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3．水利使用の許可の申請にあたっての留意事項 

3-1．事業内容に関する事項 

 

 

 

 

 

■ 国土交通省河川局水政課長・河川環境課長通知「環境用水に係る水利使用許可の取扱いにつ

いて」（以下「国土交通省課長通知」という。）によれば、「用水に係る事業計画が、地域に

おけるまちづくり等に関する地方公共団体又は国の計画に位置付けられること等により、公共

の福祉の増進に資する水利使用であること」となっており、環境用水に係る事業計画は地方公

共団体の長レベルで決定された計画に位置付けられている必要があります。 

地方公共団体の農林水産部局が主体となって作成する「田園環境整備マスタープラン」等は、

地方公共団体の長レベルで決定される計画であるため、当該計画に環境用水が位置付けられた

場合は地方公共団体等の計画に位置付けられたとみなされます。 

 

土地改良法の改正（H14.4.1 施行） 

第 1条（略） 

2 土地改良事業の施行に当たっては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保

全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない 

土地改良法施行令の改正 

第 2条（前略）土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。（中略） 

六 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること（後略） 

土地改良法施行規則 

第 14条の二（前略）土地改良事業計画においては、（中略）次に掲げる事項を定めなければならない。（中略） 

七 環境との調査についての配慮に関する事項（後略） 

 

 

環境との調和に配慮した農業農村整備事業等基本要綱の制定（H14.2.14 付け農林水産省事務次官通知） 

農業農村整備事業等については、地域の合意のもと市町村が作成する農村地域の環境保全に関する基本計画であ

る田園環境マスタープランを踏まえて実施する。 

※ 田園環境整備マスタープラン 

農村地域の環境保全に関する基本計画として市町村が作成するもので、事業の実施に際して、現在の環境を

維持・増進する「環境創造区域」と環境への影響の軽減を図る「環境配慮区域」に区域設定。 

農業農村整備事業における環境との調和への配慮の基本方針の策定（H14.3.1 付け農村振興局長通知） 

農村の環境は地域住民や国民全体の共有の財産でもあることから、環境との調和の検討に際しても、受益農家の

他に地域住民等の参加や、関係行政機関との連携を図ることが必要である。 

環境用水に係る事業計画は、地域における町づくり等に関する地方公共団体等の

計画に位置付けられる必要がありますが、「田園環境整備マスタープラン」等に環

境用水が位置付けられた場合も含まれます。 
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3-2．申請者に関する事項 

 

 

 

 

 

■ 国土交通省課長通知によれば、「事業内容が公共の福祉の増進に資する水利用であることか

ら、水利使用許可の申請者は、地方公共団体を原則とする。」となっていますが、以下の条件

を全て満たせば土地改良区等が水利使用許可の申請者になることができます。 

 

① 用水の受益地の生活環境又は自然環境の維持、改善等を業務の目的に含んでいるもの 

② 地方公共団体が策定する環境用水に関する計画等において申請者が事業主体として位

置付けられているもの 

③ 事業のための施設の設置、適正な取水管理や施設管理、事業終了時の河川区域における

工作物の撤去等事業を遂行するための能力及び信用等水利使用の実行の確実性を確保し、

かつ、事業主体が水利使用を実行できない場合に、地方公共団体が代わって実行する旨の

河川管理者に対する保証を地方公共団体から得ているもの 

 

■ 土地改良区が申請者となるため、①の条件を満たすには、以下の事項を明確にする必要があ

ります。 

・ 環境用水の通水は、土地改良施設の効果をより効率的に発現させるため、土地改良法上

の「附帯事業」と位置づけること 

・ 環境用水を通水する業務の目的を定款等に明記すること 

・ 定款変更には、以下の手続きが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境用水に係る水利使用許可の申請者は、地方公共団体を原則としていますが、

一定の条件を満たせば土地改良区等も水利使用許可の申請者になることができま

す。 

発 議 

総会又は総代会での決議 2/3 の同意が必要 

都道府県知事への認可申請 

都道府県知事の認可 
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■ 土地改良区が申請者となるため、②に関しては、土地改良区の事業は、「附帯事業」とし

ての範囲に限定され、環境用水の事業主体としての責務との関係を法的な区分を含めて整理

する必要があります。 

 

■ 土地改良区が申請者となるための③の条件である「水利使用の実行の確実性」は、土地改

良区の「附帯事業」の枠内で地方公共団体の協力を得て保証されるものと思われます。 

事業主体が水利使用を実行できない場合、地方公共団体が代わって実行することで、河川

管理者への保証が担保されることになりますが、実際のところ、将来にわたり環境用水の通

水が確実に維持されなければなりません。現時点で要望されている環境用水の水量が少量で

あっても、将来大量に必要になった場合やかんがい用水が激減した場合にも対応が可能か検

討する必要があります。 
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3-3．必要水量に関する事項 

 

 

 

 

 

■ 国土交通省課長通知によれば、「必要水量については、画一的な算定が困難なことから、水

質、親水空間、修景等のそれぞれの目的を達成できるよう必要かつ妥当な範囲内であることに

ついて、「河川砂防技術基準(計画編)」等を参考として判断すること」となっています。 

必要水量の決定にあたっては、画一的な手法が確立していないことから、文献資料、試験通

水による効果の確認、アンケート調査等をもとに整理し、申請図書に反映させる必要がありま

す。         

なお、本手引き「2-3 必要水量の把握」では目的ごとに留意事項等を記載しています。 

 

（参考） 

○ 仙台市の例（浄化及び修景を目的とする新規水利権を取得） 

仙台市は、環境用水の必要水量を文献、アンケート調査をもとに決定しています。 

① 文献から、修景に必要な流速 0.2m/s～0.4m/s を選定 

② 流速を満足する流量を通水系統別に積み上げ、取水地点の取水量を算定 

③ 過去の試験通水時のアンケート結果等をもとに②の取水量の妥当性を検証 

④ 浄化に必要な流量は③のアンケート結果をもとに修景に必要な流量で満足するこ

とを検証 

 

○ 新潟市の例（水質保全、景観保全及び生態系保全を目的とする新規水利権を取得） 

新潟市は、環境用水の必要水量を過去の試験通水データをもとに決定しています。 

① 排水路ごとに試験通水量と水質データから近似曲線を作成し、水質目標に必要な流

量を算定 

② 試験データのない排水路は①結果を流域を加味した加重平均値により算定 

③ 各排水路の非かんがい期における基底流量を算定 

④ 必要流量から基底流量を控除した通水量を通水系統別に積み上げ、取水地点の取水

量を算定 

なお、効果の検証、魚類の調査、及びアンケート調査は今後行うこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要水量については、目的を達成できるよう必要かつ妥当な範囲内で算定する必

要があります。目的ごとに、地域の実情に即して必要水量を算定し、その根拠を整

理します。 
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3-4．水源に関する事項 

 

 

 

 

 

■ 国土交通省課長通知によれば「水利使用許可に当たっては、通常、取水予定量が基準渇水流

量から河川の維持流量と他の水利使用者の取水量の双方を満足する水量（正常流量）を控除し

た水量の範囲内のものであることが原則」となっていますが、豊水を水源とした環境用水が許

可される条件を、以下のように定めています。 

① 豊水を水源とした場合でも環境用水の目的が達成できる場合 

② 河川環境や他の水利使用に影響がないと認められる場合 

 

■ 豊水を水源とする場合、取水不可能時に目的が達成できるか（例えば生態系保全目的等）の

検討を行う必要があります。目的が達成できない恐れがあるときは、水源の検討等見直しが必

要となります。 

 

■ 豊水を水源とする場合、取水の条件に劣後条項が付されます。 

また、安定取水（既設ダムを活用し水源を確保する場合を除く）の場合であっても、取水の

条件に劣後条項が付されます。 

 

(参考) 

○ 劣後条項 

流水利用の順位には、 

① 後発の水利権は、先発の水利権に影響を与えてはならない 

② 流域内に複数の事業計画がある場合は、先発計画が優先する 

というルールがあります。これは水利用の秩序を保つための基本ルールであり、新たな水利

用によって既存の水利用に支障が生じてはならないということです。 

一般に「取水は、この水利使用に係る権原の発生前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。」という条件（劣後条項）を付して許可

されます。 

加えて、環境用水の場合には、取水が行われる河川に係る環境改善や後発の水資源開発に

対して影響を及ぼさないよう条件を付して許可されます。 

すなわち、環境用水は取水の優先順位が一番低い（最劣後）ということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

水利使用許可を受けるにあたっては、取水予定量が基準渇水流量から正常流量を

控除した水量の範囲内であることが原則となっていますが、環境用水の場合は豊水

を水源とした場合でも許可される場合があります。 
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3-5．その他事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 申請書には、取水口から排水口までの通水経路を記入した図面を作成するとともに、主要な

施設の図面や写真等を添付します。 

 

■ 申請者と施設の管理者が異なる場合は、施設管理に関する管理協定を締結します。また、取

水量等報告が必要となる事項については、その観測体制も併せて調整します。 

  なお、具体的な観測方法は次のとおりです。 

・ 取水量の把握方法は、流量計、自記水位計、量水板等があり、観測体制は、テレメータ

ー等の管理施設による観測と、現場での観測があります。 

・ 水質の観測については、観測箇所、観測頻度について明らかにしておきます。 

 

■ 申請図書には本手引き「2-8 水利使用許可申請書」に示した事項を記載する必要がありま

すが、この中で特に留意しなければならない事項は、「河川法第 38 条ただし書きの同意書の

写し」を添付することです。取水地点から下流の「関係河川使用者」（既得の水利権者及び漁

業権者・入漁権者）から新たな取水に対する同意を得る必要がありますので、同意が必要な者

等について河川管理者への確認が必要となります。 

 

  （参考） 

    河川法第 38条（水利使用の申請があった場合の通知） 

      河川管理者は、水利使用に関し河川法第 23 条又は第 26条第 1項の許可の申請があった場合

においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通省令で定めるところによ

り、申請者の氏名、水利使用の目的その他国土交通省令で定める事項を第 23条から第 29条ま

での規定による許可を受けた者及び政令で定める河川に関し権利を有する者（以下「関係河川

使用者」と総称する。）に通知しなければならない。ただし、当該水利使用により損失を受け

ないことが明らかである者及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、こ

の限りでない。 

 

    河川法施行令第 21 条（河川に関し権利を有する者） 

      法第 38条の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。 

 

 

 

 

申請書には、取水口から排水口までの通水経路を記入した図面を添付します。 

また、申請者と施設の管理者が異なる場合には、管理協定が締結されていること

等を確認されますので、申請までに締結が必要です。 

なお、申請目的が達成できたかを確認するため定期的に報告が求められますので、

取水量等必要な事項を整理する体制を確立する必要があります。 

このほか、申請図書に必要な事項を整理します。 
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3-6．チェックシート 

 

 

 

 

環境用水の水利権取得に関するチェックシート（案） 

● 基本事項

水系・河川名

河川管理者

申請の相手

正常流量（ /s）

● チェック項目　（１／２）

・　取水目的が、水質、親水空間、修景等生

　環境又は自然環境の維持、改善等を図るた

　めの用水か。

・　用水に係る事業計画が、地方公共団体の

　長レベルで決定された計画に位置付けられ

　ているか。

３ 申請者に関する事項　 ・　申請者は、地方公共団体か。

・ 申請者が地方公共団体 ①　申請者の業務目的に、生活環境又は自然

　以外の場合 　環境の維持、改善等が含まれているか。

②　地方公共団体が作成する計画等に申請者

　が事業主体として位置付けられているか。

③-１　適正な取水管理や施設管理等事業を

　　 遂行するための能力及び信用があるか。

③-２　事業主体が事業を執行できない場合

　　 の保証を地方公共団体から得ているか。

①～③を全て満足しているか。

・　必要水量の算定は、適正に行われている

　か。

関係河川使用者
及び水利権量（ /s）

水路の用地所有者

水路の管理者

水利権申請量（ /s）

取水期間

取　　水　　河　　川　　情　　報 環　　境　　用　　水　　情　　報

水利使用の申請者

取水施設の施設所有者

取水施設の管理者

水路の施設所有者

事　　　　　　項 検　　討　　内　　容 ○・× 取　　扱　　方　　針　　等

１ 目　的

□水質改善、□生態系保全、□景観・修景

□生活環境の維持・改善、□水田の冬期湛水

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　である

申請者は、□県、□市町村、□その他（　　　　　）　である

□定款、□寄附行為、□規約、□規定

その他（　　　　　）に目的が明記されている

２ 事業内容に関する事項

□事業計画名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □計画主体（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

４ 必要水量に関する事項
□基準・文献（　　　　　　　　　　）、□試験通水

□その他（　　　　　　　　　　）により算定

 

 

 

環境用水の水利使用許可申請においては、チェックシート等により十分な確認を

行う必要があります。 
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● チェック項目　（２／２）

②　河川環境や他の利水者に影響を与えない

　か。

②-１　河川に還元されるか。

③　豊水取水の場合、河川管理者により豊水

　利用計画が策定されているか。

④　意見の交換を行う場（流域水利用協議会

　等）があるか。

①　取水量の把握方法。

①-１　取水量の把握方法

①-２　観測体制

②　排水量の把握方法。（該当する場合）

②-１　排水量の把握方法

②-２　観測体制

③　水質の把握方法。（該当する場合）

③-１　水質の観測箇所数

③-２　観測頻度

①　通水経路を記入した図面を作成している

　か。

②　協議会が組織されているか。

③　管理協定が締結されているか。

④　他目的使用の手続き

⑤　関係河川使用者の同意

５ 水源に関する事項

７ その他

□その他（　　　　　　）により算定

□還元、□消費　される

①　安定取水又は豊水取水か。

□安定取水、□豊水取水

基準渇水流量：（　　  /s）、正常流量：（　　  /s）

取水予定量：（　 　  /s）

①-２　正常流量の決定根拠
□河川砂防基準、□正常流量検討の手引き（案）

□策定済み

□未策定

□流域水利用協議会あり

□流域水利用協議会なし

②-２　還元箇所は、明確か。
□取水～還元に利水者がいる、□利水者がいない

□還元箇所が不明、□その他（　　　　　　　　　　　）

②-３　活用可能な水源はあるか。
□水源あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□水源なし

□流量計、□自記水位計、□量水板、□その他（　　　　）

□管理施設（テレメーター等）、□現場、□その他（　　　）

６ 観測体制について

□流量計、□自記水位計、□量水板、□その他（　　　　）

□管理施設（テレメーター等）、□現場、□その他（　　　）

箇所数　（　　　　　　）箇所

□毎日、□週１回、□その他（　　　　　）

□図面あり

□図面なし

□取得済み、□未取得、□必要なし

□設置済み　　□未設置

協議会名（　　　　　）構成員（　　　　　）

□管理協定済み、□管理協定予定、□管理協定必要なし

□手続き済み、□手続き予定、□手続き必要なし

事　　　　　　項 検　　討　　内　　容 ○・× 取　　扱　　方　　針　　等

 


