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総合的水資源管理の論点骨子項目

１．水資源政策をめぐる現状と取り組むべき課題

１．１現状

１．２取り組むべき課題

（１）気候変動に伴う新たなリスク

（２）積み残された課題

２．前記の課題に対応するための基本的な考え方

（１）安全で安心な水の恵みが享受できる対応

（２）需要キャッチアップ型からマネジメント型へ転換

（３）需要・供給両面の効率的なマネジメント、負担と受益の関係

（４）危機管理や、量と質を一体的にとらえた視点

（５）ハード対策とソフト対策

（６）変動を前提とする順応的な対応

（７）地下水資源マネジメントの推進

３．総合的水資源マネジメントの具体的な方策

３．１気候変動によるリスクへの対応

（１）順応的な対応方策

（２）調査・研究の充実

（３）水質、生態系の影響への対応

（４）高潮時のリスクへの対応

（５）地下水の塩水化への対応

３．２供給側の水資源マネジメント

（１）既存ストックの積極的な活用による合理的な供給

（２）水利用の合理化（供給側）

３．３需要側の水資源マネジメント

（１）経済原理の導入

（２）負担に応じた受益の得られるしくみの構築（渇水調整ルールの見直し）

（３）金銭的インセンティブの導入による水利用配分の融通性を高めるしくみ

（水バンク）

資料２
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（４）セーフティネットのしくみの構築

（５）水利用の合理化（需要側）

３．４水質に関わるリスクへの対応（取排水系統の再編等）

（１）抜本的なリスク回避

（２）推進方策

３．５地震時・事故時・事件時等緊急時のリスクへの対応

（１）緊急時の機動的な水供給体制の確立

（２）アセットマネジメントによる施設の確実な機能確保

３．６地下水資源マネジメントの推進

（１）平常時の適切な利用と緊急的な一時利用

（２）諸情報の規格化、公表、モニタリング制度

（３）常時使用しない地下水の維持管理

（４）緊急時の水源として利用する場合の適正な保全と利用

（５）地下水のもつ公共性

４．総合的水資源マネジメントの推進

（１）制度的な枠組みと内容

（２）水資源開発基本計画（フルプラン）に代わる総合的水資源マネジメント

のための計画の事項

資料２
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総合的水資源管理の論点骨子

１．水資源政策をめぐる現状と取り組むべき課題に対する認識は、以下でよ

いか （前回の論点１）。

１．１現状

（ ） 、１ これまで高度経済成長期に特に大都市において急増する水需要に対して

法律を整備して水資源開発を促進

（２）これに基づく施設の整備と、水需要の横ばいあるいは減少傾向が相まっ

て、水需要に供給が追いつかない状況からは脱却しつつある

（３）人口減少社会の到来、安定経済成長等により、今後とも、水需給ギャッ

プの縮小が続く

１．２取り組むべき課題

・水利用の安定性の観点から、気候変動という新たな不安定要素に加え、施

設整備を中心に実施されてきた結果、これまでに積み残された課題が顕

在化

（１）気候変動に伴う新たなリスク

①渇水リスク

・今後１００年間の将来を見た場合、水供給面では、年降水量は増加傾向に

あるものの、年降水量や季別降水量の大きな年変動による少雨の発生、

季別の降水パターンの変化、積雪量の減少、融雪時期の早まり等の変化

により、水需要面では、気温上昇に伴う稲作等田植え時期の変化、水田

からの蒸発量の増大、飲料水等都市用水の需要増大等により、渇水リス

クは高まる恐れ、同じ外力でも温暖化時には安全度の低下が懸念

②水質面・生態系への影響

・暖冬等により冬期に表層の水温が高めに維持されることが一因となり、琵

琶湖北湖の水循環に影響を及ぼす現象が確認されるなど、今後、気候変

動に伴う水温変化による水源地の水循環や生態系の変化や、洪水頻発に

よる濁水の発生等による水質悪化が懸念

③地下水への影響

・地球温暖化に伴い２１世紀末の地球の平均海面水位が１８㎝～５９㎝上昇

することにより地下水の塩水化を進行させる可能性
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④高潮災害時のリスク

・台風の発生数は減るものの、強い台風が増加し、ゼロメートル地帯での高

潮災害の危険性、ひいては浸水被害による断水といったリスクが高まる

恐れ

（２）積み残された課題

①緊急時のリスク増大

・大規模地震発生の可能性の高まりによる地震時のリスク、施設の老朽化の

進行等による事故時のリスク、ライフラインへのテロ等犯罪による事件

時のリスク等緊急時のリスクの増大に対する今まで以上の危機管理の必

要性の高まり

②施設配置のあり方

・社会的要請に伴って順次整備されてきた施設が現時点で水系全体として見

、 。 、た場合 必ずしも望ましい配置となっていない 水道水の安全性の確保

河川正常流量の確保等から、水質の劣る流入支川等排水地点と浄水場の

取水地点の関係である取排水系統のあり方や、ダムのもつ治水・利水機

能の効率性の観点から機能再編が求めれる

③必要性の低い水の保有

・開発水量、水利権水量に未利用水量が相当程度存在する一方、新たな水資

源確保には様々な困難が生じることから、一度確保した開発水量や水利

権を保有し続けたいという利水者の意向などにより、その転用譲渡が進

んでいないこともある。結果として、必要性の低い水でも、保有し続け

ることとなるため、節水のインセンティブが働かず、渇水に対し脆弱な

構造。必要性の高い利水者に水利用が再配分されるように、利水者間の

より水利用配分の融通性を高めるしくみの構築による需要側のマネジメ

ントの強化

④負担と受益の関係の不一致

・渇水調整では、社会的な影響を極力回避する観点から、多くの地域で、取

水制限率の割り当てが水源の確保量ではなく、取水実績により水利用分

配。その結果として、水源手当をしてきた利水者の未利用水量が、水源

手当が追いつかない利水者へ融通。未利用水量が平常時に無償で放流さ

れたり、地域貢献の観点からダムの発電専用容量の水が渇水時に無償で

融通され、負担と受益の関係が対応せず、水源手当、節水のインセンテ
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ィブが働かない状況

⑤地下水に関わる課題

・地下水は土地に付随した私権という性格の制約上、地盤沈下対策から脱却

できておらず、表流水と一体となった総合的な地下水管理ができていな

いことや、地下駅の浮き上がり、渇水時における地下水取水量の増加に

対応した地盤沈下など新たな地下水障害の発生への対応

⑥国民生活の安全保障の観点からの水資源管理

・水資源は、国民の生命・健康及び経済活動の基礎となる最も重要な国土資

源のひとつ。国民生活の安全保障の観点から、水の総合的な統治機能の

強化が必要
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２．前記の課題に対応するため、以下の基本的な考え方で、総合的水資源マ

ネジメントを進めるべきでないか（前回の論点３）

（１）最も重要な国土資源のひとつである水資源に対し、国民生活の安全保障

の視点から、全ての国民が安全で安心な水の恵みが享受できる対応を基

本とすべきでないか

（２）量的な充足を優先する「水資源開発」を中心とする政策から、限られた

水資源を有効に利用する政策へ転換、需要キャッチアップ型からマネジ

メント型へ転換すべきでないか

（３）需要側および供給側の両面において、弾力的かつ効率的なマネジメント

が行われる仕組みを構築、需要側では、社会的な効用が最大となる需要

量の管理を目指し、負担に応じた受益が得られる仕組みの構築すべきで

ないか

（４）水利用のより一層の安定性確保の観点から、危機管理や、量と質を一体

的にとらえた視点を入れるべきでないか

（５）総合的水資源マネジメントを進める上で、ハード対策とソフト対策は相

まってはじめて効率よく機能するため、基本となるハード対策について

着実に整備すべきでないか

（６）気候変動という新たなリスクに対しては、変動を前提とする順応的な対

応など従来と異なるルールが求められるのではないか

（７）地下水は重要な水資源であり、水循環を構成する大きな要素であること

を踏まえた地表水と一体となった地下水資源マネジメントを推進すべき

でないか
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３．総合的水資源マネジメントの具体的な方策には、どういう方策が考えら

れるか（前回の論点２）

３．１気候変動によるリスクへの対応

（１）気候変動という新たなリスクに対する、順応的な対応としては、どうい

う方策が考えられるか

例えば、

・既存施設の弾力的な運用の通年化へ見直し、気候変動の影響を予測しなが

ら管理する体制づくり、長期的なスパンでの段階的な対応等

（２）どういう調査・研究を重点的に行うべきか

例えば、

・自然変動の形態、水の利用・管理の形態、需要面の変化を総合的に踏まえ

た気候変動の影響の予測

・施設計画論の確立等

（３）水質、生態系の影響への対応としては、どういう方策が考えれるか

例えば、

・水質障害やその要因への効果的な貯水池内水質改善対策

・データ蓄積、既存対策の効果検証、シミュレーションによる予測等

（４）高潮時のリスクへの対応としては、どういう方策が考えれるか

例えば、

、 、・ゼロメートルを抱える３大湾等において 上下水道施設の機能維持の検討

対策が必要な施設で耐水化対策、機能維持対策計画の立案等

（５）地下水の塩水化への対応としては、 どういう方策が考えれるか

例えば、

・海面上昇の予測、地下水塩水化への影響がどの程度あるか把握・検討、沿

岸自治体に注意喚起

・監視の強化
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３．２供給側の水資源マネジメント

（１）既存ストックの積極的な活用による合理的な供給

●まずは既存ストックが適切に効果を発現できるよう、維持補修等を計画的

に行う必要があるのではないか

●具体的方策はどうのよなものが考えられるか

例えば、

【平常時】

・ダム嵩上げ等ダム再開発による水資源利用容量の拡大

・ダム群を連結するダム群連携、ダム統合運用による効率的な供給

・設置当時の社会的要請に応じて整備されてきたものの、現時点で改めて

見ると必ずしも好ましい配置となっていないダム配置を機能再編により

効率的な供給

【渇水時】

・渇水時における水系内の利水者間の水融通、並びに水系間での広域的な

水融通

・異常渇水時の緊急避難措置におけるダム堆砂容量、発電専用ダムの死水

の活用等

●ダム等水資源開発施設のみならず、公共施設の地下利用、工場や家庭での

貯留、各種流通備蓄をどのように進めるべきか

（２）水利用の合理化（供給側）

●下水の再生水や雨水を利用する雑用水利用は、使用量の約１％程度である

が、水需給逼迫地域の需給ギャップを緩和。今後、省エネルギー推進の

観点からも雑用水利用を推進すべきではないか。

●雨水の利用は、平常時には水道水の使用量軽減に寄与するが、水道の給水

量を削減しなければならない渇水時に水道用水に依存する傾向にあるた

め、利用の形態によっては、渇水時において水道水の使用量の削減には

つながらない場合もある。雨水の雑用水利用の位置づけはどうあるべき

か。
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３．３需要側の水資源マネジメント

（１）経済原理の導入

●経済原理の導入により、節水インセンティブが働くとともに、水資源の合

理的な再配分化が進み、限られた水資源の有効利用が促進。また、必要な

水資源確保が促進され、公益性が増進される。このため、渇水調整で無償

の配分・融通が頻繁に行われるなど、公平性・公益性に欠ける程度の大き

い場合には、まず、負担に応じた受益の仕組みを構築するべきでないか。

さらに、公益性と無償性は論理必然的につながるものでないことことを踏

まえ、公平性・公益性を増進させうる範囲で金銭的インセンティブの導入

があるのではないか

（２）負担に応じた受益の得られるしくみの構築（渇水調整ルールの見直し）

●実績取水量に対する一律カットや用途別に取水制限率に差を設けたカット

などの取水制限は、負担に対し受益が得られない渇水調整（発電の無償

融通含め 。地域の実情、施設の整備状況、これまでの経緯を勘案する必）

、 、要があるが このやり方を当然のこととして継続していくことは公益性

公平性の観点から必ずしも好ましくないのではないか

開発水量に対する取水制限や貯金通帳方式による、負担に反映した渇水調

整方式について、水系毎の事情や過去の経緯を十分に踏まえつつ、見直

しについて地域において十分に議論がなされるべきでないか

●また、その際には、どういう点に留意する必要があるか

例えば、

・エンドユーザーへの負担と受益の関係の説明

・セーフティネットのしくみの構築等

●国は、負担と受益が得られるしくみを促進させる環境を整備するため、利

水者の同意・協力のもと、どのような方策が考えられるか

例えば、

・取水量、未利用水量等の実績の公表、負担反映調整方式のシミュレーショ

ンの公表、未利用水量の所有者に支払われるべき経済的対価の算出方法

の提示

・水利権に基づいて確保されている用水の一層の精査による余剰水回収の推

進
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（３）金銭的インセンティブの導入による水利用配分の融通性を高めるしくみ

（水バンク）

●水源について、リース、移転が可能となる制度についてどう考えるか

●金銭的インセンティブの導入の際、公益性、公平性についてどのように考

えるべきか

●金銭的インセンティブの導入においては、残存価額（現行）に水源を手放

す際のリスクを上乗せする価額までの範囲で取引できるようにしたらど

うか

●取引においては、水の公共財としての性格を踏まえつつ、利水者の優先順

位や配分の決定、適正価額が維持できるしくみとすべきか、上限価額の

範囲で利水者間に委ねるのか

●水バンクの役割は、利水者間の水源の取引の仲介や公平な立場の第３者機

関が買い取った容量内で料金を徴収して供給することと考えてよいか。

また、我が国で、水バンク制度は有効に機能すると考えられるか

（４）セーフティネットのしくみの構築

●どういうものが考えられるか

例えば

・互譲の精神

・利水者間で緊急時に円滑に融通できるしくみ

・公平な立場の第３者が水資源開発の容量を確保し、緊急時にこれらの利水

者へ供給できるしくみ

・流域の合意のうえ、河川維持流量から利水者への融通

（５）水利用の合理化（需要側）

●漏水防止のための導水・送水施設等老朽化施設の改築、工業用水の回収率

の一層の向上を推進するための方策として何があるか
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３．４水質に関わるリスクへの対応（取排水系統の再編等）

（１）水道原水には、急性毒性物質等や未解明物質などの混入により、健康・

生命に対するリスクが内在している。その対応として、水質の劣る排水

地点を取水地点の下流に変更、取水地点を水質の良好な、排水地点の上

流に変更するなどの取排水系統の再編、事業場からの排水や生活排水の

より適正な処理、浄水処理の高度化等の対応が考えられるが、リスクへ

のより高い対応を求める社会的な要請、河川の取排水の特性、費用対効

果等を踏まえつつ、今後、本川に流入する支川等からの原因物質を除去

しリスクを回避する取排水系統の再編、原因物質を低減しリスクを回避

するその他の方策について進めていくべきでないか

（２）取排水系統の再編を推進する場合には、どういう方策が考えられるか

例えば、

・積極的な事業推進に向け、モデル地域を選定し、関係者の連携のもとに、

実施箇所の状況に応じた課題解決に向けた検討

・費用対効果の面で、排水地点や取水地点の変更に伴う導水コストが大きい

ことから、直接的な効果だけでは、 が成立しない。間接的な効果としB/C
て、健康・生命に関わるリスク回避の効果、水質事故回避の効果、おい

しさの効果についての算定を確立、河川事業と利水事業等の共同事業制

度や既存施設の活用等の検討

・河川流量が減少する区間が生じる場合の水量・水質や水辺環境に与える影

響について精査、対応策を検討

・フルプランに水質面からみた水資源の課題・対応について記載することに

より、関係者の連携のもとに課題解決に向けた取組を実施。

３．５地震時・事故時・事件時等緊急時のリスクへの対応

（１）緊急時の機動的な水供給体制の確立

●どういう体制を確立すべきか

例えば、

・機動的に大規模な水供給できる専門的組織体制づくり（水バッグ、移動式

海水淡水化施設等）

・現地への派遣制度、緊急援助用資機材の備蓄

・企業や住民がボランティアとして参加しやすいインセンティブが働くよう

方策の検討

・広域的な水融通（緊急時原水連絡管 、水供給施設の２重化の推進）
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（２）アセットマネジメントによる施設の確実な機能確保

●施設を資産（アセット）と捉え、施設の耐用年数の到来等を踏まえつつ、

求められる機能やサービスを維持・達成できるよう、計画的に更新・修

繕を図るアセットマネジメントを推進するため、どういう方策が考えら

れるか

例えば

・アセットマネジメント計画作成

・ダム等大規模補修時に利水者に廉価に利用させる容量を有するダム等の

整備、公的第３機関が容量の確保等

３．６地下水資源マネジメントの推進

（１）地下水については、利用の影響を十分把握した上で、平常時の適切な利

用と緊急的な一時利用に分けて考え、地表水と地下水の適切な組み合わ

せを考えるべきでないか

（ ） 、 、２ 地下水については データが十分に整備されていない諸情報を規格化し

わかりやすい情報として管理するとともに、ある程度規模以上の地下水

取水を含め公表。モニタリングできる制度を確立すべきでないか

（３）常時使用しない地下水についても、緊急時の重要な水源として維持管理

するよう誘導する方策として、どういうものが考えられるか

（４）渇水時の地下水利用よって地盤沈下を起こす地域が、緊急時の水源とし

て利用する場合には、その影響を十分把握した上で、適正な保全と利用

を促進できるようにするためにはどういうものが考えられるか

（５）土地に付随した私権という性格と地下水のもつ公共性との関係をどのよ

うに考えるか
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４．総合的水資源マネジメントを推進するためには、どのような方策が考

えれれるか（前回の論点２）

（１）３．で検討した事項を総合的に推進するための制度的な枠組みを検討す

べきでないか、どのような内容を盛り込むべきか

（２）現行の水資源開発基本計画（フルプラン）に基づく水資源開発施設の完

成により基本的な需給バランスが確保された後には、気候変動等新たな

リスクに対応するため、フルプランに代わる総合的水資源マネジメント

のための計画が必要ではないか。また、当該計画にはどのような事項を

定めるべきか。

例えば

・次頁



- 14 -

資料２

総合的水資源マネジメントのための計画の構成（イメージ）
１．当該地域における水資源の現状と課題

（１）当該地域における水利用と水資源開発の経緯等

（２）当該地域における水の需給の現状

（３）当該地域における水資源の課題

２．当該地域における水資源総合管理の目標

（具体的記述内容のイメージ）

・安定的な水の利用の確保（需要と供給、利水安全度等）

・水資源開発施設の適切な維持管理と更新

・渇水時、災害・事故時における水の利用の確保

・水資源の水質の向上

・地下水の適切な保全と利用の確保

３．目標達成のため実施する施策に関する基本的事項

（１）水資源供給施設の整備及び管理に関する基本的事項

（具体的記述内容のイメージ）

・既存施設の改築等

・ダム群連携・再編

・水系内ダムの大規模維持管理の系統的な実施 等

（２）水資源供給の管理に関する基本的事項

（具体的記述内容のイメージ）

・ダム群の統合運用

・貯金通帳方式 等

（３）水需要の管理に関する基本的事項

（具体的記述内容のイメージ）

・水利権の転用の推進

・水利権の流動化の推進 等

（４）渇水時、災害・事故時における水利用の確保に関する基本的事項

（具体的記述内容のイメージ）

・渇水調整の基本方針

・渇水時に利水安全度が十分ではない利水者への対応（セーフティネット）

・異常渇水時、事故時における緊急的な水供給

（５）水資源の水質向上に関する基本的事項

（具体的記述内容のイメージ）

・取排水系統の再編

・ダム等における水質改善

（６）地下水の適切な保全及び利用に関する基本的事項

（具体的記述内容のイメージ）

・地下水の涵養

・地下水の適正採取

注）関係部局とは未調整


