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第12章　平成16年度の水資源をめぐる動き

12―1 平成16年度における主な話題

（ 1 ）水資源政策の政策評価について

国土交通省水資源部は，平成16～17年度に，「国土交通省政策評価基本計画」に基づく国土

交通省の政策評価の一環として，「水資源政策―水資源計画のあり方―」をテーマとする水資

源政策に関するプログラム評価（政策レビュー）を実施ししている。本件プログラム評価（政

策レビュー）は，水資源計画をはじめとする水資源政策が果たしてきた役割，効果等について，

必要性，有効性，効率性の観点から総合的に評価を行い，その評価を踏まえつつ，さらに，今

後の我が国の水資源政策のあり方について検討を行うとされている。

これを実施するにあたり，専門的な学識経験等に基づく助言を頂くため，水文・水資源，河

川工学，法律，環境，地方行政，マスコミ，国際関係の学識経験者等からなる「水資源政策の

政策評価に関する検討委員会」を設置した。委員会のメンバーは以下の通り。

委員 飯村　　修　　社団法人日本鉄鋼連盟環境・エネルギー政策委員会副委員長

（住友金属工業株式会社専務執行役員）

〃 大久保規子　　大阪大学大学院法学研究科教授

〃 岡田　光正　　広島大学理事・副学長（社会連携・研究担当）

〃 沖　　大幹　　東京大学生産技術研究所助教授

〃 鈴木　公平　　豊田市長

〃 滝沢　　智　　東京大学大学院工学系研究科助教授

座長　 〃　 月尾　嘉男　　東京大学名誉教授

〃 中川　　一　　京都大学防災研究所災害観測実験センター教授

〃 長岡　　裕　　武蔵工業大学工学部助教授

〃 真野　響子　　女優

〃 水谷　正一　　宇都宮大学農業環境工学教授

〃 森野　美徳　　都市ジャーナリスト

〃 吉田　恒昭　　東京大学新領域創成科学研究科教授

（五十音順，敬称略）
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これまで（平成17年 6 月で時点）で 4 回の会議が開催されており，各回の主な議題は以下の

通りである。

（参考 水資源部HP（http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/m_evaluation/evaluation01.html））

議題

第一回　水資源に関する世界の現状，日本の現状，将来の水需給に影響しうる要因

第二回　これまでの日本の水資源政策

第三回　水資源計画について

第四回　水需給の安定性について

（ 2 ）近年全部変更を行った水資源開発基本計画の概要

平成12年12月にまとめられた「水資源開発審議会調査企画部会報告」を踏まえ，近年の経済

社会情勢や少雨化傾向等の変化に対応するため，水資源開発基本計画における水の用途別需要

の見通しとそれに対する供給目標等の見直しを行ってきている。これまでに，平成14年 2 月の

吉野川水系における水資源開発基本計画の全部変更に続き，次の 2 つの水系における水資源開

発基本計画の全部変更を行ってきたところである。

ア 「木曽川水系における水資源開発基本計画」（平成16年 6 月15日大臣決定）

a 概要

（1）目標年度：平成27年度（前計画：昭和61年度～平成12年度）

（2）対象地域：木曽川水系に各種用水を依存している長野県､岐阜県､愛知県及び三重県の

諸地域

（3）需要想定（都市用水）：約94 ／s（平成12年度）⇒約69 ／s（平成27年度）

（4）施設整備：徳山ダム建設事業（継続）及び愛知用水二期事業（継続）〈計 2 事業〉

b 特徴

（1）近年の実績等を踏まえ，都市用水の需要想定を下方修正

（2）安定的な水の利用を可能にするための対応

①　近年の流況を踏まえ，安定的に供給することを目標として設定

供給が可能と見込まれる都市用水の水量は，計画当時の流況を基にすれば約113 ／s

であるが，近年の20年に 2 番目の渇水時の流況を基にすれば約77 ／sとなる。
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②　ハードとソフトの両面からの対応

安定的な水の利用を可能とするため，前述の供給施設の整備を行うほか，節水や再利

用等による水利用の合理化を図る。

イ 「筑後川水系における水資源開発基本計画」（平成17年 4 月15日大臣決定）

a 概要

（1）目標年度：平成27年度（前計画：昭和61年度～平成12年度）

（2）対象地域：筑後川水系に各種用水を依存している福岡県､佐賀県､熊本県及び大分県の

諸地域

（3）需要想定：

①　都市用水：約17 ／s （平成12年度）⇒約10 ／s（平成27年度）

② 農業用水（筑後川下流土地改良事業の場合）：約 0.6 ／s（平成12年度）⇒ 約0.1

／s（平成27年度）

（4）施設整備：福岡導水事業（継続），大山ダム建設事業（継続），佐賀導水事業（継続），

筑後川下流土地改良事業（継続），小石原川ダム建設事業（継続），両筑平野用水二期事

業（改築事業） 〈計 6 事業〉

b 特徴

（1）近年の実状等に合わせ，次期計画の対象地域における都市用水の需要想定を下方修正

（2）安定的な水の利用を可能にするための対応

① 近年の降雨状況等による流況の変化を踏まえ，安定的に水を供給することを目標に

設定

都市用水の供給可能水量は，近年の20年に 2 番目の規模の渇水時における流況を基

にすれば約11.0 ／s。計画当時の流況を基にすれば，約13.4 ／s。

②　ハードとソフトの両面からの施策の実施

安定的な水の利用を可能とするため，前述の供給施設の整備を行うほか，節水や再

利用等による水利用の合理化を図る。

（ 3 ）水源地整備計画の決定及び変更

平成16年度においては，五ヶ山ダム（福岡県・那珂川水系那珂川），当別ダム（北海道・石

狩川水系当別川），南摩ダム（栃木県・利根川水系南摩川），椛川ダム（香川県・香東川水系椛
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川），及び伊良原ダム（福岡県・祓川水系祓川）の 5 ダムについて水源地域の指定と水源地域

整備計画の決定を行った。また，嘉瀬川ダム（佐賀県・嘉瀬川水系嘉瀬川）の水源地域整備計

画を変更した。

ア．石狩川水系当別川当別ダムに係る水源地域整備計画の概要

i 整備計画作成の意義

当別ダムは，石狩川水系当別川の北海道石狩郡当別町字青山に，洪水調節，流水の正常な機

能の維持，かんがい用水の供給及び水道用水の供給を目的として建設される多目的ダムである。

この計画は，本ダムの建設により総面積約760ヘクタール（うち農地面積約350ヘクタール），

住宅54戸が水没することになるため，その周辺地域の生産機能又は生活環境に及ぼす影響を緩

和し，関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として，本ダムに係る水源地域及

び水源地域外の北海道石狩郡当別町の一部の地域において生活環境，産業基盤等を計画的に整

備しようとするものである。

ii 事業の概要

①道路の整備に関する事業

② 農業（畜産業を含む。），林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関

する事業

③ 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財（考古資料その他学術上価

値の高い歴史資料に限る。）の保存及び活用のための施設の整備に関する事業

④　し尿処理施設の整備に関する事業

iii 予定工期

おおむね平成16年度から平成24年度までを目途とし，弾力的に執行するものとする。

iv 経費の概算額　　約 5 億円

イ．那珂川水系那珂川五ヶ山ダムに係る水源地域整備計画の概要

i 整備計画作成の意義

五ヶ山ダムは，那珂川水系那珂川の福岡県筑紫郡那珂川町大字五ヶ山に，洪水調節，流水の

正常な機能の維持，水道用水の供給及び異常渇水時等の緊急水補給を目的として建設される多



目的ダムである。

この計画は，本ダムの建設により総面積約140ヘクタール（うち農地面積約24ヘクタール），

住宅45戸が水没することになるため，その周辺地域の生産機能又は生活環境に及ぼす影響を緩

和し，関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として，本ダムに係る水源地域及

び水源地域外の福岡県筑紫郡那珂川町及び佐賀県神埼（かんざき）郡東脊振（ひがしせふり）

村の一部の地域において，生活環境，産業基盤等を計画的に整備しようとするものである。

ii 事業の概要

①　土地改良事業

②　治山事業

③　道路の整備に関する事業

④　下水道の整備に関する事業

⑤　林道の整備に関する事業

⑥ 農業（畜産業を含む。），林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関

する事業

⑦ 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財（考古資料その他学術上価

値の高い歴史資料に限る。）の保存及び活用のための施設の整備に関する事業

⑧　スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業

⑨　有線放送電話業務の用に供する施設又は無線電話の整備に関する事業

⑩　消防施設の整備に関する事業

iii 予定工期

おおむね平成16年度から平成22年度までを目途とし，弾力的に執行するものとする。

iv 経費の概算額　　約106億円

ウ．南摩ダムに係る水源地域整備計画の概要

i 整備計画作成の意義

南摩ダムは，栃木県鹿沼市上南摩町に，洪水調節，流水の正常な機能の維持及び水道用水の

供給を目的として建設される多目的ダムである。この計画は，本ダムの建設により総面積約

375ヘクタール（うち農地面積約46ヘクタール），住宅76戸が水没することになるため，その周

辺地域の生産機能又は生活環境に及ぼす影響を緩和し，関係住民の生活の安定と福祉の向上を
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図ることを目的として，本ダムに係る水源地域（鹿沼市上南摩町及び西沢町）において，生活

環境，産業基盤等を計画的に整備しようとするものである。

ii 事業の概要

①　土地改良事業

②　治水事業

③　道路の整備に関する事業

④　簡易水道の整備に関する事業

⑤　下水道の整備に関する事業

⑥　義務教育施設の整備に関する事業

⑦　林道の整備に関する事業

⑧　造林の事業

⑨ 農業（畜産業を含む。），林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関

する事業

⑩ 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財（考古資料その他学術上価

値の高い歴史資料に限る。）の保存及び活用のための施設の整備に関する事業

⑪　スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業

⑫　保育所，児童館又は児童遊園の整備に関する事業

⑬　消防施設の整備に関する事業

⑭　し尿処理施設の整備に関する事業

iii 予定工期

おおむね平成16年度から平成22年度までを目途とし，弾力的に執行するものとする。

iv 経費の概算額　　約143億円

エ．椛川ダムに係る水源地域整備計画の概要

i 整備計画作成の意義

椛川ダムは，香川県香川郡塩江町大字安原上東に，洪水調節，流水の正常な機能の維持，水

道用水の供給及び異常渇水時等の緊急水の補給を目的として建設される多目的ダムである。こ

の計画は，本ダムの建設により総面積約38ヘクタール（うち農地面積約 5 ヘクタール），住宅

20戸が水没することになるため，その周辺地域の生産機能又は生活環境に及ぼす影響を緩和し，



関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として，本ダムに係る水源地域（塩江町

大字安原上東）において，生活環境，産業基盤等を計画的に整備しようとするものである。

ii 事業の概要

①　土地改良事業

②　治水事業

③　道路の整備に関する事業

④　公営住宅の整備に関する事業

⑤　林道の整備に関する事業

⑥ 農業（畜産業を含む。），林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関

する事業

⑦ 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財（考古資料その他学術上価

値の高い歴史資料に限る。）の保存及び活用のための施設の整備に関する事業

⑧ スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業

⑨　消防施設の整備に関する事業

⑩　し尿処理施設の整備に関する事業

iii 予定工期

おおむね平成16年度から平成29年度までを目途とし，弾力的に執行するものとする。

iv 経費の概算額　　約37億円

オ．伊良原ダムに係る水源地域整備計画の概要

i 整備計画作成の意義

伊良原ダムは，福岡県京都郡犀川町大字下伊良原に，洪水調節，流水の正常な機能の維持及

び水道用水の供給を目的として建設される多目的ダムである。この計画は，本ダムの建設によ

り総面積約141ヘクタール（うち農地面積約49ヘクタール），住宅86戸が水没することになるた

め，その周辺地域の生産機能又は生活環境に及ぼす影響を緩和し，関係住民の生活の安定と福

祉の向上を図ることを目的として，本ダムに係る水源地域（犀川町大字上伊良原及び大字下伊

良原）及び水源地域外の福岡県行橋市等の一部の地域において，生活環境，産業基盤等を計画

的に整備しようとするものである。
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ii 事業の概要

①　土地改良事業

②　道路の整備に関する事業

③　義務教育施設の整備に関する事業

④　公営住宅の整備に関する事業

⑤ 農業（畜産業を含む。），林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関

する事業

⑥ 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財（考古資料その他学術上価

値の高い歴史資料に限る。）の保存及び活用のための施設の整備に関する事業

⑦　スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業

⑧ 老人デイサービスセンター，老人福祉センター又は老人福祉法（昭和38年法律第133号）

第 5 条の 2 第 3 項に規定する便宜を供与し，あわせて高齢者の居住の用に供するための施

設の整備に関する事業

⑨　消防施設の整備に関する事業

⑩　し尿処理施設の整備に関する事業

iii 予定工期

おおむね平成17年度から平成22年度までを目途とし，弾力的に執行するものとする。

iv 経費の概算額　　約54億円

カ．嘉瀬川水系嘉瀬川嘉瀬川ダムに係る水源地域整備計画（変更）

i 整備計画作成の意義

嘉瀬川ダムは，嘉瀬川水系嘉瀬川の佐賀県佐賀郡富士町のうち大字小副川地区及び大字畑瀬

地区に，洪水調節，流水の正常な機能の維持，かんがい用水，水道用水及び工業用水の供給並

びに発電を目的として建設される多目的ダムである。

この計画は，本ダムの建設により総面積310 ヘクタール（うち農地面積106ヘクタール），住

宅160戸が水没することになるため，その周辺地域の生産機能又は生活環境に及ぼす影響を緩

和し，関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として，本ダムに係る水源地域及

び水源地域外の佐賀県佐賀郡富士町の一部の地域において，生活環境，産業基盤等を計画的に

整備しようとするものである。



ii 計画の変更内容

当初計画（平成 4 年告示）から，整備計画の事業内容（林道整備事業，スポーツ・レクレー

ション施設整備事業の事業量），及び予定工期，経費の概算額について変更した。また，ダム

の建設目的に新たに発電が加わったこともあわせて記載している。

iii 予定工期

おおむね平成 5 年度から平成23年度までを目途とし，弾力的に執行するものとする。

iv 経費の概算額　　約332億円

12―2 水資源関係予算等の概要

（ 1 ）水資源関係予算

平成17年度の国における水資源関係予算は表12―2―1に示すとおりである。

ア　生活用水の確保

水道水源開発等施設整備費中の主な事項としては，水道水源開発施設整備費171億88百万円

及び水道広域化施設整備費267億10百万円等が計上（厚生労働省計上分）された。

イ　工業用水の確保

工業用水道事業費中の主な事項としては，工業用水道事業費補助47億49百万円，工業用水道

事業調査費57百万円等が計上された。

ウ　農業用水の確保

水稲や野菜・果樹等の生育等に必要な農業用水の安定的確保のため，かんがい排水事業費と

して2,349億36百万円が計上された。

エ　水資源開発の推進等

長期的な水需給対策として，水資源開発基本計画調査費88百万円，水資源計画の策定に要す

る経費141百万円が計上された。

また，造水促進対策として，ハイブリッド型の海水淡水化技術，産業廃水の処理技術等の開

発等を含め 4 億63百万円が計上された。

さらに，河川総合開発事業として，治水対策と併せて水資源の確保等に資する多目的ダム，

河口堰，流況調整河川の整備等に対し，2,679億49百万円が計上された。

オ　水資源の有効利用の推進
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水資源の有効利用の推進のため21百万円が計上された。

（ 2 ）財政投融資・税制措置

平成17年度の財政投融資対象機関の水資源関係財政投融資額は，当初計画において687億円

となっている。

内訳は，国営土地改良事業特別会計355億円，緑資源機構82億円，水資源機構250億円となっ

ている。

このほか，水資源の有効利用推進のため，日本政策投資銀行等による低利融資のほか，雑用

表12－ 2 － 1 水資源関係予算の概要

（単位：千円）

項　　　　目

1．生活用水の確保
水道水源開発等整備費補助
簡易水道等施設整備費補助

2．工業用水の確保
工業用水道事業費

3．農業用水の確保
かんがい排水事業費

4．水資源開発の推進等
造水促進対策
水需給動態調査他
河川総合開発事業

5．水資源の有効利用の推進
雑用水利用促進等調査他

6．水源・水質の保全
農業集落排水事業
汚濁処理普及対策助成金
治山事業費他
下水道事業
汚水処理施設整備交付金
排水処理施設等整備費補助
汚濁処理施設整備他交付金
水質汚濁防止対策経費

7．地下水利用の適正化
農業用地下水調査等
地下水利用適正化等調査
地下水対策経費
地盤沈下対策推進費

8．水源地域対策の推進
水源地域対策推進経費他

事業省庁名

厚生労働省
厚生労働省

経済産業省

農林水産省

経済産業省
国土交通省
国土交通省

国土交通省

農林水産省
農林水産省
林野庁
国土交通省
国土交通省
環境省
環境省
環境省

農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

国土交通省

2004年度
当初予算

133,138,000
96,479,772
36,658,228

5,621,000
5,621,000

228,474,603
228,474,603

271,047,486
930,338
303,148

269,814,000

28,256
28,256

1,282,984,755
62,400,000

－
317,194,000
874,880,000

－
25,659,246

－
2,851,509

217,664
81,100
41,334
45,175
50,055

110,217
110,217

2005年度
当初予算

123,286,000
88,463,026
34,822,974

4,806,000
4,806,000

234,936,000
234,936,000

268,711,950
462,711
300,239

267,949,000

20,588
20,588

1,165,617,674
42,200,000
10,000,000
307,968,000
798,119,000
30,000,000
15,929,023
11,428,125
1,401,651

168,539
70,600
41,228
45,743
10,968

106,742
106,742

対前年度
増△減比

△7.4
△8.3
△5.0

△14.5
△14.5

2.8
2.8

△0.9
△50.3
△1.0
△0.7

△27.1
△27.1

△9.1
△32.4
皆増
△2.9
△8.8
皆増
△37.9
皆増
△50.8

△22.6
△12.9
△0.3
1.3

△78.1

△3.2
△3.2

備　　　　考

・他府省計上分を含む
・他府省計上分を含む

・他府省計上分を含む

・他府省計上分を含む

・他府省計上分を含む

合　　　　計 1,921,621,981 1,797,653,493 △6.5



水利用の促進に資するため，公害防止用設備のうち汚水処理用設備に関する減価償却資産の特

別償却制度等がある（第 8 章表8―1―6参照）。

また，水源地域の活性化に資するため，水源地域内に立地する製造業及び旅館業に係る所得

税，法人税の特別償却制度等がある。（第 9 章　1 ．（2）参照）
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