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農業用ため池の水上スポーツ場 としての活用

――B&G財 団地域海洋センターを例として一―

内 田 和 子

ヤまじ滅)ンこ

ため池卓越地域では,ため池の改廃 とともに,それらの保全や活用を進める

ことも重要な課題となっている。一方で,ため池には農業用水供給の他に洪水

調節,親水,気温緩和,養魚,レ クリエーション等の多面的機能を有 してお り,

こうした機能の活用はため池の保全の上でも有効である。小論では,ため池の

多面的機能のうちのレクリエーション機能について,全国各地で水上スポーツ

場としての活用を展開している地域海洋センター (以下,海洋センターと略記

する)を事例に,そのような活用が実現 した要因を考察する。なお,小論でい

う水上スポーツとはカヌー,ボ ー ト,ヨ ット等を使用 した競技と親水的な娯楽

を指 している。

ため池の多面的機能に関しては,既に多 くの研究がある。それらは各機能の

存在を指摘 した り,分類 した りするものと (た とえば,自井 1987, 日本建築

学会 1991,内 田 2001a),特定の機能を取 り上げて事例分析を行っているもの

とに大別される。後者のうち, レクリエーション機能に関するものとしては ,

自井 (1991),田村ら (1998),内 田 (2001b)等 の研究があるが,いずれも 1

地域の公園,水上ゴルフ場,キ ャンプ場,テ ニスコー ト等としてのため池の水

面利用あるいは池周囲地の利用事例についての分析である。また,筆者がいう

ところの水上スポーツ場 としての分析を行った研究は,管見の限 りでは内田

(2001b)が 見出せる程度である。この研究もいくつかのため池の機能を取 り

上げる中で,水上スポーツ場としての活用も分析したものであって,それを主

目的にしたものではない。そこで,小論では海洋センターという1つの組織が
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全国各地でため池を水上スポーツ場として活用 している事例の実態を分析し,

活用の実現要因を明らかにすることにより,今後のため池の活用に 1つの示唆

を与えることを目的とする。

工.B&G財 団 と地域海洋セ ンターの役割

B&G財 団はブルーシー・アン ド・グリーンランド財団の略称で, 日本の

青い海と豊かな緑の大地を活動の場として,海洋性 レクリエーション等の実践

活動を通 じ,青少年の心と体を健やかに育み,地域住民の健康づ くりに貢献す

ることを目的としている。この目的を実現するための財団の具体的な役割は ,

青少年育成プログラムの開発と提供,指導者の養成と育成,地域での健康増進

プログラムの開発と提供,活動の支援,海洋性 レクリエーションの普及・振興 ,

情報の収集と発信の 4つである。同財団は1973年 にモーターボー ト競争法制定

20周年記念として設立された。運営資金は競艇の収益金である。なお,海洋セ

ンターの言 う海洋性 レクリエーションは小論での水上スポーツと類似した意味

をもつが,小論では水泳や海水浴等は含まないで舟艇を利用 したものに限定 し

ている。

B&G財 団の中核 となる施設が海洋センターで,海洋性 レクリエーション

を軸 とした実践活動を行 う施設である。具体的には,海,河川,湖沼等が近 く

にある地域ではそこを活動の場面として海洋性 レクリエーションを行 う。この

場合には海洋センターに,舟艇を格納する艇庫が付設されている。そして,海

洋性 レクリエーションを実施できる水面が近 くにない地域では,屋内プールを

建設 して水泳を行 う。この他に屋内スポーツの行える体育館が併設されている

ことが多い。これらの施設は市町村が提供する敷地に B&G財 団によって建

設され,建設から3年間は市町村に運営が委託されるが,その後は市町村に無

償譲渡される。海洋センターの建設を希望する市町村は B&G財 団の募集に

応 じ,そ の中から選定される。応募の条件 としては,競輪,競馬,オ ー トレー

ス,競艇の公営ギャンブルを行っていないことと,同一市町村内に既に海洋セ

ンターが建設されていないことである。

海洋センターの常勤職員は 2～ 4名で,市町村の教育委員会の職員である。

そして,B&G財 団が組織的に水上スポーツの指導者養成 と指導者の認定を

行っているので,常勤職員の中には財団による指導者の認定を受けている職員
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図 1 艇庫をもつ地域海洋センターの分布
資料)B&G財団資料より作成
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もいる。この他,市町村の職員以外にも財団の認定した指導者がおり,海洋セ

ンターで指導を行っている場合もある。

海洋センターは筆者が調査を実施した2002年 当時で全国に479箇所あり,神

奈川県を除く46都道府県に存在する。都道府県別の海洋センター数は北海道の

38を最大として,4～ 5が平均的な数である。全国の海洋センターのうち,水

上スポーツのできる艇庫をもつセンターは157である。水上スポーツを行う場

所については,海がもっとも多く60の センターが該当する。続いて,ため池の

32,河川26,その他39である。その他はダム湖,天然の湖沼等である。海と河

川,ため池と河川,2つ以上のため池のように複数の種類の水面を利用してい

る例はない。図 1には,艇庫をもつ海洋センターの分布とそのうちのため池を

利用しているセンターの分布を示した。これによると,ため池を利用している

センターは20道府県の32セ ンターで,ほぼ全国的に点在しているが,ため池数

そのものが多い瀬戸内海沿岸には比較的多く分布している。

Ⅲ.地域海洋センターのため池の概要

海洋センターにおいて水上スポーツ場として利用されるため池について,

2002年 11月 に実施した聞き取 り調査により,諸元等の概要を示す。該当する海

洋センターは32であるが,調査の回答を得られた28のため池の概要を示す。ま

ず,表 1か ら,海洋センターのため池の所有者と管理者をみると,国 ・県・市

町村所有のものが50%を 占め,管理者については土地改良区,水利組合と集落

とで89%を 占める。1989年度に農林水産省が全国の受益面積 2 ha以上のため

池を調査した結果 (農林水産省 1989,以下,ため池台帳と略称する)では ,

所有者に行政が占める割合は36%であり,管理者では集落・水利組合・個人と

いう比較的小規模な組織が79%である。海洋センターのため池は,個人の所有

組織 県 市町村
ま良普 懲馨  

集落

所有者

管理者

3

0

1

0

10

3

0

4

28れL

28れL

表 1 海洋センターにおけるため池の所有者・管理者

注)聞 き取 り調査により作成
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貯水量

(r)

堤 高

(m)

海洋センターにおけるため池の諸元

～3万 31万
 0勇万 0勇万 ♀罵万 0蕊万

78230

2～5 5～ 1010～ 1515～2020～ 2525～ 30 不明

200    300    400    500    600

-300  -400  -500  -600  -700

100～

200フテ

堤 長

(m)

池  数

水面積

(ha)

受益面

塞肇(ha)

池  数

最 終

改修年

1000   Z｀
ワロ

5～ 1010～ 1515～2020～ 2525～ 3030～ 3535～ 4040～  不明

7222101

1-5  5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-   100-  200-   1000
100    200    300   ～

20133743

授鮮 
明治期 大正期

60年代 70前半 70後半 80前半 80後半 90前半 90後半 1跛
降 

不明

計明不
和

後

昭

戦

和

前

昭

戦

池  数 30145633

や管理のものがまったくないことと,一般的に国や都道府県の管理するため池

は大規模なものが多いことから,小規模なものは少ないことが推測できる。

表 2よ り同じため池の諸元をみると,貯水量では 3～ 20万 m3(53.6%)と
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50万 m3以上 (25%)の ものが多く,堤高では 5～ 10mが 50%,堤長では100

～400mが 643%と 多い。水面積では 1～ 10 haが 536%と もっとも多い。受

益面積では50～300 haが 50%を 占めている。このうち,貯水量では 3万 m3未

満が 1池あるが, この容量は 2万 7,000m3で ぁってはぼ 3万 m3に近いので,

海洋センターのため池はおおむね 3万 m3以上のものと言える。前述のため池

台帳では受益面積 2 ha以上のため池のうち,貯水量が 3万 m3以上のものは16

%であることからすれば,海洋センターのため池は全国的には少ない割合を占

める比較的大規模なため池であることがわかる。堤高についても,ため池台帳

では 5m以上のものは41%であるが,海洋センターのため池では82%である。

堤長についての全国的なデータはないものの,貯水量や堤高から比較的大規模

なため池として分類される海洋センターのため池は堤長においても大きな範疇

に属すと考えられる。水面積に関しては全国的なデータがないため,全国的な

傾向との関連は不明である。受益面積についても海洋センターのため池の最低

受益面積は 4 haで あり,ため池台帳では全国のため池の678%が受益面積 2

ha未満とされていることから,海洋センターのため池は比較的規模の大きな

もので,灌漑機能を果たしているため池と言える。

次に,築造年は近世以前と不明が857%を 占めており,上記のため池台帳に

おける受益面積 2 ha以上のため池では近世以前が257%,不明が448%の 計

705%であることから,全国的なデータとほぼ同様の傾向を示している。最終

改修年はもっとも古いものでも1960年代で,1980年代以降が大部分を占めてい

るように,近年に改修を行っている。しかも,老朽ため池改修事業や水環境整

備事業,灌漑排水事業等の行政主体の大規模な改修事業による全面改修が26池

において実施されていることが特筆される。なぜなら,こ うした本格的な改修

事業は採択条件や予算の関係から,比較的大規模や重要性の高いため池でない

表 3 海洋センターにおけるため池および池周囲地の維持管理

木
土 地

改良区

利

合

水

組
集  落 市町オ寸
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集落と村の

職員組合

海 洋

センター
計

堤体・取水施認

公園部

海洋センター敷地

5 3 一
　
　
　
　
　
　
　

． に
ヽ
¨
）
　
　
　
　
　
”
ヽ
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1 l

28池

10池

5池

注)聞 き取り調査により作成
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表 4

なし

公園

釣堀

中間貯留

運動広場

ゴルフ場

魚養殖

公園十釣堀

公園+釣堀 +中 間貯留

公園十漁業体験場

不明

海洋センターにおけ

るため池の多目的利用

利用形態 池数

合せ等の利用がされている。

以上のことから,海洋センターで利用されているため池は日本のため池の中

では比較的大規模で, しかも近年に全面改修がされた安全度の高いため池であ

り,多面的な利用が進んでいることがわかった。

Ⅳ.地 域海洋セ ンターのため池 の利用 とその実現要件

ため池を活用する地域海洋センターは1970年代から設立され,聞き取 り調査

のできた28セ ンターのうち22が 1980年 代に設立されている。これは財団の設立

年と海洋センター事業の普及過程に対応 していると思われる。前章でため池の

大規模改修が実施された時期も1980年代が多かったのであるが,こ のことは改

修が終わって安全度の向上 したため池を選んで市町村が海洋センターとしての

利用を図ったとも考えられよう。

次に,29の海洋センターのため池における水上スポーツの2001年度の利用者

数と利用料金,舟艇数を表 5に示 した。ここでは聞き取 り調査の他に,イ ンター
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と実現 しにくいからである (内 田 2004)。

維持管理組織に関して,堤体や取水施設等の

ため池本体と用排水にかかわる作業は,すべて

の池において土地改良区・水利組合・集落の水

管理組織が担当している (表 3)。 これは経験

や技術がないと困難な作業であるため,潅漑機

能を発揮 しているため池では農業者集団が行 う

のは当然である。一方,公園部や海洋センター

敷地の維持管理については,行政と住民が行っ

ている。続いて,海洋センターのため池の多目

的利用について記す。表 4は ,農業用水供給 と

水上スポーツ場以外の利用についてまとめたも

のである。これによると,農業用水と水上スポー

ツ場の利用のみのものが 8池あ り,不明の 3池

もこの 2つの利用形態である可能性が高い。そ

の他は公園利用の 6池をはじめ,釣堀,魚養殖 ,

大規模農業用水の中間貯留,公園とこれらの組

注)聞 き取 り調査により作成
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表 5 ため池を利用する海洋センターの利用者数・利用料金・舟艇数

利用者数 (人 ) センター数 利 用 料 金 セ ンター数 舟艇数 (艘 ) センター数

50以下

50-100

100-200

200-300

300-400

400-500

500-1000

1000-1500

1500-2000

不明

無料

町民無料、町外者有料

団体のみ有料

有料

13

4

1

11

15-19

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-

注)聞 き取 り調査により作成

ネットより得られた 1セ ンターの情報を加えた。まず,利用者数では50人以下

から1500人以上とバラつきがあるが,50～ 200人のセンターが全体の約44%と

多い。この原因として,ため池の利用開始期が 4～ 7月 ,終了期が 8月 末～11

月,中には 7～ 8月 のみの場合もあるように期間が限定されていることや,公

営施設のため,特に利用者増大の取 り組みも行っていないこと等が考えられる。

利用料金は無料の海洋センターが13で ,セ ンター所在地の住民や個人利用は

無料が 5セ ンターあることから,かな り多くの人々が無料で利用できることに

なる。有料は11セ ンターあ り,料金体系は時間毎,人数毎,舟艇の種類毎と多

様であるが,平均して 1人 200～ 500円 程度の負担で 1～ 2時間は十分に利用で

きる料金設定である。利用者数,利用料金,舟艇数との相関関係は認められず ,

ため池の規模や都市との距離,ア クセスとの相関関係も認められないので,利

用者の多い海洋センターのもつ条件については現在のところ不明である。

センター毎の舟艇数は15～ 57艘まで多様で,種類も 1人乗 リカヌーからウィ

ンドサーフィンやジェットスキーまであ り,最大で 9種類の舟艇を有 している

センターもある。平均的には 5～ 6種類が多 く,カ ヌー,oPヨ ット (1人乗

り初心者用 ヨット), ローボー ト (も っとも基本的,一般的な手漕ぎボー ト)

は大部分のセンターで保有 している。 したがって,設備や施設が充実し,低料

金で利用でき,指導も受けられる海洋センターは利用者にとって好条件なレク

水利科学 No 286 2005
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リエーション施設といえる。しかも,ため池を利用する場合は,海洋や河川よ

りも水面の動きが少なく,水面の範囲が限定されているため,初心者にとって

も安全性が高いといえよう。

ため池は農業用水を供給する農業水利施設であるため,それ以外の目的の利

用を行うには,農業用水を使用する水利権者とその他の目的での利用者との間

での利害調整が不可欠であり,その調整が成立しない限 り,多目的利用は不可

能といえる。小論の研究対象である海洋センターにおけるため池の利用に関し

ても,当然,水利権者との利害調整が行われている可能性が高い。しかも,前

述のように,海洋センターの利用するため池は農業用水供給施設としての機能

を果たしているため池であるため,既に農業水利施設としてあまり機能してい

ない都市化地域のため池とは異なって,水利権者との調整はことさら重要な問

題と考えられる (内田 2003)。 そこで,筆者は2002年 11月 に,ため池を利用し

ている地域海洋センターに対して,水利権者との調整に関しても聞き取 り調査

を実施した。調査では海洋センター (実際上はそれを所有・管理する市町村)

と水利権者との間で,ため池を水上スポーツ場として利用するにあたっての協

定の有無とその内容を記述していただいた。有効回答は28の海洋センターから

得られた。回答の結果を表 6に示す。回答には複数回答の場合があるので,回

答数はセンター数を上回っている。

表 6では協定の内容を,海洋センターを運営する市町村側にとって比較的有

利な条件が示されているもの,水利権者にとって比較的有利な条件が示されて

いるもの,ど ちらとも言えないものの 3種類に分類している。これによると,

「特に利害調整は行わない」を始めとして,「水利権者が水面利用に協力する」,

「水利権者が水量確保に協力する」というような海洋センター側に有利な事例

は10事例と少なく,「農業用水の最優先使用」や「水利権者の用水利用に合わ

せて水位調節を行う」等の水利権者側に有利な内容が24事例と多い。この中に

は,堤体に損傷を与えるエンジン付き舟艇を禁止することで,ため池を保護す

る協定も含まれている。そして,後者の分類では,1つのため池について複数

の協定がされている例もある。どちらの利用者が有利とは判断できない,「両

者の話合いによる水位調節」は 3事例である。

以上の簡単な調査事項ではあるが,調査対象の28の海洋センターのうち,何
ら取 り決めのないものは 8で,他の20セ ンターでは協定が成立しており,水利

権者と農業用水以外の目的の利用者間の利害調整の重要性を示している。特に,
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協定の内容

☆特になし

☆水利権者が水面利用に協力

☆水利権者が水量確保に協力

△両者の話合いによる水位調節

◎水利権者の用水利用に合わせて水位調節

◎農業用水の最優先使用

◎水利権者の都合により水面利用を中止

◎貯水量が50%を 下回れば水面利用を中止

◎堤体保護のためエンジン付き舟艇の使用禁止

◎養魚への配慮

◎水抜き (8月 16日 )以降の水面利用禁止

◎水利権者との賃貸契約による水面の賃貸

◎水利権者への堤体草刈り費用の支払い

◎水面利用の安全管理は市町村が責任を有す
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事例数

8

1

1

3

3

3

1

1

2

1

1

8

1

3

注)☆は海洋センターに有利な内容、△はどちらとも言

えない内容、◎は水利権者に有利な内容

聞き取り調査により作成

水利権者の利益を優先して守る取 り決めの下に,海洋センターにおけるため池

の利用が実現している例が多いことが半J明 した。

V.終 わ りに

海洋センターのため池を水上スポーツ場として利用する事例を分析した結

果,以下の点が明らかになった。

・海洋センターで利用されているため池は,比較的大規模なため池で, し

かも20年以内に全面改修がされた安全度の高いため池が多い。

。それらは農業用として,潅漑機能を十分に果たしているため池である。

。それらは農業用水供給機能と水上スポーツ場としてのレクリエーション

表 6 水利権者と海洋センター (市町村)と の協定
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機能の他にも,公園,釣堀,大規模農業用水の中間貯留などの機能を備

えているものが多い。
。それらが水上スポーツ場として利用されるためには,水上スポーツ場の

利用者と水利権者との間で,農業水利権を優先的に保証する協定と農業

用水施設としての要である堤体を保護する協定を結ぶことで実現 してい

る事例が多い。

すなわち,海洋センターによる水上スポーツ場としてのため池の利用は,改
修が行われて安全度の高い,比較的大規模なため池を,海洋センターを所有・

管理する市町村が水利権者の利益を保証することによって実現しているといえ

よう。

さらに,B&G財 団がスポーツ施設の建設費や舟艇の購入費用の負担を行

い,水上スポーツの指導者養成を行っていることは,ため池の水上スポーツ場

としての利用を実現・促進 している大きな要因である。

以上のように,海洋センターにおけるため池の利用はため池の多目的利用を

促進するものとして評価できる。 しかし,いかなるため池においてもかような

利用が可能になる訳ではなく,上記の要件を備えた好条件下にあるため池だか

らこそ実現できたのである。 しかも,近年の市町村財政の悪化と海洋センター

の安価な利用料金から推測される運営経費では,今後の海洋センターを市町村

が維持 していけるかどうかの課題がある。また,全国のため池の大部分を占め

る,海洋センターで利用できるような規模や安全度の上で条件の良いため池で

はない,Jヽ規模や,老朽化 しながら改修のめどのたたないため池の場合には ,

多目的利用はおろか必要最小限の維持管理にも困難が生 じるであろう。ため池

の多目的利用のためには,ま ず,十分な維持管理に基づく保全の確約が必要で

あることを改めて認識 した。
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