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 士別市が管理運営する「つくも水郷公園」の再整備事業の実施にあたり、池の水質浄化用水

を既存の土地改良施設を利用して天塩川から取水し、池までの導水をするために、同市と土地

改良区が当該事業を連携して推進するとともに、公物管理課は河川管理者の立場から同市の水

質浄化用水の水利使用許可申請について、的確な指導と迅速な処理を行い、河川法に基づく新

たな水利権を付与して、地域の環境改善等に資したことを本論文の主旨として報告するもので

ある。 
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１．河川の水利使用(流水占用)許可 

 

(1) 河川法における水利使用(流水占用)許可の主旨 

 「河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省

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」(河川法第２３条)。 

 河川の流水は、人が生活を営むための生活用水はもと

より各種産業用水、動植物の生存にも欠かせないもので

あるが、河川の流水には限りがあり、その使用を自由に

無秩序に使用を繰り返すことは、水資源の枯渇を招く恐

れもある。 

このことから、流水の量的占用を「水利使用」と称し、

流水を量的に占用する権利を「水利権」と称して、河川

管理者の管理下におき、許可権限の行使を通じ、河川の

的確な維持、管理を図ることを主旨に河川法第２３条は

規定されている。 

 

(2)本件の報告と水利使用許可の関係 

 一級河川である石狩川水系及び天塩川水系の上流域を

管轄する旭川開発建設部においても各種の水利使用許可

申請については、厳密な審査を基本としつつ、的確な指

導と迅速な事務処理を行い、市民の潤いのある生活、地

域の産業の発展等に関して寄与しているところである。 

 本件は、士別市が管理する公園の再整備事業を契機と

した池の水質環境の改善を目的とする新たな水利権の申

請について、河川管理者（北海道開発局）、自治体（士

別市）、土地改良施設の管理者（土地改良区）が連携し、

地域の活性化に繋がるように事業の調整を重ねて、許可

に至った水利使用許可事例を報告するものである。 

 

２.「つくも水郷公園」の状況とこれまでの取り組み 

 
(1)「つくも水郷公園」の状況 

 昭和４６年に供用を開始した士別市のつくも水郷公園

は、天塩川の旧河川敷地を利用した総合公園として造成

され、子供から大人まで楽しめる公園として、散策路、

遊具、公園池等が完備され、市民の憩いの場としての役

割を長期にわたり果たしている。 
 しかし、公園の供用開始後、４０年以上が経過し、遊

具施設等の老朽化が著しく、施設を管理運営する士別市

としても、公園を再整備するべく整備方針を策定するに

当たり、平成２６年に市民を対象とした「つくも水郷公

園再整備に関するアンケート」を実施した。 
アンケート結果では、現在の公園については「自然豊

かな公園」というイメージがある一方で、池の汚れを指

摘する声もあり、公園の再整備に対して環境の改善や親

水施設の設置を要望する声が多く寄せられた（表-1）。  
 

表-1 つくも水郷公園再整備に関するアンケート 
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その後、公園を利用する市民や団体等で構成される 
「つくも水郷公園再整備市民検討会議」において、再整

備方針等について議論され、池の水質改善や自然を観察

できる親水護岸等を整備するよう提言を受け、平成２７

年３月に同公園の再整備計画が策定されるに至っている。 
 なお、士別市が開催した「平成２６年度子ども議会」

においては、①遊具が古くて少ない、②自動販売機が少

ない、③遊歩道がしっかりしていない、④池の水が汚い

等の意見が出され、同公園の環境に関しては、平成２７

年度の市議会でも取り上げられる等、市民の中でも、つ

くも水郷公園の水質改善に向けた関心が高まっている状

況にあった。 
 
(2)士別市による池の水質浄化に係る取り組みと課題 

 士別市による公園の池の水質浄化に対する取り組みと

しては、平成２７年度に市民ボランティアに協力を呼び

かけ、幅広い年齢層の市民約１００名でのゴミ拾いや藻

の除去等の清掃（写真-1）、冬期に池の水を一時的に汲

み上げ、重機による堆積した土砂の搬出工事を実施した。 
 

 
 

写真-1 平成27年7月の市民ボランティアの活動 

 
その際に水質悪化の要因となる藻や堆積土等１４０㎥

を搬出しているが、翌年の融雪後は、これらの取組みの

効果も認められず、池の中に藻の発生（写真-2）が確認

され、気温の上昇とともに藻が増加した。 
 

 
写真-2 平成28年 融雪後の池の状況 

 

このことから池の水質改善に向けて、有効かつ抜本的

な取り組みを早期に行うことが必要であるという認識が

市民の間でも広まっていった。 
 
３．水質浄化に向けた水利使用許可申請の内容 

 

  士別市から平成２９年３月３１日付けで河川管理者

（北海道開発局長）あてに提出された池の浄化用水に係

る水利使用許可申請書の主な内容は以下のとおりである。 
 

(1) 水質浄化による富栄養化の抑制 

 つくも水郷公園の池に藻が大量発生する原因は、池の

水が富栄養化状況にあることによるものである。 
 この富栄養化は、おもに池内の魚類への餌やりや魚に

よる底泥の巻き上げによりもたらされている。また、水

温が上昇する夏季においては、いたるところで藻が発生

し、水質が悪化している状況が確認された。 
 士別市が対策を検討した結果、池の水質改善のために

は新たに水利使用許可を得て、天塩川から河川水を浄化

用水として取水し、池まで導水して池内の水を循環させ

る（入れ替える）ことが有効な方法と結論づけられた。 
 
(2) 取水量及び取水期間についての検討 

 つくも水郷公園の池は、旧河川敷地内にあり、現在、

天塩川の伏流水のみで水位が保たれているため、流入量

が乏しく、池の水は滞留する状態にある。 
 池の水質浄化を行うための天塩川から取水量の算定に

当たっては、４日間以上の水の滞留によって藻類が繁殖

すると考えられることから、水の滞留時間は４日を目途

として池の水質を浄化することを検討した（図-１）。 
 なお、池の容量については、27，975㎥（水深は平均

0.75m）として算定した。 
 

 
図-1 取水量算定図 

 

① 池容量＝37，300㎡×0.75m＝27，975㎥ 
② 流出量＝Ｑ×86，400s×4日＝345，600×Ｑ 
 流入と流出が一致することから①=② 
 Ｑ＝27，975㎥÷345，600s≒0.081㎥/ｓ 

 以上の計算により、取水量は0.081㎥/ｓとする。 
また、浄化用水の取水及び池までの導水に当たっては、

既存の土地改良施設である下士別頭首工（写真-3)から

取水したのち、士別幹線導水路及び士別第1幹線用水路

を経由して池まで導水することとし、既水利権（かんが

い用水）の許可期間（５月１日から８月２９日まで）に

おいて、池の水を循環させ、藻類の発生を抑制するもの

である。 
 

 

写真-3 下士別頭首工 
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 なお、取水した浄化用水は、全量（0.081㎥/ｓ）を池

の排水口を通じて九十九樋管から天塩川に排水する。 
樋管ゲートを閉扉した場合は、取水を停止する。 

 
４．既存施設の利用に向けた関係機関の協議・調整 

 

既存の施設を利用することにより、池の水質浄化に係

る事業費の節減、早期の効果発現を見込むことができる。 
浄化用水の取水及び導水に当たって使用する下士別頭

首工及び士別幹線導水路は、国営かんがい排水事業で国

（農業）が造成した土地改良施設であり、てしおがわ土

地改良区が国（農業）から管理を受託している。また、

士別第1幹線用水路は、てしおがわ土地改良区の所有施

設であり、土地改良区自ら管理している。 
このため、士別市から公園再整備事業への協力要請を

受けた国（農業）、てしおがわ土地改良区及び士別市の

間で浄化用水に係る土地改良施設の使用、施設の操作、

災害時の対応等の協議・調整が進められた。 
河川管理者としても、本件の水利使用許可申請に対す

る事務処理を進めるに当たっては、これらの事項に関す

る関係機関の協議・調整を事前に了していることが前提

条件になることから精力的にアドバイス等を行った。 
これらの結果、土地改良法施行令第５９条の規定に基

づく土地改良財産の他目的使用については、平成２９年

５月２６日付けで国（農業）が土地改良区に承認し、平

成２９年８月２９日付けで土地改良区と士別市の間で他

目的使用等契約を締結して浄化用水に係る土地改良法に

基づく手続きは終了した。 
 

５．水利使用許可申請に係る審査及び検証 

 

 士別市から提出された水利使用許可申請書について、

公物管理課では河川スタッフが中心となり、河川管理者

の立場から当部治水課とともに鋭意、審査を進め、主な

項目について以下のとおり検証した。 

 

(1)取水量の算定に係る検証 

池の水質浄化に必要な取水量は、0.081㎥／ｓとして

おり、天塩川における新規の水利権を付与するに当たり、

当該箇所及び下流への影響等について検証した。 

 下士別頭首工下流にある九十九橋水位観測所における

過去１０年間(平成１７年から平成２６年)の減水区間と

なる流量から取水の可能性を検証した結果、減水区間の

正常流量は次のとおりであった(図-2)。 

 九十九橋水位観測所 

 ・河川維持流量  3.16㎥／s 

 ・つくも水郷公園池浄化 0.081㎥／s 

  河川正常流量  

Q=3.16㎥／s＋0.081㎥／s＝3.241㎥／s 
 九十九橋水位観測所における過去１０年間の河川流量

を検証した結果、平成17、18，19，20，25年の５年につ

いては、予定している取水期間１２１日間のうちに河川

正常流量を下回る日があることが確認された。取水可能

日数が最も少なくなる平成２０年においては、取水期間

内で４６日間は取水できない状況と認められた。 
 このため、許可に当たっては、①九十九橋水位観測所

において河川正常流量に満たない場合は、河川維持流量

を超える場合に限り、その超える水量の範囲内において

取水を行うこと、②河川維持流量を下回る場合は取水を

停止することを条件として付すこととした。 
 

 

図-2 水利使用許可申請経路図 

 
(2)池からの排水による河川の水質への影響に係る検証 

 公園の池から天塩川への排水に係る影響については、

水質汚濁に係る環境基準の指標であるBOD(生物化学的

酸素要求量)、pH(水素イオン濃度)及びSS(浮遊物質量)に
ついて検証を行った。 
 取水直後の水質については、天塩川の中士別橋水質観

測所における平成２０年から平成２７年までの水質調査

結果を基に取水期間である５月から８月までの平均値を

池に流入する地点におけるBOD、pH及びSSとした場合、

その数値はBODは0.672mg/ｌ、pHは7.422、SSは6.219mg/
ｌとなる(表-2)。 
 

表-2 中士別橋水質調査一覧（5月～8月） 

 
  
池の排水が流入した天塩川の水質については、士別市

が平成２３年から平成２８年までの期間に行った水郷公

園水質調査結果のうち池の水質が悪化した状態（最大

値）の数値を用いて計算している。BOD、pH及びSSの
各数値とも天塩川環境基準の範囲内にあり、問題はない

と判定された(表-3)。 
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表-3 水質計算結果 

 
 
 なお、許可に当たっては、①毎日の排水量の測定及び

毎月２回以上の排水の水質測定並びに、これらの結果を

月ごとに報告すること、②河川管理者が排水の水質の改

善に関して必要な措置を指示することができることを条

件として付すこととした。 
  
(3)九十九樋管の操作について 

 池の浄化用水（取水量0.081㎥/ｓ）は、全量を池の排

水口から九十九樋管を通じて天塩川に排水するが、樋管

ゲートの開閉操作は河川管理者が堤内への逆流を防止す

るために河川の水位に応じて行うことととなる。 
樋管ゲートを閉扉した際には、取水を停止する必要が

あることから河川管理者、利水者（士別市）及び取水施

設管理者（てしおがわ土地改良区）の連携が重要であり、

関係者の連絡体制を確認した。 
  
６．水利使用許可申請に対する事務処理 
 
本件は、浄化用水の水利使用に必要となる取水及び導

水施設について、既存の土地改良施設の使用を前提とす

る過去にも事例のない許可申請である。 
事務処理を進めるに当たっては、本局建設行政課、農

業計画課からの指示、指導を受けることはもとより、部

内においても、治水課、農業整備課からの的確かつ迅速

な技術的審査、アドバイスを受けた。 
公物管理課内においても、河川管理者として審査を行

った河川スタッフ、土地改良財産の管理及び処分を担当

する農業スタッフが、水利使用許可申請者である士別市

との協議に事前の段階から加わることによって、情報の

共有を図るとともに資料やデータの確認作業を進めた。 
 本件の水利使用許可申請書（平成２９年３月３１日

付け）は、当部での審査の後、同年５月２４付けで本局

へ副申され、本局内での審査を経て同年８月３０日付け

で許可されるに至った。 
 なお、士別市は、本件の許可を受けて同年１２月２

７日付けで、てしおがわ土地改良区との間で浄化用水に

関する管理協定書を締結するとともに同年１２月２６日

付けで河川管理者（北海道開発局）あてに最後の手続き

となる取水規程の承認を申請した。 

この申請書類については、当部公物管理課と治水課に

おいて審査し、問題がないことを確認して平成３０年１

月１２日付けで本局へ副申しており、現在本局において

承認に向けた審査が進められているところである。 

７．つくも水郷公園再整備の基本コンセプト 
  
現在、つくも水郷公園は、遊具などの公園の周辺施設

の整理を平成２９年度に完了し、平成３０年春からの再

開に向けて準備を進めている状況にある。 
再開後のつくも水郷公園は、公園再整備の基本コンセ

プトである「水と緑の自然環境を活かしながら、明るさ

と賑わいある安全性の高い公園に再生する」に沿って各

種ゾーニング(図-3)がおこなわれており、市民から要望

のあった池の周辺も親水施設として整備された。 
 

 
図-3 つくも水郷公園配置方針図 

 

つくも水郷公園が、今後、活気のある市民の憩いの場

として、大いに活用され、水質浄化を果たした公園池の

周りに市民が集い、賑わいのある公園として再出発され

ることを祈念したい。 
 
８．あとがき 

 

水利使用許可申請の審査に際しては、取水量の算定、

河川への排水流入に係る水質の検討等が重要であり、河

川管理者には、河川の維持流量が確保されるのか、河川

の水質悪化に繋がらないか等の観点から十分に検証する

ことが求められる。 
 また、利水者等が河川の維持・管理に支障のないよう

に取水施設等の操作及び管理できる体制が整っているの

か等の点についても検証する必要がある。 
 本件は、既存の土地改良施設を取水施設等に利用する

ことを前提とした申請を許可した希なケースであり、本

論文が各部局において水利使用許可、土地改良財産の管

理及び処分に携わる方々に、貴重な事例として興味・関

心を持っていただければ幸いである。 
 

 


