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河川兼用工作物の管理運営問題

穴山 務

1. 河川兼用工作物についての河川行政の基本姿勢

(1) 河川管理の基本と河川施設

昭和39年に改正された河川法は，改正の主限点として水系一元管理体制と利水規定

の整備が掲げられ第46通常国会で成立したが，その提案理由説明は次のように述べら

れている。「－－－各水系における沿岸流域の開発に伴い，かつ，最近の災害発生の状

況にかんがみ，水系を・質した全体計画に基づいて，財政負担の面も十分考慮、しつ

つ，治水事業を計画的に実施する緊要性が一段と強くなってまいりました。また，近

時における産業の発展と人口の増加に伴い，各種用水の需要が著しく増大しておりま

すが，これらの需要を満たすためには，各水系について広域的な見地に立ち，合理的

な水の利用を確保する街lj度を確立し，水資源の総合的な利用と開発をはかることが現

下の急務として要請されているのであります。そこで，国土の保全と開発に寄与する

ため，河川を水系ごとに一貫して総合的に管理する制度を樹立することが必要となっ

て参ったのであります。次に各河川には治水利水の両面の要請から，また近時におけ

る科学技術の発達に伴い，大規模なダムその他の施設が数多く建設されてきておりま

すが，現行法においては，これらの施設の設置または管理の万全を期するため，所要

の規定を整備する必要があるのであります。 ・・・・」

これは，旧法では利水に関する条項が不備であり，社会的要請からこの点に重点を

置く必要があることが強調されたものである。

したがって，河川法の新旧を対比して見ると，河川に関する定義として，旧法にお

いては河川工作物は付属物として取り扱われ，自然の流水および敷地の統合体である

と見倣しているのに対し，新法においては，河川管理施設を含むものとし，道路にお
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いて橋梁， トンネノレ，横断通路などを一体として考えているのと同様に，堰や水門，

樋管などが付帯した総合体として捉えているといえる。

また，河川としてどの程度の税模と機能まで認定することが妥当であるかについて

は，新法でも抽象的な表現に止っており，第4条，第 5条の法解釈として，一般公共

の用に供され，または供され得るという機能面に着目 して判断されるべきであり，一

定の目的，侠能を有する汝水路および上水道，かんがい，発電などの用水路，下水路

などの人工の水流は河川となり得ないとしている。したがって，都市や山地などの集

水区域をもっ農業排水路については河川として認定できるとしており，手続き的には

市町村または県議会の承認後河川審議会を経由し，必要と認めれば河川が指定される

こととなり，農地排水として整備した水路についても兼用工作物的な「兼用河川」は

存在しないとしている。

以上のように総合体としての河川を基本としながらも，私権の対象物である河川施

設との関連から，調査事例にも記載したとおり，河川管理上とくに工作物の管理，操

作について種々な問題が発生し，その都度，治水{lltl，利水側の主張を繰り返しながら

協議がなされており，今後河川の流水利用がますます増大し，河川改修による工作物

の改築が進むにつれて，これらの事例が多くなるものと思われる。

(2) 河川管理施設と他の工作物

河川管理施設と他の工作物との区別を考えるとき，河川管理施設とは，河川法上何

を示しており，どんなものまで対象として考えうるかが問題となるが，この点はi法第

3条に「この法律において河川管理施設と（ま，ダム，堰，水門，堤防，護岸，床止め

その他河川の流水によって生ずる公利を増進し，または公害を除却し，若しくは軽減

する効用を有する施設をいう 。ただし河川管理者以外の者が設置した施設につ いて

は，当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権限に基づき当該施設

を管理する者の同意を得たものに限る。」と定めており，権限に基づく同意とは一般

的に所有権の移転を示し，河川法に基づく管理に服するものであり，河川管理者が他

の者と共同して設置する兼用工作物は法律上当然河川管理施設で同意、の必要はないと

解釈されている。これを取水優について考えるならば，一般的に取水寝は河川の流量

を安定させ，利用可能な流水を増加させるためのものであり，河川の流水によって生

ずる公利を増進する効果を有する施設として河川管理者が設置した場合には河川管理

施設であり，かんがい用水の取水を安定させるために他の者が設置した場合は他の工

作物となり，いずれの取水堰も効用と機能上から見れば何ら区分し得ないものとなろ

う。しかし現実においては，河川管理者が所有権を有する河川管理施設，河川管理者

と他の者がそれぞれに持分をもっ兼用工作物，他の者が所有権を有する他の工作物に

3区分されている。
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(3) 河川兼用工作物の発生要因

河川法改正に際しては，水源から河口まで河川施設も含めた水系一元管理が目的の

・つでもあったことから，河川工作物の全てが河川管理施設となり，治水利水両面iこ

宣って総合的な河川管理を行なうことが河川行政としては望まれているところである

が，現実的にはすでに記述したように3区分されている。

この理由を結論づけるならば，旧河川法においては付属物は私権の目的になり得な

かったが，新法では私権の対象となったための措置といえる。すなわち旧法において

は第3条で「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナノレコトヲ得スJ，第4条で「堤

防，護岸，水制，河津，曳船道其ノ他流水ユ因リテ生スル公利ヲ増進、ン又ノ、公害ヲ除

却若ハ軽減スル為ニ設ケタノレモノニシテ地方行政庁ニ於テ河）｜｜ノ附属物ト認定シタノレ

モノハ命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外総テ河川ニ関スノレ規程ニ従

フ」となっており，河川の付属物と他の工作物とが相互に効用を兼ねるいわゆる兼用

工作物であっても河川の附属物に認定されればその私権は消滅した。

この点について旧河川法時代に問題が生じたのが発電，上工水を含めた多目的ダム

であり，これを河川総合開発事業で実施するに当り，この規定をそのまま適用するこ

とができなくなり，特別の規定を設ける必要から河川付属物の認定に関する同意，私

権消滅規定の適用除外，費用負担の特例などを定めた「河川法第4条に基づく共同施

設に関する省令（昭和29年）」が制定された。しかし新法によって河川管理施設に私

権が認められるところとなり，河川管理施設の成立に関し兼用工作物についてこのよ

うな例外規定は必要としなくなった。

(4) 河川兼用工作物の条件

兼用工作物は上記のような発生原因に基づくものであるが，兼用工作物となりうる

法的解釈は第17条によって，「河川管理施設と河川管理施設以外の施設または工作物

とが相互に効用を兼ねる場合」とされており，法第3条で法律上兼用工作物は河川管

理施設であるとする見解といささか異にするが，この点については兼用工作物は，一

体として不可分であり，一面においてはその全てが河川管理施設であり，他の一面に

おいてはその全てが他の施設であって治水とかんがいの機能を併せ持つダム，河川床

止めの効用とかんがいのための取水位を確保する取水堰などと理解されている。

この理解に立って考えるならば，すでに設置されているかんがい取水堰に対しても

兼用工作物としての条件を備えたものもあると思われるが，現状で、は新設または改築

に際してそれぞれの効用に見合った経費を支出し合って建設する場合に限り， 兼用工

作物として協議することとなっている。しかし，調査事例UAダムは治水側予算は支出

されていないが，治水計画上洪水カットを組み入れることを承認したことにより兼用
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工作物となっており，法理論によった事例として注目される。

近年河川改修による用地買収が難渋していることから，ダム計画が多くなり，治水

利水機能を併せ持ち，それぞれの所有権を有するダムについては一般的に多目的性が

明確であり，ダムサイトが限られていることから兼用として建設せざるを得ない場合

が通例となり，今後築造されるダムはほとんどが多目的ダムと考えられる。しかし取

水堰については，取水寝設置予定地点に河川床止工が河川改修計画によって既に組み

込まれており，河川改修工事の実施と取水根工事が年次的にある程度の競合関係があ

る場合，兼用工作物として第17条の協議「河川管理者および他の工作物の管理者は協

議して別に管理の方法を定め，当該河川管理施設および他の工作物の工事，維持また

は操作を行うことができる。」がなされ，施設の所有権がそれぞれの持分として決め

られるのが通常であるが，現実的にはダムの場合と同様に利水が先行している例が多

L、。

兼用工作物として第17条による協議をする前の段階として第26条の許可「河川区域

内の土地において工作物を新築し，改築し，または除却しようとする者は，建設省

令で定めるところにより，河川管理者の許可を受けなければならない。」が必要であ

り，これは，施工主体を誰にするのか，維持または操作者を誰にするのかに関係なく

施設の許可を受けなければならないとするものであり，これを許可する河川管理者が

その地点については床止工のみとして，取水堰は許可しない方針とし，または，取水

壊地点に床止工を新たに計画することとする決定もでき得るものである。したがって

取水堰を兼用工作物とする場合は特別とされるべきであるが河川改修計画による堰長

の増加，構造令による施設の重装化から利水単独の建設負担および完成後の維持管理

費を軽減するため兼用工作物として協議される例が今後多くなるものと考えられる。

このことは，兼用工作物であるダムのほとんどが，利水負担の軽減を目的として治水

加入を申し入れていることから見て十分想定される。

調査事例のD取水堰は，かんがい取入水位を確保する目的と上工水，河川維持用水

を貯溜する目的を兼ね備えたものとして協議がなされており，水位確保の発電と治水

または利水のための貯水を兼用した多目的ダムの例に類似しており，第17条による兼

用工作物はダムとして協議されるべきであり，かんがし、は水位だけに対して参加する

ことが妥当であるが，協議がなされた経過をみると，かんがし、受益者の経費負担を軽

減するための上工水参加と施設管理に関連した治水側の参加によって問題が複雑化さ

れ今後の協議が注目されることとなっている。

調査事例のE樋門については，本川の河床低下によって取水路 (1級河川I）への導

水が減少したため，本｝｜｜から別途に注水樋門，注水路を設け，ポンプアップによって

水利権量を注水するもので，渇水期のポンプアップ期聞は旧取水路に水流がなくなる

ことから問題となり，第26条の許可に際して知事から兼用工作物とすることの同意が
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提出されており，注水路も 1級河川としてE樋門を兼用工作物としようとしているも

のである。

以上，兼用工作物については法的にはある程度の限度が定められているが，河川管

理の基本姿勢，地元負担の軽減など行政的に複雑な問題として治水俣I]，利水側の主張

が噛み合わないまま時間的に何らかの解決を見出す例が多いものとなっている。

15) 河川兼用工作物の施工主体と費用分担

河川兼用工作物の協議に際して，その施工主体は誰であるかが常に問題となってい

るところがあるが，第8条の法解釈として，河川工事は河川管理のー態様としてその

目的を実現するために行なわれる工事であって河川管理の一部であるとしている。こ

の基本に立ち河川管理施設である兼用工作物は原則として河川管理者が施工するもの

であるが，特例として河川管理上支障がない場合においては，河川管理者以外の者に

施工することを認め，手続き上は河川局長の承認が必要であるとしており，施設機能，

施設の管理，操作頻度などの軽重とは関係なく治水側で施工しうる措置となってい

る。この第8条においていう河川工事にはかんがい用取水堰は河川の利用を増進する

工事であるが，その目的が特定の利益のためにのみ行なわれるものであるから，他の

工作物であるとしている。しかし他の工作物であっても，第37条では，法律上対等な

公法上の契約として河川管理者が委託施工できると定めており，いずれにしても治水

側で施工しうることとなっている。したがって治水側は施工主体となるのが望ましい

としているのに反し，利水側は計画自体が利水側であり，また，施工に際して利水側

施工であるために問題の生じた例はなく，今後の管理上からも施工者であることによ

る操作上の安心があるとして両者の主張が一致していない。

また，兼用工作物のアロケートについては第66条において，「河川管理施設が他の

工作物の効用を兼ねる場合においては，当該河川管理施設の管理に要する費用の負担

については，河川管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。」

となっており，あわせ有する効用の特質上，それぞれの管理者の負担すべき限界が明

確でないとし，特定多目的夕、ム法に見られるような運用通達もなく，ケースパイケー

スによって判断されることとなっており ，協議成立までに他の問題とからみ時聞を要

する原因となっている。さらに，第66条でいう管理に要する費用とは，兼用工作物の

新築，改築，維持修繕，災害復旧などに要する費用のほか，占用の許可など行政管理

に要する費用も含まれるとしており，工作物の新改築計画に際して兼用工作物である

かどうか，完成後の管理，操作は誰が行なうかをあらかじめ定める必要があり，この

協議と着工とがふくそうして問題を一層複雑化し，治水側と利水側の聞の行政力学に

よって解決されることとなっている。
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2. 河川兼用工作物の管理における農業水利の立場

(1) 河川兼用工作物の管理と操作

兼用工作物であるダムについては2 治水利水の容量区分が年間を通じて決められて

いないダムであっても，洪水期においては貯水位を制限水位以下にすることと規定さ

れており，洪水期におけるダム容量の持分と水｛立が明確に区分されている。また構造

上においても治水操作はクレストゲートまたはオリフィスゲートであり，利水操作は

専用バルブ操作に区別されており，不特定用水，河川維持用水が参加していない限

り，操作上における治水側と利水側の競合fl生じない構造となっている。また全国的

に洪水期はかんがい用水の放流時期と一致しており，洪水発生時には貯水位が制限水

位以下となっているときが多く，治水上安全である。

治水操作をするに当っては，操作規則および細則によるが，一般的には気象台から

の降雨注意報によって警戒体制に入り，流域内の雨量観測所からのデータ送信によっ

てあらかじめ作成されている流出パターンからダム流入量が計算され，これと下流河

川水位をチェックしながら放流を行なうこととなっており，予測と実績がほぼ一致す

る安全な操作システムが完成されている。一方，利水操作については，操作規程には

計画基準年における放流が示されているのみで，下流水利権者と協議することとなっ

ている。本来かんがいの目的は農作物が求める水量を必要なときに必要なだけ与える

ことにあり，作目や作付品種の面積により決定されるべきものである。このことによ

ってもかんがい水量の期別放流計画が定められなければならないが，さらに決定的な

要素として，作物生育期間中にいっ干ばつが発生し，どの程度の水量が必要とされる

かという長期気象予測によって見通しが立てられなければならず，貯水量を有効に利

用するためにはキメ細かく，かつある程度大胆な放流を必要とするものであり，受益

者との細かい協議が必要とされる。

取水寝は水位確保と流水の安定取入れを目的としたものであり，利水操作としては

寝の可動部は閉塞しておき，取入樋門操作によって取水量を調整すればよく，夕、ム放

流のような予測的な困難性はない。また洪水時においては取入樋門は閉塞され，可動

部のゲート操作は河川水位によるゲート操作順序を決めておけばよく，ダムの洪水時

操作より簡単に行なうことができるものである。

(2) 管理上の治水側利水側の主張

治水側においては，河川管理者が全ての工作物も含めた総合体である河川を管理す

るのが当然であり，洪水時に災害を発生させないためにも治水側操作が必要であると

し施設の利水操作に当っては，管理施設を近代化し，操作規則を利水側と十分協議

して決定し，なおその都度打合せを行なえIf問題は生じない。また，異常渇水時にお
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げる水利使用の調整は第53条によって河川管理者が行なうこととなっているので利水

側の個々の工作物ごとの単独操作は好ましくないとしている。これに対し利水側は，

治水側の操作では治水優先となり，キメの荒い操作となる。かんがいに関する操作規

程は計画基準年の場合を示しているものであり，計画時の作付状況や品種の変化，営

農方式の変化などを考慮に入れなければならず，さらに降雨の偶発性を考えると，常

にかんがい用水を管理している土地改良区と打合せをする必要があることから，かん

がいに関する知識と経験が豊富で，行政的にも結びつきのある利水側が操作し，有効

な水利用を図るべきだとしており，とくに取水堰については，過去長年月土地改良区

などの民間組織で操作をし，問題を生じていないとしている。

(3）管理協定の実態と問題

管理に関する協定は建設事業の実施に関する協定に引き続くものであり，一般的に

は維持管理費のアロケートは建設事業のアロケートに倣うこととされている。管理協

定は施設が完成し，管理に入るまでに締結すればよく，建設事業の実施に関する協定

書のなかには，この点について「別途協議して定める」となっている。しかし，管理

に関する治水側，利水俣｜！の意見が対立していることから，治水側は第26条の施設の許

可の段階で治水側管理を主張することとなる。これに対し，利水側は計画主体である

ため， 着工年度の制約を受けてお り，また，地元負担軽減のため建設および維持管理

アロケートが必要条件となっていることから，管理に関する主張を妥協し，方針を決

定する覚書きを取りかわすことが通例となっている。管理協定書の要旨は，調査事例

でもほぼ同様な記載がなされており，共同管理の基本に立ちながら河川管理者が委託

を受けて管理をする例が多くなっている。しかし協定書と管理実態は必ずしも一致し

ておらず，調査事例のAダムでは治水に関しては河川管理者（治水担当部の知事）が

操作することとして協定書が締結されているが，実態はかんがい担当部の知事の組織

内で操作されており，これとは対象的に調査事例のBダムにおいては，協定書では管

理は共同して行なうこととし，治水については操作規則によって治水担当部が操作

し，利水については操作規程によってかんがい担当部が操作することとな っている

が，実態では治水担当部の組織によって操作されている。

以上のように利水側が不本意ながら治水側操作の協定を締結せざるを得ない理由と

して， 施設計画の当初は利水専用であったものが，地元の要望によって治水参加を申

し入れることとなり，治水側はこれに応じて河川改修計画を樹立し，協力することに

向意することから起因している例が多い。このことは，利水事業が受益者負担の原則

から成り立っており，一方治水事業が不特定多数の利益であるため，負担者が限定さ

れていないことから，利水事業と治水事業の公共性および事業実施年次と負担に対す

る観念的な相異から発生しており，兼用工作物としての併せ持つ効用から見る限りに
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おいては，協議に際しては対等な立場であるはずのものであるが，現実には優劣が明

瞭となっている。

3. 管理費用分担の実態とあり方

(1) 管理費用分担の実態

兼用工作物の調査事例にあっては，管理費用の分担方法は全てが建設事業のアロケ

ートを適用する こととして協定がなされており，負担の実態としてもこの割合で行な

われている。このことは，管理費用の負担医分は，それぞれが管理する経費を基礎と

して建設アロケートに準じた方法で算出することが適当と考えられるが，建設アロケ

ートそのものが意見対立しており，また管理主体を誰にするかが重要問題とされるた

め，これら以外の問題で複雑化しないための措置と解される。しかし，管理費は年々

増嵩し，国庫補助制度のない支出であることから，かんがし、受益者にとっては，重大

な問題となっている。調査事例でかんがい担当部で予算措置をしているAダムにおい

ては，管理費地元負担軽減の意図から，施没整備費を農林省の公共国庫補助事業に該

当して実施している。

兼用工作物の費用負担の例ではないが，司川改修によって施設規模が大きくなり，

この管理費負担増加にかんがい受益者が因遺している例として，調査事例F取水堰，

G耳元水堰について見ると， F取水堰は改築されたため管理費が数i音となり， G取水堰

に至っては電力料と人件費のほとんどが新規支出となり，一方的に河川改修によって

改築された土地改良区の大きな不満となっている。この問題について，治水側として

は，法第68条でこれら付帯工事に要する経費は治水側で負担することとしているが，こ

の経費とは工事に要する経費のみで管理費：・t含まないとしている。この理由として，

管理費は資産の管理に伴う当然、の費用であるから，工作物の所有権を有するものが支

出すべきであって，河川工事者が負担または補償する必要はない。また，改築によっ

て被災確率が低くなり，施設が近代化されたため管理面て、合理化されるとしている。

さらに，工作物の管理者が改築に反対し，第26条による改築許可申請書を提出しない

ときは，第75条によって工作物の移転，除去Pを命ずることができ，これにも応じない

ときは行政代執行できるとしている。したがって工作物の管理者としては，水利権と

その取水を守るため同意せざるを得ず，改築後の管理費を軽減するため河川兼用工作

物として治水参加を申入れるケースが想定される。

調査事例のH排水機については，さ らに農業専用施設であったものを都市化に伴い

河川管理施設として所有権を移転し，河川管理者の管理に服したものであり ，都市近

郊の排水機場の例として掲げたものである。
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12) 管理費用の補助制度

兼用工作物の管理費用は，都道府県費，市町村費，発電企業会計，かんがい受益者

などで支出されており ，国庫補助に該当する制度はない。また，地方自治体の支出す

る経費は起債対象外の一般財源である。そもそも計画当時は利水専用施設として出発

したものが，兼用工作物に変更される理由は，再三記述したとおり，かんがし、受益者

が国庫補助制度もなければ融資制度もない今後支出し続ける管理費負担を考えたとき

に始まっており，この解決策がない限りかんがい受益者としては不本意としながらも

兼用工作物とする施設は今後増え続け，兼用工作物問題は純粋な法理論とはかなり石

離した方向に進むので、はなし、かと思われる。

現在，農林省では他省で見られない河川施設に対する公共事業資による管理資補幼

詰lj度が実施されているが，これは特殊な排水機場，水門に適用されるのみで，この制

度の一般胞設への拡充強化がかんがい排水受益者から強く要話されているところであ

る。かんがい排水受益者に対する地方自治体の助成は，現在でも財政上許す範囲で実

施されている例があり，兼用工作物の地方自治体が支出している一般財源を理解すれ

ば，この助成事例はもっと普ー及してよいこととなろうが，国庫補助制度によって地方

自治体の財源支出理由が容易となり，諸問題解決の方向となるであろう。

4. 兼用工作物などの調釜事例

兼用工作物として管理または管理予定の事例・…ー・・..・Aダム Bダム，Cダム， D

取水堰， E樋門

111J川改修に伴って拡幅された取水躍の管理事if~·..…・・F取水寝， G取水堰

農業専用施設が河川管理施設に変更された事例…・・・・H排水機場

(1) Aタム

(a）兼用工作物の概用（第1図参照）

第1図 Aダムの貯水容量配分図

：ゐ＼0.4oo,ooc"'' ( "/20 ~ γI. 4/Jo～＇1包j

+J 330 ＂＂＇サーみヤーこ； ;k-(立

引 5
1鳥川

ダム設置地点ー...1級河川で県委託管理区間

建設アロケート

辺主盟主主二
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（カ川 似 0%× （国創んカ：

治水（農地防災） 94. 0%×49. 3% （農地防災ダム事業）

発電 6. 0% （県営公営発電企業）

施工主体ー・・・農林省

着工・・・昭和35年11月

貯水開始…－昭和42年10月

(b) 水系治水計画

計画基準地点高水流量4,500ffil/ s （昭和9年基準）を昭和40年に改訂し5,800ffil/S

としたことにより， Aダムで250ffil/S，治水ダム（現在施工中，昭和54年完成見込）

でl,050ffil/Sをカットすることとした。

(c）兼用工作物の協議経過

Aダムは着工以来事業費のl曽嵩による受益者負担に対する不満が強かったため，発

電事業とのア ロケートのほか治水計画の洪水カットを含めることとした。しかし，治

水分のアロケート費用は農林省予算で支出されている。治水必要容量は受益農地の減

水i栄再調査によるかんがし、容量の減少分が充当された。

昭和一128年・3月－－－国営かんがい排水事業計i唾告示（受益面積1万2,543 ha，有効貯

水量3,133万d，関連事業として発電，上水，工水）。

昭和35年1月・・…・5十戸l変更農林大臣承認（受益面積1万2,073ha，有効貯水量2,390

万ffil，関連事業と して発電）。

昭和36年3月・…・・知事と地方農政局長でアロケート覚書（タムおよび水路工につい

てかんがい78%，発電22%）を交換したが電源開発調査審議会提出に当って各省庁聞

の調撃つかず。

昭和36年4月…一民間電力と県営発電計闘が競願となり，通産省で経済性検討。

昭和38年12月……民間電力計画は放棄。

昭和40年12月・・・かんがし、と発電アロケート締結。（ダムについてかんがし、94.0%, 

発電6.0%)

昭和41年8月・・・・治水計画のうちAダム地点流量を450ffil/sとし，カット方法は定

量放流方式で洪水調節容量600万rri3に余裕20%を含めた740万ffilとする。これによる建

設アロケートはかんがい50.7%，治水49.3%とする。

昭和42年10月……治水部分の河川法第3条による河川管理施設同意。ダム建設に関

する河川法第23条， 24条， 26条許可。

昭和43年11月－・・・・・ダム管理協定書締結。

昭和44年6月ー－－管理委託協定書締結。

(d) 管理協定などの要旨

貯水開始の昭和42年10月から河川管理施設となった昭和43年10月までは「工事中に
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第 1表 Aダムの確保水位と基準日

基準日 ｜標高（町） ｜ 基準日 l標高〔m〕

コ瓦~－8－－－！－瓦~~7－－－~ － 8月15日 1一一面工
7月15日 324. 7 8月20日 302.4 

7月20日 323.0 8月25日 302.3 

7月25日 322.8 8月31日 302.2 

7月31日 320.6 9月5日 302.1 

8月5日 314.4 9月10日 302.0 

8月10日 304.2 

おけるダム暫定操作規定」に基づいて地方農政局で管理を行なったが昭和43年10月1

日から知事に引き継がれた。

① ダム管理協定

地方農政局長は兼用工作物の管理を行なうものとする。ただしこの規定にかかわら

ず洪水調節については「操作規則」に基づき洪水警戒体制から洪水調節後などにおけ

る水位の低下が完了するまで，または洪水警戒体制の解除までの間河川｜管理者（治水

担当部の知事）が行なうものとする。

② 管理委託協定

共有施設については，河川管理施設と相互に効用を兼ねるものであり，河川法第17

条に規定する兼用工作物として取り扱うこととなっており，知事（かんがい担当部）

はダム管理協定にかかる権利義務の‘切を承継するものとする。

地方農政局長が管理するときはこの協定は解除される。

夕、ムの操作については，利水サイドの操作規程と治水サイドの操作規則および操作

細則があるが，操作規程には利水放流の条項はなく，操作規則には次のよう詳細に規

定されている。

⑧ 確保水位

かんがし、期間において，かんがい用水の補給のために確保すべき水位はかんがい用

水放流量に伴う場合を除き上記の水位より低下させてはならない。基準日聞は直線変

化させる（第 1表参照）。

（⑤ かんがい用水の供給のための放流

ダム管理事務所長はかんがし、期において，かんがい用水のため必要と認める場合に

おいては，次の用水量を放流しなければならない（第2表参照）。

le) 管理システム

治水計画との関連上の管理については，現在本川治水ダムが建設省直轄工事で施工

中であるので水系全体としての操作区分が確立されていないが，本川治水ダムにAダ
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第2表 AダムのかんがL、用水供給のための放流

期 間 放水量 Cnf/S〕1 期 間 ｜放流量Cnf/S〕

4月1日～ 5月25日 0.052 3.330 

5月26日～ 5月31日 0.350 ! 7月26日～7月31日 7.020 

6月1日～6月5日 1. 030 I! 8月1日～8月5日 14.536 

6月6日～6月10日 0.350 8月6日～8月10日 17.010 

6月11日～6月15日 0.474 1. 904 

6月16日～6月20日 0.866 8月16日～8月20日 1. 640 

6月21日～6月25日 0.278 1. 868 

6月26日～6月30日 1. 000 8月26日～8月31日 1. 402 

7月1日～7月10日 0.052 I 9月1日～9月5日 0.052 

7月11日～7月15日 0.804 Ii 9月6日～ 9月10日 i 1.104 

7月16日～7月20日 8.422 

第3表 Aダムの管理経費 （単位千円）

年（昭和度〕 ｜｜ 人 件費 1修繕費等 i需 要 費 E十 農助林事省
補業

23, 9541 8,2悶2お50 6, 4321 4,409 

46 6, 4901 5,220 4,746 26, 1261 

47 13,604 7, 2931 6,320 
丸l,醐町！ 28, 890! 

48 12, 66~！ 4, 111: 4,144 23,082 

49 15,21 3,965 5,246 l, 969! 26, 397! 29,243 

50 15,645 5,09:! 5,976 2, 032! 28, 748 10,409 

51 18, 8241 7,04 4,739 l, 4801 32,088 28,000 

ムのデータをテレメータで送る仮協定がなされている。

管理は県で行なわれており，管理事務所はかんがい担当部の組織下にあり所長も同

部出身者が配慮されている。したがって操作に当っては下流取水堰との連絡調整が細

かく行なわれている。

(f) 管理経費の実態

管理費の県費予算計上に当っては，かんがい担当部で措置しており，夕、ム完成後10

年を経過したため毎年補修費が増加している。このため，昭和49年度から昭和51年度

にかけて追加管理施設などを6,800万円（農林省基幹施設整備補修事業）で整備した。

なお，点検整備，補修，修繕費，人件費などは第3表のとおりであるが，かんがい受

益者からは徴収しておらず，発電分6.0%を除いた残りについては，国庫補助はもち
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第4表 A夕、ム操作の実績表

年 l月
（昭和〉 ｜

流入 量

38 

計 Ic 7品川

50 

6 I 18, 356 

7 I 9, 855 

51 
8 I 22,181 

9 I 24, 520 i 

計 Ic 6～8月） ｜
I 50, 392 I 

流 出 量

19,055 

16,976 

14,097 

4,694 

(7～8月） ｜
5o, i2s I 

2日 2 I 
22, 148 I 

14, 491 I 
8, 289 I 

(6～8月） I 
36, 639 I 

19, 151 I 

14, 160 

19,553 

30, 871 

(6～8月） ｜
53, 464 I 

うち渇水
補給放流量

573 

12,354 

12,210 

0 

25,137 

0 

2,036 

10,351 。
12, 387 

324 

3,103 

12,070 

0 

15,497 

（単位 103n0 

最低水位｜ 残利用量
〔＋m) I （最少）

303.28 400 

312.31 5,700 

317.56 9,600 

ろんのこと，起債対象にも該当しないため，国庫助成制度が強く要望されている。

(gL 利水操作の実態

放流実態については，毎年放流期に入る前に受益土地改良区と60～70日間の年開放

流計画を樹立して，これを基準として放流を開始し，降雨と気象予測によって土地改

良区と協議しながら放流の繰り延べ，繰り上げを行なっている。下流取水堰はこれに

合せて操作されている。昭和48年の渇水年においては完全放流に近く ，下流 2,000ha

に若干の被害が生じている。昭和50年， 51年は放流繰り延べがあったため相当量の余

裕を残した（第4表参照）。

(2) B夕、ム

(a）兼用工作物の概要（第2図参照）

ダム設置地点…..2級河川

建設アロケート
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第2図 Bダムの貯水容量配分図

；＆ド4;ZC0,~（Xr3 v （十J161.S＂＇サ斗ャージホイ立

I 寸 ~ q 十）162.00 m（生日開け立
有均貯k置 一

総里も、K置 zz. woo.ρ0mo A、ん治
24.8。自由，，，；主 I t8.。ιC，ρ00聞

I ↓ （エムi必主主主

I 制喧 2100.000 ml 

！ヵ ω …ι 一時）
治 水 30. 83% （県営河川総合開発事業）

上 水 3. 39% （市町村上水道事業）

施工主体..・・・・農林省、

着工－－－－昭和41年8月

貯水開始－－－昭和47年12月

(b) 水系治水計画（第3図参照）

第3図 Bダムの流量配分図

会；mt;x_,1 ヵγ 同委J荒曹
J46. J…i J必己注

合成，R量
4.000 m'/s 

治水工事の経過は，

ld90 I I t9o 

1.780 

1.220 

210 410 

zso 

明治40年～大正3年－・・計画高水1,440m3/ sで分水路完成。

ア，0

兼用工作物（B9i-)
460カvト

JSO 行 1.ioo

j包）j、9£..
1.2SO/hト

昭和27年以降・・－計画高水2,OOOm3/ Sで中小河川改修事業開始。

昭和41年以降一－基本高水のピーク3,OOOm3/ Sとし，このうち600m3/sをBダムで

ピークカットして計画高水2,400m3/ sとする。

昭和42年以降・・計画高水4,OOOm3/ SとL, l,OOOm3/Sを2ダムでカットし（ピー

クカットはi,nom3 Is) 3, ooom2 Isとする。

治水ダムは昭和49年完成。

(c）管理システム（第4, 5図参照）

操作に当っては，かんがし、および上水については，かんがいサイドで、行ない，治水

容量については，治水サイドで行なうことを基本としているが，統括管理事務所長は

治水サイドであり，しかも操作規則にも第22条（かんがい用水の補給のための放流），

第23条（上水道用水の供給のための放流），第24条（下流既得用水のための放流）が

あり，さらに操作細則にAダムと同様に 5日ごとの操作基準が規定されている。これ
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第4図 Bダムの管理システム（1)
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第5図 Bダムの管理システム（2)

（県治水担当部・かんがい担当部）

統括管理事務所
｛治水担当部
かんがい担当部

（治水担当部）

（治水担当部）
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土地改良区’

治水利水対策協議会

管理協定による機構図

~ 

つ
日
川
川
凶

十
日
凶

一一一操作規程による

管理系統

一一一録作規則による

管理系統

ら操作規則および細則とかんがいサイドの操作規程と相異する点は「かんばっ時にお

ける措置」の条文がないのみで，現実には利水放流は治水サイドで行なわれており，

かんがいサイドは冷水問題処理およびかんばっ時の下流の頭首工問調整を期待されて



いるに止っている。

(d) 兼用工作物の協議経過

昭和26～33年・・・・・・国営かんがい排水事業調査。

昭和30年9月……上水計画申入れ。

穴山：河川兼用工作物の管理運営問題 51 

昭和39年8月…・・・知事，新産都市による潰地480haに見合う 1.17ffil/Sは工水として

アロケートに応ずる。

昭和39年11月・・・・上水道分40万fill( 1万 3,OOOffil/d）上のせ覚書交換（市長，地方

農政局長）。

昭和39年12月一－国営かんがい排水事業計画決定。受益面積8,588ha。

昭和42年2月…・・・知事から洪水調節容量の確保依頼。 300万fillを治水分とし， これ

により工水1.17ffil/Sは中止する。

昭和42年10月……上水 1万3,000ffil/dを3万ffil/Sに増量要望。また河川改修基本計

画樹立に基づき治水300万dを420万dに依頼。

協議の結果，治水優先として治水420万fill，上水1万3,00ffil/Sに決定。

昭和47年6月……ダム管理施設工事について協議し， 3夕、ム（治水2ダム， Bダム）

を統括管理するうえから管理施設のうち 3ダム共用施設の工事は治水側とする。

昭和48年9月……「ダムの管理に関する協定書」締結。

昭和48年12月1日－…・県管理開始。

昭和50年3月…一国営かんがい排水計画変更，受益面積 7,445ha（新産都市計画に

編入，他用水事業地区へ振替え，排水路からの反覆利用に一部変更による面積減）。

（巴） 管理協定などの要旨

① ダム操作規程および操作規則

ダムの操作は操作規程（利水サイド操作）および操作規則（治水サイド操作）によ

るものとする。

操作規則に定める事項は原則として常時満水位までとする。

操作規程に定める事項は原則として常時満水位をこえる部分の操作とする。

② 管理費用の負担

共同施設の管理に要する費用は， 3者の施設の持分（建設のアロケート比率）の割

合で負担するものとする。

統括管理事務所に要する費用のBダム負担割合は25%とする。

知事（治水担当部）は毎年度当初において地方農政局長および上水道管理者に負担

金納入通知書を発行する。

③ 権利義務の承継

協定締結後において地方農政局長が共同施設にかかる持分の管理を他に委託した場

合においては，協定に基づく権利義務をその承継者に引き継ぐものとする。



52 

〈単位 ：千円〕

年度
（昭和〉

l上水
（市町村費）

！ω×3断 ｜ω×30.83

水
費）

治
（県

Bダムの管理経費

9,546 

7,302 

8,512 

1,049 

802 

936 

1ぅ：し、

土地改良区
ω×65. 78% 

×60% 

12,200 

9,345 

10,897 

第 5表

かん

県 一一一吉

ω×65. 78% 
×40% 

8,164 

6,233 

7,265 

総額
ω 

30,959 

23,682 

27, 610 

9

0

1

 

4
4
phυ
R
υ
 

Bダム利水操作の実態 〈単位： 103 n!) 

（流入量｜流出量｜う叩聾｜最低水位［残利用量
! l給放流『 〔＋m〕 I c最少〉

,J 
5, 6611 

1司

第6表

。凸
3

－
I
l
l
i－－

守ム

．
 

nu 
qo 

寸

i7, 267, 

4, 129, 

11, 3961 

2

0

一
2

n
，e
噌
h
ム

一

nkU

A

－
qo
一

ヴ

t

，，

一，

n
D
F
h
d

－n
d
 

可

i

水位
(+m) 

132.00 

133.80 

135.55 

135.90 

131. 60' 

高

4月30日

5月31日

6月30日

7月1日

8月31日

最月

a
A
τ
F
D
C
U

弓
4

0

。
E十

(f) 管理協定成立に至るまでの利水側，治水側の主張

治水側，…・・Bダムは本川の治水ダムとともに水系全体の治水上Z主要な施設であり，

共同施設は治水似I］で行ない，利水占用施設は利水側で行なう。すなわち共同管理の精

神を生かしながら河川管理者の管理とする。または農林省直轄管理でもよい。

利水側……建設目的および共同工事の経総，施設持分比から見て当然かんがい側の

県が行なうべきだとする農林省および治水側管理に対する操作の不安と治水管理は連

絡体制によって解決できるとする土地改良区の主張に対して，かんがい担当部の県は

経費の点から前例をつくることとなるのでかんがい側の県管理は無理であり ，この場

合は土地改良区全額負担とせざるを得ない。また河川管理者が管理主体となっても操

作規程で利水の意見を十分反映できるとして意見の一致をみなかった。

(g) 管理経費の実態（第 5表参照）

県費については治水担当部で一括純県費（起債の対象外）として予算計上。

土地改良区および上水については治水担当部で分担金および受託費として徴収。

(h) 利水操作の実態

昭和49年から昭和51年までの 3ヵ年間の利水操作の実態は，第7表のとおりである

が，利水容量1,800万m3のうち 600万～700万m3を残して豊水期を迎えているが，下流
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土地改良区においては水不足を訴えている。とくに兼業農家が多いことによる早朝，

夕方の水不足がひどく，このため土地改良区としては，頭首工個所の河川流量と取水

量を的確に知る施設が必要であると同時に気象予測をにらみ合わせ，ダム，頭首工を

含めた利水一元操作が望ましいとしている。

ダムの貯水は昭和47年12月から開始したため昭和48年の干ばつ年においては完全な

貯水利用はできなかったが第6' 7表のような効果を発揮した。

(3) Cダム

(a）兼用工作物の概要 （第6図参照）

ダム設置地点…… 1級河川で県委託管理区間

建設アロケート
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第6図 Cダムの貯水容量配分図

;;:J;J<-ll,OOC,COOm3 

総宮守，）＜重
24，らM.ooo輸

心盆£三竺

1藍砂4置／，soo,ooom3

洪水期（ 6/14～10/31）利水 12,1 0 0,0 0 01'f 

／（山川11500,00 0山 60 0,0 0 Ottf) 

非洪水期（ 11/1～6/13) 利水 23,100,0O Ottf 

（かんがい22,0 0 0,00 Ottt上水 1.100,0 0 Ottf) 

（んがL 49. 9% (J;.§'§7J,A,iJ;1,,f!F7J'C時）

治 水 47.7% （県営河川総合開発事業）

上 水 2. 4% （市町村営地方都市用水事業）

施工主体・・・・・・農林省

着工予定・・・・・・昭和52年

貯水開始予定・・・・・・昭和58年

(b) 水系治水計画

昭和49年8月に当該河川総合開発計画が決定されており，このなかで経済比較とし

てダムで計画高水流量を315ffilIsカットしたときの河川改修は，ダムに参加しないと

きよりも小規模でよいので5億5,400万円節減できるとしている（第7図参照）。

第7図 Cダムの流量配分図

50 
( 36 5) 

Cタ．ム315作手／SカYト

合成流量 1,38 Ottf/S 

カット後流量（ l,0651'f/S) 1,210 

(c) 兼用工作物の協議経過

国営かんがし、排水事業は昭和42年から調査が開始されたが，全体実施設計の昭和45

年に地元農家負担軽減から農地防災をとり込むよう要請があり，これに替るものとし

て県営河川改修計画の治水参加を申し入れたことにより兼用工作物となった。しかし

国営かんがい排水事業計画の確定が同意率などの理由により遅れたため，治水側との

協定書および覚書締結に当ってトラフやルが生じたが，現在では管理に関する方向づけ
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が一応決定している。

昭和42～44年・・・・国営かんがい排水事業調査。受益面積4,833ha。

昭和45～46年…一向上全体実施設計。受益面積4,648ha国営かんがい排水事業，農

地防災事業，市町村上水道事業。

昭和47年5月・・・・市町村長から上水道参加申入れ。地下水位の低下により一部をダ

ムに切替え。

昭和47年8月…・・治水側から県営河川改修計画による参加条件の提案。

昭和47年12月・・・・・・地方建設局河川部長と地方農政局建設部長で事業実施に関する処

理方針決定。

「調査・測量 ・設計に関する覚書」は合意，，；：：＿達したが，かんがし、排水事業計画確定

が先決であるとして治水側でアロケート締結拒否。

建設アロケートの基本的な考え方

ダ ム本体…・・三者共同施設

取水施設－…かんがい，上水共同施設

洪水調節施設・…・・治水専用施設

昭和49年6月……知事治水申入れ。県営河川総合開発事業とする。

昭和49年7月……建設アロケートについて建設本省，農林本省で合意。ダム本体，

取水施設，洪水調節施設を共同施設として三者でアロケート。

昭和49年8月－－・・河川総合開発事業計画決定。

昭和49年9月……国営かんがい排水事業計画を決定し，官報公告。「調査・狽u量： ・

設計に関する覚書」が締結され，これによって調査が開始された。

昭和50年3月……国営事業計画確定。受益面積4,645ha。

昭和51年1月……「ダム建設事業の実施に関する協定書」（全施設について，かんが

い49,9%，治水47.7%，上水2.4%）および「ダムの管理に関する覚書」を締結。

(d) 管理に関する治水側，利水側の主張

昭和47年8月－…・治水側は国営かんがい排水事業に治水補助ダムで参加する際の条

件として，ダム管理は河川管理者が行なうこととしたが，利水側は地元負担を軽減す

るためには治水側の条件を受け入れざるを得ないと しながらも今後の検討事項とし

た。

昭和47年12月……施工主体については， 治水側は兼用工作物は河川管理施設である

ことから施工したい意向を示したが，利水似I］は計画そのものが利水であり，利水負担

が大きいので当然利水側とし，農林省施工となった。また管理については両者協議し

て決定するとしながらも河川管理者の知事が行なう こととし，貯水池の管理は治水担

当部，利水専用施設はかんがい担当部が操作する方針とした。

(e) ダム管理に関する覚書
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この覚書は地方農政局長，知事（治水担当部，かんがい担当部）および市町村長の

問で締結されており次のように規定している。

このダムのうち農林省の持分にかかる土地改良財産については知事（かんがい部）

に管理を委託する。

完成後の夕、ム管理は3者共同管理とするが，その実務は利水側の委託を受けて知事

（治水担当部）が行なう。

管理に要する費用の負担割合は建設アロケートとする。

この覚書の内容および取り扱いについては他の前例としない。

調査 ・測量・ 設討を含めた建設アロケートは協定書によって規定されているが，こ

の協定書には管理については細部に亘って協議のうえ決定することとなっており，こ

れに基づいて上記覚書きが取りかわされているが，これと別の覚書として知事（治水

担当部，かんがい指当部）と市町村長の聞で操作については取水施設（斜樋または取

水搭）はかん力丸、担当部，その他は治水担当部で行なうこととしており，ダム貯水開

始が始まる昭和58年までに締結される管理協定書と操作規程，規則が今後さらに協議

されることとなろう。

(4) D取水堰

(a) 施設の概要（第8図参照）

第8図 D取水堰施設の概要

い1°4JC"' 

維持用水（取水堰地点 3.0m'/Sのうち 0.44nl/S ）と既得水利権

補償流量0.8 8 m'/S ・・一貯溜量 60 0,0 0 Om' 

水 7o 8,0 O Om'/ d ( 0.8 2 m'/S）と工水 29,2Oo11!/d ( 0.34m'/S) 

死水量 1,00 0,0 0 Om'をポンプアップ利用

堰の設置点......1級河川直轄管理区間

建設アロケート

（カ川 34. 5% （国削んカ：

治 水 35.95毛（建設省河川改修事業）

上 ・工水 29.6% （公営企業）

施工主体…・堰本体工は農林省であるが，管理施設は今後三者協議する予定。

着 工…・・昭和48年度
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竣工予定…・堰本体は昭和51年度であるが管理施設は昭和53年度予定。

(b）施設に関する協議経過

昭和43年4月・・－－国営かんがい排水事業全体実施設計着手。

昭和46年2月…・国営かんがい排水事業計画決定。受益面積7,614ha。

昭和46年8月…・・知事から上 ・工水申入れ。 6万3,OOOnf / S。

昭和47年1月……関係者から上・ 工水申入れ。 8万nf/S。

昭和48年3月……知事から上 ・工水変更申入れ。 10万nf/S。

昭和48年5月…・・堰の共同事業は農林省，建設省，県の 3者で行なうことに決定。

昭和48年9月……県会において「管理については既定方針どおり地方自治体で行な

う」答弁。

昭和48年12月……建設事業に関する基本協定締結。

現在においては，管理施設の施工主体と操作方式についての協議が続けられてお

り，結論を得ていない。

(c) 管理に関する治水｛llJJ，利水側の主張

治水俣IJ...... 1級河川の直結管理区間であるので兼用工作物についても河川管理上一

元管理が望ましいので，共同管理とするが操作は直轄操作とする。また異常渇水の流

況調整は建設省の業務であり，将来上流のダムの徴調整も考えているので一元管理操

作としたい。

利水側……機能が取水寝であり，かんがい計画で出発したものである。また土地改

良法第94条による管理予定者は地方自治体となっており，管理者は県であるのが望ま

しい。場合によっては農林省直轄操作もありうる。また上下流に取水堰があり ，3寝

一体管理一体操作が必要であり，この3堰は地元水利組合が数10年来管理しており，

この体制が望まれている。さらに 1級河川直轄管理区間の取水堰利水側管理は各所で

実証ずみで，とくに支障は起きていない。

治水側では隣県に水系一元管理としている類似例があり，今後問題が複雑化する模

様である。

(5) E樋門

(a）施設の概要 （第9'10, 11図参照）

樋門の設置地点…..1級河川直轄管理区間注水量31.5nf/Sの配分［川ぬ604nfIs (foJ JI！維持一む）

上 水 0.596nf/S （現在は0.2898nf/S)

河川維持用水（0.3nf/ s〕
施工主体……県（かんがい担当部）

着 工……昭和46年
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第 9図 E樋門施設の概要〔現況〕

周永車再婚泊門
中日mz内

第10図 E樋門施設の概要〔計画（1）〕

i~k.t車内＜；：：；： 11問
中S.S"' 4内

第11図 E樋門施設の概要〔計画（2）〕

権>K4lt（斬宮里）
打倒？合唱

竣 功・…・・昭和49年

改築理由－－一昭和39年頃から本川河床低下による計画取水不能

兼用工作物とするよう検討中の施設……注水路（現在河川保全区域〉，注水樋門，

逆流防止樋門

利水専用施設とするよう検討中の施設・・・・揚水機場

(b）取入河川（ 1級河川）の治水と利水

取入河川は 150年以前の排水切替え工事を転機として用排水河Jllから用水河川への

道を踏み出し，現在ではその流路44.5kmの聞には自然流入河川はなくなり，全くの用

水河川となっている。利水としては中聞に揚水補給があるため注水量 31.5rrr Isより
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第8表 E樋門の配分協定による注水権 （単位 ：n!/S)

E十 画｜ 種 JJIJ 代かき期 管 理 期

かんがい用 水 48.495 29.105 

上 水 道 0.596 0.596 

~c 分 河川維持用水 0.3 0.3 

河 道 損 失 3.400 1. 902 

言十 52.791 31. 903 

注 水 樋 ri 31. 500 18.000 

注 水｜中間揚水補給 21.291 13.903 

言十 52.791 31. 903 

多く利用され，かんがい92個所47.66m3/ s，上水6個所（16町村） 0. 2898m3/ sで流

量の全てを水利使用に供してきた。

水利権は注水個所で与えられてお り， 河川内は土地改良区と町村聞で配分協定によ

り第8表のように注水権を取得することとして定められている。

(c）兼用工作物としての問題事項

施設を工事するための河川法第23条，24条， 26条および55条1項の申請に際し，知

事（かんがい担当部）から管理について次の同意がなされている。

① 注水樋門は河川ならびに土地改良兼用工作物と して管理すること。

② 注水路については1級河川として指定されること。

③ 逆流防止樋門は兼用工作物として管理すること。

このことは，計画で現況の河川管理を変更したことから発したものであり， l級河

川と して流下させていた一部がある時期（本川水位が＋12.07m以下）に流量ゼロと

なり，河川保全区域である注水路に全量が流下するため，この区間も 1級河川とし兼

用工作物にしようとするものである。 しかし，取水河川は利水専用河川である ことか

ら1級河川であることにも問題はあるが，注水路Ii.ダムから導水する用水路に類する

ものと解釈するならば，あえて兼用工作物とする理由はなく，注水樋門を兼用工作物

とするならば揚水機も向様に取り扱う必要があろう。

(6) F取水堰

(a）施設の概要

この取水堰は昭和42年水害により施設の一部が被災し， 河川改修計画と合わせ改築

されたものである。
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① 旧施設

施設の河川管理上の位置…… 2級河川県管理区間

竣 功 …・昭和33年

竣工主体… ・農林省（国営かんがい排水事業）

受益面積……4,336ha

取水量（最大） －－－－右岸5.045m3/S，左岸7.053m3/S

計画高水流量－一3.200m3/S

堰 長…・・206.4m （うち可動堰11門194m)

機側操作・・・・・・手動

② 新施設（第12図参照）

第12図 F取水躍の新施設

〔＋） 16,80 

取水位〔＋） 16.5 0 r--「

(+)11,77 J ¥ 

施設の河川管理上の位置.....1級河川直結管理区間，旧施設の 280m下流に設置

竣 功－…・昭和47年

施工主体－－－建設省

取水量（最大） ……右岸8.505m3/S，左岸7.202m3 /S 

計画高水流量・－…6.500ffil/S

堰 長 ・・・・・304.6m （うち可動堰7門294m)

機側操作－－遠方手動，両側ゲー トのみ手動

(b）建設費のアロケート

被災当時は2級河川であったため，河川助成工事と農林災害復旧工事との合併施工

であったが水系全体の直轄河川改修計画により 1級河川となり拡幅分の河川改修費が

追加された。

農林災害復旧（県かんがい部） 36.5% 

河川災害復旧助成（県治水部） 39.4% 

河川改修一般助成（県治水部） 5.5% 

河川改修（建設省） 18. 6% 

また管理施設については，現在施工中（建設省）の治水ダム，発電（2個所）放

流，洪水時の一時的な貯溜量の放流に対して，警報装置（4, 000万円）が必要である

と治水側から申入れがあり，管理委託者になり操作を行なうと主張している土地改良

区では，地元負担軽減のため農林省補助事業で警報装置を要求中である。

(c）維持管理の変化（第9表参照）
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第9表 F取水堰の維持管理費の変化 （単位千円〕

旧取水堰 新 取 水 堰

年昭和43～47
の平均

昭和48年 昭和49年 昭和50年

人 件 費 1,630 4,528 7, 951 i 9,273 

電 カ 料 163 373 512 539 

その他
（修理費ほか

107 476 762 1,891 

言十 1,900 5,377 9,225 11, 703 

旧取水堰に比べ新取水堰は規模が大きく，とくに洪水期の水位調節，施設の点検整

備，観測記録，監視および危険防止の強化など通年適切な管理をするため，従来2名

の管理人を4名（8時30分から17時まで4名， 17時から 8時30分まで1名）に増員し

ているほか， 電力料なども増嵩となっている。

管理費の増嵩は改築当時から委託管理者である土地改良区が問題とし，着工年の昭

和44年に知事（かんがい部，治水部， 予算部）と土地改良区理事長閑で「改築工事に

より造成される施設の維持管理に伴いその管理費が， E見取水堰の管理費を上廻る場合

には，改築に伴う受益などを勘案して両者協議するものとする」覚書が交換されてい

る。

(d) 施設の管理者

旧施設は昭和33年竣功以来，管理者である農林省から委託を受けて土地改良区が管

理をしていた。改築による全体工事完了に伴い，昭和48年6月地方建設局長から地方

農政局長へ抱設の仮引き継ぎがあったが，これに続く委託はなされないまま現在は土

地改良区が取水操作を続けている。

建設省は警報施設が完備しない限り完工とすることはできず，操作管理者決定と維

持管理費増嵩をめぐる利水側，治水側の意見が対立している。

利水仮IJ・・・…施設の操作管理は土地改良区が行なう。管理費の増均分は堰が改築され

たことによる利益よりも極端に噌大しており，原因者工事の建前からも補償的な意味

で治水俣ljで負担すべきである。

治水側一…・取水堰の改築工事ft付帯工作物の工事で補償工事ではないし，治水サイ

ドから見れば河川工作物はない方がよい。一方利水側には旧施設に比べ被災確立が低

くなったこと，施設が近代化され管理面で合理化されたことにより当然利水側で負担

すべきである。また，河川管理施設以外の施設で維持管理費を負担した例は全くな

し、。

さらに最近に至り，沿岸町村から上水道の地下水利用を切替えこの取水堰に水利権
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期

第10表 G取水堰の維持管理費の変化

間 ｜電力料 ｜人件費 ｜
I ｜（管理委託1名分）｜

（単位：千円〉

計

昭和49年 6月～50年 3月

昭和50年4月～51年4月

昭和51年4月～51年12月

147 

136 

147 

150 

191 

143 

297 

327 

280 

（注〉 昭和50年 3月以降は根灯を減じた。

許可要請が出されており，河川渇水量の検討，治水ダム，堰貯溜量などの論議も加わ

る方向に発展しそうな状況である。

（巴） 管理規程

管理規程については，建設省において主として治水上から計画取水位を制限水位と

する。常時水位調整および洪水時の各ゲート操作方式が検討されており，この操作管

理は土地改良区以外の者と考えられている。

(7) G取水堰

(a）施設の概要

この取水堰は昭和46年水害による河川改修計画（ノレート変更） によって上流 4QOm

に移設されたものである。

① 旧施設

施設の河川管理上の位置…・・ 2級河川県管理区間

受益面積－一・166ha

取水量…・0.8m3/S （慣行水利権）

構 造……沈床工（ゲートのない越流堰）幅19m，高さl.2m

② 新施設

施設の河川管理上の位置…… 2級河川県管理区間

竣 功一・・昭和49年 5月

施工主体－…県（治水部）

構 造 －－－銅製ローラー，ゲート幅16.4m，高さ1.3m, 2門

(b) 維持管理の変化（第10表参照）

旧施設は堰憶も小さくゲートがないため，ほとんど維持管理費を必要としなかった

が，新施設においてはとくに洪水時のゲート操作による人件費の増，電力料の新規支

出は小規模土地改良区の運営に影響を与えている。

このほか若干の修理費があるが，今後は塗装費を見込む必要がある。

維持管理費の増嵩分については移築当時県（治水担当部）と10ヵ年分の人件費，電
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力料，修理費を支出する協議がなされたが，まだ交付されていなし最近河川管理者

で一部支出する方向となっている。

(8) H排水機場

(a) 河川管理施設の概要（第13図参照）

施工主体・…，.H排水機場，水位調節閑門，農業専用排水機場は県（かんがし、担当

官官），都市排水機場は県（治水担当部）

竣 功・，.，.H排水機場昭和41年，その他施設昭和43年

(b) 河川管理施設とした理由

H排水機場はCJllから取水していた施設も兼ねるものであり，用排兼用機場として

設置されたが，市街地の拡大によってC川の汚濁が著しくなり，加えて渇水期にはA

川を通して通船の都度ロックからの塩分逆流によって用水被害が発生した。

したがって，農林省補助事業によって別途水系から用水補給することとなり， H排

水機は排水専用となった。

また，水位調節閉門は用水利用の目的を達するために設置されたものであることが
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第11表 H排水機場の土地改良区の維持管理費の変化 （単位：千円〕

｜ ｜ ｜需要費 ｜
年 ｜人件費 ｜電力料 Ir修繕費をけ 計

I ~含む ／｜ 

昭和41年12月～42年8月 812 770 163 1,745 

昭和42年9月～43年8月 3,055 3,135 334 6, 524 

昭和43年9月～44年8月 3,277 2,438 931 6,646 

昭和44年9月～45年8月 2,929 2,278 2,010 7,217 

昭和45年9月～46年8月 3,180 1,789 709 5,678 

昭和46年9月～47年3月 1,552 828 355 2,735 

昭和47年4月～現在
分担金として

300 

ら操作しなくてもH排水機と都市排水機の機能分担によってのみ作用することとなっ

？こ。

以上の理由に基づいて，農業側からC川の水位に対する条件づきで移管を申し入

れ，治水側は，将来のC側フラッシュも考えAJllからの取水門（県管理として操作〕

も含めたB, C川の一元管理が望ましいことからこれを受け入れ，昭和46年に河川管

理施設となった。

(c) 施設管理の変化

河川管理施設となったことにより，管理委託者であった土地改良区は全額自己負担

であった維持管理費が河川管理者，市町村，士地改良区に分担されること，通船操作

〈日曜を除き午前2回，午後2回に制限）によるトラブルから開放されることとなっ

た。また，土地改良区の維持管理費は第11表のように軽減された。

県管理となった昭和47年4月以降の管理費総額はB川の都市排水機場として予算措

置（起債対象とならない県費）されているため明確で、はないが，県管理となることに

より，次の利点があるとしている。

現在県管理としているA川上流の水門が改築され，建設省直轄管理になることによ

る職員の配置換え。

公害，環境対策としてのC川フラッシュがますます要請されることとなり，これに

よる企業負担額の根拠資料を整備するうえからも県管理として詳細なデータ収集が必

要である。

AJllからの取水門， B川の都市排水機場は県管理であるので， ・元管理により異常

i時の治水体制が強化される。

（新潟県巻農地事務所長）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

