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要	 	 旨	

いわゆる環境用水水利権とは，他の水利権のような河道外での排他的使用を想定しない，河川以外の水路等への導水

による特殊水利権であり，その本質は河川法が及ばない水環境を利用した，河川管理者による河川低水管理である．河

川水に対する思潮の大きな変化を受けて登場し，生物多様性の保全と持続可能性に価値を置く新奇性と，豊水時に限り

取水が可能であり，3 年更新で 劣後の水利権である等の特異性がある．既存の土地改良管理施設（農業用用排水路）

を利用した 初期の環境用水水利権では，水質改善（希釈）を主目的とした．同施設の管理に関する知識と経験を持つ

土地改良区が，なんらかの対価を受け取りつつ関与していくことは，初期投資や管理コストを抑えながら本来の意義を

発揮させうるという意味で，水利権者である地方自治体にとっても魅力のある選択肢のひとつとなるだろう．

キーワード：河川水の利用，低水管理，生物多様性の保全，暫定豊水水利権，六郷堀・七郷堀，土地改良管理施設

1. はじめに

日本では，明治 29年河川法施行以後，水利権，すなわち
灌漑用水・水道用水・工業用水・水力発電など，人間によ

る財の生産や日常生活に便益（benefit）をもたらすために，
河川水を取水して，堤内地で排他的に使用する権利が，申

請者によって申請され，河川管理者によって許可されてき

た．

近年，既存のこれらの各種の水利権に対して，全く異質

な新奇（novel）で特異（peculiar）な内容を含む，「環境用
水水利権」（以下，本稿では，該権利は現在の河川事業で用

いられるものを意味する*1）という，新種の水利権が現れ

た．本稿では，この環境用水水利権について，河川行政の

視点から検討する．

本稿では，「環境用水水利権」を河川低水管理の観点から

その由来，背景，特徴について分析する．すなわち，河川

水資源の開発と管理に関する思潮の世界的な転回を背景

に，日本における河川の低水管理にかかわる事態や諸制度

の展開を鳥瞰し，環境用水水利権の意義を分析する．その

上で，土地改良区が深く関与できる可能性を持っているこ

とを指摘する．すなわち，施行後の 初期に奇しくも実現

した例の中で，土地改良区が使用しているインフラ（土地

改良施設・農業用用水路）が環境用水の導水路として使用

されている．その例に倣い，今後も土地改良区が導水路の

管理業務を通じて積極的に環境用水水利権の運営に関与す

ることで，土地改良区にとっては知識・経験と既存インフ

ラが活用できる他，環境用水水利権者にとってもコストの

削減等による制度の合理的運用が可能になるというメリッ

トがある．

2. 河川低水管理の展開過程

	 環境用水の新奇性，特異性を分析するにあたり，まず，

これまでの河川水資源と人とのかかわり（思潮）の変化や，

河川低水管理の展開過程を整理する．

2.1	河川水に対する思潮の変化	

古来，河川高水管理（治水）に対し，河川低水管理（利

水），すなわち，灌漑・水道・工業用水・発電があった．そ

の後，「保水」に加えて「親水」などと呼ばれる，河川法関

連分野の術語でいえば，「人と河川との豊かな触れ合い」（河

川法施行令 10条 3項）が課題化した． 
河川審議会答申（平成 7年及び平成 8年）や勧告を経て

平成 9年に河川法が改正され，その後，平成 18年に環境用
水水利権という新しい種類の水利権が導入実施された．

これまでの水利権は，冒頭で述べたように，人間にとっ

ての便益が許可の基準であったものが，環境用水水利権で

は，人間中心の利水・保水・親水という判断基準が大きく

転回され，生態系の保全，すなわち生物多様性とその持続

可能性の保全も付け加えられた．ここでは人間が従であり，

自然が主である．冒頭で，異質新奇と呼んだ理由である．

＊1	 いわゆる水資源白書を媒介とした「環境用水」の扱いを受け，
秋山ら（2012）は一般社会が環境用水に持つ期待をその定義に反
映させる．
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2.2	河川低水管理（水利権と維持流量）の展開過程

明治 29 年に河川法という近代的な法律が施行されて以
降は，公水である（法定河川の）河川水を取水して堤内地

で排他的に使用したい者は，河川管理者に申請して水利権

許可を受けなければならないことになった．この許可は，

戦後の河川法改正の議論を経て，利水計画基準年（渇水発

生危険率を 10%とするいわゆる 10年渇水年）流況を対象と
し，まず，河川を維持するために必要と考えられる「維持

流量」を絶対優先して確保した上で，「水利流量」について

は，先行者優先（First in time, first in right すなわち prior 
appropriation）の原則に基づいて申請者に許可していくシス
テムに基づいている．

日本では古来，可能な限り水田及び農業施設の開発を進

めているという歴史的先行条件がある．従って，新たな水

利権を許可するためには，既存の先行水田灌漑用水に現行

の利水安全度を与え，かつ維持流量を確保するためには，

貯水池建設や他流域からの流域変更が必要となる．戦後は，

多目的ダムの建設を伴う米国流の水資源開発が主流となっ

たが，その後，統合的水資源管理へと展開し，その間，河

川を維持する流量を絶対優先とする基本原則が確立され

た．

また，平成 9 年には，前述のように環境保全や生物多様
性の観点から，河川法が改正された．これは，明治 29年に
河川法が公布されて以来，昭和 39年に行われた法定河川や
正常流量概念の明確化，及び渇水調整制度の導入など（建

設省新河川法研究会，1967）と同様，灌漑用水に大きな影
響を及ぼす大改正と言える．具体的には，河川法の目的規

定として，従前の「河川の適正な利用」「流水の正常な機能」

の維持に，「河川環境の整備と保全」が新たに加えられた． 

2.3	環境用水水利権の必要性	

上記の経緯より，環境用水水利権の導入以前でも，河川

法で定められた河川（一級河川・二級河川）については，

低水管理計画の目標として正常流量を定めて維持流量を設

定し，河川法施行令の用語でいえば「流水の清潔の保持」

「景観」「動植物の生息・生育地の状況」「人と河川との豊か

な触れ合いの確保」をすることになっている（河川法施行

令 10条 3項）．これらが確保されていれば，環境用水をあ
らためて導水・排水する必要はない．

しかし，日本の河川の多くは，前述した通り，明治時代

以前からすでに水田灌漑用水等が基準渇水流量かそれを超

える水量まで使用しており，維持流量が河川行政の一部と

してオーソライズされるようになった昭和 39 年改正後で
も，維持流量を確保できたのは，主に上流にダムを建設し

て維持流量を確保した一部の河川に限られている．

このような条件下において，環境用水は，「河川」や水路

等の「環境」維持・改善のために，他の河川から導水して，

河川でない水環境を介して排水する．つまり，維持・改善

の対象は，「河川」及び水路等の他の水環境，ということに

なる．この意味で，環境用水水利権の導入は，流況調整河

川工事の効果と同様の結果をもたらしうる．

なお，水田灌漑の排水を受けている河川では，灌漑期間

中は水田灌漑からの還元水が流入して希釈するのでその必

要はないが，冬期には希釈することができないので問題と

なることがある．

3. 環境用水水利権の特性の分析

3.1	新奇性	

国際的にも，生物多様性に，自然そのものに内在する価

値（intrinsic value）を認める点では異論はない（Polasky et al., 
2012）．しかし，内在する価値そのものが保全の第一義的意
味なのか，地球の環境収容能力（carrying capacity）に限界
を認めつつも，経済的価値や社会的価値（economic and 
social value）の享受にこそ保全の第一義的意味を認めるか，
について果てのない議論が続いている．いわゆる

human-centeredなのか nature-centeredなのか，の議論である． 
環境用水水利権は，人間による財の生産や日常生活に便

益をもたらすか否かにかかわらず，生物多様性の持続可能

性の保全を水利権の許可基準とすることができる．国際的

議論でいうところの intrinsic valueを許可基準とした新奇さ
が大きな特徴である．

3.2	特異性	

環境用水水利権は，前節で述べた新奇性を前提としつつ，

それ以前の各種の水利権にはない，いくつかの特異性を持

つ．以下，順不同に列挙して，それらの意味，意義，含意，

背景等を分析する．

3.2.1	地方公共団体が申請者となる	

これまでの水利権は，使用目的別（灌漑・水道・工業・

発電・消流雪等）に誰でも申請することができ，申請者の

資格を限定することはなかった．実際の申請者は，国や地

方公共団体，法人，個人と多様であり，灌漑用水水利権の

場合は，農林水産大臣，知事，市町村長，水資源機構理事

長，土地改良区，申し合わせの水利組合などである．これ

に対し，環境用水水利権の場合は，原則として地方自治体

の長に限定される（ただし一定の条件を満たせば上記以外

でも申請可能）．これは，特定地域の「環境」に関しては，

基本的には地方自治体が責任を負っている，という考えに

よる．そのため，農林水産大臣等が申請者になる場合と比

較すると，関連事業は小規模なものに限られよう．

3.2.2	複数個の目的を併記することができる	

これまでの水利権は，通常，単目的の記載に基づく許可

である．これに対し，環境用水水利権は現時点までの事例

をみると，ほとんどが複数個の目的を併記して許可されて

いる．併記可能な複数個の目的は，河川局水政課長・河川

局河川環境課長名による各地方整備局等河川部長宛の通知

内の参考例によれば「水質」「親水空間」「修景等生活環境

又は自然環境」の維持，改善といった目的が挙げられる（国

土交通省河川局，2006）． 
3.2.3	豊水時のみ取水が可能である	

灌漑用水，水道，工業用水などのこれまでの水利権は，
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渇水調整の対象となる異常な渇水でなく，利水計画基準年

の流況を超えていれば，無条件に安定して取水できる安定

水利権である．つまり，利水計画基準年の渇水流量でも取

水可能な範囲で許可されるのが基本である．新規に水利権

を取得する場合，前述したように，現在の日本の河川のほ

とんどは渇水流量まで流水が使用されているため，上流に

おけるダム建設等による水源の確保が必須となる．これに

対して，環境用水水利権は豊水時（利用計画基準年の流況

を超えた豊かな流況の場合）だけ「他の水利使用に影響が

ないと認められる」（国土交通省河川局，2006）範囲で取水
が許可される豊水水利権である．従って，異常渇水時には

取水ができない．

3.2.4	暫定条項（3年更新）がつく	

河川協議に基づく水利権の更新は，10 年が通常である
が，環境用水水利権は 3年毎に更新される．10年はおろか
5 年間の更新でも既得権益化が生じ，減じたり消滅させた
りすることが難しいとの判断から原則 3 年間を上限とし，
更新条項は附されない．つまり，他の利水者（新規利水者

も含む）の利水量の変化によっては，次の更新時に環境用

水水利権は認められない可能性がある．

加えて，費用対効果の理由もある．すなわち，これまで

の水利権の場合，工業化と人口増加により水需要が増加す

ると，それに対応するべくダム建設等による水源手当を前

提に，新規水利権の許可がなされてきた．しかし，環境用

水水利権の場合，同様の手段で対応するのは費用対効果が

著しく悪く，またダム建設が難しい現状で現実的ではない．

そこで，これまでの水利権で水源手当されるまでは暫定的

取水として許可された場合の事例に倣い，3 年間を上限と
した許可期間とした．

3.2.5	絶対劣後の権利である	

後続の水利権を含めた全ての水利権に対して，絶対的に

劣位の権利である．先行水利権のみならず，それより後に

許可される水利権を害することも許されない．既存利水者

が将来新たに使用水量の増量を求めた場合，通常は先行す

る利水者の同意を得ることが必須だが，環境用水水利権に

対しては優先権を持つ．前述の通知で「取水の条件には，

…後発の水資源開発に対して影響を及ぼさないよう…劣後

条項を付す」と明記する所以である．

3.2.6 最初期の事例では水田灌漑の非灌漑期のみ許可され

ている	

本稿で検討する六郷堀・七郷堀の事例に加え，新潟市亀

田郷の事例でも，水田灌漑の非灌漑期のみ許可されている．

許可された環境用水水利権は，前者では 10月 15日から翌
年 4月 19日まで，後者では 9月 11日から翌年 4月 23日ま
で，となっている．この期間中以外は，水田からの排水や

用水路からの落水が，河川等に大量に流れて水を希釈して

いるため，環境用水は不要になっている．

4. 土地改良管理施設を用いた事例からの考察

4.1	事例地区の概要	

六郷堀・七郷堀は，仙台市所有の愛宕堰（仙台市若林区

石名坂）より一級河川名取川水系広瀬川（県管理区間）の

水を取水し，仙台東土地改良区の受益地（約 2,300ha）に届
ける灌漑水路である．環境用水水利権の運用とは，この土

地改良管理施設へ広瀬川の水を導水した後，梅田川・名取

川へ排水する一連の流れを指す（Fig. 1）． 
一部「用水路の通水期間延長」と表現する報道もあった

が（河北新聞，2001），農業用水通水期間の延長ではなく，
新たに非灌漑期に通水が許可された水利権である．

当初は取水口が 2 つ（六郷堀，七郷堀）だったものが，
昭和 25年 8月の広瀬川の大洪水で破損し，昭和 29年 2月
に現在の仙台市所有の愛宕堰へと変わった．愛宕堰からの

灌漑用水の取水は，慣行水利権から切り替えられた許可水

利権で，仙台市長を水利権者とする．堰及び幹線用水路等

の水利施設は仙台東土地改良区が管理委託を受け利用して

いるが，堰は仙台市が建設・所有するため灌漑用水水利権

者は仙台市である．現在に至るまで，9 回の更新が行われ
ている．環境用水水利権は，この愛宕堰（広瀬川左岸若林

区）より導水し，名取川左岸（若林区）及び梅田川右岸（宮

城野区）へ排水される．

導水される広瀬川の正常流量は，愛宕堰下流の広瀬橋観

測所地点で 10月は 2.5m3/s，同月以外は 2.0m3/sとされてい
る．他方，環境用水水利権は 10 月 15 日から翌年 4 月 24
日までの取水で 0.3m3/sである．環境用水水利権は，該当期
間の上記正常流量を超える場合に限り，超える部分の範囲

内で導水することができる．

目的は，「浄化」と「修景」が併記される（宮城県，2005）
が，主要目的は浄化（希釈による水質改善）である．

仙台市資料を筆者加筆改訂

Fig. 1	 六郷堀・七郷堀地区の概要図 
Map of Rokugobori and Shitigobori 
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4.2	実現するまでの経緯とその分析	

高度成長期の仙台市街地の拡大は，同地区に水環境の悪

化をもたらした．ただし，灌漑期間中は排水幹線への落ち

水がある．許可水利権への切り替えのあと，非灌漑期の取

水が停止したため，冬場の悪臭が問題化した．また，宅地

化により合流式下水道からの農業用用水路への流入が増え

水質悪化も進んだ．しかし，新たな下水道の設置は予算上

難しかったため対応が苦慮された．

その後，2.1 で述べたように河川水に対する思潮が大き

く変化し，平成 9 年に河川法が改正されたことを受け，改
正河川法の表現によれば「河川環境の整備と保全」が目的

規定に加わった．これ以降，施策レベルでの取り組みの必

要性が一気に高まった．

平成 9年の河川法改正を経て，平成 10年 10月には仙台
地域水循環勉強会が開始され，計 5回平成 11年 6月まで続
いた．これにより，現地状況の把握や関係者間での情報共

有が行われた．

平成 11年 9月には仙台地域水循環協議会が圏域の行政機
関（宮城県，仙台市，農林水産省，国土交通省）により組

織され，その後 5 回の協議会が開催された．平成 11 年 11
月には第 1回試験通水，平成 13年 10月には市民アンケー
トが実施され，全 5回の試験通水を経て，平成 17年 1月に
環境用水水利権が仙台市長を権利者として許可された

（Table 1）．3年後の平成 19年 4月に更新されている． 
順調にみえる環境用水水利権取得に向けた行政プロセス

だが，当初は他の利水者への影響を考慮し，市や住民から

の要望は河川管理者には受け入れられなかった．新聞でも，

「用水堀を管理する（仙台）市は，地域住民の要望を受けて

…（中略）再三にわたって（通水を）求めているが，取水

源の広瀬川を管理する東北地方建設局は，「水量が減ってほ

かの利水者に迷惑をかけては困る」」と頑なに現状を固辞す

る姿勢が報道されていた（河北新聞，1996）．この方向性は，
平成 9年河川法以降，一転した． 
前述のように，環境用水水利権では豊水条件を満たさな

ければ取水できず，3 年更新である．その劣後性について
水利使用規則で「取水は，この水利使用に係る権原の発生

後にその権原が生じた他の水利使用及び漁業に支障を生じ

ないようにしなければならない」（平成 17 年水利使用規則
第 4 条）と明記された．この点において，当初持たれてい
た懸念は杞憂となった．

4.3	本事例にみる環境用水水利権の意義	

	 本件では，土地改良区が使用しているインフラ（土地改

良施設・農業用用水路）を環境用水の導水路として使用す

る．これは，環境用水水利権の制度上の本質を示している．

すなわち，たとえば水質がより「清潔な」A 法定河川から
取水して，法定河川 Cr を導水路として，汚れた B 河川に
放流して希釈する場合なら，取水・導水・排水は全て河川

管理者が行えるが，法定河川ではない導水路 Cu の場合に
は，河川管理者は維持流量の管理行為として導水を行うこ

とはできない．土地改良区の使用しているインフラは，ま

さに上記 Cu にあたり，それを通した導水は，河川管理行
為としての河川低水管理を補う．

	 付言すると，法定河川における低水管理は，水利流量と

絶対的優先権を持つ維持流量の和である正常流量を目標と

して計画と操作が行われていて，希釈による水質保全や生

態系保全は維持流量の枠で行われている．維持流量につい

ては，「流水の正常の維持」や「動植物の生育・生育地の状

況」等を総合的に考慮して定められていることになってお

り，これらは河川管理行政によって行われる．	

5. 結論

いわゆる環境用水水利権とは，河川（法定河川又は準用

河川）以外の水路等への導水による特殊水利権である．他

の水利権に見るような河道外での排他的使用を想定しな

い．また，本稿で取り上げた土地改良管理施設（農業用用

排水路）を使用した 初期の環境用水水利権では，水質改

善（希釈）を主目的とする．

環境用水水利権の特性は，新奇性と特異性にある．すな

わち，河川水に対する思潮の大きな変化を受け登場した，

生物多様性の持続可能性に価値を置く新奇性と，豊水時に

限り取水が可能であり，3 年更新で 劣後の水利権という

特異性がある．これらの点で，原則安定水利権であるこれ

までの一般的水利権とは異なる．環境用水水利権制度の本

質とは，河川法が及ばない水環境（ここでは土地改良管理

施設）を利用した，維持流量の補填による河川管理者の河

川低水管理である．

6. 今後の制度実施への提言

農業用用排水路は日本全国津々浦々まで張り巡らされた

Table 1	 関連会議と通水 
Proceeding in Kankyo-yousui (the water right for environment) of 
Rokugobori and Shitigobori 

時期 内容

平成 10年 10月 仙台地域水循環勉強会（〜平成 11
年 6月） 

平成 11年 9月 仙台地域水循環協議会設立 
平成 11年 10月 第 1回仙台地域水循環協議会 
平成 11年 11月 第 1回通水開始（4日間） 

水路景観からみた水深の調査

平成 13年 10月 第 2回試験通水開始（17日間） 
対象水路の拡大，市民アンケート

調査 
平成 14年 10月 第 3回試験通水開始（27日間） 
平成 15年 10月 第 4回試験通水開始（136日間） 

長期に渡る通水影響調査 
平成 16年 10月 第 5回試験通水開始（81日間） 

適切な取水量・排水量管理の確

認，住民連携体制の実行と継続性

の検証 
平成 17年 1月 宮城県が水利権を認可，仙台市取

水開始 

Ⅰ_26

農業農村工学会論文集　IDRE Journal　No.304(85-1), pp.Ⅰ_23-Ⅰ_28 (2017.6)



長大な施設である．これらの施設の多くは，長年の知識と

経験の結実として，ひとつの河川から導水し，土地の高低

差と水の流下性を利用し，別河川へと還元する．環境用水

水利権の背景，特性，目的を考えると，このような既存の

農業用用排水路を利用した導水と流域変更は非常に合理的

である．加えて，水田灌漑用水は施設容量も十分で，水利

権者である地方自治体にとっては施設を新設するより初期

投資費用が安いという利点もある．

土地改良管理施設を使用した環境用水水利権の通水管理

については，土地改良区の役割と位置づけが課題であろう．

つまり，六郷堀・七郷堀と，同じく土地改良管理施設を使

用する亀田郷（新潟市）の両事例では，土地改良管理施設

が市町村財産である（後者の場合は土地改良区財産に加え，

国有・県有財産とも混在）ために，管理の経験が蓄積して

いる土地改良区が，該土地改良区の事業計画，定款，規則，

管理規定等の関係で環境用水水利権の通水管理にどのよう

にかかわれるのか，環境用水水利権主体（市町村長等の地

方自治体の長）から土地改良区が受託して用水管理する場

合，環境用水の通水による受益者にどのような経費負担を

求めることができるか，などについて明確にするのが両者

にとって益となる．具体的には，非灌漑期における土地改

良区への業務委託の明示を前提に，施設管理にかかわる土

地改良区の位置づけを明確にするべきだろう．

他方で，環境用水水利権という枠組みにとらわれない形

で同様の効果をもたらすことを目指した行政的試み（地域

水ネットワーク再生事業）が農林水産省によって行われた．

土地改良管理施設を利用した環境用水水利権の意義を今一

度踏まえつつ，今後の政策的動向にも注意を払いたい．

謝辞：本稿の執筆にあたり，岡本雅美先生にテーマの示唆及び関

係資料のご提供を頂いたことに感謝申し上げるとともに，農林水

産省農村振興局，国土交通省関東地方整備局河川環境課，仙台市

担当部局，仙台東土地改良区，亀田郷土地改良区の関係者の皆さ

まに多大なご協力を賜ったことに厚くお礼を申し上げます．

引用文献	

秋山道雄，澤井健二，三野	 徹（2012）：環境用水－その成立条件

と持続可能性，技報堂出版. 

河北新聞（1996）：仙台・若林の農業用水堀	 年間通水で埋まらぬ

溝，1996.4.23朝刊.  

河北新聞（2001）：仙台若林	 用水路の通水期間延長へ，2001.5.9

夕刊. 

河川審議会（1995）：今後の河川環境のあり方について（答申），

河川審議会. 

河川審議会（1996）：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（答申），河川審議会. 

建設省新河川法研究会（1967）：逐条河川法，港出版社，p.181． 

国土交通省河川局（2006）：環境用水に係る水利使用許可の取扱い

について，国河調第 12号・国河流第 7号. 

Polasky, S., Johnson, K., Keeler, B., Kovacs, K., Nelson, E., Pennington, 

D., Plantinga, A. and Withey, J. (2012) : Are investments to promote 

biodiversity conservation and ecosystem services aligned?, Oxford 

Review of Economic Policy, 28(1), 139-163.  

宮城県（2005）：水利使用規則（仙台市六郷堀・七郷堀浄化及び修

景用水），宮城県（河）指令第 48号． 

Ⅰ_27

農業農村工学会論文集　IDRE Journal　No.304(85-1), pp.Ⅰ_23-Ⅰ_28 (2017.6)



Study on Novelty and Peculiarity of the Water Right for Biodiversity Conservation 
in Japan 

― From the perspective of low flow management  ― 

SUGIURA Mikiko 

Center for Global Discovery, Sophia University, 7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8854, JAPAN 

Abstract 
Kankyou-yousui-suiriken, the water right for biodiversity conservation, is permitted as a special water right that 

envisages the diversion of water in a river into other water environments. Conversely, other water rights are generally 
permitted for off-stream use. Because such water environments are not subject to the River Act, the significance of 
this system offers the river administrator a new and supplementary option concerning low-flow management. 

Having the major shift of conception of water in a river, this water right is novel in valuing the sustainability of 
biodiversity.  It also shows some peculiarities in that this water right is permitted only when other water-right holders 
enjoy full appropriation, and it is provisional in terms of a short renewal period. 

One of the practical cases of this water right is utilizing irrigation and drainage infrastructures for the purpose of 
improving water quality by dilution. In this respect, it should be noted that land improvement districts (LIDs) could 
make many contributions to this water-right system through experience and knowledge in operation, maintenance, and 
management of related facilities.  In fact, these contributions would minimize the initial investment and management 
costs. Involvement of LIDs could result in a win-win situation for both a right holder and districts.

Key words : Off-stream water use, Low-flow management, Biological conservation, Provisional water right with 
 quantitative conditions, Rokugobori and Shitigobori, Irrigation and drainage infrastructures 
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