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総合的水資源マネジメントの中間とりまとめ骨子案目次

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．総合的水資源マネジメントの基本的な考え方

２．１総合的水資源マネジメントとは

２．２総合的水資源マネジメントと進める上での基本的視点

（１）自然条件の変化への対応

（２）社会的な要請への対応

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

３．１．１．基本認識

３．１．２対応の方向

（１）基本的な考え方

（２）対応の方向

（３）具体的な対策（適応策）

３．２節水型社会の構築と安定した水資源の確保

３．２．１需要側・供給側の水資源マネジメント

（１）節水意識の高揚

（２）水利用の合理化

（３）既存ストックの積極的な活用による合理的な供給

３．２．２利水者の節水と合理的な水資源配分の推進

（１）渇水調整の見直し

（２）未利用水の転用促進

（３）渇水時の一時融通に対する費用負担の促進

３．３安全で良質な水資源確保

（１）総合的な水質改善

（２）安全な水質確保への対応

（３）取排水系統の再編を検討する場合に解決すべき検討項目

資料４
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３．４地震時・事故時・事件時等緊急時の水供給機能低下のリスクへの対応

（１）基本的な考え方

（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）リダンダンシーのある体制の確立

（４）緊急時の機動的な水供給体制の確立

（５）緊急備蓄の推進

３．５地表水と地下水が一体となったマネジメントの推進

（１）基本的な考え方

（２）緊急時の水源としての利用の推進

（３）地下水資源マネジメントの運用方策

（４）地下水資源マネジメントの社会的合意形成

３．６豊かな水環境の保全・創出

（１）生態系への配慮

（２）人と水との関わりの回復、水文化の保存

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

（３）上記計画で定める事項

資料４
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総合的水資源マネジメントの中間とりまとめ骨子案

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 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

（４）一方、温暖化による近年の少雨化により、施設の供給可能能力の低下も

発生している

１．２取り組むべき課題

・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に加

え、気候変動という新たな水利用上の不安定要素に対応し、水利用の安

定性・安全性を確保することが必要

（１）気候変動に伴う新たなリスク

①渇水リスク

・今後最新の知見に基づく再評価、地域毎の需要面まで含む検討が必要であ

るが、１００年後のＲＣＭモデル、ＧＣＭモデル等の計算結果では、年

降水量は増加傾向にあるものの、変動幅の増大により、少雨の季節（２

０年１～３位）における期間降水量が現在より少なくなる場合がかなり

の地域で生じる。

、 （ ） 、・ＲＣＭモデルでは 冬期 ２０年２位 は東日本から九州にかけての地域

春期（２０年１位、２位）は西日本中心の地域、夏期（２０年１位）は

東日本から九州にかけての地域で、ＧＣＭモデル（２０年１～３位）で

は、冬期、春期、夏期において約４割の地域で、現在より少雨が発生す

ることが予想され、水供給面へ影響。

・過去の渇水は、春期・夏期の期間降水量が著しく少雨（２０年１～３位）

の場合に発生。将来の渇水（計算）では、それに加え、温暖化により降

（ ）雪量が減少する冬期の期間降水量が著しく少雨の場合 ２０年１～３位

にも発生しており、１００年後の計算結果における、少雨の季節におけ
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る期間降水量が現在より少なくなる地域では、自然現象面（供給側）に

おいて、渇水リスクは高まると考えるのが妥当。

・水需要面では、水使用量の約７割を占める農業用水の利用形態・時期の変

化により、影響を受けることが予想される。積雪のある利根川流域の計

算結果では、水田からの蒸発量の増加と気温上昇に伴う稲作等田植え時

期の移動の両方を考慮すると、渇水の発生を高める方向に働く。他の地

域での検証が必要であるが、需要側の他の因子として、人口減少、少子

・高齢化、ライフスタイルの変化、企業立地動向等が考えられる。需要

面の影響を考慮した場合の渇水リスクについては、さらに検討が必要。

②水質面への影響

・水質面、生態系への影響については、未解明な部分がかなりあるが、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たが、今後、水源池の水

循環の低減や、植物プランクトンの増殖に伴う遺骸の増加による低層の

溶存酸素消費による重金属（鉄・マンガン ・栄養塩類の溶出、植物プラ）

ンクトンによる異臭味の発生、あるいは、洪水頻発による濁水の発生等

による水質悪化が懸念され、おいしい水への対策が必要

・さらに、気温上昇に伴う害虫増加に対する農薬使用量の増加による農薬の

流入量増大、大腸菌等の増加による感染症への影響のおそれ等安全面で

の影響も懸念される。

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

と予想されている。地域的な海面上昇は、大気の流れの数十年規模の変

動や黒潮の変動など自然要因の影響を強く受け精度よく見通しを立てる

のが難しいが、海面上昇の発生があった場合には、沿岸域における地下

水の塩水化を進行させるおそれ

④洪水時・高潮災害時の浸水による水供給機能低下のリスク

・降水量の増大による洪水・浸水被害の拡大や、台風の発生数は減るものの

強い台風の増加により、ゼロメートル地帯での高潮災害に伴う水供給機

能低下や断水のリスクが高まる恐れ

⑤生態系への影響

・冷水魚の分布域を減少させ、種の多様性の低下のおそれがあるとともに、

動物プランクトンや植物プランクトンの優占種の変化により、食物連鎖
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や生態系に影響を与えるおそれがある。

（２）積み残された課題

①震災時・事故時等緊急時の水供給機能低下のリスクへの対応

・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

時の水供給機能低下や断水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水資源の有効利用の促進

・近年のトレンドでは水需給ギャップの縮小が続く一方、温暖化による近年

、 、 、の少雨化により 施設の供給可能能力の低下も発生している中で 今後

地下水を含め、需給両面から、限られた水資源の有効利用を促進する観

点からの施策を推進することが重要。

ⅰ）供給面にける水資源の有効利用

・供給面では、治水・利水機能の再編など既存のストックを最大限活用しな

がら、効率的な供給を行った上で、必要な水資源施設による水資源確保

が求められる。

ⅱ）地下水の有効利用

・地下水対策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、地下水位の上昇による地下駅の浮き上がり、渇水時にお

ける一時的な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が必要

ⅲ）節水水意識が働きにくい構造

・渇水がかなり厳しくなり、利水者の厳しい取水制限が行われないと、給水

制限には至らないため、国民には節水意識が働きにくい。利水者におい

ても以下の点で節水意識が働きにくい。

・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、その転用が

円滑に進んでいない点が水資源の有効利用の観点から課題のひとつとな

っている。また、現在一般的に行われる転用の際の費用負担方法では、

未利用水量を保有する利水者に転用のインセンティブが働きにくい。さ

らに、利水者は投資に対する早期回収を図るため、節水のインセンティ

ブが働きにくい状況。
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・未利用水量が平常時に河川流況の改善目的に放流される場合がある。

・結果として、必要性の低い水は原則として河川に返すはずが、節水意識が

働かないまま、利用がされ続ける。節水と必要性の高い利水者に水利用

が合理的に再配分される仕組みの導入が必要

・渇水調整では、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、流域全体の安全度を図るものとして、水源手

当が追いつかない利水者へ無償で配分。また、渇水時に、地域貢献の観

点から、ダムの発電専用容量の水を含め利水者間で無償で一時融通され

るが、負担と受益の関係が一致せず、節水、水源手当のインセンティブ

が働きにくい状況。

・将来、水需給のバランスは確保されることになっているものの、建設中の

水資源開発施設において一時的に発生する未利用水に対する負担と受益

の関係の説明責任が求められている。

③安全で良質な水に対するより高いニーズ

・国民のおいしい水のニーズに加えて、最近の安全・安心への高まりや健康

志向の中で、安全で良質な水供給へのニーズがさらに増大しており、よ

り一層の対応が必要。一方、社会的要請に伴って順次整備されてきた施

設を現時点で水系全体として見た場合、水道水の安全性の確保、河川正

常流量の確保等の観点を踏まえ、排水の適正処理、浄水処理の高度化を

推進するとともに、取排水系統のあり方等の検討が求められる。

・流域における水質汚濁物質の経路等、水質に係る現状を把握・分析するこ

とが重要であり、水質に係る施策を検討するために必要な情報を流域の

視点から整理することが必要である。

④持続的な水活用社会と健全な水循環系の構築

・気象の変化、都市への急激な人口・産業集中、産業構造の変化、多少費型

社会への変化、経済の効率性重視、少子高齢化・過疎化、国民ニーズの

多様化を背景として、通常時の河川流量低下、渇水の頻発、都市型水害

の多発、水質汚濁の進行、生態系への悪影響、親水機能の低下、水文化

の喪失等、水循環系にかかる問題が顕在化。今後、社会の発展と生態系

が共存可能な、持続的な水活用社会と健全な水循環系を構築することが

今後の目標。
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２．総合的水資源マネジメントの基本的な考え方

２．１総合的水資源マネジメントとは

・ 持続的な水活用社会と健全な水循環系の構築」を理念とし、全ての国民「

が安全で安心な、潤いのある水の恵みを享受できるよう、生態系のため

の豊かな水環境に配慮しつつ、次の総合的マネジメントを行うこと。

・循環している水を社会活動を営むための水資源として、量と質を確保する

ために利用・制御すること

・社会活動の各目的間の緊密な連携・調整により、最適な水資源配分を行う

こと。

「健全化」とは

流域を中心とする一連の水の流れの課程において、人間の営みと環境の保

全に果たす水の機能が適切なバランスのもとに確保されるいる状態

２．２総合的水資源マネジメントを進める上での基本的視点

（１）自然条件の変化への対応

・気候変動という新たなリスクに対しては、取り組みが必要な基本的なリス

クととらえ、早い段階から従来とは異なる順応的対応を実施。

（２）社会的な要請への対応

①危機管理の視点からのマネジメント

・国民の生命・健康に関わる水資源に対し、国民の安全保障の視点から、大

規模な渇水や震災・事故時等においても、国民への影響を最小化させる

ための危機管理の視点を取り入れたマネジメントを実施し、水利用のよ

り一層の安定化を図る。

②質を重視する視点からのマネジメント

・質が人の生命・健康、おいしさや、人と水との関わり、生物の生存基盤等

に大きな影響を及ぼすことを踏まえ、これまで取り組みの中心であった

量の面のみならず、質の面をこれまで以上に重視する、量と質を一体的

にとらえた視点を取り入れたマネジメントを実施。
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③水資源の有効利用の観点からのマネジメント

・水資源の有効利用の観点から需給両面から施策を推進。需要面では、節水

型社会の構築をより一層進め、社会構造そのものから対応を図るととも

に、供給面では、既存ストックの最大限の活用を図った上で、必要な水

資源確保を図る。また、地表水と地下水が一体となったマネジメントを

行う。

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

３．１．１基本認識

・我が国の水資源は、国土が急峻で流路が短いという地形的特性や降雨が台

風などの一定の時期に集中している気候的特性から、地域的にも季節的に

も偏在し、自然現象や水利用等の社会条件に左右される、有限かつ脆弱な

国土資源。

・地球温暖化に起因する気候変動は、降雨特性などにさらに偏在性を与える

ことになり、人類の生存基盤を揺るがす新たなリスク。温暖化の緩和策に

は限界があり、気候変動による影響への適応策が不可欠。

３．１．２対応の方向

（１）基本的な考え方

・自然現象面、需要面の変動が大きくなるので従来の手法のように、過去の

。データをもとに目標値が固定的に設定される施設計画等では対応できない

将来の変動を前提として、変動に対し必要な適応策を講じていく順応的な

対応を早い段階から長期的な視点に立ち実施。

（２）対応の方向

・地球温暖化への緩和策と適応策は車の両輪。節水型社会の構築は、適応策

のみならず、上下水道処理のエネルギーを削減し、ＣＯ２の削減等に寄与

する緩和策でもあり、重要な柱。

ＩＰＣＣ第５次報告書へ向けた調査・研究動向を踏まえつつ、調査・研究を

充実し、変動を前提として、ＩＰＣＣ第５次報告書が発表される段階等新

たな知見が得られる毎に影響の再評価、これに基づく定量的な目標設定と

適応策の提案、適応策の実施を行う順応的な対応を実施。
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・渇水リスクのみならず、水質、生態系や地下水、水循環への影響、高潮時

のリスクへの対応が不可欠。

・総合的水資源マネジメントの推進により対応。

（３）具体的な対策（適応策）

①節水型社会に向けた需要マネジメント

・節水意識の高揚、水利用の合理化、負担に応じた受益の得られる仕組み

②水資源の有効利用を図る供給マネジメント

・既存ストックの積極的な活用による合理的な供給（後述）

・管理面における順応的な対応（施設の弾力的な運用を年間を通じて実施、

気象を予測しながら管理）

③調査・研究の充実

・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、それを踏まえた施設計画の策定

④水質の影響への対応

・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

・要因への効果的な貯水池内水質改善対策

⑤洪水時・高潮時の浸水による水供給機能低下のリスクへの対応

・ゼロメートル地帯を抱える３大湾等において、シミュレーションによる影

響予測、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

⑥地下水の塩水化への対応

・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

⑦生態系の影響への対応

・生態系の影響について、調査・研究、モニタリングの推進

⑧総合的な水資源マネジメントの各種施策



- 10 -

資料４

３．２節水型社会の構築と安定した水資源確保

３．２．１需要側・供給側の水資源マネジメント

・需要マネジメントによる節水型社会の構築と供給マネジメントによる安定

した水資源確保は、水利用の安定化を図る車の両輪。有限な水資源の有

効活用の観点から、需要面における節水意識の高揚、水利用の合理化、

。供給面における既存ストックの積極的活用による合理的な供給を進める

・さらに、需要面において、利水者の節水や利水者間の水源の円滑な移転に

よる合理的な水資源配分を進め、有限希少かつ脆弱な水資源の有効利用

を促進するとともに、利水者の自発的な水源確保を促進させるため、各

水系において、地域の実情等を踏まえつつ、負担に応じた適切な受益が

。 、得られる仕組みの導入について検討を進めていくべきである この結果

最終利用者（エンドユーザー）の水利用の安定性向上や費用負担の公平

性が進み、最終利用者の公益性が増進。

（１）節水意識の高揚

・家庭内において、トイレ、電気洗濯機、食器洗い乾燥機等節水型水使用

機器の普及が省エネ意識の高揚と相まって、進展している。社会構造そ

のものから国民の節水意識が働くようにしていくことが不可欠であり、

国民や、節水型水使用機器を開発する企業まで含めてインセンティブが

働く各施策を講じて行く必要がある。

（２）水利用の合理化

①漏水防止対策、再利用率の向上

。 、・漏水防止のための導水・送水施設等老朽化施設を計画的に改築 農業用水

工業用水の再利用率の一層の向上を推進するための施策について検討を

進める。

②雑用水利用の推進

・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、下水の再生水は、渇水時においても水資源開発施設の代替水源とな

るとともに、雨水の利用は、平常時の水道水使用水量軽減への寄与によ

り水資源開発施設の貯留量を温存する効果がある。

・雑用水利用は、水需給逼迫地域の需給ギャップを緩和する有効な方策。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る。

・なお、雑用水利用の推進は、取水量の低減による希釈量の向上に寄与する

ため、安定した水資源の確保のみならず、安全な水質確保への対応策と
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しても有効である。

（３）既存ストックの積極的な活用による合理的な供給

・供給側においては、限られた水資源を有効に利用する観点から、既存スト

ックを積極的に活用。活用に当たっては、まずは、既存ストックののも

、 。つ能力を最大限発揮できるよう 維持補修等を計画的に行う必要がある

その上で、さらに既存ストックの能力を向上させる方策等を検討・実施

すべき。

①平常時対策

・大規模な堆砂除去等、アセットマネジメントの確立

・ダム嵩上げ等ダム再開発による水資源利用容量の拡大

・ダム群連携、ダム統合運用による効率的な供給

・ダムの容量再編による効率的な供給

②渇水時対策

・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

３．２・２利水者の節水と合理的な水資源配分の促進

（１）渇水調整の見直し

・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、無

償の配分が頻繁に行われる場合は、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。

・節水や自発的な水源手当のインセンティブが働く、負担に応じた適切な受益

が得られる渇水調整ルールについて、負担と受益の関係、ルールの得失が適

切に説明されることなどにより、見直しについて、地域において十分に議論

がなされ、早期に地域の課題が共有されるべきである。ただし、水利秩序が

長い時間をかけて地域の合意を形成しつつできあがっていること、利水安全

度等水系毎の実状や過去の経緯を十分に踏まえる必要がある。

・国においては、利水者の節水と合理的な水資源配分が促進する方策を検討す

べき。また、当面、以下の施策について実施すべき。
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ルールの導入

開発水量に応じた取水制限による渇水調整や節水がフィードバックされる渇

水調整の導入

・負担をした開発水量が自らにフィードバックされる方式及び、節水分を自ら

利用できる貯留量管理を組み込んだ方式の導入について検討

（２）未利用水の転用促進

・未利用水の転用にあたっては、利水者間で弾力的な調整ができるように、現

行の費用負担のもととなる当時の建設費用に加え、現時点の同じ開発水量を

得る場合の建設費、耐用年数、近年の気象変動による施設の実力低下、水源

対策費等を考慮する等未利用水の転用の費用負担の考え方の検討

（３）渇水時の一時融通に対する費用負担の促進

・費用負担に対する利水者の理解を進め、負担と受益の関係が適切となるよう

に、費用負担の考え方について一定のルール作りの検討

３．３安全で良質な水資源の確保

（１）総合的な水質改善の推進

・水道の原水である、湖沼・貯水池等や河川に対し、総合的な水質改善によ

り、安全で良質な水資源の確保を推進する。とりわけ、湖沼・貯水池等の

閉鎖水域である水源池では、流入する汚濁物質を蓄積し、水質改善が難し

い状況であるため、流域が一体となった総合的な水質改善について長期に

わたる持続的な取り組みをさらに進めていく。底泥浚渫、水質浄化、降雨

初期の汚濁負荷の流入削減対策のほか、流域における下水道整備や高度処

理の推進、工場、事業場の排水規制などの点源対策のほか、農地の適正施

肥、森林の適切な管理等総合的な施策を推進。

（２）安全な水質確保への対応

・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可能性がある。その対応として、これ

、 、まで取り組まれてきた 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、モニタリング等の対応を進めることにより、リスク

を適正にマネジメントしていくべき。

・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、原因物質を低減しリスクを回避する、

排水の適正処理、浄水処理の高度化等を推進するとともに、必要に応じ

て、本川に流入する支川等からの原因物質を取水地点の先に経由させリ
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スクを回避するための取排水系統の再編を、対応策のひとつとして検討

する。

・地震時等施設損壊に伴う浄水・下水処理等の機能低下に備え、施設の耐震

化、施設のネットワーク化、バックアップ施設の設置、合流式下水道の

改善対策の推進のほか、被災地点で発生した汚染物質や有害物質のリス

、 、クが下流側に伝播する場合 水質が悪化した河川水を取水しないように

多様な水源の活用、関係機関による情報連絡体制の強化、取排水系統の

再編等による対応が考えられること等も踏まえ、緊急時のあり方の観点

も含めて今後の対応策を検討する。

・フルプランのような流域全体の水資源計画において、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）取排水系統の再編を検討する場合に解決すべき検討項目

・モデル地域を選定し、関係者の連携のもとに、モデル地域の状況に応じた

課題解決に向け、以下の事項を検討

・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なく間接的な効果として、生命・健康に

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

ての算定手法を検討。

・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・生態系に

与える影響について精査、対応策を検討

３．４地震時・事故時・事件時等緊急時の水供給機能低下のリスクへの対応

（１）基本的な考え方

・大規模渇水に加え、大規模地震発生の可能性の高まりによる地震時、施設

の老朽化の進行等による事故時、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水供給機能低下や断水のリスクの増大に対し、

ハード・ソフト両面から、不測の事態に備えた危機管理対策を実施

（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以下の施策を通じ推進
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・アセットマネジメント計画作成（CO2の削減にも配慮）

。 、・ダム等に大規模補修を効率的に実施するための容量の確保 さらに今後

この目的を含む多目的な用途のための容量の公的第３者機関等による確

保の検討 等

（３）リダンダンシーのある体制の確立

・広域的な水融通（緊急時原水連絡管 、用途間の広域的な連携、水供給施）

設の２重化、旧施設などのバックアップ施設としての有効利用等、水源

の多重化・ネットワーク化

（４）緊急時の機動的な水供給体制の確立

・水の危機的な不足する地域へ、水を輸送・供給可能な以下の方策を推進

・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

な方策の検討

・緊急的な広域水融通等の調整等に国の関与

（５）緊急備蓄の推進

・ダム等水資源開発施設のみならず、公共施設の地下空間利用、工場や家庭

での貯留、各種流通備蓄等多様な緊急備蓄を新しい全国総合水資源計画

の中に考え方の提示する等により推進

３．５地表水と地下水が一体となったマネジメントの推進

（１）基本的な考え方

・地下水については、重要な水資源であり、水循環系の構成要素であること

を踏まえ、地下水利用の影響を十分把握した上で、平常時の利用と緊急

、 、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により

量と質両面から、持続的な地下水資源の適正な利用のもとに、水資源の

有効利用を進める。

・水の循環の場である流域における、貯留浸透、涵養能力の保全・回復増進

、 。等 流域の視点を入れた総合的な水資源マネジメントによる対応を行う

（２）緊急時の水源としての利用の推進

・渇水時の地下水利用に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、目標地下水位の設
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定、観測、数値シミュレーションによる評価により、地下水収支バラン

スが保たれる範囲内で、適正な利用を促進する。

・常時使用しない地下水を緊急時の重要な水源として利用する場合には、維

持管理により機能が確保できるように、位置付けを行う、緊急時の計画

の策定を誘導

（３）地下水資源マネジメントの運用方策

・マネジメントに必要なデータが十分に活用されるよう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

る。

（４）地下水資源マネジメントの社会的合意形成

・土地に付随した私権という性格を持つ地下水に対し、地下水が水循環を構

成する重要な要素であるという観点から、地下水の公共性を推進するこ

とが必要。このため、モニタリング制度の確立、流域や地域で策定され

る健全な水循環計画での位置づけを促進

３．６ 豊かな水環境の保全・創出

（１）生態系への配慮

・水資源は生物の生存基盤であり、人間の生命・健康のみならず、生態系に

も配慮しつつ、河川・水路等の維持流量、環境用水の確保、水辺の保全

・整備、水質改善等、適正な量と質の確保を図ることにより、豊かな水

環境の保全・創出が必要である。

（２）人と水との関わりの回復、水文化の保存

・水質改善、河川や湖沼等における親水機能の向上、湧水の回復等により、

人と水との関わりの回復、水文化の保存を図る。
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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

・従来の水資源開発中心とする需要キャッチアップのための制度的枠組みか

ら、水資源のマネジメントへの転換と、マネジメントを総合的に推進す

るための、制度的な枠組みを検討すべき。

（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

・現在、人口の急激な増大と集中、産業の著しい発展を背景として、水需要

が急増する地域に対し、安定した水供給の確保と水系における総合的な

開発及び利用の合理化を目的にフルプランが策定されている。フルプラ

ンでは、水の用途別の需要の見通し及び供給の目標、供給の目標を達成

するために必要な施設等が記載され、利水者、関係者の合意形成がなさ

れ、公表もされる。今後、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。

（３）上記計画で定める事項

、 、 、 、・当該計画には 水資源施設の整備と管理 水需給の管理 緊急時への対応

水質、地下水に関わる事項等を定めるべき。計画策定プロセスを通じて

渇水調整の見直しなど関係者間での十分な議論が望まれる。
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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）
注）関係部局とは未調整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

・節水の推進 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

・異常渇水時、事故時における緊急的な水供給 等

（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）

・排水の適正処理の推進

・浄水処理の高度化の推進

・取排水系統の再編 等

（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 等

（７）水循環系の健全化に関する基本的事項

・流域の貯留浸透、涵養能力の保全・回復増進等




