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第２章 健全な水循環系構築のための計画づくり 

 

2.1 計画の意義と目的 
水循環系の健全化を図ることは、水量、水質、水辺環境に関わる様々な水問題を解決し、

快適な地域づくりを推進していくための有効な手段である。 

しかしながら、現在の水の利用や管理に関する計画等は、水需給、水質保全、治水、水

辺環境、水道、かんがい（農業）、工業用水、下水道など目的ごとに別々に検討、策定され

ており、それぞれの目的や目標は持ちつつも、必ずしも水循環系の将来像を共有している

とは言えない。 

健全な水循環系の将来像は、このように別々に策定されている計画分野の適切なバラン

スを総合的に検討することをもってはじめて規定されるものである。 

したがって、水循環系の健全化を図るためには、各流域（地域）で水循環機構を把握、

評価した上で、水循環系の将来像を確立し、これに向けた基本的方向や方策を関係者で共

有することが必要であり、健全な水循環系構築に向けた計画（流域水マスタープラン、あ

るいは水循環マスタープラン等ともいう。以下「水循環計画」という。）の策定はこれを実

践するための最も有効な手段の一つである。 

水循環計画は、水に関する諸計画を検討する際の基礎となるものであり、これら諸計画

の基本的方向等を計画の内容として含むものである。 

さらに、関係者で共有された将来像や基本的方向等を実効あるものにするためには、水

循環計画の内容を土地利用に関する計画、まちづくりに関する計画、防災に関する計画、

環境保全に関する計画、森林に関する計画、農地に関する計画等の関連分野の諸計画と整

合あるものとしていくことも重要である。 

 

＜水循環計画の概念＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりに関する計画 

土地利用に関する計画 

防災に関する計画 

環境保全に関する計画 

森林に関する計画 

農地に関する計画 

関連する諸計画 

水循環計画 

水循環系の将来像の共有 

 

整合 

 ：水に関する個別計画 
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水の利用や管理に関する個別計画（法定計画） 

 

＜水の利用に関する計画＞ 

・ 水資源開発基本計画（水資源開発促進法） 

・ 河川整備計画（河川法） 

・ 広域的水道整備計画（水道法） 

・ 工業用水道の事業計画（工業用水道事業法） 

・ 建築物用地下水の採取の規制（建築物用地下水の採取の規制に関する法律） 

・ 工業用地下水の採取の規制（工業用水法） 

 

＜水質保全に関する計画＞ 

・ 排水基準、総量削減計画、生活排水対策推進計画（水質汚濁防止法） 

・ 湖沼水質保全計画（湖沼水質保全特別措置法） 

・ 都道府県計画、河川管理者事業計画（水道水源水質保全事業の実施の促進に関する法律） 

・ 水質保全計画（特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質保全に関する特別

措置法） 

・ 流域別下水道整備総合計画、下水道事業計画（下水道法） 

・ 農業集落排水施設整備事業の計画（土地改良法） 

 

＜洪水防御に関する計画＞ 

・ 河川整備計画（河川法）  再掲 

・ 流域水害対策計画（特定都市河川浸水被害対策法）※平成 16 年度施行予定 
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2.2 計画づくりの視点 
水循環計画の策定にあたっては、以下の視点に基づいて実施していくことが肝要である。 

 

（1）全般 

① 水循環系は、河川を中心とする自然系の経路と上水道、下水道、農業用水路等の人

工系の経路が互いに影響し合いながら形成されていることから、これらを一体として

捉える視点が重要である。 

② 水循環の状態は、降雨等の自然現象により大きく変動することから、平均量のみな

らず日常的な現象と非日常的な現象の双方を捉える視点が重要である。 

③ 水循環の状態は、流域の土地利用や水利用に大きく影響されることから、行政のみ

ならず、住民や事業者の果たす役割も十分考慮することが重要である。 

④ 計画により水循環系の将来像を関係者で共有し、これに向けて着実に取り組んでい

くことが重要であることから、計画の策定過程や策定後の推進方策に十分留意する必

要がある。 

 

（2）計画の地理的範囲 

  水循環系を共有する地域を単位として計画を策定する。流域全体を基本とするが、流 

 域の一部を構成する小流域や水利用等の一定のまとまりを単位とした計画も有効であ 

 る。なお、上水道、下水道、農業用水路等の人工の水循環系に関する水利用が流域を越 

 えてなされている地域は、必要に応じて、「水共同域」としてこれらの地域を一体と捉 

 えた計画が望ましい。 

 

（3）計画の策定主体 

  策定主体は、流域の大きさにより市町村レベルから都道府県、国レベルまで様々に考 

 えられるが、いずれの場合も各主体間の連携、合意形成が重要である。 

 

（4）計画のタイプ 

① 計画対象流域の大きさ、調査や検討の熟度、関係者の合意レベル等によって、計画

には、構想タイプから実施計画タイプまで様々なタイプがあり得る。 

② 計画には、計画対象とする流域の大きさ・特徴・問題事象に応じて、今すぐに何か

対策を実施しなければならない水循環再生（問題解決）タイプから、将来に向けて事

前に対策を実施する水循環保全（診断、将来予測）タイプ、あるいはその複合的なタ

イプ等まで様々なタイプがある。 

 

（5）計画の見直し 

  計画のタイプは様々であり、計画に基づく行動の結果、流域の水循環系の状況も変化 

 するので、流域の変化に合わせて計画の見直しを適切な時機に実施することも重要であ 

 る。 
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＜水循環系を捉える地理的範囲＞ 

 

家庭・事業所レベル

流域（水共同域）レベル

地域レベル

 
 

 

＜水循環計画のタイプ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域特性等 
・流域の大きさ（大流域⇔小流域） 

・利害関係者の数（多数⇔少数） 

・水問題の深刻さ（深刻⇔深刻でない、潜在的） 

・検討の状況（進んでいる⇔あまり進んでいない） 

・共通認識、合意の形成（進んでいる⇔あまり進んでいない） 

水循環計画のタイプ 
・構想タイプ⇔実施計画タイプ 

                 ・複合タイプ  

・問題解決タイプ⇔保全タイプ 

地域特性に応じた水循環計画 
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2.3 計画づくりの進め方 
水循環計画は、法律に基づく計画ではないため、計画策定手順についてマニュアル化さ

れたものはない。 

計画策定の検討を進めるにあたって、特に留意する事項としては、流域の特徴を把握し

た上で現状や課題を正しく理解し、関係者の共通認識を形成することである。このために

は、できるだけ客観的な指標をもって課題を捉えるとともに、課題の要因についても自然

的影響、人為的影響を含めた十分な分析が必要である。 

そして、効果的な対策を立案し計画を実効性あるものにするためには、対策の効果を適

切に評価し、対策検討や目標設定の段階に適宜フィードバックするプロセスも重要である。 

「健全な水循環系の構築」は、将来のまちづくりや地域づくりの基礎であり手段である

ことから、このための計画づくりは、初期の段階から国や地方の関係行政機関はもちろん

のこと、住民、ＮＰＯ、利水者も取込んだ形（パブリック・インボルブメント）で進める

ことが望ましい。具体的な進め方は、都市計画マスタープラン、河川整備計画、田園環境

整備マスタープラン等の計画づくりの進め方が参考となる。 

水循環系の改善に向けた取組の流れについて以下に概説する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
･流域住民 

･ＮＰＯ 

･利水者 

･関係行政機関 

･有識者 

など 

･情報提供 
･参  加 
･連  携 
･利害調整 
･合意形成 

<現状調査> 
・地形、生態系、人口、土地利用等の変遷 
・水利用、河川水量、水質等の変遷 
・水文、気象 

<水循環系の状態把握> 
・水循環系の特徴、過去からの変遷と将来予測 
・水循環系の課題整理 

<課題の要因分析> 

<水循環系健全化に向けた基本方針・目標検討> 
・水循環系の将来像に関する検討 
・洪水防御、水利用、水環境に関する具体的目標の検討 

<具体的対策の検討> 
・ハード対策（行政的対策等）、ソフト対策（住民側の対策等） 

<対策の評価> 

<推進方策の検討> 
・アクションプログラムの検討（関係者の役割分担等を含む） 
・計画のフォローアップ体制の検討 

水循環計画の策定プロセス 

NO

YES 目標を満足する 
目標を満足しない 

流域関係者 
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（1）水循環系の現状調査、状態把握、評価  ～水問題に気付く～ 

水循環系を検討する場合、最も根本的な問題は、身近な水環境の魅力やそれが抱えて

いる問題に気付いていないということである。その背景には、急激なライフスタイルの

変化に伴って、人々の生活と｢水｣との接点が見えにくくなってしまったこと、水をめぐ

る共通の体験が親と子の世代間や地域の中で失われてしまったことなどが想定される。 

水循環系の現状と課題を正確に把握するためには、まず流域における水関連の情報を

収集・整理し、これを関係者で共有していくことが重要である。これに際しては、行政

の役割の強化はもちろんのこと、ＮＰＯを含む流域住民との協働作業も有効な手段であ

る。併せて、生活の中での身近な水の存在に目を向け、その魅力や問題点について洗い

出していくことや、大人から子供までを含めて問題に気付く能力を育てていくことも重

要である。 

将来の水循環系の姿は、今後の流域住民の生活様式を反映する。流域住民が求める生

活を追求した場合、将来の水循環系がどのような姿になるのか、また、現在抱えている

水問題がどのように変化するのかを予測、評価する。そして、現在は顕著な問題となっ

ていない流域においても、将来どのような水問題が生じる可能性があるのかを予測、評

価することも有益である。これによって、流域住民の住まい方や水の使い方を含め、将

来に向けてどのように行動していくべきかのヒントを得ることができる。できるだけ客

観的な情報を基に、将来の姿について関係者が議論し、評価していくことが重要となる。 

 

（2）課題の要因分析  ～水問題を生じさせている原因をつきとめる～ 

様々な水問題を解決し、将来どのような状態を目指すのかについての目標を明らかに

するためには、その問題の原因を正しく理解することが重要である。課題の要因分析を

行う際には、過去から現在、そして将来に至る水循環系の歴史的変遷を分析することが

有効である。この理由として、様々な水問題は我々人間の生活様式の変化やこれに伴う

水利用の変化の結果として生じていることが多いからである。 

要因の分析手法には、水に関する各種時系列データを並べて分析する方法とともに、

水収支モデルや汚濁収支モデル等を活用して水循環系の状態を表す水量や水質等とそ

の原因と考えられる指標との相関分析を行う方法等がある。水循環系のしくみや水問題

の原因に対する正しい理解は、一人一人の水問題に対する偏見をなくし、関係者それぞ

れの主体的な行動へと結びつく。 

 

（3）将来に向けた目標、具体的対策の検討  ～水循環系の将来像について話し合う～ 

流域における現在の水問題や将来想定される水問題に対する共通認識を基に、目指す

べき水循環系の将来像を検討する。水循環系の将来像は、単に水の問題のみならず流域

の将来像をどう考えるのかによって規定される。地域の開発、生活環境、自然環境との

バランスにおいて、どのような将来像を目指すのかを関係者で十分議論することが重要

である。 

水循環系の将来像の議論にあたっては、水循環系の歴史的変遷からの教訓（反省）と

ともに現在及び将来における自然的・社会的制約条件についても整理を行い、それを踏

まえた上で、環境において果たす水の役割と人間社会の営みとのバランスと持続性の観
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点から実施することも肝要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水循環系の将来像や各分野の目標は、これを達成するための対策との関連において、

実現可能なレベルなのか否か、その評価を踏まえて検討する必要がある。この際、想定

される各種対策の効果をできる限り定量化して目標の達成見込みを評価することが重要

である。 

また、初期投資に加え、維持管理に要する費用やエネルギー等の観点から、対策や目

標を持続可能性の観点から評価することも重要な視点である。 

 

（4）推進方策の検討  ～関係者みんなの力で作った計画を実行する～ 

目標を立てて計画を作っても、それが実現されなければ何の意味もなさない。計画の

実効性を確保していくためには、いつまでに、誰が、何をなすべきかを明確にし、分野

横断的かつ総合的に取り組むことが重要である。また、計画の実施状況を定期的に監視、

調整していくことも不可欠であり、このための組織、体制、定期的な評価システム等も

計画に盛込んでいくことが望ましい。 

そして、このような計画策定後の流れを確立していくためには、計画策定のプロセス

を通じて関係者の参加と連携を得ることが重要である。流域の一人一人が主体的に関わ

ｂ）自然的、社会的制約（前提条件） 
・気象、地形・地質条件 
・人口条件 
・財政条件 
・持続可能な水循環システム   など 

① 環境に果たす水の役割（こうありたい） 
・水量豊かな川、水路、湖沼 
・きれいな川、水路、湖沼、内湾 
・身近な水辺空間 
・レクリェーション利用等、水面の利活用 
・ヒートアイランド現象の緩和 
・生物多様性の確保                     など 

要 

望 

水循環系の再生に向けた基本理念 
↓ 

目 標 
（持続可能な水循環系の将来像） 
（頑張ればここまでは達成･維持できる） 

② 人間社会の営み（こうありたい） 
・水害の防止 
・安定的水利用の確保 
 

要 

望 

理想と現実のバランス・持続性 

ａ）歴史的変遷（これまでやってきたこと） 
・水資源開発、運用等における教訓（反省） 
・人工の水循環システムのストック 
・現在の水環境の状態            など 

理想と現実のバランス・持続性 
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り、各々の考えが反映された計画には、関係者の役割分担に基づいた積極的な取組と協

力が期待されるからである。 

 

（5）推進方策、計画の評価、見直し  ～もう一度水循環系の問題を見つけよう～ 

流域の一人一人の役割分担に基づき、ある程度の取組や協力がなされたら、その成果

と効果を評価し、水循環系の変化を再度確認することが重要となる。 

具体的な行動の結果として、今まで不明瞭であったり、顕在化していなかった新たな

視点や課題が浮かび上がることもあるし、期待していた効果を得ることができない場合

もある。 

このような現状を再び直視して問題点やその要因を洗い出し、計画そのものや推進方

策を見直すことは、健全な水循環系構築に向けて有効であると考えられる。 
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2.4 計画づくりのためのツール 
水循環計画の検討にあたっては、流域内の水に関する各種データを始めとして水循環系

の現状把握や将来予測をするためのモデル、要因分析、目標、対策検討のための知見等が

必要となる。また、具体的な施設計画や施策の検討に際しては、水に関連する個別分野の

専門的な知識も必要となる。 

このような検討のための方法や知識に関しては、第Ⅱ編に｢計画づくりのためのツール｣

として、データ収集のための調査手法、水循環系の状態把握と評価手法、要因分析、目標、

対策検討の考え方、対策メニュー等を中心に記述している。 

次に、各地域における連携、協力体制やこれを促進するための方策は、計画づくりにあ

たっても重要な要素であるため、計画策定後の取組も含めて、第Ⅲ編に「地域における推

進方策」として記述している。 

なお、具体的な行動計画を策定する場合には、各対策分野での実行可能性を検討する必

要があるが、このための手法や専門情報は各分野の参考書に委ねることとする。巻末に、

水循環に関する参考図書を紹介している。 


