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はじめに
水資源・環境学会 2022 年度研究大会は、次のテーマで開催することになりまし
た。
自然災害の諸相と予見可能性
――多発する水害、土砂災害は人災か、その予見可能性を考える――
その主旨は、以下のとおりです。
いま、私たちは多くの「引き返し不可能な地点」に立っています。これまでの台風水
害に加えて、気候変動が一因とされる線状降水帯や集中豪雨などの続発は、いずれもこ
のことを実感させるに十分です。もはや一過性あるいは偶発的な事象ではなく、人類が
自然にあたえた過度な影響が回復力をこえていることをあらわし、恒常的な対策が求め
られています。とりわけ、気候変動に起因するとされる自然災害、とくに夏場に頻発す
る過酷な水害や土砂災害は、『予見可能性』という視点を持つことによって激甚的な被
害を回避することができます。見方をかえれば、予見可能性が存在したにもかかわらず
対策を怠れば、被害は拡大し、責任問題にまで遡及することを意味します。今回の研究
大会では、この「予見可能性」について、おもに水害や土砂災害を取り上げ、さまざま
学問分野からの視点に基づいて検討と議論を促し、「誰が、何を、どのように予見する
のか？」という問題を構図として掘り下げることで、最悪の結果を回避するための考え
方とその方途を見出すことを企図しました。
研究大会実行委員長
奥田 進一
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農業水利施設の維持管理にみられる地域性と地域的差異
－金沢市の土地改良区を事例として－

山下 亜紀郎
（筑波大学生命環境系）
１．研究の目的と方法
農家の減少や高齢化、市街地化の進展などによって、灌漑用水路などの農業水利施設を
いかにして維持管理していくかが、日本各地で課題となっている。
本研究の目的は、市内に豊富な用水網を有する石川県金沢市の土地改良区を対象に、農
業水利施設の維持管理や利用にみられる共通性と多様性を明らかにし、そうした多様性を
各地区の地理的諸条件にみられる地域性や地域的差異と関連付けて分析することで、農業
水利施設の維持管理のあり方について考察することである。
そのために本研究では、金沢市の 17 土地改良区に対して、農業水利施設の維持管理や
利用形態、灌漑用以外の多面的機能、行政や非農家等との関わりなどに関する聞取り調査
を実施した。
２．17 土地改良区の概要
17 土地改良区は、受益地区の地形条件や土地利用、受益地区と取水口や市街地との位置
関係といった地域特性に基づくと、山麓の段丘面上に受益地区があるところ（段丘）
、受益
地区全体が中心部の市街地に位置しているところ（市街地）
、用水路が中心部の市街地を流
下し平野部の受益地区へ流れてくるところ（市街地・平野）
、受益地区が河北潟沿岸の平野
部にあるところ（河北潟沿岸）
、受益地区が砂丘地を含む海岸沿いにあるところ（海岸）の
５つに分けることができる（表１）
。
地区面積は広狭さまざまであるが、段丘の A～C と市街地の D、E は面積が小さい。そ
のほか、受益地区内の開発・市街地化が進んだところでは面積が小さい。一方で組合員数
は、市街地のＤを除くと現在も 100 人以上いて、多いところでは 300 人、400 人以上いる。
最多は河北潟沿岸のＯの 712 人である。
水源は河川が大半であるが、ＬとＭはＫの用水路から分水されており、ＰはＯの用水路
から分水されている。Ｑでは海岸沿いの砂丘地で地下水が利用されている。河川を水源と
する土地改良区のうち、８つが許可水利権、５つが慣行水利権に基づいて取水している。
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表１ 17 土地改良区の概要

土地
改良区

地域特性

A
B

段丘

C
D
E

市街地

F

地区面積 組合員数
（人）

(ha)

水源

水利権

45

152 河川

慣行

19

115 河川

慣行

8

104 河川

許可

11

67 河川

慣行

22

104 河川

許可

131

482 河川

慣行

G

市街地

44

225 河川

慣行

H

・平野

172

476 河川

許可

I

100

291 河川

許可

J

37

152 河川

許可

K

191

466 河川

許可

98

240 用水ほか

－

74

228 用水

－

214

293 河川

許可

O

271

712 河川

許可

P

140

319 用水ほか

－

239

333 地下水ほか －

L
M
N

Q

河北潟
沿岸

海岸

（石川県農業基盤課・河川課の資料などより作成）
３．農業水利施設の維持管理
土地改良区として維持管理しているのは、一部例外のところもあるが、取水口や水門と
いった取水施設と、そこから支線水路に枝分かれするまでの幹線水路区間である。そこか
ら先の支線水路等は各生産組合が維持管理している。
恒常的な維持管理としては、取水口や水門、取水ポンプの操作・点検、および幹線水路
区間の見回り・ごみの除去などが、土地改良区としての主な業務である。担い手は土地改
良区の役員であるところが多いが、役員ではない組合員を雇用しているところもある。点
検・見回りの頻度は、土地改良区によって異なっており、毎日のところもあれば月に２回
程度のところもある。非灌漑期にも定期的な点検・見回りを行っているところもある。
灌漑期前の毎年３月には、ほぼすべての土地改良区で取水口・水門・用水路の一斉清掃
が行われている。土地改良区の役員だけでなく各生産組合からも参加し、支線水路も含め
て行われている。また、灌漑期間中にも定期・不定期に役員のみで用水路沿いの草刈りや
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泥上げ等を実施しているところもある。さらには、灌漑期後の 10 月頃にも一斉清掃を実
施しているところもあり、受益地区ではない上流の市街地区間も含めて行っているところ
もある。
４．用水路の多様な機能
金沢市のとくに市街化区域内を流れる用水路は、浸水被害防除のための雨水排水機能が
重要視されている。そのため市街化区域内を流れる用水路では、金沢市によって放水口が
設置されている。それらは取水口の水門とともに、市の防災用の集中管理システムに組み
入れられており、大雨時には自動で取水口や放水口が開閉するようになっている。すなわ
ち水門の操作は、灌漑用としての土地改良区と雨水排水用としての金沢市の両方によって
行われていることになる。そうした市街化区域内を流れる用水路は、市の防災上も重要な
施設なので、その補修・修繕は市の負担で行われる。また、市街化区域内の用水路の恒常
的な維持管理業務に対して、市から土地改良区に交付金が支給されている。
雨水排水機能のほかに金沢市の用水路にみられる灌漑用以外の主な機能としては、消雪
用と消火用が挙げられる。
消雪用としては、本研究が対象とした 17 土地改良区のうち「海岸」の１つを除く 16 の
地区で利用されている。利用形態としては、雪を用水路に直接捨てるというところ、用水
を道路の消雪パイプの水源としているところ、道沿いに穴の空いたホースを這わせて用水
をくみ上げて水を流しているところがある。土地改良区と市や県が協定を結んで、市道や
県道の消雪パイプに使われているところもある。また、町会と土地改良区が協定を結んで
使用している事例もあり、農家・非農家問わず地域住民に用水は消雪用として利用されて
いる。
消火用としては、すべての地区ではないが、初期消火用あるいは消防車が用水にホース
を投入して使用することが想定されている用水路もある。
そのため「海岸」の土地改良区を除く河川水を水源としている 16 土地改良区のうち、15
の土地改良区が非灌漑期も含めて用水を通年通水している。それらのうち５つは慣行水利
権による取水あり、それ以外の 10 は「灌漑用」という名目で非灌漑期にも許可水利権が認
められている。これは慣行水利権から許可水利権に切り替えた当時からのものであり、石
川県の河川課としても灌漑用以外の多面的な用途で使用していることを分かったうえで認
めている。すなわち、環境用水としての水利使用申請の制度ができる以前から、金沢市で
はそのような水利使用が公的に認められてきたことになる。そのためこれら 15 の土地改
良区では、非灌漑期も含めて通年通水を確保するための維持管理業務が通年的に行われて
いる。
一方、河川水を水源とするが通年通水していない土地改良区は、許可水利権であるが非
灌漑期の水利権が無いので、その期間の維持管理業務は土地改良区として行っておらず、
市街化区域内ということで金沢市が担っている。組合員数の減少により土地改良区として
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の維持管理の負担を軽減するため、許可水利権に切り替えた際に、冬季の水利権を０にし
たとのことである。
５．非農家の維持管理への参画
17 土地改良区のうち９土地改良区で、用水路の清掃活動などに非農家が参画している。
そのうち１つは、国の史跡に指定されている用水路で NPO 法人が関わっている事例、２
つは歴史的な観光資源になっている用水路で商店街や住民の任意団体が関わっている事例
である。そのほかは、生産組合≒町会という社会的性格が維持されている農村的な地区で
あり、組合員ではなくても町会の役員・住民ということで維持管理に参画している。
非農家が参画していないところは、土地改良区の方が自分たちで維持管理できており必
要としていないか、市街地内の都市住民の方が用水に関心がないかである。
６．まとめ
以上、金沢市の 17 土地改良区における農業水利施設の維持管理と利用形態について述
べてきたが、どの土地改良区にも共通することとして、現時点では組合員による維持管理
はできているといえるが、
組合員の高齢化と担い手の減少という問題は現在進行形であり、
今後も現状の体制で維持管理が可能かは分からないといわざるをえない。また、用水は通
年的、多面的に利用されており、そのため維持管理業務も通年的に行われている点も、ほ
とんどの土地改良区で共通している。
各土地改良区の地域特性を踏まえながら、今後の農業水利施設の維持管理のあり方につ
いて考察すると、
「市街地」
「市街地・平野」など市街化している地区では、用水路の雨水
排水機能が重要視され、金沢市も運用・維持管理を担っており、こうした連携は必要であ
る。一方で、都市住民による維持管理への参画は、文化財や観光資源としての価値が認め
られている用水路ではみられるものの、そうではないところでは、都市住民の参画はみら
れず、多面的機能をアピールし用水路への都市住民の関心を高めることが求められよう。
「段丘」
「河北潟沿岸」などの生産組合≒町会という農村的な地域社会が残っている地区
では、非農家も含めた地域全体で用水が利用され、維持管理もされている。世代が代わり
新住民が流入しても、こうした社会を継承していくための地域的取り組みが継続していく
ことが求められよう。
＜付 記＞
本発表は、公益財団法人クリタ・水環境科学振興財団国内研究助成（助成番号：21C002）
の成果の一部である。
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水循環基本法の改正と流域治水関連法の体系的位置づけ
―地下水関連の施策を中心として―
創価大学法学部 宮﨑 淳
1

はじめに

〇水循環基本法（平成 26 年法律 16 号）
：2014 年４月２日に議員立法で制定
水制度改革議員連盟(水議連)：水行政の縦割構造を見直し水政策の総合的な推進が目的
〇水循環基本法フォローアップ委員会（FU 委員会）：2014 年８月１日設置
―水循環基本計画の提言や理念法に基づく法整備を視野に活動
〇水循環基本法一部改正法(令和３年法律 73 号）
：2021 年６月 16 日公布・施行
２

FU 委員会の活動と改正法の成立

2014 年８月：FU 委員会（第１期）を設置、 2016 年３月：第２期 FU 委員会を設置
2019 年 11～12 月：地下水分科会が条文案を起草、2020 年９月：FU 委員会が同案を承認（委員会案）
2020 年 10 月～翌年１月：総合調整によって委員会案を修正
2021 年３月：『水循環基本法への地下水関連規定の追加に関する報告書』を水議連に答申
３

FU 委員会の条文案

（ア）地下水の法律上の定義：法律で一律に地下水を定義づけることはしない
（イ）地下水採取者の責務
地下水を採取する者は、国又は地方公共団体が実施する地下水の保全及び涵養に関する施策に協力
するとともに、健全な水循環を損なわないように配慮する責務を有する
（ウ）地下水に関する観測、調査、データ整備と分析及び公表、保管
国及び地方公共団体は、持続可能な地下水の利用と保全のために必要があると認めるときは、地域
を指定して地下水に関する観測、調査、データ整備及び分析を行い、その結果を公表及び保管しな
ければならない
（エ）持続可能な地下水の利用と保全に関する合意形成の機関の設置
地方公共団体等は、持続可能な地下水の利用と保全に関する協議を行うため、必要に応じて地下水
協議会（地下水を扱う協議会を含む。
）等の設置を推進するものとする
（オ）地下水の適正な採取等
地方公共団体は、条例で定めるところにより、健全な水循環を維持又は回復するために必要がある
と認めるときは、地下水の採取について地域を指定して、適正な量を超えて採取してはならないと
することその他必要な制限をすることができる
４

委員会案の修正

（１）事業者及び国民の責務との関係
委員会案（イ）は基本法における６条（事業者の責任）及び７条（国民の責務）にすでに包摂
〇地下水採取者に限って特出しで責務規定を設けるのではなく、４条に定める「水循環に関する施
策」の直後に、「（地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。以下同じ。）」との文言を追加
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することによって、委員会案の趣旨が６条及び７条にも含まれる旨を明らかにする
〇４条の「水循環に関する施策」の例示として「（地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含
む。以下同じ。）
」を追記することによって、４条及び５条で定める国及び地方公共団体の責務にお
いて水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施策が含まれるとともに、６条及
び７条で規定する事業者及び国民の責務に当該施策への協力が包含されることを明確化
（２）地方分権一括法との整合
〇地方分権一括法：国の法令等による事務の義務付、事務事業の執行方法等に対する枠付けを緩和
◎委員会案（ウ）
（エ）は義務付けに該当すると解されるため、努力規定とされる
（３）基本法の性質
〇基本法：特定の行政分野における基本政策または基本方針を宣明（法的拘束力を有しない）
〇人の権利を制限、義務を課す規定：個別法で定められるべきもの、基本法の性質には馴染まない
（オ）については、別の視点から再構成
権利制限の角度からではなく、「地下水マネジメント」の考え方を参考に地下水採取の制限を例示
したうえで「必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と訂正
◎委員会案（ウ）
（エ）
（オ）は追加条文「16 条の２」として統合
（４）国土交通委員会の決議
〇FU 委員会『水循環基本法への地下水関連規定の追加に関する報告書』を答申
地方公共団体は条例によって地下水採取の制限ができる旨の規定の追加を提案、これが実現しない
場合には、「衆議院や参議院の国土交通委員会において、FU 委員会の提案の趣旨を踏まえ、地方自
治体が条例により地下水の採取の制限ができることを周知するための決議をすることにより、地方
公共団体による地下水マネジメントの法的基盤を整えることが重要である」と提言
〇衆議院の国土交通委員会では「地下水の適正な保全及び利用に関する件」の決議
〇参議院の同委員会では「水循環基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」
５

改正法の内容

（１）地下水に関する施策の追記
○国及び地方公共団体の責務につき水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施
策が含まれることを明示し、かつ、事業者及び国民の責務につき当該施策への協力が包含されるこ
とを明らかにした――地下水に関する施策の法的基盤が整備
（２）地下水の適正な保全及び利用
〇16 条の２の条文構造
国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、必要な措置
を講ずるよう努めるものとする
必要な措置の例示として、①地下水の観測・調査、②地下水協議会の設置等、③地下水採取の制限
〇国と共に地方公共団体に対しても必要な措置を講ずる努力義務を課す
◎地下水マネジメントの各地方公共団体への展開を基礎づけている
――地下水マネジメントが積極的に各地方公共団体に展開されその内容がより充実することを期待
〇水循環基本法：環境基本法と比べて具体的施策を定めたものが少ないと批判
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――３つの要素を例示して施策の具体的な内容を定めた点において評価
（３）地下水の観測・調査
〇地下水は不可視であるうえ地域性が強いため、地域における地下水の賦存状況、流動、収支等に
ついて未解明であることが多く、地盤沈下等の地下水障害を予見することは困難
〇地下水流動に関する科学的情報や専門知識の不足が、多くの地域で地下水保全対策の実施の妨げ
〇健全な水循環の維持・回復に関する施策は、地下水に関する科学的知見の集積によって地下水流
動が可視化されることを前提
◎地下水の流動システムの解明が、健全な水循環を維持又は回復させるための最も重要な基盤整備
（４）地下水協議会の設置等
〇地下水の課題：問題の複雑化と利用形態の多様化に対応した解決策が必要
――地下水障害の原因を直接的に規制する手段では解決不能
――多様な利害関係者が関わり価値観や問題意識の共有が重要
〇地下水に関して協議する場が必要、ここでの議論を通して価値観や問題意識の共有が図られ、課
題解決に向けた関係者間での合意形成が可能
（５）地下水採取の制限
〇16 条の２「地下水の採取の制限その他の必要な措置を講ずる」との文言は、地方公共団体が条例
によって土地所有権等を制限できることを理論的な前提として組み立てられている
〇改正土地基本法 13 条１項：水循環基本法 16 条の２と同じ構造が読み取れる
――改正土地基本法との照応からも、「地下水の採取の制限その他の必要な措置を講ずる」との文
言には、地方公共団体が条例によって土地所有権等を制限することができるとの解釈が含意
◎地方公共団体が地下水採取の制限等を定める条例の制定推進に資する
（６）土地所有者等の責務
〇地下水採取の権限をもつ土地所有者等の責務が規定されるべきであった
――地下水保全の観点からは地下水の採取制限、涵養、汚染防止等について、流域治水の視点から
は雨水貯留対策等について、土地の所有者やその利用者には重要な役割を担うことが求められる
◎土地は水循環の基盤、いわば水の受け皿であり容器でもあるから、健全な水循環の維持又は回復
のための中核的な構成要素――土地所有者等の責務規定が必要
６

地下水マネジメントの展開―法改正の３つの意義―

①地下水に関する施策の法的根拠を明確に示した点
――地下水に関する施策の基本法への明定によって地下水マネジメントの法的根拠を明らかにした
〇国の責務に関する４条に追記する法改正は、５～７、９、12、13、19、22 条にも及ぶ
――水循環政策において地下水マネジメントの推進が徹底されると共に内容のさらなる発展を期待
②地下水マネジメントの各地方公共団体への展開を基礎づけた点
16 条の２：国と共に地方公共団体に対しても努力義務を課す
③ガバナンスの進展を視野に入れた地下水マネジメントの要点を示した点
16 条の２：地下水マネジメントの共通基盤となる地下水の観測・調査等を挙げたうえで、その中核
的機能を担う地下水協議会の設置等とともに、土地所有権等への規制となる地下水採取の制限を例
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示することによって、地下水マネジメントの要点を明示
〇その他の必要な措置を講ずる旨に関して
地下水採取や水質汚染に対する各種規制に加え
地下水涵養事業、費用負担の補助、システムの構築、技術開発その他の必要な措置を講じて重層的
な保全対策を促す礎を築いたものと把握――３要素の充実は地下水ガバナンスの進展をもたらす
◎16 条の２はガバナンスの展開を視野に入れた地下水マネジメントの要点を示した規定
７

流域治水関連法の体系的位置づけ

〇立法時期：水循環基本法は、同法の個別法第１号「雨水利用推進法」と同日に制定
〇「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（流域治水関連法）」は、水循環基本法
改正法の成立に先立つ１か月前の 2021 年５月 10 日に公布―立法の近接は法政策の連関性を表わす
（１）流域治水
〇流域治水関連法：関連する法律の一部を改正することにより流域治水の実効性を高める法的枠組
＜流域治水関連法の枠組みを支える理念＞
水循環基本法３条４項「流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理」
◎水循環基本法は、流域治水に関する諸法を束ね、水循環という共通の理念と施策の基盤を与える
ものであるため、流域治水関連法は水循環基本法の個別法として位置づけられる
〇流域治水関連法の主な内容
１）流域治水の計画・体制の強化

２）氾濫をできるだけ防ぐための対策

３）被害対象を減少させるための対策

４）被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

〇氾濫防止対策：流域における雨水貯留対策の強化（地下水の関連施策）
①特定都市河川浸水被害対策法の改正
沿川の保水・遊水機能を有する土地を貯留機能保全区域として確保する制度の創設（53 条）
②都市緑地法の改正
都市部の緑地を雨水貯留浸透地帯として保全し水害の被害を軽減させるグリーンインフラとして活
用(12 条)
（２）雨水貯留対策
〇水循環基本法 14 条を具体的な施策として展開
◎水循環基本法が理念法としての機能を果たし、個別法によってその理念が施策として具現化
――法律の体系的把握は、地下水の関連領域における法制度間の連携に法理論上の基礎を提供
（３）土地の公益的機能
〇雨水貯留対策のような土地関連の施策：土地の公益的機能に着目して捕捉
〇公益的機能の発揮は改正土地基本法が定める土地の基本理念に反映
〇流域治水における土地と水の密接不可分な関係：土地が水循環の構成要素であることを認識
水循環基本法においても健全な水循環の維持又は回復を図るために土地所有者等の責務規定が必要
――土地所有者等の責務は法的な実効性を伴うものとして規定されるべき
◎水循環基本法の理念に基づき土地の利用と地下水の保全との関係について整序する、地下水法の
制定に向けた環境を整えていくことが今後の課題
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淀川水系治水構想の源流と現在
中川 晃成（龍谷大学 里山研 / 先端理工学部）
１．はじめに

淀川水系では、昨2021年8月に「河川整備基本方針（変更）」が策定された。これは、
1997年改正の河川法に基づき策定された2009年3月の基本方針を変更したものである。こ
の変更では、大戸川ダム本体工事が治水事業として追加された。その際の審議のあり方を通
して、水害の予見可能性がそこではどのように扱われていたかを検討する。
２．大阪府河川整備審議会「治水専門部会」

2020年11月から翌年1月まで開かれた大阪府の審議では、「大戸川ダムが無い場合、大阪
市域・守口市域において合計約4800haの大規模浸水が発生」、「約9兆円の経済被害」とし
た。これらの数字は近畿地方整備局が府に示した被害試算にもとづく。それは、淀川河口か
ら約12.6km地点（旭区と東淀川区）において破堤を“選定”したためである。実際、その際
の資料には、「左右岸1箇所ずつ浸水被害（浸水範囲、浸水深）が最大となる箇所を選定」
という文言の書き込みがある。この破堤を選定した近畿地方整備局の論拠は、想定降雨
（1972年台風20号の1.53倍）のもとで、約1316km区間（旭区と東淀川区から守口市と摂
津市）において計算水位が計画高水位をわずかに17cm越える、ということにある。他方、
もし大戸川ダムがあれば天ヶ瀬ダムの二次調節が可能で、天ヶ瀬放流量を下流淀川での最大
水位時に400m3/s減じられ、淀川下流部では計算水位の約20cm低下に相当して計画高水位
以下となり、破堤せず氾濫被害なし、との説明である。この部会の議事録では、9兆円被害
の破堤箇所の選定というこの重要論点について、委員からの問い質しがあったことはうかが
えない。
では、この1316km区間の河川条件はどのようなものか。破堤を選定している約12.6km
地点のすぐ上流となるこの1316km区間では計算水位は周囲よりやや高い状況にある。そ
の理由は、そこに洪水時の河流を阻害するほどの規模の河川構造物が存在するからで、図１
に見る通り、その構造物とは近畿地方整備局がみずからが管理する淀川河川公園である。近
畿地方整備局は自身の算出した9兆円もの被害想定が真に信頼に足るものと考えるのであれ
ば、この河川構造をどうかしたら如何か。
３．京都府「淀川水系の河川整備に関する技術検討会」

かつて2008年に開催された京都府の技術検討会の報告書では、「大戸川ダムの効果を端
的に表現することが難しい」と述べ、「大戸川ダムは、市街地にも近接しており、大戸川の
治水には有効であるが、水系全体で見れば、中上流の改修と密接に関連する施設であり、中
上流改修の進捗に伴って必要性が順次高まっていく施設であることから、現時点での緊急性
は低いものと考えられる」とした。つまり、宇治川や淀川本川に対して、大戸川ダムが治水
効果をもたらすような運用事例を示すことができなかったのである。
これに対し、2020年12月から翌年2月まで開かれた京都府の技術検討会では、宇治川では
なく桂川が論点となり、「現時点の河道において、平均的な湿潤状態で平成25年台風18号
洪水が襲来したとすれば、桂川の約11.0km区間で計画高水位を超過することとなり、破堤・
氾濫した場合の被害は約3兆円と推定される」とした。
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図１ 淀川本川1316km区間における河道現況 地理院地図（2017年4月撮影）を用いて作成し
図８ 国土交通省は淀川本川1316km区間の治水上の問題を認識していたが、その理解には誤りのあっ
た。近畿地方整備局が破堤を選定した左右両岸の地点を✖印で示す。
たことを示す2007年の資料 上図は、2007年5月28日 国土交通省「第67回河川整備基本方針検討
小委員会」 資料２「補足説明資料（淀川）」[37]より。下図は、流下能力不足とされる区間の空中写
この際の認識は、「宇治川、木津川においては整備計画の目標となる流下能力を概ね確保
真2017年4月撮影（「地理院地図」を用いて作成。赤字で書き込み）。1316km区間の流下能力不
できているのに対し、桂川の治水安全度は依然として低い水準に留まっており、京都府域に
足を12km付近のワンドやたまりによる河積不足とする国土交通省の説明は誤りであることがわかる。
おいては、桂川の治水安全度向上が最優先の課題」とし、ここにおいて、大戸川ダムの必要

性を訴える論理として、「桂川を含めた中・上流部における河道改修を淀川本川の流量を増
大させずに実施する」には、「大戸川ダムとそれにより可能となる天ヶ瀬ダム二次調節によ
る淀川本川の流量低減」が前提、と述べる。そこで問題となるのが、この二次調節により低
減できる本川流量である。報告書によれば、想定洪水（2013年台風18号を平均湿潤状態に
割増し）による計算流量ピーク値11300m3/sのうちわずか400m3/sである。
計画高水位と計算水位の関係から桂川下流部において治水安全度が低いのは、三川合流手
前で河床が緩斜となる区間（ほぼ久世橋から宮前橋までの約8km）が相当する。当然ながら
大戸川からの河水は桂川へは直接流下しないので、大戸川ダム設置による桂川水位への低減
効果はあるとしてもわずかである。実際、報告書においても、「更なる河川整備」として桂
川のこの区間の直接の治水対策として予定している事業は、当該区間の河道掘削である。
４．淀川水系治水構想の源流

図2に、近畿地方整備局の想定する京都府内3兆円被害の浸水域と同じ区域の1946年撮影
の空中写真を示す。直ちに視認できることは、桂川に沿いその氾濫の痕跡をうかがわせる乱
れた地割や湿地帯などの水域の分布していることと、一方でそこから少し離れると条里地割
の整然した姿が広がることである。このように、高度成長期以前の都市化が進行するまでに
撮影された空中写真には、その土地の本来のありようがよく写し取られている。後者の整然
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図２ 桂川最下流部の原景観（左図） 国土地理院地図の空中写真（1946年7月撮影）を用いて
図４ １ 国が提示する大戸川ダムの効果(H25
作成した。右上図は、同院の基盤地図情報標高値による標高図。右下図は、近畿地方整備局によ
る3兆円被害の氾濫想定。2013年台風18号豪雨の際は、久我橋下流の右岸400m区間で越水した。

このデータを元に、天ヶ瀬ダムの運用による対応可能性を

平成 25 年台風第 18 号洪水で平均的な湿潤状態を仮定した

とした条地割は、そこが歴史上ながらく安定的に存続してきた土地であることを物語ってい

大戸川ダムなしの状態で天ヶ瀬ダムで二次調節を行わない場

る。流域のうちのそのような優良な土地にすら広範囲に被覆的な氾濫被害の予測がなされる
年台風第 18 号洪水等に対応した河道で 11,300m3/s となり、
ようになるのであれば、逆にそれをもたらすようなそれまでの治水事業が不適格・不適切で
上回った(図４ ２左図)。
あったことを示唆するのではないか。近代河川工学・治水工学の敗北ともいうべき、その治
水思想に根本欠陥のあることがうかがわれる。
ここにおける根本欠陥をもたらした治水思想の起源は、淀川改良工事の原案となった沖野
忠雄らの1894年『淀川高水防禦工事計画意見書』にある。そこでは、「今回の改修工計画
に要する処は単に最大流量に止まる」として流量試算を示し、その上で、「三川の最大流量
は同時に合輳すること万之なし。依りて内3万立方尺を減除し、残20万立方尺を以て淀川の
最大流量と定め、之を快流するに必要なる河積を具備せしむるを以て、計画の基礎となせり」
と結論した。ここに、“流量主義”と“河道内治水原理”を宣言したのである。

13

図４ ２ 大戸川ダムの有無による流出計算結

さらに、宇治川についての改修目的を、「伏見・淀近傍に於て判然たる洪水敷の区画なく、
高水の際一円水面となるの地あり。今回の計画は此所の洪水敷を規定し、将来此遊水場を廃
止し、併せて付近地の悪水排除を快くするに在り」として、宇治川での三大施工内容の一つ
を、「向島の堤防を延長して、将来大池（巨椋池）に洪水の氾濫を遮断すること」と定めた。
淀川水系での“遊水機能の排除”の起源はここにある。
ただ、沖野らも、「該水面地は淀川の水理に大関係あるものとして、今日まで保存された
るものなり。而て、所謂大関係とは淀川の為め一の遊水場となり、其洪水流量の節度器たる
の効用ありと云うに外ならず」と述べ、遊水機能を一定認めていた。しかし、「大池の淀川
に及ぼす所の影響は、敢て軽微なりと云うを得ずと雖も、亦其水利に大関係ありと云うを得
ず。其洪水節度の点に付ては先に説明したる所の瀬田川を遮断する方案に及ばざる遠きもの
なるを信ず。是今回大池閉鎖の策を献ずる所以なり」と結論付けてしまった。これが、“遊
水機能を琵琶湖に譲る”論の原点である。
この意見書に従った水系改変は、1896年から14年をかけ行われた淀川改良工事で実行さ
れた。上記のいずれの誤りも、淀川水系の近代治水の本格始動時に内包されていたことにな
る。1917年に木津川出水で宇治川沿いが被災した事象は、その事由を辿ることで誤りに気
付く機会であった。しかし、それはなされないまま、しかも今なお同時代の課題として生き
続けている。
５．満水時ダムにおいて生じる作用

2018年7月の西日本豪雨の際には、肱川においては野村ダムと鹿野川ダムが緊急放流を、
高梁川支流成羽川では新成羽川ダム・田原ダム・黒鳥ダムが設計洪水流量に近い放流を行っ
た。こうした緊急放流時などの異常なダム放流となる場合も、放流量は流入量を越えるよう
な操作は行なっておらず、被害が出てもダムにより増大することはないとの説明がダム管理
者や河川管理者により行われる。
利水ダムでは満水に近い状態での運用がなされるのが通常である。こうしたダム満水時に
おいて、降雨がある際のダムの水理についても触れる。
６．おわりに

今回の河川整備計画の変更において、議論を主導した河川管理者はその当事者としての専
門性に疑念を抱かせるような提案や説明を行うことがあり、専門家もまたしかるべき適正な
見解を示すことなくそれを多く追認していたことが問題であった。本来治水事業というのは、
集団便益性が高く多方面にも影響の及ぶ内政の最重要課題のひとつであって、公共財として
不可欠の社会的基盤を提供するものである。ここでとりあげたある政策選択の過程において
は、立論における稚拙さや科学的合理性の欠如がうかがえただけでなく、不誠実とも理解さ
れるような姿勢が垣間見られことすらあった。流域委員会などで河川管理者として説明を行っ
たり委員として審議に参加した者はともかく、それぞれの河川管理部局で実際の業務に当っ
ていれば、実は、ここで指摘した諸点は多かれ少なかれ常識的に認識済の範疇とも思われる。
ここにあるのは、学問的技術的能力や公共観念の不足というような個人に帰せられる問題と
いうより、むしろ、より強く組織的社会的構造に由来するものとみられる。
文献

中川晃成 (2022):「Fictiousな治水の構想、その主体と過程」 龍谷大学里山学研究セン

ター2021年度年次報告書、 pp.89116.
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流域治水関連法
－流域治水に向けての「一里塚」－
梶原 健嗣
愛国学園大学 教授

Ⅰ はじめに
2021 年 4 月 28 日，参議院で流域治水関連
法案が可決，同年 5 月 10 日公布された。
「流
域治水」という時，そのイメージは各自の治
水観を反映し，一様ではない。そのため，と
もすれば，各人が抱く「あるべき流域治水」
に照らして同法を評価することにもなりか
ねない。しかし，それでは議論が混乱する。
本研究では，
「流域治水論」には深入りせず，
まずは成立した流域治水関連法を的確に理
解することが重要と考えた。その検討のなか
で，流域治水関連法に足りない部分も考える
ことが，現在は最も有益と判断した。
Ⅱ 流域治水関連法
１ 流域治水関連法制定の背景
流域治水関連法制定の背景として，この数
年相次いだ激甚災害と気候変動に伴う豪雨
の激化があげられる。そうしたなか 2019 年
台風 19 号（令和元年東日本台風）が押し寄
せた。同台風後，社会資本整備審議会河川分
科会に気候変動を踏まえた水災害対策検討
小委員会が設置され，翌 2020 年 7 月，前記
答申
（社会資本整備審議会 2020）
が示された。
同答申では，2015 年答申のキーワード「水防
災意識社会」を一歩進めて，
「流域の全員が協
働して流域全体で行う持続可能な治水対策」
を掲げ（同，p2）
，これを「流域治水」と表現
した。
同答申では，流域治水を「河川，下水道，
砂防，海岸等の管理者が主体となって行う対
策に加え，集水域と河川区域のみならず，氾
濫域も含めて一つの流域として捉え，その流
域全員が協働して，①氾濫をできるだけ防
ぐ・減らす対策，②被害対象を減少させるた
めの対策，③被害の軽減，早期復旧・復興の
ための対策，までを多層的に取り組む」もの
と定義していた（同，p25）
。同答申では，①
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をハザードへの対応，②を暴露への対応，③
を脆弱性への対応と説明している（同，p26）
２ 流域治水の定義
１）流域治水関連法による定義
国土交通省は，
「
『流域治水』の基本的な考
え方―気候変動を踏まえ，あらゆる関係者が
協働して流域全体で行う総合的かつ多層的
な水災害対策」(1)という資料のなかで，流域治
水を
気候変動の影響による水災害の激甚化・頻
発化等を踏まえ，堤防の整備，ダムの建設・
再生などの対策をより一層加速するとと
もに，集水域（雨水が河川に流入する地域）
から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が想
定される地域）にわたる流域に関わるあら
ゆる関係者が協働して水災害対策を行う
考え方
と説明している（p8）
。同資料では，
「①氾濫
をできるだけ防ぐ，減らす対策，②被害対象
を減少させるための対策，③被害の軽減，早
期復旧・復興のための対策をハード・ソフト
一体で多層的に進める」ことが，流域治水の
具体的なあり方だと説明されている。
２）滋賀県流域治水条例らの定義
上記が流域治水関連法による公的な定義
といえるが，ではこの定義に特徴的な部分は
なにか。それを考えるには，幾つか，別の定
義に当たってみるのがよい。
2014 年 3 月に制定された滋賀県流域治水
の推進に関する条例（以下，滋賀県流域治水
条例）では，同条例は前文にあたる付則のな
かで詳細な定義(2)を示している。そこでは，
「河川等の流水を流下させる能力を超える
洪水にあっても県民の生命を守り，甚大な被
害を回避するためには，
「川の中」で水を安全
に「ながす」基幹的対策に加え，
「川の外」で

の対策，すなわち，雨水を「ためる」対策，
被害を最小限に「とどめる」対策，水害に「そ
なえる」対策を組み合わせた」治水対策を，
「滋賀の流域治水」としている。
３ 流域治水関連法の概要
流域治水関連法は「特定都市河川浸水被害
対策法等の一部を改正する法律」として国会
に提出されたものである。流域治水関連法と
して改正された法律は，河川法，水防法，下
水道法，土砂災害防止法，建築基準法，都市
計画法など多岐にわたるが，中心となるのは
法案名のとおり，特定都市河川浸水被害対策
法の改正である。
これらの改正により目指したものは，
１）流域治水の計画・体制の強化
２）氾濫をできるだけ防ぐための対策
３）被害対象を減少させるための対策
４）被害の軽減，早期復旧，復興のため
の対策
の４点である。
１つ目のねらいは，流域治水の計画・体制
の強化である。具体的にはまず，特定都市河
川浸水被害対策法で定める流域水害対策計
画の対象とする河川を拡大することにした。
そのねらいは都市河川に限定することなく，
全国の河川で「流域治水」を展開することに
ある。こうして全国の河川を対象に，広く流
域水害対策計画を策定し，流域治水対策を展
開することになるが，その時の実施体制とし
て，新法では流域水害対策協議会を設置する
ことになった（新法 6 条 1 項）
。
次に氾濫をできるだけ防ぐための対策で
は，まず外水氾濫対策として利水ダムでも事
前放流を行って洪水調節に行うことにした。
このための仕組みとして，河川法に「ダム洪
水調節機能協議会」が規定された（同法 51 条
の 2 および 51 条の 3）
。
氾濫には内水氾濫もあり，そのために下水
道の強化策も不可欠である。流域治水関連法
では下水道法を改正し，浸水被害を防ぐ目標
降雨を下水道上の計画降雨と位置づけ（下水
道法 5 条 2 項，6 条ほか）
，整備を加速するこ
とにした。また下水道の樋門の操作に関し，
その操作ルールの策定を義務付けた（同 7 条
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の 2，31 条）
。
氾濫防止では，特定都市河川浸水対策法に
新たに規定された貯留機能保全区域（3 章 4
節，53～55 条）の規定も重要である。貯留機
能保全区域とは，河川に隣接する低地その他
の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を
一時的に貯留する機能を有する区域を，流域
水害対策計画（4 条）の方針に従い指定する
ものである。指定は都道府県知事らが行い，
これにより都市浸水の拡大を抑制する（53 条
1 項）
。指定に当たっては土地所有者の同意が
必要（53 条 3 項）になるが，指定をされると
当該土地に盛土や塀を設置するといった，貯
留機能保全区域の貯留を阻害しうる行為に
は都道府県知事に，その行為を届け出なけれ
ばならなくなる（55 条 1 項）
。氾濫防止策で
は，都市緑地法を改正し，特別緑地保全地区
（12 条 1 項 1 号）の内容に，
「雨水貯留浸透
地帯」を追加している。いわゆるグリーンイ
ンフラの整備によって，雨水の流出抑制を図
ることが，この改正のねらいである。
被害対象を減少させるため，流域治水関連
法では，特定都市河川浸水被害対策法，都市
計画法，防災集団移転特別措置法，建築基準
法を改正し，
「水防災に対応したまちづくり
との連携，住まい方の工夫」を打ち出してい
る。特定都市河川浸水被害対策法に新たに加
わった浸水被害防止区域（3 章 5 節，56～76
条）がその柱であり，同区域内では一定の開
発行為等が制限される（56 条 1 項）
。
また防災集団移転特別措置法を改正し，そ
の対象を広げている。従来は，集団移転促進
事業の対象が「豪雨，洪水，高潮その他の異
常な自然現象による災害が発生した地域お
よび災害危険区域」に限られていたが，これ
を地すべり防止区域，急傾斜地崩壊危険地域，
土砂災害特別警戒地域（いわゆるレッドゾー
ン）
，浸水被害防止区域にまで広げた（１条）
。
４つ目のねらいは，被害の軽減，早期復旧，
復興のための対策である。大きな柱は洪水等
に対応したハザードマップの作成を中小河
川にまで広げたことである。従来，洪水浸水
想定区域の対象河川は水防法 10 条 2 項及び
11 条 1 項で定める洪水予報河川と，同 13 条
１項及び 2 項で定める水位周知河川が基本だ
ったが，これに特定都市河川を追加した。そ

して特定都市河川の定義そのものが広がっ
ている（前述）から，これにより，現在 2,000
程度だった対象河川は 17,000 程度にまで広
がるという（目標年度は 2025 年度）
。
第４のねらいでもう１つ大きな柱は，要配
慮者施設に係わる避難計画や避難訓練の規
定である。水防法の 2013 年改正で，15 条の
3「要配慮者利用施設の利用者の避難の確保
のための措置に関する計画の作成等」が規定
され，
2017 年改正で避難確保計画の作成と避
難訓練の実施が義務付けられた。また訓練の
結果を市町村長に報告する義務を課し（土砂
災害防止法８条の 2・5 項）
，市町村長はこの
報告に対し，助言・勧告を行えるようにした
（同 6 項）
。改正の背景には，2016 年の台風
10 号で岩手県岩泉町の高齢者グループホー
ム「楽ん楽ん」の被害や 2020 年 7 月の球磨
川豪雨での特別養護老人ホーム「千寿園」の
被害がある。

という色彩が濃い法律である。だが被害の軽
減には，事前・事後の対応が効果的に両輪の
役割を果たすことが重要である。不幸にして
発生してしまった被害をどう補償・補填とす
るかという，経済的被害の回復という形の
「被害の軽減」も考えなくてはならない。こ
れも定義が掲げる，
「ソフトな対応」の重要な
一部であるはずである。
水防法が 2015 年改正で，想定し得る最大
規模(2)の洪水を対象レベルに定めたように，
豪雨の想定レベルは上げざるを得ない。これ
により，治水計画上の目標との間で深刻な乖
離が生じてくる。首都圏を流れる荒川水系の
例でいうと，河川整備基本方針で定める基本
高水流量は，
1973 年以来，
14,800m3/s
（岩淵，
以下同じ）である。対応する流域平均雨量は
３日間で 548mm である。これに対し，2015
年の水防法改正をうけて策定された洪水ハ
ザードマップの想定目標は，632mm／３日
である(3)。そして，こうした乖離は，荒川水系
にとどまらない。

Ⅲ 流域治水関連法の評価
１ 流域治水関連法の意義
前述したように，流域治水関連法は特定都
市河川浸水被害対策法の改正を柱とするも
のであり，同法は 6 章 42 条の法律から 5 章
89 条の法律にかわり，規定が大きく増えた。
また同法 6 条 1 項で流域水害対策協議会を設
置することとし，流域治水対策の実施体制を
整えた。
河川法改正部分では，利水ダムの事前放流
のルール化にも目途をつけた。河川法 52 条
の議論のなかで，
「同条の実効性を担保する
のは，損失補償の規定」だという指摘される
ことが多かったが，この点も制度化された。
内水氾濫への対応も充実し，ハザードマップ
の対象河川も拡充することになった。この数
年，大きな水害が発生するたびに伝えられた
悲劇，高齢者施設での被害もなくすための方
策も制度化された。

【図１】 一級水系の河川整備計画の想定降雨
量と水防計画上の想定降雨量の違い
国土交通書省水管理・国土保
全局 2015 より転載
図１は，2015 年の水防法改正後，一級河川
水系の河川整備計画の想定降雨量と水防計
画上の想定降雨量の相違を見たものである。
同図に見るように，大半の水系で水防計画上
の降雨量が大きくなっている。

２ 流域治水関連法に対する疑問点
１）溢れる洪水をどうするか
流域治水関連法は全体として，予期される
水害の激化に対し，
「事前」にどう対応するか
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そう思えば，洪水が溢れた場合に事後的に
どう対応するかは喫緊の課題である。石川忠
晴がいうように，今後の治水計画では「如何
に上手に溢れさせるか」
（石川 2020，p269）
を追求すべきである。その時に，
「上手に溢れ
させたうえで，その被害をどう経済的に補償
するか」ということは，これまで以上に重要
な視点となってくるはずである。
現状，水害被害者への救済は国家賠償法 2
条 1 項で規定する水害訴訟があるが，前述し
た事態からすると，そもそも「違法な管理」
，
「管理瑕疵」がなくとも，溢れる事態は想定
せざるを得ない。経済的な被害回復に限れば，
事後の補償という対応の方が政策的に優れ
た部分さえあるかもしれない。
「想定外の洪
水」に備えなければならない現状にあって，
この点の議論は，これまで以上に重要になっ
ているように思われる。

うするかは極めて重要な課題であるが，その
点に関する制度設計は，今回の流域治水関連
法では手つかずである。
むろん筆者の指摘以外にも，
「至らぬ点」は
あろう。それでも，水害への対応がかつてな
いほど大きな政策課題となるなかで，流域治
水関連法は，あるべき流域治水に向けて，
「重
要な一里塚」である点は間違いない。本研究
を土台に，流域治水の議論がますます盛んに
なることを願う。
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(1) https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/
治水計画の現状と水防法上の想定豪雨の乖
pdf/01_kangaekata.pdf
(2) 概ね，1/1000 規模とされる。
離はかなり構造的なものに思われる。そうで
あれば様々な政策を総動員してもなお溢れ
(3) https://www.city.koto.lg.jp/057101/bosai/
る洪水とその被害に対し，事後的な補償をど
documents/haza-do.pdf
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