。伊勢湾台風などで被災したが、被災のたびに改修が行われてきた。1967 年に作成され
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た慣行水利の届出書には、「雑用水」と記載されている。 

② 水と人とのかかわり：地域の子供たちを対象に「めだかの学校」が環境教育などの活

動を展開している。 

③ 直接的な要因：2007 年 7 月の大雨で堰が決壊して取水できなくなり、集落内の水路

に水が流れなくなった。 

④ 地域住民の声：「めだかの学校」は県知事あてに陳情書を提出している。また、住民、

自治会は、署名活動を行い、市に要望書を提出している。 

⑤ 関係機関の連携：地元の NPO が県に陳情書を提出するなど、関係者が連携して用水

確保に取り組んだ。 

⑥ 事業による支援：取水施設の整備は河川改修にあわせて県土木事務所によって整備さ

れた。 

⑦ 管理主体：自治会が管理主体としての役割を担っている。 

⑧ 管理費用：県が 15 年間のポンプ維持管理費を負担している。 

⑨ 利活用 地元の NPO である「めだかの学校」が、地元の子供たちの環境学習などの

活動を行っていた。 

また、錦澤ら(2010)は、水利権取得に関係した諸条件として、集落からの距離・河川の

流況も影響していると分析している。 
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3.4 本章のまとめ 

 

事例調査の結果から得られた環境用水の成立要因として考えられる事項を表 3-10 に示

す。 

表 3-10 環境用水導入の成立要因 
分
類 

項目 環境用水水利権取得済み 環境用水水利権取得なし 地域用水水利権の取得
仙台市六郷
堀・七郷堀

新潟市亀田
郷 

大仙市堀
板地区 

会津若松市
戸ノ口堰 

川崎市二ヶ
領用水 

金沢市鞍月
用水 

寺井湯井
堰 

新堂の樋

 
歴
史 
・ 
伝
統 

①歴史・
実績 

1600～1700
年頃の歴史
ある用水路

鳥屋野潟浄
化事業の取
組実績 

1611 年完
成の歴史あ
る用水路 

1811 年完成
の歴史ある
用水路 

外堀として
機能してい
た歴史ある
用水路 

慣行水利
届出書に
記載あり

江戸時代か
ら存在 
慣行水利届
出書に記載
あり 

②水と人
とのかか
わり 

清流条例第
1 号「広瀬川
の清流を守
る条例」がで
きた地域特
性 

二ヶ領用水
の再生を考
える会の活
動 

用水を歴史
的建造物と
し景観の形
成要素、文
化財とする
市民の意識 

 
 
 
 
 
 
 

NPO が環境
教育などの
活動を展開
 

 
原
因 
・ 
動
機 

③直接
的な要
因 

悪臭発生、
水質の悪化

水質の悪化 絶滅危惧
種の発見 

濠の水質の
悪化、用水
量の確保
（農業用水
の減少を懸
念） 

冬期の水量
の減少 

水路景観の
保全 

同一施設
から取水
するかん
がい用水
の法定化

堰が決壊
し、集落内
の水路に水
の流れなく
なった 
 

④地域
住民・市
民の声 

地域住民か
らの要望 
土地改良区
からの要望

土地改良区
－自治連合
会からの提
案、 
土地改良区
の活動 

地域住民か
らの改善要
望 
県、市から
の要望 

経済同友会
から用水の
保全の提言 

 
 
 
 

陳情書の提
出、署名活
動が実施さ
れている 

⑤政策
目的 

  
    

ほ場整備事
業による環
境との調和
への配慮 
  

鶴ヶ城、御
薬園など観
光資源とし
て活用、市
街地水路の
景観保全 

  
伝統的都市
景観の保全 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
導
入
に
至
る
取
り
組
み 

⑥関係
機関の
連携 

協議会の立
ち上げ 

協議会の立
ち上げ 

農業農村
整備事業
に係る生態
系保全検
討協議会 

市と土地改
良区の連携

市と旧建設
省工事事務
所による検
討会 

暗渠を開渠
にする際の
市と土地改
良区の連携 

県、市、土
地改良区
の連携 
 

自治会と
NPO との連
携 
 

⑦試験
通水 

通水試験に
よる効果の
確認 

通水試験に
よる効果の
確認 

 

⑧事業
による支
援 

補助事業（都
市化地域水
環境改善実
証事業）の支
援 

補助事業（都
市化地域水
環境改善実
証事業）の支
援 

圃場整備
による環境
配慮対策
の実施 

ほ場整備
事業によ
る申請書
の作成 

施設の整備
は河川改修
にあわせて
県が整備 

⑨環境
計画 

環境計画等
への位置づ
け 

鳥屋野潟の
水質保全目
標を環境計
画に位置づ
け 

秋田県「水
と緑の基本
計画」に位
置づけ 

市総合計
画、環境基
本計画への
位置づけ 

 
 
 
 

 
 
 

⑩条例   用水保全条
例制定 

 
  

 
施
設
整
備 

⑪水路
整備 

  地域用水機
能増進事業
による水路
整備 

圃場整備
による生態
系保全水
路の設置 

ふるさとの
川整備事業
による河川
整備 

地域用水機
能増進事業
による水路
の開渠化 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
維
持
管
理 
  
  

⑫管理
主体 

環境用水は
市が管理を
担当 

土地改良区
が維持管理
を担当 

土地改良
区が維持
管理を担
当 

環境用水は
市が管理を
担当 

市が管理を
担当(市管理
の河川) 

市街地部分
は市が管理
を担当 

寺井湯水
利組合が
存在する

自治体が管
理を担当 
 

⑬管理
費 

環境用水は
市が維持管
理費を負担

国、県、市が
維持管理費
を負担 

土地改良
区が維持
管理を負
担 

環境用水は
市が維持管
理費を負担 

市が維持管
理費を負担
(市管理の河
川) 

市街地部分
は市が管理
費を負担 

水利組合
が管理費
を負担 

県が 15 年分
を負担 
 

⑭利活
用 

市民の維持
管理への参
加、市民によ
るイベント等
の開催 

地域環境検
討委員会に
よる活動（草
刈り、観察会
等） 

水路に花
を飾り、生
き物観察
会を実施

「めだかの
学校」が、環
境学習に活
用 
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環境用水導入の過程に沿って、(A)地域の歴史・伝統、(B)環境用水を必要とした原因・

動機、(C)導入に至る取り組み、(D)水路などの施設整備、(E)維持管理、の 5 つの段階に整

理すると、次の 14 の項目にまとめることができた。①歴史・実績，②水と人とのかかわ

り，③直接的な要因，④地域住民・市民の声，⑤政策目的，⑥関係機関の連携，⑦試験通

水，⑧事業による支援，⑨環境計画，⑩条例，⑪水路整備，⑫管理主体，⑬管理費用，⑭

利活用である。 

歴史・伝統については、環境用水が導入された水路は、それぞれに地域の人々の暮らし

の中で、その地域の社会的な要請を受けて創り出され、地域の特性に応じて様々な役割を

果たしてきた。環境用水の導入は、そうした地域で育まれた水路や水路周辺の施設が創り

出す水辺環境を保全あるいは再生することを目指しており、水路を取り巻く歴史的な背景

の存在が環境用水の導入に大きく影響している。 

原因・動機を成立要因としたのは、地域の人々が も直接的に環境用水を必要と認識し

た事象であるためである。特に重要な点は、水質が悪化したことを受け、改善の必要性に

ついて地域住民が大きな声を挙げるなど、積極的な働きかけを行っているという点である。 

導入に至る取り組みについては、関係者の合意形成、費用面の支援、制度面の整備，に

細かく分けられる。関係者の合意形成については、協議会などの設置により関係する行政

機関の連携を図っている。環境用水の水利権取得は、利水者と河川管理者の合意が必要で

あることに加え、利水側の関係者としては環境部局、河川部局、農業部局など複数のセク

ターが関係するケースが多いので、合意形成に至る過程はより複雑になる。また、試験通

水を実施し、環境改善に必要な通水量を地域住民が確認することで、通水量の決定と導入

に関する合意を図っている。費用面の支援については、水質、生態系の調査や必要水量の

検討、試験通水にかかる費用などについて、補助事業を活用して経済的な支援を得ていた。

制度面の整備については、金沢市の用水保全条例にみられるように、用水保全に関する市

と市民の責務を明らかにし、保全対象の用水を指定し、保全基準を定めている。また、市

の各種計画に位置づけ、実行計画やアクションプログラムに盛り込み、施策を実行してい

た点があげられる。 

施設整備を成立要因とした点は、水路に水が流れていても、人が水辺に近づいたり、景

観に親しんだりできる空間の整備がなされていなければ、環境用水の導入効果は十分に発

揮されないためである。 

維持管理については、管理主体，管理費，利活用が成立要因として挙げられた。管理主

体となっていたのは、市、土地改良区である。六郷堀・七郷堀や戸ノ口堰は、市街地（市

街化区域）が環境用水の展開地域となっているが、堀板地区や亀田郷は農村地域（市街化
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調整区域）が展開地域となっている。いずれも環境用水が流れる水路は、農業水路である

が、周辺地域の市街化や混住化の進展の程度によって、管理主体が農業者によって組織さ

れた土地改良区から、地方自治体へと移っている様子がうかがえる。管理費については、

継続的な予算が確保されていることが必要である。利活用については、六郷堀・七郷堀や

亀田郷の事例では、環境用水水利権の許可申請にあたり利用の実態に関する資料を添付し

ているが、これは、河川管理者から環境用水の必要性を示すことが求められているためで

ある。 

表 3-10 で、成立要因としてあげた 14 項目のうち、調査対象 8 地区のマス目がすべて埋

まっているのは、③直接的な要因、⑥関係機関の連携、⑫管理主体、⑬管理費、の 4 項目

である。このうち、管理主体と管理費用は、環境用水の導入と定着過程において不可欠な

要素であろう。関係機関の連携は、不可欠とはいえないにしても、導入に当たって相当重

要な要素となっていることがわかる。したがって、今後、環境用水の導入を図る地域では、

これら３項目への備えを必要としているといって良いであろう。 

対象とした 8 地区において環境用水を導入することになった直接的な要因をみると、鮮

やかな地域的差異を読み取ることができる。環境用水の水利権取得がない 2 地区（すなわ

ち広義の環境用水）では、用水導入の要因がアメニティの保全に関わるものである。それ

に対して、環境用水の水利権を取得した地区で目立つのは、浄化用水としての環境用水へ

のニーズであった。これまでのところ、あえて環境用水の水利権を取得するのは、水質悪

化という地域住民の生活環境に直接影響が出る事態が発生したという地域が主体である。 

また、絶滅危惧種の発見によって環境用水の水利権を取得することになった大仙市の事

例は、食料・農業・農村基本法の制定によって、多面的機能の発揮が基本理念に位置付け

られ、農業農村整備事業を進める過程で生物多様性保全に留意するという規定が入ったこ

とを受けたものである。したがって、これまでのところ、環境用水の水利権を取得する背

景として、アメニティの保全という目的は登場していない。水質浄化や生物多様性保全へ

の配慮規定といった事項が、水利権取得に強く作用しているといって良い。これが環境用

水導入の規定要因としてどこまで作用するものなのかを把握するためには、今後発生する

水利権取得の事例についてさらに分析を積み重ねていく必要がある。 

2006年3月の制度化より前に環境用水を成立させていた2つの用水(川崎市二ヶ領用水、

金沢市鞍月用水)では、①歴史・実績、②水と人とのかかわり、④地域住民・市民の声、と

いった項目で両者のマス目が埋まっている。かなりの期間にわたって環境用水が定着して

いる地域では、水路の周辺に居住する住民だけでなく、広い層の市民によって支えられて

いることがこうした事例から明らかになる。その意味で、こうした地域は、環境用水の水

利権を取得した地域にとっての先行事例となっているといって良い。今後、導入された環
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境用水を持続させていく上では、こうした地域の経験を整理し、より一般性をもった知見

にまとめていくことが課題となろう。 

地域用水の水利権を取得した 2 つの用水は、対象地域がいずれも滋賀県となっており、

今後他府県で地域用水の水利権が許可されるかどうかは不確定である。仮に地域用水の水

利権は取得できなくとも、環境用水の水利権取得は制度化されているので、これら 2 用水

の事例からも環境用水の導入を図ろうとする地域にとって種々の示唆を得ることは可能で

ある。表 3-10 からも明らかなように、これら 2 用水の成立要因として挙がっている項目

は、仙台市六郷堀・七郷堀と新潟市亀田郷の事例に近い。それゆえ、環境用水の制度化に

積極的に対応してきたタイプの事例とみて、その動向を評価していくことが適切であろう。 

 
 

〈注〉 

1) 「ふるさとの川整備事業」は、河川本来の自然環境の保全・創出や周辺環境との調和

を図りつつ、地域整備と一体となった河川改修を行い、良好な水辺空間の形成を図る

ことを目的とした国土交通省の補助事業である。事業の対象河川は、①それぞれの市

町村にとって「まちの顔」として誇ることのできる川、② 周辺の自然的・歴史的・社

会的環境の中で良好な水辺空間整備が求められている河川、③市町村が水辺空間整備

と一体となったまちづくりについて創意と工夫を凝らし、あるいは計画している河川、

④良好な水辺空間の整備・保全・活用について市町村と地域住民が熱意を燃やし、活

発に諸活動を展開している河川、⑤河川改修事業や周辺の地域整備事業等の進捗状況

等から、早急に水辺空間の整備計画を策定する必要のある河川、⑥事業実施予定区域

が、河川改修事業等の区間に含まれていること（一級河川の指定区間、二級河川およ

び準用河川の場合）、としている。(国土交通省ホームページから引用，

http://www.mlit.go.jp/river/press_blog/past_press/press/200301_06/030205/030205_

ref6.html，確認日 2014 年 11 月 15 日) 
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第4章 水資源量から見た環境用水 

 

4.1 本章の目的 

 

本章では、環境用水創出の全国的な取り組みの動向を俯瞰した前章での成果をもとに、

流域における水資源量に対する環境用水量の割合についての評価と、新たな水利権の取得

事例が見られない要因に対する水資源面からの考察とを目的とする。 

 
 

4.2 先行事例地域の環境用水量および対象河川の水資源量 

 

4.2.1 仙台市六郷堀・七郷堀 

 

(1)流域特性 

水源である広瀬川は、名取川の支川である。広瀬川は幹線流路延長 45.2km、流域面積

311km2の一級河川である。流域の年間降水量は、1,300～1,800mm である。河川水の利

用については、かんがい用水として 大 9.57m3/s、水道用水は 大 1.927m3/s、発電用水

は 大 14.35m3/s、工業用水は 大 1.208m3/s 利用されている（宮城県，2010）。河川の管

理基準点である広瀬橋は、愛宕堰の約 1km 下流に位置する。広瀬橋地点の河川の流況は、

表 4-1 のとおりである。平均低水流量は 3.6m3/s、平均渇水流量は 0.9m3/s であり、夏期

(5 月～7 月)が渇水の時期である。なお、広瀬橋から下流における既得水利はない（国土交

通省河川局，2006b）。 

 

表 4-1 広瀬川の流況 

地点名 
流況 

統計期間と年数 
平均低水流量 平均渇水流量 

期間 年数 

広瀬橋 1960 年～2004 年
(1961 年欠測) 44 3.6m3/s 0.9m3/s 

 

 

(2)環境用水水利権の概要 

仙台市の環境用水水利権の概要は、表 4-2 のとおりである（仙台市，2006）。 
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表 4-2 仙台市の環境用水水利権の概要 
申請者 仙台市 
河川管理者 宮城県 
河川名 名取川水系広瀬川 
目的 浄化および修景のため 
取水量等 期間：10 月 15 日～ 4 月 24 日まで 

取水量：0.3m3/s 
取水の方法 愛宕堰から自然流入により取水する。広瀬川観測所において、10 月に

あっては維持流量 2.5 m3/s、それ以外の取水期間にあっては 2.0 m3/s
以上の場合に取水する。 

水利使用の期間 3 年 
 

使用水量の算定については、水利使用の目的が環境用水であることから、「景観」の観

点に着目し、流速 0.2～0.4m/s を確保することとしている。この流速を得るための流量（上

限値・下限値）を水路毎に断面と勾配から設定している。次に各水路の流量比を求め（図 

4-1）、愛宕堰地点での取水量に対する各水路の流量を算出し、その算出流量が、すべての

水路において景観上必要な水量となる場合の取水量を求め、愛宕堰の取水量を算出してい

る（表 4-3）。 

 

 
図 4-1 対象地域の位置図 

 

 

 

（仙台市，2006） 
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表 4-3 愛宕堰取水量と各水路の流量計算表 

 
注：上限は流速 0.4m3/s となる流量、下限は流速 0.2m3/s となる流量を示す。 

 

4.2.2 新潟市亀田郷 

 

 (1)流域特性 

水源である信濃川は、日本一の幹線流路延長 367km、流域面積 11,900km2の一級河川

である。流域の土地利用は、森林・荒地等が約 70%、水田・畑地等の農地が約 19%、市街

地が約 9%、湖沼等その他が 2%となっている。流域の年間降水量は、上流部の長野市で約

900mm、中流部の長岡市で 2,300mm、下流部の新潟市で 1,800mm である。河川水の利

用については、農業用水として約 104,000ha の農地にかんがい用水として利用されている。

水道用水は、長野市、長岡市、新潟市等に供給され、工業用水としては新潟工業地域で利

（仙台市，2006） 
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用されている。発電用水は、120 箇所を越す発電所で、600 万 kW の発電が行われている。

流域の新潟県部分（信濃川中・下流部）における主要な河川管理基準点は、新潟県のほぼ

中央に位置する小千谷地点である。小千谷地点の河川の流況は表 4-4 のとおりである。平

均低水流量は 300m3/s、平均渇水流量は 213.1m3/s であり、冬期(1 月～2 月)が渇水の時期

である。長野県境から、下流までの本川区間の既得利水は 161.8m3/s であり、その内訳は、

かんがい用水 137.9m3/s、水道用水 6.2m3/s、工業用水 17.7m3/s となっている（国土交通

省河川局，2008）。 

 

表 4-4 信濃川の流況 

地点名 
流況 

統計期間と年数 
平均低水流量 平均渇水流量 

期間 年数 
小千谷 1986 年～2005 年 20 300m3/s 213.1m3/s 

 

(2)環境用水水利権の概要 

新潟市の環境用水水利権の概要は、表 4-5 とおりである（国土交通省北陸地方整備局，

2007）。 

表 4-5 新潟市の環境用水水利権の概要 
申請者 新潟市 
河川管理者 国 
河川名 信濃川 
目的 環境用水（水質保全，景観保全および生態系保全） 
取水量等 期間 9 月 11 日～ 

10 月 31 日まで 
11 月 1 日～ 
1 月 31 日まで 

2 月 1 日～ 
3 月 31 日まで 

4 月 1 日～ 
4 月 23 日まで 

取水量 2.02m3/s 0.95m3/s 2.15m3/s 2.09m3/s 
取水の方法 舞潟揚水機場吐出樋門から自然流入により取水する。 

小千谷地点において、正常流量 145m3/s、新酒屋 58.07m3/s 以上の場合に取水
する。 

水利使用の期間 3 年 
 

環境用水の目的は、水質保全、景観保全および生態系保全とされている。環境用水は、

舞潟揚水機場から取水され清五郎排水路、鍋潟排水路、新堀排水路、大堀排水路を経由し

て、鳥屋野潟へ導水されている。取水量は、時期によって異なり、9 月 11 日～10 月 31 日：

2.02m3/s、11 月 1 日～1 月 31 日：0.95 m3/s、2 月 1 日～3 月 31 日：2.15m3/s、4 月 1 日

～4 月 23 日：2.09m3/s である。これらの水量は、環境用水が農業用排水路から 終的に

鳥屋野潟に流入することを考慮して、鳥屋野潟の環境基準である「湖沼類型 B」(COD 

5mg/l 以下)となるための必要水量として算定された。 

環境用水量の算定は、非かんがい期の通水試験による排水路の水質データから、各排水

路の比流量と COD 濃度との包絡線近似式(関係式)を求め（図 4-2）、COD 濃度が 5mg/l
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となるための必要比流量および必要流量を推定し、さらに、非かんがい期の過去 5 年間の

月別平均水収支(日降水量と日蒸発散量との差を月毎に整理)より、排水路ごとの基底流量

を求めて、必要水量との差を環境用水量としている。11～1 月は日降水量が多く、基底流

量が多いことから環境用水量が少なくなっている。 

 
図 4-2 排水路比流量と COD の関係 

 
4.2.3 川崎市二ヶ領用水 

 

(1)流域特性 

水源である多摩川は、幹線流路延長 138km、流域面積 1,240km2の一級河川である。流

域は、首都圏南西部に位置し、山梨県、東京都および神奈川県にまたがっている。流域面

積の約 3 分の 1 を占める中・下流の平野部は都市化の進展が著しい地域で、流域内人口の

ほとんどが集中している。多摩川の河川水の利用については、農業用水として約 440ha を

かんがいしている。水道用水としては、東京都の水道用水の全取水量の約 2 割が多摩川か

ら供給されている。工業用水としては、川崎市等で利用されている。発電用水は、5 箇所

で 46,100kW の発電に利用されている。河川の管理基準点である石原地点は、上河原堰の

約 1km 上流に位置している。石原地点の河川の流況は、表 4-6 のとおりである。なお、

石原から下流における既得水利としては、農業用水として 1.3m3/s、工業用水として 4.2 

m3/s、水道用水として 3.81m3/s、雑用水として 0.32m3/s、合計 9.7m3/s の許可水利がある。

（国土交通省河川局，2000） 

 

（三沢，2004） 
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表 4-6 多摩川の流況 

地点名 
流況 

統計期間と年数 
平均低水流量 平均渇水流量 

期間 年数 
石原 1989 年～1988 年 10 12.1m3/s 5.9m3/s 

 

(2)環境用水水利権の概要 

二ヶ領用水の現在の水利使用水量は、かんがい用水 0.859+0.129m3/s(3 月 15 日～9 月

30 日)、0.663m3/s(10 月 1 日～3 月 14 日)、工業用水 2.35m3/s、河川維持用水（河川管理

行為）1.40m3/s（上河原 0.5m3/s、宿河原 0.9m3/s）である。このうち、河川維持用水は、

事実上の環境用水となっている。  

河川維持用水の概要は、表 4-7 のとおりである。河川維持用水の算定根拠は、筆者らが

実施した調査では不明であった。取水量は、川崎市と京浜河川事務所との協議の結果決定

されたものである。 

表 4-7 二ヶ領用水の河川維持用水の概要 
申請者 川崎市 
河川管理者 国 
河川名 多摩川 
目的 河川維持用水（河川管理行為） 
取水量等 期間 通年 

取水量 1.40m3/s（上河原堰 0.50m3/s、宿河原堰 0.90m3/s） 
取水の方法 上河原堰、宿河原堰から自然流入により取水する。（豊水） 
水利使用の期間 6 年（現地調査時点の 新の申請書（2002 年 1 月 18 日申請）の場合）

 

 

4.2.4 山形県酒田市小牧川 

 

小牧川の環境用水は、 上川から農業用水の排出先を変更し、 上川から小牧川への浄

化用水（機能としての環境用水）を導水することにより水質の改善を図るものであり、環

境用水水利権の取得はない。農業用水の排出先の変更方法は、小牧川の上流に位置する農

業用排水路と草薙頭首工からの農業用用水路が隣接する地点において、農業用用水路を改

造し、農業用排水路へ用水を流下できる構造に変更した。 

取水先の 上川の河川整備基本方針が公表されており、流域特性が把握できることから、

環境用水の水利権はないが、環境用水として機能している水量が明らかになっていること

から、検討対象地域として取り上げるものとした。 
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図 4-3 酒田市小牧川位置図 

 

 (1)流域特性 

酒田市は、山形県の北西に位置する庄内地域北部の都市であり、 上川の河口に開けた

山形県唯一の重要港湾酒田港がある。小牧川は、酒田市の東部で 上川右岸の雨水排水、

農地排水を集水し、酒田港に注ぐ一級河川であり、流域面積 7.52km2、流路延長 7.09km

である。 

水源である 上川は流路延長 229km、流域面積 7,040km2の一級河川である。流域の土

地利用は、宅地が 3％、農地が 14％、森林・原野が 72％、道路が 2％、その他が 9％とな

っている。流域の年間降水量は、鳥海山、月山では 2,500mm を超え、酒田市は約 1，900mm、

山形市は約 1,200mm である。河川水の利用については、農業用水として約 124,100ha の

農地にかんがいされ、そのうち許可水利権として 大 210m3/s の取水があり、慣行水利権

は約 3900 件、かんがい面積約 62,000ha にのぼる。水道用水は、山形市をはじめ 11 市 15

町で 5.095m3/s、工業用水は 1.353m3/s が利用されている。発電用水は、350,872m3/s、

大出力 202,700kW の発電が行われている。 

草薙頭首工のやや上流に、河川管理基準点である高屋地点がある。高屋地点の平均低水

流量は 160.6m3/s、平均渇水流量は 82.9m3/s（観測期間 1958～1997 年）であり、夏季（7

～8 月）が渇水の時期である。高屋地点下流における既得水利権は、かんがい用水

山形県 

酒田市 

0                               4km 

（酒田市資料より）



78 
 

28.3719m3/s、水道用水 0.644m3/s 工業用水 1.158m3/s となっている(国土交通省河川局，

1999)。 

 

(2)環境用水水利権の概要 

小牧川は、流域の都市化の進展等により 1996～1999 年には、山形県内の「 も汚れた

川」になるなど水質が悪化したため、水質改善が望まれていた。 

このような中で、2002～2004 年に農林水産省と国土交通省の連携施策である「都市化

地域水環境改善実証調査」が実施され、既存の農業用水および農業用施設を活用した水辺

環境の改善方策が検討された。その結果、 上川の草薙頭首工より取水された農業用水を

小牧川への浄化用水（環境用水）として導水することによって水質が改善されることが確

認され、2007 年度より本格的な導水が開始された。 

浄化用水量は 大 0.3m3/s である。必要流量の検討にあたっては、水質改善目標を環境

基準である「河川 C 類型」（BOD 5mg/l 以下、SS 50mg/ l 以下、DO 5mg/ l 以下、pH 6.5 

以上 8.5 以下）とし、特に目標に達していない BOD に着目して流量を検討している。目

標達成に必要な流量は、0.2、0.25、0.3、0.4m3/s の水量を通水し、各流量における水質

改善効果を把握し、目標達成に必要な流量を検討した。その結果、導水無しで BOD が

大約 20mg/ l 測定されていたが、導水量約 0.3m3/s で水質改善目標である BOD 5mg/ l を

下回ることが確認された。 

通水量の検討は、希釈用水としての効果が確認された地点において、Q-BOD 曲線を使

用して通水量を推定している。すなわち、Q-BOD 曲線において非かんがい注水なしと注

水ありの近似曲線の交点が 適通水量として Q=0.32m3/s を算出している (東北農政局，

2005) 。 

 

 

4.3 流域の水資源量と環境用水量 

 
4.3.1 調査対象地域における環境用水の評価 

 
調査対象地区の環境用水量の妥当性については、六郷堀・七郷堀では、景観、河床堆積

物、臭気、水質について試験通水時に地域住民にアンケート調査を実施し、環境用水の効

果を確認している。また、亀田郷では、水質の改善をもって水量の妥当性の評価がなされ

ており、いずれも目的とする効果が得られている。各地域の環境用水の目的は、景観、水

質浄化といった異なったものであり、水量も 0.3～2.15 m3/s とかなりの幅があった。 
調査地域数は少ないものの、それぞれの地域の環境用水量がどの程度の量であり、どの
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程度の幅を持つものかを比較評価するため、環境用水の受益面積を推計し、受益面積あた

りの環境用水量を試算した。環境用水の受益面積は、環境用水を導入し効果が発揮されて

いる水路として、面的な広がりについては水路網図をもとに、ヒアリング結果を踏まえ筆

者が設定した。 
各地域の環境用水量の対比結果を表 4-8 に示す。受益面積あたり環境用水量は、0.020

～0.226 m3･/s /km2 の範囲にあり 1 オーダーの差が見られた。 

 

表 4-8 各地域の環境用水量の対比 
地域名 取水河川名 環境用水量 受益面積 受益面積当たり環

境用水量 

六郷堀・七郷堀 名取川水系広瀬川 0.30 m3/s 15.0 km2 0.020 m3･/s /km2 

亀田郷 信濃川 2.15 m3/s( 大) 9.5 km2 0.226 m3･/s /km2 

二ヶ領用水 多摩川 1.40 m3/s 9.0 km2 0.156 m3･/s /km2 

酒田市小牧川 上川 0.30 m3/s 1.4 km2 0.214 m3･/s /km2 
 

 

4.3.2 流域の水資源量からみた環境用水の評価 

 
環境用水に係る水利使用許可の取扱い基準(国土交通省，2006a)が策定されてから 8 年以

上が経過するが、環境用水水利権の取得は 5 例に留まっている。その要因は様々なことが

推測されるが、ここでは水資源量の面から考察する。 
環境用水は、水が豊かな地域で利活用されているとったイメージがあるが、ある地域で

必要とされる環境用水が、その地域の流域流出量で賄うことができる程度の水量かどうか

といった観点で調査対象地域の評価を試みる。すなわち、流域面積当たりの低水流量と受

益面積当たりの環境用水量を算出し、比較検討する。 
流域面積あたりの低水流量を表 4-9 に示す。各地の河川流況から流域面積あたりの低水

流量は、0.01～0.025m3/s であった。 
 

表 4-9 各地域の河川流況の対比 

河川名 
低水流量 

基準点 

流 域 面 積

(基準点) 
低水流量 

流域面積当た

り低水流量 
基準点の河川維持流量 

基準点下流の

既得利水 

名取川水系

広瀬川 
広瀬橋 376 km2 3.6m3/s

0.0096 
m3/s /km2 

2.5 m3/s (9～10 月) 
2.0 m3/s (11～8 月) 

なし 

信濃川 小千谷 11,900 km2 300.0 m3/s
0.0252 

m3/s /km2 
145 m3/s かんがい期 
115 m3/s 非かんがい期 

161.8m3/s

多摩川 石原 1,249 km2 12.1 m3/s
0.0097 

m3/s /km2 
未決定 9.7m3/s

上川 高屋 6,540 km2 160.6m3/s
0.0246 

m3/s /km2 
60 m3/s 30.2m3/s
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低水流量に対する環境用水量の割合等を表 4-10 に示す。受益面積当たり環境用水量と

流域面積当たり低水流量を比較すると、受益面積当たりの環境用水量は流域面積当たりの

低水流量の 2 倍から 16 倍の値となった。環境用水の流量は、環境用水の受益面積に相当

する流域の低水流量より、かなり大きな値となっている。 
 

表 4-10 低水流量に対する環境用水量の割合 

地区名 

受益面積当たり環

境用水量／流域面

積当たり低水流量

環境 

用水量 

低水 

流量 

環 境 用 水

量 ／ 河 川

低水流量 

低水流量－河川

維持流量－既得

水利量 

環境用水量／(低水

流量－河川維持流量

－既得水利量) 

六郷堀・七

郷堀 

2.08 
（0.020÷.0096） 

0.30 m3/s 3.6m3/s 8.30% 1.6～1.1m3/s 18.8～27.5% 

亀田郷西

部 

8.97 
(0.226÷0.0252) 

2.15 m3/s
( 大)

300.0m3/s 0.70％ 23.2m3/s 9.3% 

二ヶ領用

水 

16.08 
(0.156÷0.0097) 

1.40 m3/s 12.1m3/s 11.6％ 2.4m3/s 58.3% 

酒田市小

牧川 

8.7 
(0.214÷0.0246) 

0.30 m3/s 160.6m3/s 0.19％ 70.4m3/s 0.4% 

 
低水流量に対する環境用水量の割合を求めると、約１～10％程度の値となった。低水流

量から河川維持流量と下流側の既得利水量を引いた水量に対する環境用水量の割合を求め

ると、0.4～58.3%の値となった。 

 

 

4.4 本章のまとめ 

 

流域における水資源量に対する環境用水量の割合について評価した結果、次の点が明ら

かとなった。 
・調査事例地域の環境用水は、目的が異なり、水量は 0.3～2.15 m3/s とかなりの幅があっ

た。 
・受益面積あたりの環境用水量は、0.020 ～ 0.226 m3/s /km2 であった。 
・受益面積当たりの環境用水量は、流域面積当たりの低水流量の 2～16 倍の値となった。 
・低水流量から河川維持流量と下流側の既得利水量を引いた水量に対する環境用水量の割

合は、0.4～58.3%の値であった。 
以上のことから、低水流量から河川維持流量や既得利水を差し引いた水量に対する環境

用水量の割合は河川によっては高い値を示しており、こうした河川では環境用水量の確保

が容易ではない。 
本報告では、これまでの調査によって上のような知見を得たが、今後さらに多くの事例

地域を対象として環境用水量の評価を重ねていくことが必要である。 
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第5章 環境用水導入の可能性とその地域的条件 －野洲川土地改良区における冬期用

水の導水を事例として 

 

5.1 研究の背景と目的 

 

5.1.1 研究の背景と目的 

 

これまでに利用されてきた環境用水を機能の面から整理すると、大きく①水質保全、②

アメニティの保全と再生、③生物多様性保全、という 3 類型に分けられる。またこうした

機能を果たす水は、水路の場合、水源は河川のほか、井戸水、自然の湧水、下水処理水、

工業用排水なども入る。我々は、これまで環境用水の研究を進めるなかで、こうした多様

な水源のもとで利用される環境用水を「機能としての環境用水（広義の環境用水）」と規定

し、国土交通省の通達によって水利権を取得した環境用水を「制度化された環境用水（狭

義の環境用水）」とよんで区別した（秋山，2012）。 

秋山(2012)は、環境用水の導入、維持、管理に関わる条件において重要となるのは、環

境用水が展開する場の性格であるとし、場の性格は、都市地域、都市化地域（混住地域）、

農村地域の 3 つの地域類型が考えられるとしている。さらに、環境用水の導入を図る際に

は、当該地域の環境誌（問題指向的な地誌）が積極的な役割を果たすとして、次の事項を

押さえておく必要があると指摘した。すなわち、環境用水の導入を検討する際には、①~

⑦の項目にまとめた地域の自然史と社会史を統合的に整理することが有効であり、問題の

設定と解明がこの枠の中に入ってくるためである。 

① 場の条件としての自然環境：人間のすみかとしての自然、自然の地域的差異と地域 

性 

② 土地の改変と利用：水利用形態の歴史的性格を規定 

③ 治水部門の動向：洪水の性格、水害と治水事業の歴史的経緯 

④ 農業用水部門の動向：水利紛争の性格と水利慣行、農業水利事業と水利慣行の変化 

⑤ 都市用水部門の動向：都市化・工業化と水需要の変化、水資源開発事業の展開 

⑥ 水利秩序の再編と機能：水利秩序変革の条件 

⑦ 水環境問題の性格：水環境保全活動の展開との関わり 

 

3 章で示した環境用水の導入に成功した先行事例 8 地域のうち、二ヶ領用水と新堂の樋

を除く 6 地域はいずれも農業水路であり、そうした水路の管理は、従来から土地改良区が

行ってきた。それゆえ、環境用水の成立において土地改良区の果たす役割は大きい。しか

しながら、非かんがい期の新たな用水の通水について、導入の経緯や水路管理者である土
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地改良区の機能に関する研究は見当たらない。本章では、非かんがい期（冬期）に地域用

水の配水計画を策定し、試験通水を行った滋賀県野洲川土地改良区の地域用水機能増進事

業を対象とし、機能としての環境用水を成立させた過程とその要因を明らかにしていく。

さらに、野洲川土地改良区における冬期の地域用水導入の成立要因と 3 章に示した環境用

水の導入に成功した先行事例 8 地域の成立要因を比較分析し、野洲川土地改良区の事例が

もつ一般的な意義を考察する。 

 

5.1.2 調査地域の選定理由 

 

調査地域は、滋賀県野洲川流域における野洲川土地改良区の受益範囲とする。野洲川土

地改良区の受益範囲は、滋賀県甲賀市、湖南市、野洲市、栗東市、守山市からなる。この

うち特に市街化の進行が も顕著な守山市に焦点をあてる。その理由は以下のとおりであ

る。 

守山市では、2007 年度に内閣府の「全国都市再生モデル調査」の対象地域（川普請に

よる「環境用水復活」を通じた街なかの再生・活性化）に選定され、NPO 法人びわこ豊

穣の郷と環境用水研究会が調査を実施した。筆者もこの調査に参画した。この調査では、

街なかを流れる小河川を環境用水導入の候補とした。市民が気軽に水に親しめる空間形成

を図り、「環境用水」が主役の街なかの再生・活性化を図ることが必要であるとの認識の下、

同市梅田町を流れる普通河川丹堂川を対象としてとりあげ、市民参加による川づくり活動

として「川普請」を試行した。 

さらに、守山市は、2009 年度から 5 ヵ年にわたる「守山市中心市街地活性化基本計画」

を策定し、その中で上記「全国都市再生モデル調査」の対象となった梅田町を含む駅周辺

を中心に「水辺遊歩道ネットワーク」を形成することとしており、金森川、丹堂川、守山

川が整備対象となっている。  

一方、守山市（駅周辺の市街地周辺農地）の農業用水は、湖南市石部地先の野洲川に設

けられた石部頭首工から供給されている。石部頭首工で取水された農業用水は、守山市市

街地上流までは農業用水路を流れ、市街地内を流れる丹堂川をはじめとする数河川を経由

し、市街地下流で再度農業用水路に取り入れられ、農地へと送られる。 

野洲川土地改良区では、野洲川沿岸地区地域用水機能増進事業(2002～2016 年)を実施中

である。その一環として、2009～2012 年にかけて、非かんがい期の地域用水機能を発揮

させるために配水計画が立案された。2010 年度には野洲市を対象として、非かんがい期に

石部頭首工の右岸取水量を水利権水量の0.44 m3/sに対し0.38 m3/sにして通水する試みが

実施された。2011 年度には栗東市を対象として、非かんがい期に石部頭首工の左岸取水量
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を、これまでの 0.6 m3/s から 0.9 m3/s に増加して通水する試みが実施された。2012 年度

には守山市を対象として、2011 年と同様に、非かんがい期に石部頭首工の左岸取水量を、

これまでの 0.6 m3/s から 0.9 m3/s に増加して通水する試みが実施された。 

また、滋賀県が 2012 年 3 月に策定した琵琶湖に係る湖沼水質保全計画第 6 期において

は、赤野井湾流域流出水対策推進計画が示されている。この中の流出水の水質改善の具体

的な取り組みとのひとつとして、「年間を通じて河川に生き物が生息できるように水のかれ

る非かんがい期に水を確保する方策を調査する」こととされており、この事項の主な担当

者として NPO 法人びわこ豊穣の郷が挙がっている。野洲川土地改良区による地域用水の

通水は、機能としての環境用水の通水とみなすことができるが、これによって赤野井湾流

出水対策にあがっていた課題の１つが実現したと捉えることができる。 

こうした経緯を踏まえ、野洲川土地改良区の試みを環境用水導入の可能性を検討してい

く上での重要な事例と判断し、研究対象とした。 

 

5.1.3 先行研究のレビュー 

 

2 章で述べたとおり、農林水産省や農業土木の研究者は、従来、地域用水という用語を

用いており、地域用水は、農業水利施設を通じて、農業生産以外に、生活用水、防火用水、

消流雪用水、水質浄化用水、景観・生態系の保全、親水など多面的機能を有した用水のこ

とをさす。農林水産省では、こうした地域用水の維持・増進を図ることにより、地域社会

において農業水利資産の維持管理に関わる新たな支援体制を確立することを目的に地域用

水機能増進事業を実施してきた。ここでは、地域用水機能増進事業に関する土地改良区の

取り組みや農業用水の多面的機能の発揮に対して土地改良区の果たす役割に関する先行研

究をレビューする。 

地域用水機能増進事業については、三好・西川(2012)が国営新矢作地区を対象に、事業

により整備した親水水路等の管理区分として、財産管理は地方自治体（市）が行い、水管

理は土地改良区、日常管理（清掃、草刈り）は地元住民が行うこととし、地域住民からな

る新たな管理団体を設立して取り組んでいる事例を報告している。そのほか、香川用水地

域については渡邊(2012)が、滋賀県湖北地域については阿部(2010)がそれぞれの事例を報

告している。 

農業用水の多面的機能や地域用水機能の価値評価については、小谷ら(2007)は、本研究

で対象としている滋賀県野洲川地区において、野洲川用水の多面的機能に対する CVM(仮

想市場法)評価を行っている。その結果、(1)ターンブル法とワイブル回帰によって WTP(支

払意思額)平均値はそれぞれ 4,352 円と 4,096 円であった。(2)用水の機能の有用度と重要
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度を総合した指標を用いて各機能の経済評価を行った結果、治水、水質保全、生態系保全

の順で評価が高かった。(3)今後は水質保全機能が も期待されるという結果を得た。(4)

非農家率(x)(農家あるいは非農家かの質問の有効回答数に対する非農家の比)を用いて今回

および以前に調査された地域のターンブル法による WTP 平均値(y)との関係を求めた結果、

y=6421-3022x となった。農家率が大きくなると WTP 平均値が小さくなる傾向を示した。 

また、牧野ら(2007)は、農家と非農家が混住する地域で地域用水機能の価値評価と維持

管理に関する住民の意識について調査し、農業用水を高く評価している人たちでさえ、高

齢化と維持管理への参加者の減少のため農業用水路の維持は困難と考えていることを報告

している。 

農業用水の多面的機能について、松井(2009)は、非かんがい期に水利権を持つ土地改良

区組合員を対象に調査し、農業用水の多面的機能については組合員全員が知っているわけ

ではないが、知っている人は保全意識が高かったという結果を報告した。そのため、非組

合員に多面的機能を理解してもらう前に、組合員への周知徹底が効果的であると指摘して

いる。 

多面的機能の発揮と管理方法や費用負担について、勝山(2004)は、農業水利施設の多面

的機能の発揮に向けた管理制度について、土地改良区が農業用水全体を一元的に管理する

一方、その利用に支障のない範囲で行政責任等も踏まえた公的機関等の管理や地域住民も

参加した多極一元による管理方式が有効であるとしている。そして組織制度として 2 つの

提案をしている。1 つは、多面的機能の利益を受ける地域住民も組合員としかんがい区と

同様な地域型の水利組織である。もう一つは、地域が受ける効果の負担は市町村が役割を

果たすべきと考えられ、水利組織と市町村の新たな関係の仕組みによるものである。 

さらに勝山ら(2012)は、農業水利施設の管理における多様な主体の参加と特定受益者賦

課(非農地の受益者から賦課金を徴収すること)について考察している。石川県河北潟土地

改良区における特定受益者賦課の検証から、多様な主体の参加のために、従来の土地改良

区の法手続きによる意思決定だけでは限界があり、農業への関心や理解が低い多様な主体

を段階的に意思決定に参加させていくことが必要とし、「意思決定の 5 ステップ・モデル」

を提案している。 

こうした地域用水に関する既往の研究をみると、そのなかには環境用水に関する研究課

題とつながった問題関心のもとで進められてきたものが多々あることを確認できる。地域

用水概念のなかに環境用水に関わる領域が含まれているから、これは当然な結果とみるこ

とができよう。それゆえ、環境用水の研究においては、地域用水研究のうち環境用水と関

わる成果を取り入れていくことが必要となる。 
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5.2 研究方法 

 

調査は、研究課題に関連する文献や資料の収集に加え、表 5-1 に示す団体にヒアリング

を実施した。地域用水機能増進事業に取り組んでいる野洲川土地改良区、守山市の関係部

局、守山市で水環境保全に取組む NPO 法人びわこ豊穣の郷、野洲川土地改良区の受益範

囲の地元（水利委員、自治会等）を対象とした。 

表 5-1 ヒアリング調査先・調査時期 
ヒアリング調査団体 調査時期
野洲川土地改良区 2011.7.21，2012.9.5，2012.12.17 
守山市（農政課，環境政策課） 2011.9.1
NPO 法人びわこ豊穣の郷 2011.12.26，2012.8.21，2015.1.10 
守山市二町町 自治会、水利委員 2013.6.10
守山市吉身町 水利委員 2013.6.10
守山市勝部町 自治会、水利委員 2013.7.25
甲賀市北脇町 水利委員 2013.6.11
栗東市伊勢落町 水利委員 2013.7.25

 

5.3 環境誌からみた対象地域の特性 

 

5.3.1 野洲川流域の概観 

 

野洲川は、滋賀県の南東部に位置し、流路は約 65.3km、流域面積 387.0 km2であり、

琵琶湖に流入する も大きな河川である。滋賀県と三重県の県境に位置する御在所岳に源

を発し、甲賀市、湖南市、野洲市、栗東市、守山市を通り、琵琶湖に注いでいる。下流部

には、石部（湖南市）を頂点とする扇状地が広がり、湖岸には三角州が形成されている(滋

賀県，2010)。 

図 5-1 対象地域概念図 

0      20km 



87 
 

かつて、野洲川は下流部の守山市で南流と北流の 2 つに分かれており、川幅が狭く天井

川であることから、たびたび洪水が発生した。特に 1953 年の台風 13 号では、住家 683

戸、非住家 1,030 戸が流出あるいは半壊するなどの大きな被害が発生した。その災害を契

機に野洲川改修の気運が高まり、旧建設省は、1958 年から直轄で河川改修調査に着手した。

1971 年改修工事が始まり、1979 年に北流と南流の間を貫く野洲川放水路が完成した(守山

市誌編さん委員会，1996)。 

 

5.3.2 野洲川流域における農業水利の展開 

 

野洲川流域における農業水利の古い記録としては、1535 年に、現在の右岸の野洲市三

上と左岸の栗東市伊勢落、守山市勝部が激しい水争いを繰り広げたことが書状等に残され

ている(愛知川農業水利事業所，1979)。江戸時代の野洲川には、78 カ所もの井堰が造られ

ており、干ばつのたびに上流と下流、右岸と左岸の間で野洲川の水をめぐって争いが起き

ていた(野洲川沿岸農地防災事業所，2013)。 

1934 年、県営農業用ダムの建設が着手され、同じ頃琵琶湖の周りで内湖干拓などの事

業が行われるなど、農業水利施設整備事業が展開するようになった。野洲川流域において

も水利を一体的に整備しようという機運が高まり、1939 年 3 月野洲川普通水利組合の設

置を関係町村長（19 ヵ町村）連名で知事に具申し、同年 4 月に滋賀県野洲川沿岸農業水利

事業が着工された。事業は、上流に水源施設として野洲川ダムを、取水施設として上流部

に土山合同井堰・佐山頭首工を、中流部に水口頭首工、下流部に石部頭首工を築造するも

のであった(野洲川土地改良区，1992)。 

その後、1944 年には第 2 次世界大戦のため工事中止となったが、1946 年 1 月に事業が

再開され、同年 7 月には国営事業に移管された。そして、1951 年に野洲川ダムが、1954

年に石部頭首工が、1955 年に水口頭首工が完成した。また、1949 年 6 月に土地改良法が

施行され、1952 年に野洲川土地改良区の設立が認可された。幹線水路の整備は、国営事業

と並行して県営事業として進められた。1951～1956 年にかけて下流部かんがい排水事業

により、14.7km が、1953～1957 年にかけて上流部が災害復旧事業として、井堰 3 ヵ所、

水路 23.8km が、1956～1964 年にかけて中流部かんがい排水事業により、井堰 1 ヵ所、

水路 27.1km が整備された。さらに、1956～1974 年にかけて、市町村や土地改良区が事

業主体となる団体営事業により、揚水機 17 ヵ所、水路 66.2km が整備された。施設が完

成して約 20 年が経過した 1974 年には、ダム、頭首工の施設補修事業を行っている (野洲

川土地改良区，1992) 。 

1990 年代後半には、土地利用の変化や集中豪雨などによって、野洲川流域からの流出
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量が増加し、ダムや頭首工の洪水流下能力が不足するなど機能の低下が生じてきた。戦後

の事業完了から約 40 年が経過し、施設の老朽化が目立つようになった。そこで、野洲川

ダムや石部頭首工を改修するため、1999～2009 年にかけて国営総合農地防災事業が行わ

れた。 

国営総合農地防災事業に合わせて 2000 年から県営農業用水再編対策事業によって、老

朽化した農業用水路の改修および補修が行われている。農業用水再編対策事業では、水口

頭首工からの用水路 42.8km、石部頭首工からの用水路 27.2km を対象としている。 

事業で建設された施設は、野洲川土地改良区が管理している。さらに、野洲川土地改良

区の下部組織として用排水水利調整委員会が組織されており、これが地域ごとに用水路な

どを管理している。この用排水水利調整委員会は、集落ごとの水利委員からなる組織であ

る。市街地内を流れる丹堂川やその下流に位置する農業用水路は、集落ごとの水利委員に

よって管理されている。 

 

5.4 環境用水の導入過程と地元の反応 

 

5.4.1 地域用水機能増進事業の制度と展開 

 

(1)地域用水機能増進事業の内容 

地域用水機能増進事業１）は、地域用水機能（農業用水が持つ生活用水、防火用水、環境

用水、消流雪用水等の機能の総称）の維持・増進を図ることにより、地域社会において農

業水利資産の維持管理に関わる新たな支援体制を確立することを目的とする農林水産省の

補助事業である。地域用水機能増進事業は、水路などの補修や更新をおこなう農業用水再

編対策事業（地域用水機能増進型）と一体的に実施される。 

滋賀県内では、新湖北地区、天の川沿岸地区、犬上川沿岸地区、新愛知川地区、小中之

湖地区、岡山地区、野洲川沿岸地区で実施されている。非かんがい期における配水計画の

立案・導水が主要な取り組みである。 

野洲川土地改良区管内では、施設の老朽化が進む中で、ダムや石部頭首工は国営総合農

地防災事業により整備され、幹線用水路は県営農業用水再編対策事業（地域用水機能増進

型）によって補修・改修などの整備が行われた。県営農業用水再編対策事業（地域用水機

能増進型）は、農業用の用排水施設の整備を行うに当たり、農業用水の循環利用を積極的

に促進することにより、農業用水の更なる効率的な利用等を図り、農業経営の安定および

近代化および地域用水機能の増進を目的としている。そのため、県営事業に合わせて土地

改良区が地域用水機能増進事業を実施するという事業制度となっている。野洲川土地改良
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区では、近年、農業用水が農業だけに利用されることが多くなり、以前のような生活用水

等としての利用が少なくなっていることを踏まえ、農業用水路の改修にあわせて、もう一

度地域用水としての機能を地域で見つめ直し復活させることを目指すことになった。そこ

で、地域住民が主体となり「水と緑に囲まれた心やすらぐむらづくり」を目的とし、土地

改良区が事業主体となる地域用水機能増進事業への取り組みが進められた。 

地域用水機能増進事業では、関係する行政機関、自治会長、土地改良区、学識経験者な

どからなる地域用水対策協議会を設け、事業に対する助言・評価を行うこととなっている。

また、各集落に「むらづくり委員会」を設けることとなっており、自治会長、農業組合員、

水利委員、消防団員、老人会会員、女性団体メンバー、子供会会員など、10～15 名程度で

構成される。むらづくり委員会は、集落の意見・要望を集約し、施設整備計画や維持管理

計画の策定を取りまとめて提案したり、維持管理活動を実施する役割を担っている。2014

年9月時点で、野洲川土地改良区管内の26の集落でむらづくり委員会が組織されている(表 

5-2)。 

 

表 5-2 むらづくり委員会設立状況 
設立年度 甲賀市 湖南市 栗東市 守山市 野洲市 
2001 酒人  
2002 三上 
2003 北脇 

宇田 
城内 

出庭 
 

下之郷 
 

比江 
野洲 

2004 植 夏見  
2005 秋葉 朝国 宅屋 勝部  
2006 宇川 辻  
2007 吉永  
2008 十里 古高 

今宿 
市三宅 

2009 二町 行畑 
2013 西内貴 播磨田  

合計 8 集落 3 集落 4 集落 6 集落 5 集落 
注）野洲川土地改良区資料より作成 

 

また、農林水産省では農地・水保全管理支払交付金によって、地域共同による農地・農

業用水等の資源の保全管理活動やその一環として行う農村環境の保全活動、農地周りの農

業用の用排水路等施設の長寿命化や水質・土壌等の保全のための取組に対して直接支払制

度を設けているが、対象地域が農振農用地であるため、守山市域では実施されていない。 
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（2）事業の経過 

野洲川流域における地域用水機能増進事業および関連する事業の主な経過は、表 5-3 の

とおりである。事業期間は 2002～2015 年度である。事業開始の 2002～2004 年にかけて

現況水路網の調査を実施し、2006 年に地域用水機能増進計画を策定した。2009 年から、

上流の甲賀市から順に非かんがい期の配水計画を策定し、冬期の地域用水の通水を実施し

ている。施設整備は、表 5-4 にみるように景観水路、遊歩道、植栽工、休憩施設、防火用

水、階段工などの整備を合計 179 箇所で実施する計画である(野洲川土地改良区，2007)。 

表 5-3 野洲川土地改良区に関わる地域用水機能増進事業の経過 
年度 地域用水機能増進事業 同事業による水路整備(守山市内） 県営農業用水再編対策事業 
2000   野洲川沿岸地区（甲賀市、湖南

市） 
（2000~2015 年度） 

2001   野洲川沿岸Ⅱ期地区（栗東市、

野洲市、守山市）（2001~2019
年度） 
幹線水路の改修工事を開始 

2002 地域用水機能増進事業開

始 
現況水路調査 

  

2003 現況水路調査 下之郷町：景観水路・遊歩道・植

栽工・洗い場 
 

2004 現況水路調査 下之郷町：景観水路・遊歩道・植

栽工 
 

2005    
2006 地域用水機能増進計画策

定 
アンケート調査、集落別聞

き取り調査の実施、 

  

2007  勝部町(今宿川)：遊歩道・植栽工・

防火用水・洗い場 
 

2008  勝部町(中水川)：景観水路・遊歩

道・植栽工・洗い場 
幹線水路（甲賀市、湖南市）の

改修整備が完了 
 

2009 配水計画策定、説明会開催

および冬期用水の試験通

水（甲賀市） 

 幹線水路（栗東市、野洲市、守

山市）の改修整備が完了 
支線水路、末端水路を継続実施

2010 配水計画策定、説明会開催

および冬期用水の試験通

水（湖南市、野洲市） 
意向調査（栗東市、守山市）

二町町：景観水路・遊歩道  

2011 配水計画策定、説明会開催

および冬期用水の試験通

水（栗東市） 

今宿町：景観水路 
二町町：植栽工 

 

2012 配水計画策定、説明会開催

および冬期用水の試験通

水（守山市） 

古高町：植栽工  

注）県営農業用水再編対策事業変更計画書 野洲川沿岸地区、県営農業用水再編対策事業

変更計画書 野洲川沿岸Ⅱ期地区 をもとに作成 
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表 5-4 地域用水機能増進事業の施設整備内容 
整備施設 守山市 栗東市 野洲市 湖南市 甲賀市 計 

景観水路 8 4 19 8 15 54 箇所

遊歩道 5 2 5 6 4 22 箇所

植栽工 5 2 2 5 4 18 箇所

休憩施設 0 3 2 4 6 15 箇所

防火用水 4 1 9 4 25 43 箇所

階段工 4 5 2 10 6 27 箇所

合計 26 17 39 37 60 179 箇所

注）県営農業用水再編対策事業変更計画書 野洲川沿岸地区、県営農業用水再編対策事業

変更計画書 野洲川沿岸Ⅱ期地区 をもとに作成 
 

（3）地域用水の利用状況および利活用の意向 

2006 年度の事業によって実施されたアンケート調査 2)の結果では、水路の利用状況につ

いて約 3 割が「水路を利用していない」と回答している。「水路の清掃等維持管理へ参加」

は、約 8 割が「参加している」と回答している。利用上の不満では、「水量が少ない」、「コ

ンクリートの水路である」、「子供が近づくと危険」といった意見が多い。「親水公園や水路・

遊歩道などの親水施設の利用の意向」については、約 7 割が積極的な回答をしている。「今

後の清掃や環境整備に対する参加意向」は約 9 割と非常に高い結果となっている。 

また、甲賀市水口町 9 集落、湖南市 2 集落、野洲市 20 集落、栗東市 17 集落、守山市

17 集落に対して、非かんがい期における用水の利用要望について集落別聴き取り調査が実

施された。調査結果を表 5-5 に示す(野洲川土地改良区，2007)。水質改善、景観用水とし

ての利用要望は、甲賀市、湖南市では見られない。ホタルの生息環境としての要望は、野

洲市、守山市に見られ、守山市で 4 集落と他の市より多い。市街化が進む守山市、栗東市、

野洲市では、甲賀市、湖南市に比べ、水質改善、景観、ホタルの生息環境といった環境用

水としての利用要望が多い傾向にあるといえる。 

土地改良区へのヒアリング調査の結果では、非かんがい期における通水は水路からの漏

水で田が湿気ることから、通水量は少なくなっている。また、末端水路のゲートなどの管

理は、土地改良区の地域組織である用排水調整委員会で管理しているが、近年は、農業組

合長でも農業用水のルートを知らない人がいたり、用水路の清掃（でぼけ）に出役する人

が少なくなってくるなど、地域組織での管理体制に課題が多くなってきているという。 
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表 5-5 非かんがい期における用水利用要望 

 
注：養魚用水は、水路や池などにおいて鯉などの魚類を観賞用等に飼育することを目的

とした用水である。 

 

（4）地域用水機能増進計画の内容 

地域用水機能増進計画のうち、施設整備計画では、用水量が少なくなる非かんがい期に

おいても適切な水量が得られる路線において、親水水路、遊歩道などの施設整備を実施す

ることとしている。配水計画では、通水を必要とする水路に用水を送るために、上下流の

集落間にまたがる水路では集落間で配水運用ルールを設け、集落内においても水路の配水

操作ルールを設けることとしている。維持管理計画では、幹線水路は土地改良区の管理と

し、それ以降の支線または末端水路は集落の管理とし、集落ごとの管理対象範囲を明確に

し、周知徹底することとしている。 

畑
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泉 ○ 市三宅 ○

酒人 ○ 久野部 ○

植 ○ 五之里 ○ ○

宇田 ○ ○ 三上 ○ ○

北脇 ○ ○ 妙光寺

貴生川 ○ ○ 南桜
北内貴 ○ ○ 永原上町

宇川 ○ 永原下町

林口 ○ 江部

吉永 中北

北

朝国 ○ 富波甲 ○

伊勢落 富波乙 ○

林 ○ 比江 ○

六地蔵 八夫

小野 ○ 今宿町 ○ ○

宅屋 ○ 勝部町 ○ ○

出庭 ○ ○ ○ ○ 焔魔堂町

辻 ○ ○ 千代町 ○

今土 ○ ○ 阿村町

蜂屋 伊勢町 ○

野尻 ○ 二町町

綣 古高町 ○

苅原 ○ 大門町

北中小路 ○ 守山町 ○ ○

霊仙寺 ○ 下之郷町

十里 ○ ○ 吉身町 ○ ○

大橋 ○ 岡町

野洲 ○ ○ 立入町 ○ ○

四ツ家 浮気町

桜生 金森町 ○ ○

駅前 ○ 播磨田町

行畑

守

山

市

市

名
集落名

利用要望

野

洲

市

利用要望

市

名
集落名

甲

賀

市

栗

東

市

湖

南

市

野

洲

市

(野洲川土地改良区，2007) 
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5.4.2 非かんがい期における試験通水の実施 

 

(1)実施過程 

2008 年度に、県営事業で実施されてきた幹線水路の改修が完了したので、野洲川土地

改良区は 2009 年度から非かんがい期（冬期）の配水計画を策定し、通水を開始した。 

2009 年度には、甲賀市を対象に実施している。甲賀市内においては、集落の入り口前

まで水が届いていたが、集落内には流れ込んでいなかった。そこで、集落内の通水要望を

聞き取り、配水ルートを決定し、ゲート操作、堰板や土のうの設置など配水計画を策定し

た。配水計画について地元説明会を行い、その場ででた意見をもとに配水計画を修正して、

試験通水を実施した。その結果、集落内、集落間の通水ルールを作ることで冬期の地域用

水の通水が実現できることを確認できた。試験通水で確認できた上下流の集落間の通水ル

ールやゲート・堰板の管理者の情報は、図面(図 5-2 に例示)を作成し、各集落に配布して、

自治会館等への掲示を依頼し、管理ルールの周知を図りながら通水が実施された。 

 
図 5-2 計画配水系統図非かんがい期（守山駅付近の抜粋） 

守山駅 

0                     200m 

（野洲川土地改良区，2007）
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その後、2010 年に湖南市、野洲市、2011 年に栗東市、2012 年に守山市と順次実施した。

守山市の配水計画策定にあたっては、各集落の水利委員、自治会長の通水要望を取りまと

めた後、地域で水環境について活発な取り組みを展開している NPO 法人びわこ豊穣の郷

と打合せを行い、農業組合長、水利委員、自治会長等からでた通水要望路線が NPO 法人

びわこ豊穣の郷の通水要望箇所と合致していることを確認した。NPO 法人びわこ豊穣の

郷では、ホタルの復活・保全を活動の目標としている。市内を流れる小河川において、非

かんがい期に水量が少なくなる水路を把握しており、ホタルの復活に環境用水の導入も必

要であると認識している。なお、市の関わりついては、雨水排水計画の資料提供や地域用

水対策協議会への参加はあるが、配水計画の策定にはかかわっていない。 

地元管理のゲートや堰板の管理は、2009 年度に甲賀市で試験通水を実施したころは、

かんがい期と同様に農家からなる水利組合や水利委員が行うこととしていた。しかし、

2012 年度では、非かんがい期には自治会が行う方針で検討が進められた。これは、農業用

水は農家が作物を育てるために使用するものであるが、冬期の地域用水は、生活用水、防

火用水、景観保全などの機能があり、農家のみならず幅広く地域住民が用水の効用を享受

すると考えられること、農地の減少に伴い農家が減少し、水路の管理を農家だけで支えて

いくことが難しくなりつつあるといった事情が、背景にある。 

冬期の通水によって、地元にいくつかの効果がでている。野洲川土地改良区へのヒアリ

ングにおいて、冬期の配水計画を夏期の節水計画に反映することで、節水意識の向上につ

ながったり、下流側の集落に対してこれまで以上に配慮するようになった。また、水路等

の施設の維持管理に、非農家に入ってもらう機会にもなった、と聞き取った。 

 

（2）守山市域の通水 

守山市域における野洲川土地改良区の受益面積は、約 134ha である。石部頭首工左岸か

ら冬期は水路維持用水として、1.74 m3/s の取水量を権利として持っている。しかし、今回

の試験通水より以前は 0.6 m3/s の水量しか流しておらず、その上、途中で排水路へ落ち、

受益地域全体へは用水が届いていなかった。また、地域住民の通水要望の把握がなされな

いまま配水操作されていた。 

2012 年 10 月 3～17 日まで、石部頭首工左岸から取水する受益地域の栗東市・守山市域

において、試験通水が実施された。事前に、各集落の通水要望を聞き取り、配水ルートが

決定された。石部頭首工左岸の取水量は 0.9 m3/s として、受益地の下流域にある水路のあ

らかじめ定めた観測地点で水深 10cm を確保することを目標に試験通水が実施された。 

試験通水 10 日目の 10 月 12 日に水深測定した結果、観測地点 40 地点中 7 地点で水深
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10cm を下回った。その原因は、①観測地点上流側の堰板の設置状況が適切でない、②雨

水幹線に用水を落とすゲートが全開になっている、③部分的に水路幅が広くなっている、

などが原因であった。そのため、堰板やゲートの管理を改善することで、目標水深の確保

が可能となった。部分的に水路幅が広くなった区間については、目標水深に達しないがや

むなしとした。冬期の通水によって、洪水時に水路からの溢水が懸念される地点が 4 ヵ所

あったが、いずれも市が整備している雨水幹線事業により、今後上流部で排水がカットさ

れる計画となっている。 

試験通水の結果、上流部の栗東市域で水田（転作田）が湿気ること、雨水幹線が現時点

で未整備であり溢水の可能性があることから、非かんがい期の通水量は石部頭首工左岸取

水量として、0.8 m3/s とした。今後の管理、運用にあたっては、取水量等の連絡網を確認

するとともに、ゲート等の日常管理者を確認することとした。さらに、地域用水の配水系

統とゲートの日常管理者を示した図面を作成し、各自治会に配布し、各自治会館に掲載し

てもらうこととした。 

 

5.4.3 地元の集落における水管理の実態 

 

地元ヒアリング調査に関しては、野洲川土地改良区の中で特に都市化の進行が著しい守

山市を中心に実施した。都市化の進行により農業者が減少し、水路の維持管理が困難にな

ることが予想されるため、そうした地域でヒアリングを行い、維持管理の実態を把握する

こととした。守山市のうち、地域用水機能増進事業によって水路施設の整備をした二町町

と勝部町、農家戸数が も少ない吉身町をヒアリング対象とした。また、比較対象として、

守山市と同じ石部頭首工左岸から取水する 上流部に位置する栗東市伊勢落、土地改良区

のなかで初めて試験通水が行われた集落の 1 つである甲賀市水口町北脇を取りあげた。ヒ

アリングの対象者は水利委員、自治会役員等である。 

 

(1)守山市二町町 

二町町は、守山市の南部に位置し、旧中山道沿いに形成された町である。人口 2,029 人、

世帯数 793 戸（2013 年 3 月現在）であり、農業組合員の農家は 19 戸（2.3％）からなる

（うち耕作者 10 戸）。二町町の農地は、町の西側に 1ha 程度を残すのみである。地域用水

機能増進事業により、旧中山道沿いの水路が整備された。 
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図 5-3 守山市二町町水路整備位置図 

 

地域用水機能増進事業で整備された水路 ボランティア組織で植栽したショウブ水路

写真 5-1 二町町の水路の状況 
 

集落内の用水路の管理は農業者で管理しており、年 3 回の清掃を実施している。一方、

地域用水機能増進事業で整備された水路は、自治会の下部組織として新たにボランティア

組織を立ち上げ管理を行っている。メンバーは 60～70 歳代で 50 名程度である。ボランテ

ィア組織では、集落内の公園の整備や水路内へのショウブの植栽等を行っている。 

これは、地域用水機能増進事業の展開が、これまでの水管理体制とは異なる新たな可能

性を示すケースであろう。 

 

(2)守山市吉身町 

吉身町は、守山駅の北側に位置し、旧中山道沿いに形成された町である。以前は、１つ

の自治会であったが、人口の増加によって吉身西町、吉身中町、吉身東町の 3 つの自治会

遊歩道整備水路 

二町町 

植栽整備水路 

0                 200m 

（計画配水系統図非かんがい期より作成） 
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に分かれた。3 つの自治会を合わせると、人口 5,071 人、世帯数 1,948 戸（2013 年 3 月現

在）であり、自治会が 3 つ分かれた際も、農業組合は分割されずそのままとなり、3 つの

自治会で 1 つの農業組合となっている。農業組合は農家 7 戸（0.4％）からなる（うち耕作

者 2 戸）。農地は、住宅等に囲まれたわずかな農地が点在するのみである。 

 

 
図 5-4 守山市吉身町水路位置図 （計画配水系統図非かんがい期より作成） 

吉身町 
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地域用水機能増進事業により整備された水路はない。集落内の用水路の管理は水利委員

や農業組合員が管理しており、堰板やスクリーンのゴミの除去の管理を実施している。吉

身町は県営用水路から支線水路に分岐する地点に位置し、支線水路は吉身町と下流側に位

置する守山町、下之郷町へ配水される水路である。県営水路からの分岐地点のスクリーン

のゴミ除去を、3 自治会が毎月交代で毎日実施している。各水田に取水のため支線水路に

堰板を設けているが、洪水時の堰板の管理は個人が行っている。非かんがい期は、堰板を

設置しておらず、ゴミも少ないため定期的な管理作業はない。県営水路からの分岐地点に

ついても非かんがい期は管理していない。農家が減少しており、水路の管理を農家で継続

することが困難であり、今後どのように管理していくか苦慮している。市に管理してほし

いという希望をもっている。 

 

宅地内の残された農地へ配水する用水路 宅地内を流れる用水路 
写真 5-2 吉身町の水路の状況 

 

(3)守山市勝部町 

勝部町は、守山市の中央部、守山駅の南側に位置し、旧中山道沿いに形成された町であ

る。人口 4,317 人、世帯数 1,795 戸（2013 年 3 月現在）である。農地は集落西側と南側

に点在する。農家数は 36 戸（2.0％）である。 

地域用水機能増進事業により勝部神社の北側の今宿川、集落の南側の中水川が整備され

た。かんがい期の水路の管理（堰板の管理）は農業組合が行っているが、非かんがい期（10

月～4 月）は自治会が管理している。また、非かんがい期には集落の上流でポンプ（1997

年に設置）によって地下水を揚水して水路に流しており、このポンプと水路の堰板の管理

を自治会が行っている。 
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図 5-5 守山市勝部町水路整備位置図 

 

地域用水機能増進事業で整備された今宿川 地域用水機能増進事業で整備された中水川

写真 5-3 勝部町の水路の状況 
 

2012 年度に冬期用水が増加したが、地元ではまだ少ないと考えており、ポンプにより

地下水を水路に流している。地域用水機能増進事業においてむらづくり委員会を設立し、

「遊蛍会」と名付けている。中水川の整備された区間は、親水生態系水路と名付けられ、

魚類の観察会などのイベントが実施されている。 

 

勝部町 

整備水路 

勝部神社 

整備水路 

0                       200m 

（計画配水系統図非かんがい期より作成）
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(4)栗東市伊勢落 

伊勢落は、栗東市の東部、湖南市との境に位置し、旧東海道沿いに形成された町である。

人口 250 人、世帯数 90 戸（2013 年 3 月現在）であり、栗東市の中でも人口の少ない集落

である。集落の周囲には農地が広がっており、市域の東部であることから市街化は比較的

進んでいない。非農家はほとんどいないとのことであった。 

地域用水機能増進事業により親水水路等が整備されている。伊勢落は、石部頭首工の左

岸側の用水路の 上流に位置していることから、伊勢落の農業水利組合が幹線水路の管理

にあたっており、水路管理に対する責任感の強さが伺われた。水路の管理については、自

治会と水利組合（農業組合）が一体となっており、かんがい期、非かんがい期を問わず水

利組合が管理を行っている。 

 

 
図 5-6 栗東市伊勢落水路整備位置図 

 

伊勢落 

整備水路 

野洲川 

名
神
高
速
道
路 

0                  200m 

（計画配水系統図非かんがい期より作成） 
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整備された集落内の用水路 洗い場が設けられた集落内の用水路 
写真 5-4 伊勢落の水路の状況 

 

 (5)甲賀市水口町北脇 

水口町北脇は、甲賀市水口地区の西部に位置し、野洲川右岸の旧東海道沿いに形成され

た町である。人口 1,097 人、世帯数 449 戸（2013 年 3 月現在）であり、集落周囲には農

地が広がっている。農業者はおおむね 1/3 以下である。 

地域用水機能増進事業により親水公園、防火水槽等が整備されている。親水公園の管理

は、施設整備直後に自治会内に管理組織「北脇ゆうゆうグリーンクラブ」を立ち上げたが

継続せず、現在は自治会役員が草刈り等を行っている。集落内の用水路の管理は農業組合

員が管理しており、非かんがい期は特に管理作業はなく、管理主体は年間を通じて農業組

合員である。集落内の水路の清掃は、農家・非農家が一緒になって実施している。 

 

 
図 5-7 甲賀市水口町北脇 水路整備位置図 

伊勢落 

整備水路 

整備水路 

0                       200m 

（計画配水系統図非かんがい期より作成） 
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地域用水機能増進事業で整備された水路 北脇ゆうゆうグリーンクラブの啓発看板 
写真 5-5 水口町北脇の水路の状況 

 

5 集落に対して地元ヒアリング調査を行った結果、維持管理活動の実施を担っているむ

らづくり委員会の状況に違いが見られた。勝部町、二町町では、むらづくり委員会が機能

していると考えられる。一方、伊勢落、北脇では、自治会と農業組合が一体となって活動

を行っているため、むらづくり委員会としての活動が明確でない。吉身町では農家戸数が

少なく、自治会内に農業者が中心となったむらづくり委員会を設立することが困難である

と考えられる。 

 

 

5.5 赤野井湾流出水対策のなかの環境用水 

 

5.5.1 赤野井湾流域流出水対策の概要 

 

滋賀県・京都府が、2012 年 3 月に策定した琵琶湖に係る湖沼水質保全計画第 6 期にお

いて、赤野井湾流域流出水対策推進計画(第 2 期)が示されている。赤野井湾流域流出水の

水質を改善するための具体的な方策として、農業排水対策、市街地排水対策、河川等の浄

化対策、湾内の環境改善対策、啓発事業およびその他の関連事業、環境モニタリングに分

類され、項目ごとに活動内容が示されている。このうち、河川等の浄化対策のひとつとし

て、「年間を通じて河川に生き物が生息できるように水のかれる非かんがい期に水を確保す

る方策を調査する」こととされており、この事項の主な担当者として NPO 法人びわこ豊

穣の郷が挙がっている。 

野洲川土地改良区による地域用水の通水は、非かんがい期に水を確保する方策の一つで

あり、これは、機能としての環境用水の通水とみなすことができるが、「方策を調査する」

という点では、赤野井湾流出水対策の１つが実現したと捉えることができる。 
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5.5.2 赤野井湾流域流出水対策としての評価 

 
(1)赤野井湾流入河川流量に対する地域用水の水量 

石部頭首工からの非かんがい期の地域用水の増量を、赤野井湾への流入河川水量と比較

する。 

赤野井湾に流入する河川は、法竜川、天神川、守山川、新守山川、山賀川、堺川、三反

田川、幹線排水路がある。滋賀県土木部(1999)によると、赤野井湾流入河川の流況は表 5-6

のとおりであり、平水流量で 1.458 m3/sec、平均流量で 2.015 m3/sec である。 

 

表 5-6 赤野井湾流入河川の流況 

  
注：滋賀県土木部(1999)の資料をもとに筆者が作成。 

  調査期間：1997 年 8 月～1998 年 7 月 

 

赤野井湾への流入河川流量について、竺(1992)は、非かんがい期の水量として 14 万 m3/

日(1.67 m3/sec)であり、うち農業用水は 6.3万m3/日(0.73 m3/sec)としている。大久保(2013)

は赤野井湾への流入水について、年間平均で約 3 m3/sec、その水源は 45％が地下水、26％

が石部頭首工、20％が逆水かんがい、9％が法竜川・石田川としている。 

地域用水の増量 0.2 m3/sec は、非かんがい期の赤野井湾流入河川の流入水量 1.67 m3/sec

の 12％に相当する。したがって、地域用水の導入は、非かんがい期における赤野井湾への

流量を 1 割強増強させる効果を持ったといえる。 

 

(2)びわこ豊穣の郷へのヒアリング結果 

NPO 法人びわこ豊穣の郷に非かんがい期における地域用水の増量についてヒアリング

を実施した。その結果、「水路の水量は多くなったように感じるところもあるが、独自に行

っている定点調査の結果では過去の水量調査と明確な違いがみられない」、「流出水対策に

示されている『河川に生物が生息できる』という状況になったかどうかについては引き続

河川名 面積 大 豊水 平水 低水 渇水 小 平均

(km2) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)
法竜川 8.42 10.563 1.092 0.946 0.811 0.411 0.311 1.139
天神川 1.81 3.806 0.282 0.207 0.157 0.086 0.057 0.266
幹線排水路 2.87 1.960 0.129 0.076 0.042 0.001 0.000 0.108
守山川 2.15 3.443 0.075 0.025 0.005 0.000 0.000 0.080
新守山川 9.97 6.788 0.132 0.060 0.027 0.000 0.000 0.180
山賀川 0.41 0.231 0.037 0.019 0.004 0.000 0.000 0.025
堺川 0.75 2.323 0.064 0.019 0.014 0.000 0.000 0.071
三反田川 2.06 2.273 0.141 0.106 0.083 0.039 0.029 0.146
合計 28.44 31.387 1.952 1.458 1.143 0.537 0.397 2.015
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き状況を見ないと現時点では判断できない」とする意見があった。 

通水が開始され2年目であることや 2013年の秋には台風 18号による災害復旧で非かん

がい期の通水を停止していた期間があったことなども影響していると考えられるが、現時

点で「河川に生き物が生息できるように非かんがい期に水を確保」という状態に至ってい

るとは判断できないと捉えている。 

 

5.6 水路の維持管理主体の移行事例 

 

5.6.1 事例の概要 

 

野洲川土地改良区受益地の 下流に位置する守山市金森町では、一級河川金森川(三津川，

以下三津川という）が農業用水を通水させる水路として機能している。三津川は、従来、

用水の権利を持つ下流の自治会(金森町、三宅町)が維持管理の主体となってきたが、河川

改修事業の実施と河川公園の整備に伴い、用水の権利を持たない上流の自治会(泉町)が主

体的に維持管理を行うようになり、維持管理主体が移行するという事象が発生した。この

ことについて、以下、本田(2012)に依拠して事例の内容を整理する。 

 

5.6.2 地域の概要 

 
三津川は、JR守山駅付近に存在した数箇所の湧水池を水源としていた人工河川である。

かつては、下流の農地をかんがいするなど地域において重要な役割を果たしてきた。守山

市では高度経済成長期以降、水源地付近において工場建設や宅地化が進んだ。三津川の上

流湧水池群も 1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて、枯渇していき、宅地化された。

その後、三津川にはかんがい目的で主に野洲川からの用水が流れていた。 

三津川の水を農業用水として利用する集落は、金森町と三宅町である（図 5-8）。金森

町が上流に位置し、野洲川土地改良区に加入している。両町の上流部にある三津川河川公

園は泉町の領域内であるが、泉町内にわずかに存在する農地は三津川の水を利用していな

い。三津川は泉町内で北川、中川、南川の分流に別れるが、泉町内では 3 本が 1 本の川の

ように並行に流れている(図 5-9)。18 世紀後半に金森町と三宅町の間で発生した水争いの

結果、3 本の水量を固定化するために、川底に定石が置かれ、川幅と川底が固定されるこ

ととなった。北川と南川については金森町のみが用水の権利を有し、中川は金森町と三宅

町が共同で権利を保有している。 
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図 5-8 泉町・金森町・三宅町と三津川河川公園位置図 

(国土地理院電子地形図 1/25,000，2012 年図式(2014 年 11 月 15 日ダウンロード)より作成) 

 

 
図 5-9 三津川河川公園の北川、中川、南川配置 

 

三津川の管理に関わりをもつ金森町、三宅町、そして泉町の概要は、表 5-7 のとおりで

ある。 

 
 

北川 a 

中川 a 

南川 a 

(守山市全図 1/2500より作成)

0                 500m 

0                       100m 

三宅町

金森町

泉町 

三津川河川公園
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表 5-7 三津川管理に関わる 3 集落の概要 
 金森町 三宅町 泉町 

総戸数 611 戸 175 戸 488 戸 
地付き層の割合 13％ ほぼ全戸 17％ 
農地所有世帯の割合 約 13％ 51％ 2％ 
耕作者世帯の割合 4％ 29％ ほとんどなし 
市街化区域 一部 なし 全域 
注：聞き取り調査結果より作成。 

 

5.6.3 三津川の改修事業と水路管理主体の移行 

 

三津川の改修に関する議論は 1970 年代後半から始まった。1989 年に三津川改修基本計

画が策定され、1990 年度から 3 年間かけて工事が行われ、三津川の分流が並行して流れ

る区間が三津川河川公園として整備された。公園整備に際しては、分流の定石を残しつつ、

遊歩道や水遊びの出来る場所が整備されるなど、三津川の歴史と親水機能の両立が図られ

ている。また、逆水ポンプが設置され、河川公園の末流から上流部へ水が送られることに

より水量が確保されるようになった。こうした整備内容は泉町自治会の意見がある程度反

映されている。このようなハード面での整備事業と後述の泉町自治会による熱心な保全活

動の結果、今では三津川河川公園はホタルの鑑賞スポットの一つとなっている。 

三津川の改修以前は金森町と三宅町の農業者が年 2 回、水源までの水路の泥上げや草刈

りを行う「ゆのぼり」と呼ばれる維持管理作業を行っていた。約 30～40 年前まではゆの

ぼりは 1 日かけて行われる長時間の作業であり、住民にとって大きな負担であった。しか

し、水路や河川がコンクリート護岸となり、農家の兼業化が進んだ結果、ゆのぼりの作業

時間は短縮され、作業内容も軽微なものへ変わっていった。一方、泉町では、自治会長を

始めとした数人の住民が泉町内の三津川の清掃を個人的に行っていた。そして金森町・三

宅町の農業者が実施する年 2 回の清掃のみでは十分な管理が出来ていないという認識が泉

町には存在していた。また、ゆのぼりの時期に草を刈るのではなく、ホタルの生育に悪影

響のない時期に草刈りを行いたいと考える住民もいた。そこで、三津川の改修を機に、泉

町自治会が金森町と三宅町に申し出て、三津川河川公園内の河川清掃を担当することとな

った。 

現在、三津川公園は守山市が所有しているが、維持管理は泉町が主体的に行っている。

泉町自治会では月 1 回、組ごとの清掃を行うと共に、年 3 回全戸参加の清掃を実施してい

る。欠席者に罰金などは課さないものの、住民の参加率は約 7 割に上る。参加率の高さは、

泉町には三津川以外の河川がないこと、また住民が顔を合わせ交流する機会として認識さ

れていることによると泉町自治会長は考えている。 

(本田，2012)
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三津川の河川改修事業は泉町住民が積極的に実施を求めていたが、当初、金森町住民の

中には否定的な意見も存在した。しかし、現在、金森町の農業者は、泉町が三津川を管理

していることにより金森町の負担が減ったことを喜んでいる。また、三宅町では泉町自治

会からの申し出を受け入れているが、三宅町では農業用水の多くが地下水でまかなわれて

おり、三津川を流れる水がそれほど重要ではないことが背景にあると考えられる。 

 

5.6.4 管理主体の移行の条件 

 

農業用水路の管理主体が農業者から地域住民へ移行した条件として、農業者の側から 2

点指摘することができる。1 点目は、用水の重要度が低下したことである。金森町では、

町内に市街化区域が設定されていることもあり、宅地開発に伴う農地面積の減少が進んで

いる。また、三宅町ではポンプでくみ上げた地下水を主に農業用水として利用している。

そのため、三津川を流れる水への依存度が両町で低下し、三津川を管理する必要性も低下

したと考えられる。2 点目は、河川管理の負担が重くなったことである。農業用水路がコ

ンクリート製に改修され、管理にかかる負担が軽減されたことにより、河床が土砂のまま

の河川の管理負担が相対的に重く感じられるようになった。これらのことから、泉町自治

会からの申し出を農業者が受け入れやすい状況が整えられたと考えられる。 

次に、地域住民の側から 2 点挙げられる。1 点目は、泉町住民が自発的に水路の管理を

行ってきた実績である。泉町では河川改修以前から住民有志がボランティアで清掃を行っ

てきた。こうした実績が、泉町自治会が三津川の保全を引き受けることの説得性につなが

った可能性があると考えられる。2 点目は、泉町住民における三津川の重要性である。三

津川は泉町を流れる唯一の河川である。そのため、三津川は泉町住民にとって生活環境を

構成する重要な要素であり、三津川への関心が高かったと考えられる。 

そして、行政の役割についても指摘しなければならない。泉町自治会や住民の活動（自

発的な清掃活動や保全作業の引き受け）に対し、守山市はほとんど働きかけを行っておら

ず、守山市は泉町と金森町・三宅町間の交渉にも関与していない。よって、水路保全主体

が農業者から地域住民へ移行するプロセスにおいて、地域住民による自発的・積極的な保

全活動が欠かせないと考えられる。しかし、泉町自治会が主体的に水路保全を行うに至っ

たきっかけは、守山市による河川整備事業にあった。また、三津川河川公園の所有者は守

山市である。あくまで住民による主体的な保全活動を前提としてではあるものの、行政は

ハード面の整備や権利上の問題を解決することによって水路保全主体の移行を促す重要な

役割を果たしていると考えられる。 
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5.7 本章のまとめ 

 

野洲川土地改良区における非かんがい期の試験通水が成功した要因を、調査結果から抽

出すると以下のような事項があげられる。 

(1)地域のニーズ：アンケート調査の結果、水路を積極的に利用したいとする人が 7 割、

清掃・環境整備に参加するとする人が 9 割を占め、地域住民の用水利用に関する高いニー

ズが存在したことがあげられる。 

(2)関係機関との連携：守山市域の用水通水路線の決定の前には、市域で積極的に水環境

保全活動を行っている NPO 法人びわこ豊穣の郷と打合せを行い、地域住民の用水通水要

望と NPO 法人の要望路線との調整を図っている。 

(3)幹線水路の改修：これまで漏水が多く、冬期に十分な用水を通水できなかったが、県

営事業によって頭首工からの幹線用水路が補修されて漏水がなくなり、畑利用されている

農地が湿気ることが無くなった。 

(4)雨水幹線の整備：守山市域では、洪水時に水路からの溢水が危惧されたが、守山市が

整備を進める雨水幹線ができることで、湛水被害の解消が進んだ。 

(5)配水ルート・運用ルールの明確化：水路の上下流の集落間の配水ルートおよびゲー

ト・堰板の管理者を明確にし、関係者が情報を共有することができた。 

(6)担当者の熱心な取組み：野洲川土地改良区では、地域用水機能増進事業をきっかけに、

組織内に地域用水課を設け、事業推進に取り組んでいる。さらに、地域の説明会や、自治

会役員・農業組合長などとの連携を図るなど、担当者が熱心に事業に取り組んでいる。 

第 3 章では、環境用水の導入に成功した 8 地区の先行事例を分析し、環境用水の成立要

因として、①歴史・実績、②水と人とのかかわり、③直接的な要因、④地域住民・市民の

声、⑤政策目的、⑥関係機関の連携、⑦試験通水、⑧事業による支援、⑨環境計画、⑩条

例、⑪水路整備、⑫管理主体、⑬管理費用、⑭利活用をあげた。 

これらの項目に対して、守山市域の状況を対比させ、その適合度を検討してみよう。①

歴史・実績については、守山市は古くからゲンジボタル群生地として知られ、1924 年には

第 1 号の天然記念物に指定された。1979 年からは「ホタルのよみがえるまちづくり事業」

に取り組んできた。②水と人とのかかわりについては、水環境保全活動に熱心な自治会が

多く、水環境の保全に取り組む NPO 法人びわこ豊穣の郷の活動に代表されるように、守

山市は滋賀県内でも水環境保全活動に熱心な地域であると考えられる。③直接的な要因に

ついては、地域用水機能増進事業と直接的には関連はないが、NPO 法人びわこ豊穣の郷

では、ホタルの生息環境を確保するため、街なかの小河川の流量が少なくなる非かんがい
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期に環境用水の確保を望んできた。④地域住民・市民の声については、集落別の聞き取り

調査の結果、ホタル生育のための用水や景観保全、水質改善のための用水の要望があがっ

ている。⑤政策目的としては、地域用水機能増進事業が地域用水機能の維持・増進を図る

ことで、農業水利資産の維持管理を巡る支援体制を確立することを目的としていることが

あげられる。⑥関係機関の連携については、前述のとおり土地改良区と地元住民、NPO 法

人びわこ豊穣の郷の間で連携が図られている。⑦試験通水については、配水計画を策定し、

試験通水を実施して、不具合のあるところの分水施設の操作や流量の見直しなどを行い、

通水を実施している。⑧事業による支援については、地域用水機能増進事業が農林水産省

の補助事業であることがあげられる。⑨環境計画については、守山市環境基本計画で「ホ

タル等生物の回廊づくり」という計画が掲げられているが、環境用水の通水については触

れられていない。⑩条例については、1990 年に「守山市ほたる条例」が制定され、2013

年には保護区域の拡大を中心とした改正がされている。条例においては、環境用水のよう

な用水の確保については触れられていない。⑪水路整備については、地域用水機能増進事

業により水路が整備され、維持管理を担当する主体の確定や自治会という新たな管理主体

への移行のきっかけとなっている。⑫管理主体については、幹線水路は野洲川土地改良区

であるが、支線から末端にかけては地元の農業組合で管理している。一部の自治会では、

非かんがい期は自治会、むらづくり委員会が管理を行っている。⑬管理費について、地域

用水に関しては自治体からの支援はない状況である。⑭利活用について、現時点では勝部

町で整備された中水川で魚の観察会などイベントが開催されている。 

野洲川土地改良区における冬期通水の中で、環境用水の成立要因のうち見られなかった

事項は⑬管理費についてである。これは、対象とする用水が地域用水であるため、その管

理は土地改良区が担っており、管理費にかかる調整等を行うことがなかったためであると

いえる。そのほかに、⑥関係機関との連携、⑫管理主体の中に市などの自治体が登場して

いない。地域用水機能増進事業において設置される地域用水対策協議会には、市が参加し

ているが、用水や水路の管理に市は関与していない。このことについても、対象としてい

る用水が地域用水、すなわち農業用水であるため、土地改良区、農業組合などが管理主体

であるためと考えられる。しかし、吉身町においては、農業者がその自治会にいなくなっ

てしまうため、市に水路管理への関与を訴えている。また、関係機関の連携の中に河川管

理者が含まれていないことも、環境用水の事例と異なる。これについては、今回対象とし

た野洲川土地改良区の地域用水機能増進事業が、既に得ている水利権（水路維持用水）の

範囲内における取組みであるためである。 

野洲川土地改良区による冬期通水の試みは、地域用水機能増進事業という枠内での実践

であったが、上でみたような環境用水の成立要因の大半をカバーするものであった。都市
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化が進行している地域では、農業者が管理してきた地域用水を環境用水として捉え、継続

的に地域の水として利活用されることが望まれているが、野洲川土地改良区の事例は、そ

れを実践していくうえで貴重な示唆をあたえるものとなっている。以下にその具体的な内

容を示す。 

①野洲川土地改良区が冬期にもっている水利権（水路維持用水）を、受益地域全体に配

水できるような手だてを講じて実行に移した。これは、農業用水のなかで地域用水とされ

ているものであるが、実際の機能は環境用水のそれと同じなので、既存の農業用水管理の

なかで環境用水の導入を実現できる根拠を提示することになった。 

②受益地域の各集落では農家数が相当に減少し、非農家の数が増大しているが、野洲川

土地改良区が冬期に地域用水を流すことについて、地元の農家や非農家からは特に異論は

でていない。これについては、土地改良区自身が地元から異論がでないよう慎重な配慮（通

水試験の試みや地元での説明会の開催など）をしてきたという背景がある。 

③地元の NPO は、ホタルの再生に向けて従来から冬期の通水を希望していたが、野洲

川土地改良区による通水は NPO の希望に合致するものであった。このことは、今後、冬

期通水の維持管理について土地改良区や農家以外の主体が関与し得る可能性を示している。 

④守山市内では、非かんがい期において、従来、農家が担当してきた農業用水路の管理

を地元の自治会に移し、非農家を中心とした自治会活動の中で水路の維持管理を行うとい

う事例が発生している。今後、各地で環境用水の導入を計画する際に、水路の維持管理体

制をいかに構築するかという課題が発生してくるが、この事例はその課題解決に向けて具

体的な手がかりを提示している。 

 

〈注〉 
1) 「地域用水機能増進事業」は、農業用の用排水施設を整備するための農林水産省の事

業である。農業用の用排水施設を整備する事業にはかんがい排水事業があり、その中に

「地域用水機能増進事業」のほか、野洲川土地改良区管内で実施されている「農業用水

再編対策事業(地域用水機能増進型)」などがある。 

  「農業用水再編対策事業」は、1972 年に創設された農業用水合理化対策事業において、

水需要のひっ迫した水系における都市用水等の他用途利用の需要増加に伴い、既存農業

用の用排水施設の更新等による転用水の創出が図られてきた(農林水産省ホームページ 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/agwater_antei/a_kangai/ (確認日 2014 年 12 月

20 日))。都市近郊農村では、都市化・混住化の進展による土地利用形態の変化に伴い、

水田農業用水の利用形態が大きく変動している。一方、都市用水の急激な需要増や、農

業内部におけるおう盛な畑地かんがいに対する需要増に対処する必要が生じているもの
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の、開発費用が年々増加傾向にあることから、新たな水源開発はますます困難なものと

なりつつある。このような状況にかんがみ、水資源の有効利用の観点から、水田農業用

水を再編することにより、適正な農業用水を確保しつつ都市用水等への転用を円滑に実

施することを目的とした農業水利施設を整備する事業として、1997 年に創設された(農林

水産省，1997)。 

また、農業用水再編対策事業で地域用水の一層の活用を図るための事業として「地域

用水機能増進事業(地域用水機能増進型)」がある。この事業は、農業用の用排水施設の整

備を行うに当たり、地域用水機能を正当に評価した上で、農業用水の循環利用を積極的

に促進することにより、農業用水の更なる効率的な利用等を図り、もって農業経営の安

定および近代化に資することを目的とし、併せて地域用水機能の増進に資するものであ

り、1998 年に創設された（農林水産省，1998）。 

「地域用水機能増進事業」は、「農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)」と一体

的に行うソフト事業である。事業内容は、(1) 地域用水機能増進計画の策定、(2) 地域用

水機能増進支援活動、(3) 地域用水機能増進活動、(4) (3)を補完する施設等の改修整備、

である（農林水産省，2001）。野洲川沿岸地区においては、滋賀県が事業主体となって「農

業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)」が実施され、野洲川土地改良区が事業主体と

なって「地域用水機能増進事業」が実施されている。 

2) アンケート調査は、2007 年 1 月に野洲川土地改良区によって実施された。配布先は、

甲賀市水口町宇川・北脇、湖南市夏見・石部東、栗東市宅屋・伊勢落、野洲市南桜・比江、

守山市勝部町・古高町の 10 集落である。配布数 1008 票、回収数 731 票、回収率は 72.5％
である。配布は、農家・非農家ともに対象としている。 

 

〈引用文献〉 

秋山道雄(2012) 環境用水の成立と展開方向，(所収：秋山道雄・澤井健二・三野徹編『環

境用水－その成立条件と持続可能性』，技報堂出版)，27. 

阿部信宏(2010) 湖北の地域用水を継承するための国営事業所の取り組み，農業農村工学

会大会講演会要旨集，Vol.2010(CD-ROM)，ROMBUN No.6-17. 

愛知川農業水利事業所(1979) 野洲川工事誌.，6-9. 

大久保卓也(2013) 「琵琶湖・淀川里の川をめぐる『赤野井湾と流入河川』」，(財)琵琶湖・

淀川水質保全機構，5. 

勝山達郎(2004) 土地改良区が管理する農業水利施設の多面的機能発揮と管理費用の負担

に関する研究，農業土木学会論文集，No.229，93-99. 

勝山達郎，内村求，樽谷啓之(2012) 農業水利施設の管理における多様な主体の参加と特



112 
 

定受益者賦課に関する考察，農業農村工学会論文集，No.280，45-51. 

小谷廣通，土井章宏，堀野治彦(2007) 野洲川用水の多面的機能に対する CVM 評価，農

業農村工学会論文集，No.252，111-117. 

滋賀県(2010) 淀川水系甲賀、湖南圏域河川整備計画，4-5. 

滋賀県土木部(1999) 赤野井湾流入河川浄化対策検討委員会資料，9. 

竺文彦(1992) 農地と市街地を含む都市における河川流況調査，環境技術 Vol.21 No.9，

554. 

農林水産省(1997) 都道府県営農業用水再編対策事業実施要綱， 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/003/641/yousuisaihen_

youkou.pdf（確認日 2014 年 11 月 9 日）. 

農林水産省(1998)  都道府県営農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）実施要綱， 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/003/640/yousuisaihen_

chiiki_youkou.pdf （確認日 2014 年 11 月 9 日）. 

農林水産省(2001) 地域用水機能増進事業実施要綱，http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/ 

chiikiyosui/files/yoko.pdf（確認日 2014 年 11 月 9 日）. 

農林水産省ホームページ かんがい排水事業，http://www.maff.go.jp/j/ nousin/mizu/ 

agwater_antei/a_kangai/（確認日 2014 年 11 月 9 日）. 

本田恭子(2012) 「水路保全主体の移行を可能にする条件―農業者中心の水路保全から住

民主体の水路保全へ―」（所収：河川整備基金助成事業「「Environmental Water 

Governance」の研究―都市の水辺再生を、地域との連携で支える仕組みづくりについて」，

16-20. 

牧野透太，QI Zhiyong，品部義博，松岡崇暢(2007) 農業用水路の地域用水機能とその維

持管理に関する住民の意識調査―岡山県岡山市庭瀬・撫川を事例として―，岡山大学環

境理工学部研究報告，Vol.12 No.1，131-140. 

松井明(2009) 農業用水の多面的機能に対する土地改良区組合員の意識，応用水文，No.21，

67-73. 

三好英幸，西川亮治(2012) 農業農村整備事業は千差万別，津々浦々-6 国営新矢作川用水

地区における地域用水機能増進の取り組み，農業農村工学会誌，Vol.80 No.11，893-896. 

守山市誌編さん委員会(1996) 守山市史自然編，ぎょうせい，52-56. 

野洲川沿岸農地防災事業所(2013) 野洲川沿岸農地防災事業所 中世の農，

http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/midori/jigyou/yasugawa/02agri/02.html (確認日：

2013/4/26). 

野洲川土地改良区(1992) 野洲川土地改良区設立 40 周年記念誌，14-33. 



113 
 

野洲川土地改良区(2007) 野洲川沿岸地区地域用水機能増進計画策定業務報告書. 

渡邊寿延(2012) 香川用水土器川沿岸地区における地域用水機能増進について，JAGREE，

No.84，12-14.  



114 
 

第6章 結論 

 

6.1 研究の要約 

 

本研究は、 

１．2006 年 3 月に国土交通省が発表した「環境用水に係る水利使用許可の取扱い基準の

策定」によって環境用水の水利権が制度化されたのを受けて、環境用水の導入地域におけ

る成立要因を分析し、 

２．地域で利用可能な水資源量と環境用水量を対比、考察し、 

３．環境用水としての機能を有する地域用水の導入を成立させた滋賀県野洲川土地改良区

の取り組みに着目し、その過程と要因を分析した。 

１．について 

国土交通省により環境用水が制度化されて 9 年近くが経過するが、既往の環境用水に関

する研究は制度設計に関するもののみであった。調査した環境用水の導入地域は、環境用

水の水利権を取得した 5 地域のうち、ダム湖の景観を目的とした環境用水であるペーパン

地区(北海道旭川市)を除く 4 事例、環境用水の水利権は取得していないが機能としての環

境用水が成立している 2 事例、地域用水(雑用水)の水利権を取得した 2 事例の合計 8 事例

を調査対象地域とした。環境用水の成立要因に関する研究は、先行研究事例のない新規性

を有する研究である。 

また、環境用水の水利権、慣行水利権、地域用水(雑用水)の水利権と制度上の性格が異

なる 3 つのパターンを比較・分析したのも初めての研究である。滋賀県内で地域用水の水

利権を得た 2 つの事例を分析したが、地域用水の水利権の成立過程はこれまで試みられて

こなかった研究である。 

調査は、現地を訪れ、現場の水路を歩き、自治体や土地改良区など施設の管理者に対し

てヒアリングを実施した。環境用水の成立要因は、こうしたフィールドワークを通じて、

各地区の個別・特有の事項と普遍性をもった事項の差異に留意しつつ解明していった。 

２．について 

2006 年 3 月に環境用水に係る水利使用許可の取扱い基準が公表されてから、2009 年 2

月までに、環境用水の水利権は 5 件許可されたが、その後新たな水利権取得の事例は見ら

れない。そこで、新たな水利権の取得が見られない要因を水資源面から考察した。環境用

水量について、水資源量から考察した研究事例はなく、端初的かつ実験的なものとなる。 

３．について 

地域用水に関する研究は多く存在するが、都市化が進行している地域において、土地改
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良区が都市化に対応した水管理体制を迫られる中で、機能としての環境用水を成立させた

事例の分析はなく、この点で本研究はこの領域におけるさきがけ的な研究となる。環境用

水の成立プロセスを研究するにあたって、野洲川土地改良区管内のうち特に守山市は以下

のような理由で適切で典型的な地域である。①環境用水の水利権を取得した先行事例の大

半はもともと農業水路であり、都市化・市街化の進展によって環境用水を通水する水路へ

と性格が変わってきていること、②守山市市街地には、野洲川土地改良区が管理する農業

用水が流れており、市街化が急速に進み農地が減少し、農業水路の管理が課題になりつつ

あること、③守山市域は、街なかの河川・水路が多く存在し、ほたる条例の制定など水辺

環境の整備が市の主要な政策のひとつになっていること、④守山市を拠点として水環境の

保全に取り組む環境 NPO があり、自治会内に水環境を保全する有志を組織している地域

があるなど、市民の水環境に関する意識が高いこと、などである。 

野洲川土地改良区による冬期の地域用水通水の試みは、地域用水機能増進事業という枠

内での実践であったが、先行事例の分析から導かれた環境用水の成立要因の大半をカバー

するものであった。都市化が進行している地域では、農業者が管理してきた地域用水を環

境用水として捉え、継続的に地域の水として利活用されることが望まれているが、野洲川

土地改良区の事例は、それを実践していくうえで貴重な示唆をあたえるものとなっている。 

以上の研究を通じて、地域用水が環境用水として利活用される場合において、環境用水

の備えておくべき条件を明らかにし、導入に向けて必要となる方法を示した。守山の事例

は、農業関係者サイドから環境用水の確保に取り組もうとするケース、市民サイドから環

境用水の確保に取り組もうとするケースの双方に手がかりを提供する研究成果となり得る。

市街地や混住地域に住む市民が、生活環境の整備や生活の質の向上を目指して、既存の農

業水路を活用しつつ、環境用水の導入を検討する際、農業水利団体との接点の持ち方、用

水の導入方法などを示す経路を明らかにし得た。 

 
 

6.2 総括議論 

 

6.2.1 第 3 章 先行事例にみる環境用水の成立要因 

 

3 章においては、環境用水水利権を取得した 5 事例のうち 4 事例「六郷堀・七郷堀（仙

台市）」、「亀田郷（新潟市）」、「堀板地区（秋田県大仙市）」、「戸ノ口堰（福島県会津若松市）」

および、広義の環境用水を成立させていたといえる「二ヶ領用水(神奈川県川崎市)」、「鞍

月用水(石川県金沢市)」、「寺井湯井堰(滋賀県彦根市)」、「新堂の樋(滋賀県近江八幡市)」を



116 
 

対象に、先進的な取り組み事例とみなして、現地調査を実施し、環境用水が成立した要因

を分析した。その結果、成立要因として考えられる事項は、環境用水導入の過程に沿って、

(A)地域の歴史・伝統、(B)環境用水を必要とした原因・動機、(C)導入に至る取り組み、(D)

水路などの施設整備、(E)維持管理、の 5 つの段階で整理でき、次の 14 の項目にまとめる

ことができた。①歴史・実績，②水と人とのかかわり，③直接的な要因，④地域住民・市

民の声，⑤政策目的，⑥関係機関の連携，⑦試験通水，⑧事業による支援，⑨環境計画，

⑩条例，⑪水路整備，⑫管理主体，⑬管理費，⑭利活用である。 

調査対象地域のすべてで該当した項目は、直接的な要因、関係機関の連携、管理主体、

管理費であり、これらが、環境用水の導入と定着過程において重要な要素であることが示

唆された。また、環境用水が持続する地域では、水路の周辺に居住する住民だけでなく、

広い層の市民によって支えられていることがこうした事例から明らかになった。 

 

 

6.2.2 第 4 章 水資源量から見た環境用水 

 

4 章においては、関係河川の流況等が公表されている「六郷堀・七郷堀（仙台市）」、「亀

田郷（新潟市）」、「二ヶ領用水(神奈川県川崎市)」、「小牧川（山形県酒田市）」について、

流域における水資源量に対する環境用水量の割合について考察した。 

調査事例地域の環境用水は、目的が異なり、水量は 0.3～2.15 m3/s とかなりの幅があっ

た。また、低水流量から河川維持流量と下流側の既得利水量を引いた水量に対する環境用

水量の割合は、0.4～58.3%の値であった。 

低水流量から河川維持流量や既得利水を差し引いた水量に対する環境用水量の割合は

河川によっては高い値を示しており、こうした河川では環境用水量の確保が容易ではない。

しかし、河川の特性や環境用水の利用形態によって異なるが、環境用水は既得利水との水

利の再配分の検討によって見出すことができる可能性がある。さらに、河川の流況によっ

ては豊水水利の積極的な利用も検討すべきであろう。 

 
 

6.2.3 第 5 章 環境用水導入の可能性とその地域的条件 －野洲川土地改良区における冬

期用水の導水を事例として 

 

3 章で示した環境用水の導入に成功した先行事例 8 地域のうち、二ヶ領用水と新堂の樋

を除く 6 地域はいずれも農業水路であり、そうした水路の管理は、従来から土地改良区が

行ってきた。それゆえ、環境用水の成立において土地改良区の果たす役割は大きい。しか
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しながら、非かんがい期の新たな用水の通水について、導入の経緯や水路管理者である土

地改良区の機能に関する研究は見当たらない。そこで、5 章では非かんがい期（冬期）に

地域用水の配水計画を策定し、試験通水を行った滋賀県野洲川土地改良区の地域用水機能

増進事業を対象とし、機能としての環境用水を成立させた過程とその要因を明らかにした。 

これまでに利用されてきた環境用水を機能の面からみると、大きく①水質保全、②アメ

ニティの保全と再生、③生物多様性保全、という 3 類型に分けられる。こうした環境用水

の導入に対する潜在的なニーズは高いが、それを成立させるためには一定の条件を満たす

必要がある。都市化が進行している地域では、市街地に居住する住民による環境用水導入

のニーズが高い一方、従来、農業用水を管理してきた土地改良区は、都市化に対応し得る

水管理体制の再編を迫られている。したがってこうした地域では、関係者・関係機関の合

意を図りつつ、環境用水を成立させるための条件をいかに備えていくかという点を解明し

ていくことが課題となっている。本研究では、守山市を対象とし、市街地に居住する非農

家や自治会、環境 NPO、農家、土地改良区、市行政それぞれの位置と役割を確認しつつ、

環境用水の導入を成立させた条件を解明した。 

 

 

6.3 今後の課題 

本研究の成果は以上のとおりである。本研究と関連する事項であるが、今回の研究では

扱うことができなかった課題を以下に整理しておきたい。 

第 1 に、環境用水の導入を試みたが実現できなかったという事例が存在している。今回

の研究では触れていないが、なぜ実現できなかったのかを実態分析することによって、環

境用水を導入する際の条件が立体的に明らかとなり得る。こうした事例分析を進めていく

ことは、今後の課題とする。 

第 2 に、既往の環境用水は、①水質保全や②アメニティの保全と再生、を目的にしたも

のが多く、③生物多様性保全を目的としたものは少数であった。河川において環境流量が

問題となっているのと同じく、河川から水を引く水路においてもこのテーマに関わる環境

用水へのニーズは潜在的には高いものを感じさせられる。したがって、今後、このテーマ

に関わる環境用水の事例が発生した場合には、その分析を進めて実態を明らかにしていく

必要がある。 

第 3 に、今回の研究は環境用水の導入過程に焦点を当てたが、その後の維持管理段階で

発生するさまざまな問題についてはあまり分析できていない。ひとたび成立した環境用水

が持続していくための条件を明らかにすることは、本研究に続く次の段階の課題となるこ

とを確認しておきたい。 
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