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第Ⅲ編 地域における推進方策 

 

第６章 地域における健全な水循環系構築に向けた取組の推進 

 

6.1 地域における取組に対する基本的な考え方 
健全な水循環系構築に向けた地域の取組を推進する際の基本的な考え方として重要な事

項を以下に列挙する。 

 

（1）行政の分野間での連携 

これまで、行政等が進める取組は、利水、治水、環境、下水道等細分化された分野を所与

のものとして、分野ごとに政策目標が定められ、「計画策定（PLAN）」→「計画実行（DO）」

が繰り返されてきた。また、これらは特定の行政域の中で展開されるのが一般的であった。 

しかし、流域の水循環系の中で、これらの分野は相互密接に関係していることから、水

質改善や渇水対応を始めとした目標を達成するためには、それぞれの政策目的に応じて、

健全な水循環系に関する取組を行いつつ、全体としてより総合的な施策効果を発揮するた

め、関係行政機関の分野間での連携が不可欠である。 

 

（2）様々な主体の参加と連携 

流域における効果的な取組のためには、流域ごとの特性に応じ、流域内の行政、住民、事

業者等の各主体が連携し、それぞれが主体的に取り組むことが必要である。 

例えば、環境分野等を中心に、ＮＰＯや事業者等行政以外の主体が自発的に参加するよ

うになり、大きな成果をあげつつある。これら新しい実行主体を積極的に取り込み、流域

ぐるみで水循環系構築を推進することが求められている。 

このように、行政における各分野間の連携を進めるとともに、行政以外の様々な主体の参

加により水循環系構築を推進していくことが重要である。 

 

（3）計画づくりからの住民等の参加の促進 

これまで、ＮＰＯや事業者等が水循環系の構築に参加する機会は少なく、参加したとして

も「計画実行（DO）」の一部を担うに止まることが一般的であった。しかし、最近では、Ｎ

ＰＯや事業者などが水質汚染監視等の「評価（CHECK）」の一部を担うとともに、「計画（PLAN）」

にも委員会の委員等として参加する例も多くなってきている。 

そこで、計画策定の段階から計画事項、評価、改善に至るまでの各段階において、ＮＰＯ

や事業者等の主体が積極的に参加する計画づくりを進めていくことが重要である。 

 

（4）計画の初期段階からの様々な主体の参画と連携の促進 

水循環計画は、様々な主体による合意事項であり、計画を策定することそのものが目的で

はない。水循環計画に基づき、各主体が施策を展開することにより、健全な水循環系構築

がなされることが目的である。 



 105 

すなわち、水循環計画の実行性を確保するためには、計画づくりの初期の段階から様々

な主体が積極的に参加し、前述の主体間の連携を深めていくことが重要となる。 

そのためには、各主体の参加と連携の熟度に応じて、段階毎に水循環改善に資する施策

を定めて実施し、次にその結果を評価して、次の段階の検討や行動に改善として活かし

ていくような循環的な取組も重要となる。 

次節に、各主体の参加と連携の熟度に応じた取組の考え方の一例を示している。 

 

6.2 各主体の参加と連携の熟度に応じた各段階における様々な取組 
（1）各主体の参加と連携の熟度に応じた各段階における様々な取組 

全国の各流域で展開されている健全な水循環系構築のための取組の進捗や深度は、様々な

事情により異なっている。また、先進的といわれる地域の取組も、過去、何も蓄積のない

ところから始まり、様々な人々の参加を得ながら時間の経過とともに段階的に発展してき

た。 

そこで、本書では、健全な水循環系構築のための取組について、各主体の参加と連携の

熟度と技術検討段階の２つの視点から、５つの段階に区分して捉え、双方の関係性から取

組の考え方を整理することを試みている。各流域は、それぞれどの段階に位置付けられる

のかを自覚し、「参加と連携」と「技術検討」の双方の取組を推進する必要がある。 

水循環系構築に向けた取組には対象範囲や実効性の違いにより様々な種類がある。一般的

に、行政のみによる技術検討だけでは流域全体による取組を実施することは困難であり、

一方、各主体の参加と連携を拡充していくには、具体的な行動や成果等の目に見えるもの

も必要であり、「参加と連携」と「技術検討」の双方の取組は表裏一体の関係となっている。 

したがって各流域は、流域の事情を勘案しながら、「参加と連携」と「技術検討」の双方

の取組の進捗状況を把握し、互いの熟度や検討を段階毎に高めていくことが重要となる。 

表 6-1 は、各段階において、参加と連携に関して、参画する「主体例」と「参加・連携

のためのツール例」とともに、技術検討に関して、「検討・取組内容」の例等を示している。 

表 6-1 の整理例により、参画する主体や「参加と連携」の方策が段階別に異なることが

分かる。 

実際の取組は、このように明確に５段階に整理してきれるものではないが、この例のよ

うに、段階別変化と進捗に留意しながら各流域独自の計画策定、そのための取組を推進し

ていくことが重要である。 
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表6-1 各主体の「参加と連携」の熟度と技術検討段階との関係例 
 

 各主体の参加と 
連携の熟度 主 体 例 

参加・連携のためのツール 
（例） 

 技術検討の
段階 

検討・取組内容の例 

１ 

基
礎
的
段
階 

水問題（危機）の
認識の共有化 

行政主導 
分野別の水管理 

→行政間の連携 

連絡会議の設置（行政） 

 

（
第
３
章
） 

現
状
把
握 

現況把握 
行政間の情報共有 
市民ニーズ・意識の把握 
水環境に関する啓発 

２ 

初
期
段
階 

各主体間の問題意
識を基に具体的活
動の開始 

行政主導 
自発的組織(NPO)の誕生 
主体間交流の場の誕生 
｢学｣との連携開始 

流域協議会の設置 
（行政、専門家） 

情報発信・共有 
（HP、流域情報誌等） 

アンケート 

（
第
４
章
） 

課
題
・
要
因
の
把
握 

現況の分析 → 要因・課題の抽出 
水循環モデル等による技術解析 
行政の問題意識と市民の問題意識の共有 

３ 

発
展
段
階 

各主体が取組を活
発化させる一方
で、理念や目標を
共有 

行政主導 
NPO等の組織の拡大･法人化 
活動主体林立 
主体間連携･交流の推進 
｢学｣との連携 

流域協議会の設置 
（市民、行政、専門家） 

現地視察･調査等のイベント
開催 
フォーラム等の開催 

 

（
第
５
章
、5.2

・5.3

） 

理
念･

目
標
の
設
定 

現況や課題に関する認識の共有化 
理念や目標に関する協議や合意形成 
（人間社会の営みと環境保全のバランス） 

４ 

突
破
段
階 

共通理念や目標を
基に活動･組織の
統合化 

行政主導 
分野横断･主体間連携の推進 
新たな主体間交流の場（上部
団体等）の誕生 

流域ネットワーク構築 
基金の創設 
協定・条例の制定 

 
（
第
５
章
、5.4

） 

計
画･

施
策
の
策
定 

組織横断的、総合的な取組の推進 
市民参加施策の推進（流域対策） 

５ 

成
熟
段
階 

市民主導による自
発的な水循環系構
築の推進 

市民主導 
官民共同 
主体間役割分担の明確化 

流域ネットワークの運営 
基金の運営 
  

（
第
５
章
、5.6

）

計
画
の
実
行

･

評
価

 

施設の官民共同管理 
市民主導のモニタリング 
計画、施策の進捗把握、評価 

 
各主体の参加拡大、連携熟度の向上 行政主導から市民主導へ 

参加と連携
を進めるこ
とによって
計画づくり
の技術的検
討が進捗 

計画づくり
を契機とし
て参加と連
携の熟度が
向上 
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（2）具体的な取組の事例 
主体の参加と連携の熟度に応じてどのように検討を行い水循環系構築に取り組んでいる

のか、最上川流域、鶴見川流域、海老川流域における事例を以下に示す。（詳細は第８章を
参照） 
 

＜最上川流域＞ ：参加・連携策の先行タイプ 
最上川流域での取組は、昭和 40 年代より個別の住民活動がなされてきたが、それを行政

が支援するような形での住民活動に発展してきており、近年において住民主導型での計画
の実行、行政との連携が緒についたところである。 
 
表 6-2（1） 最上川における各主体の｢参加と連携｣の熟度と｢技術検討｣段階との関係 

連携参加の熟度 主体 ツール 成果 技術検討の段階 
基礎段階 渇水情報連絡会 

水質汚濁対策協
議会 

工事事務所によ
る河川調査等 

 現状把握 

初期段階 流域協議会 
県民ネット最上
川 

河川情報誌発行 
水環境ネット東
北等イベント 

 課題・要因把握 

発展段階 
 

最上川フォーラ
ム 

 美 し い や ま が
た・最上川創成
構想（山形県） 

理念・目標設定 

突破段階   最上川創成プラ
ンの策定 

計画・施策策定 

成熟段階    計画実行・評価 
 
＜鶴見川流域＞ ：参加・連携策の先行タイプ 
鶴見川流域での取組は、総合治水対策としての取組の経験、関係主体の連携を生かし、

住民団体の連携組織｢ＴＲネット｣の構築、行政と市民の連携による｢流域水委員会｣の設立
等、各主体の参加の拡大と連携熟度の向上に努めてきた。現在では、その連携組織による
具体な行動計画を含む計画検討（技術検討）に取り組んでいる段階である。 
 

表 6-2（2） 鶴見川における各主体の参加と連携熟度並びに技術検討段階との関係 
連携参加の熟度 主体 ツール 成果 技術検討の段階 

基礎段階 総合治水対策事業
等各関係者の取組 

  現状把握 

初期段階 鶴見川水系流域協
議会 
TR ネットワーキ
ング 

流域情報誌発行 
アンケート調査 
ワークショップ 

 課題・要因把握 

発展段階 鶴見川流域水委員
会準備会 

「ふれあって鶴見
川」、「鶴見川いき
いきセミナー」等
のイベント 

鶴見川流域マスタ
ープランに向けた
提言書 

理念・目標設定 
(検討段階) 

突破段階 鶴見川流域水委員
会 

  計画・施策策定 

成熟段階    計画実行・評価 

注）ＴＲネットとは、「鶴見川流域ネットワーキング」のこと（p208 参照） 
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＜海老川流域＞ ：技術検討の先行タイプ 
海老川流域での取組は、行政主導で技術検討を推進し、計画づくり、行動計画に基づく

施策の実施を行っている。その後、計画や施策の進捗と評価を行うとともに、流域ネット
ワークの構築等、「参加と連携」の熟度の向上に向けたの努力がなされている。 
 

表 6-2（3） 海老川における各主体の参加と連携熟度並びに技術検討段階との関係 
連携参加の熟度 主体 ツール 成果 技術検討の段階 
基礎段階 各関係者による

取組 
  現状把握 

初期段階 地域懇談会 地域懇談会によ
る意見聴取 

 課題・要因把握 

発展段階 海老川水循環再
生構想検討協議
会 

 海老川流域水循
環再生構想 

理念・目標設定 

突破段階 海老川水循環再
生推進協議会 

市民活動表彰制
度 

海老川流域水循
環系再生行動計
画 

計画・施策策定 
(アクションプ
ラン) 

成熟段階 海老川水循環系
再生推進協議会
流域ネットワー
ク(準備中) 

モニタリング 
フォローアップ 

アクションプラ
ンの評価・進捗
度チェック 

計画実行・評価 
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6.3 地域における取組を推進する主体と主体間の連携 

（1）取組を推進する主体 
①取組（活動）主体 
これまでの水循環系構築の主体は、国や都道府県、自治体や水道局、下水道局等の行政が

中心であり、治水、利水、環境等の分野ごとに取組が進められてきた。 
しかし、水循環系構築は、行政だけで行うには限界があり、住民、企業、ＮＰＯ等の流域

内の水に係わる全ての主体との連携が必要になってきている。実際に、各流域での取組は、
行政以外にも様々な主体によって進められ、成果を上げている。 
ただし、関係主体が、水循環系構築のどの段階でどのように係わるべきかは、取組の進捗

や深度が様々であり、画一的なものを示すことはできない。 
表 6-3 は、流域での取組を主導する主体を関係機関別に整理している。 

 
表 6-3 水循環系構築の主体 

主  体 主 な 取 組 

厚生労働省健康局 水道関連政策 

農林水産省農村振興局 農業・農村振興関連政策 

農林水産省林野庁森林整備部 森林整備関連政策 

経済産業省経済産業政策局 工業用水関連政策 

経済産業省資源エネルギー庁電力･ガ

ス事業部 

発電関連政策 

国土交通省都市･地域整備局 下水道関連政策、都市計画関連政策 

国土交通省河川局 河川関連政策 

国土交通省土地・水資源局 水資源関連政策 

環境省環境管理局水環境部 水環境保全政策（水質・土壌環境・地盤環境の保全等） 

地方農政局 都道府県等で策定された農業・農村振興計画等の協議 

所管の事業実施地区等の指導 

地方森林管理局 国有林に係る地域森林計画の策定、 

国有林に係る森林整備事業、治山事業の実施 

地方経済産業局 管内工業用水道事業の助成及び監督 

地方整備局 一級河川等に係る河川整備基本方針や河川整備計画の策定、 

河川整備事業、治水事業、ダム事業等の実施、 

都道府県の都市計画の同意、流域下水道事業等の認可・調整・指導

等 

農業水利事務所 

土地改良調査管理事務所 

国営土地改良事業の実施 

国営土地改良事業に係る調査計画・全体実施設計、広域農業施設の

管理 

森林管理署 国有林に係る森林整備事業、治山事業等の実施 

国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川事務所 一級河川等に係る河川整備事業、治水事業の実施。 

本庁（水道関係） 水道整備基本構想、広域的水道整備計画の策定 

知事所管水道事業等の認可 

本庁（農業・農村関係） 都道府県の農業・農村振興計画等の策定 

都道府県内の農業・農村振興に関する取組の推進・指導 

本庁（林野関係） 都道府県の民有林に係る地域森林計画の策定、 

都道府県の民有林に係る森林整備事業、治山事業等の実施 

本庁（都市計画関係） 都道府県の都市計画等の策定 

都道府県の都市計画条例等の制定 

都

道

府

県 

本庁（下水道関係） 都道府県の下水道整備計画等の策定 

都道府県の下水道条例等の制定 

流域下水道事業等の実施 

公共下水道事業等の認可・調整・指導 
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本庁（河川関係） 二級河川等に係る河川整備方針や河川整備計画の策定 

上記河川に関する条例の制定 

上記河川の整備、治山事業、ダム事業等の実施 

上記河川整備等に関わる取組の推進・指導 

本庁（水資源関係） 水資源総合計画、水資源需給計画等の策定。 

水資源に関する取組の推進・指導 

本庁（水質・環境関係） 都道府県の環境基本計画、水質保全対策等の策定 

都道府県の環境保全、水質保全等に関する条例の制定 

都道府県の環境・水質に関する取組の推進・指導 

水質汚染対策事業等の実施 

企業庁等（水道関係） 都道府県営水道事業計画等の策定 

都道府県営水道事業等の整備・管理・運営 

都道府県営水道事業等に関する条例の制定等 

企業庁等（工業用水道関係） 都道府県営工業用水道事業計画等の策定 

都道府県営工業用水道事業の整備・管理・運営 

都道府県営工業用水道事業に関する条例の制定等 

 

各種工事事務所 

 

 

都道府県管理の河川整備事業、治水事業の実施 

都道府県内の農業農村整備事業の実施 

水道・工業用水道関係（一部事務組合、

広域連合を含む） 

市町村営水道、工業用水道事業計画等の策定 

市町村営水道事業、工業用水道事業の整備・管理・運営 

市町村営水道、工業用水道事業に関する条例の制定等 

農業・農村関係 市町村の農業・農村振興計画、田園環境整備 

マスタープラン等の策定 

市町村の農場・農村にかかる条例の制定 

市町村の農業農村整備事業等の実施 

林野関係 市町村森林整備計画の策定 

市町村内の民有林に係る森林整備事業等の実施 

水質・環境関係 市町村の環境基本計画等の策定 

市町村の環境保全、水質保全等に関する条例の制定 

下水道関係 市町村の公共下水道事業計画等の策定、事業の実施 

市町村の下水道条例等の制定 

市町村の下水道事業等に関する取組の指導、推進 

河川関係 準用河川等の整備・改修 

上記河川に関する条例の制定 

水資源関係 水資源総合計画、水資源需給計画等の策定。 

水資源に関する取組の推進・指導 

市
町
村 

都市計画関係 市町村の都市計画等の策定 

市町村の都市計画条例等の制定 

土地改良区 土地改良事業の実施 

農業水利施設の維持管理 

緑資源機構 水源林造成事業等の実施 

水資源機構 水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設

等の管理等を行うことによる水の安定的な供給の確保 

公
的
団
体 

自治体流域間協議会  

ＮＰＯ 

住民 

住
民
等 企業 
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②各主体が主導する主な活動 
各主体が（単独）で行っている主な取組は、次の通りである。 

 
■国（本省）が中心的な主体になる活動 
 
○各分野（水量、水質、水辺環境等）別に、国家的な政策立案を行う。 
○法制度の整備を行う。 
○全国的な制度の設置や事業の企画・立案を行う。 
○国家的に重要と判断される水資源については、その管理運営・関連事業等を直轄で行う。 
 
■国（出先機関、一部本省）が中心的な主体になる活動 
 
○一級河川（直轄管理区間）やダム（国直営）等の国の直轄管理とされる水資源とともに、 
 国が主体となって実施すべき農業水利施設等の整備、事業等に向けた計画を策定し、これ 
 に沿って事業を実施する。 
○所轄の土地改良区、水利事務所、工事事務所等への指導や監督を行う。 
○農業水利事務所等は国営土地改良事業を実施し、土地改良調査管理事務調査は計画・実施 
 設計等を行う。また、各農政局においてはそれら機関の指導を行う。 
○国有林野の管理経営に関する基本計画を策定し、これに沿って事業を実施する。 
○所管する都道府県等の都市計画、水道事業及び流域下水道事業等に関する指導等を行う。 

 
 
■都道府県（本庁）が中心的な主体になる活動 
 
○都道府県所轄の水資源（河川等）や都道府県内の農業・農村に関する整備・事業等に向け
た計画を策定し、これに沿って事業等を実施する。 

○所轄する水資源や農地等の保全や整備等に関する条例を制定する。 
○市町村や土地改良区の所轄事業の認可、関係者の指導等を行う。 
○都道府県内の農業・農村振興に関する計画を策定し、市町村や土地改良区の所管事業の許 
 可や関係者の指導を行う。 
○都道府県内の森林整備の目標その他森林の整備に関する基本的な事項等を策定する。 
○水道及び下水道等の広域的な整備に関する計画を策定する。 
 
■都道府県（出先機関）が中心的な主体になる活動 
 
○都道府県所轄の水（河川等）について、都道府県の計画に沿って事業等を推進する。 
○都道府県の農業・農村振興に関する計画に沿って事業を推進する。 
 
■市町村が中心的な主体になる活動 
 
○準用河川等を始めとする市町村所轄の水資源について、整備・事業等に向けた計画を策定 
 し、これに沿って事業等を実施する。 
○所轄の水資源の保全や整備等に関する条例を制定する。また、関係者の指導等を行う。 
○自然と共生する田園環境の創造に資するため、地域自らが将来の望ましい農村の姿を展望 
 する田園環境整備マスタープランや農業・農村振興に関する計画を策定し、これに沿って 
 事業を実施する。 
○ 市町村の実状に即し、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項を策定する。 
○ 水道及び下水道等の整備・管理を実施する。 
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■土地改良区が中心的な主体になる活動 
 
○土地改良事業を実施するともに、国営、県営事業等で創設した農業水利施設の大部分につ 
 いて、その維持管理を行う。 
 
■ＮＰＯが中心的な主体になる活動 
 
○環境、文化、教育等の分野別の取組、河川、湖沼、ため池等の水資源別の取組等を行う。 
 （活動の成熟度合に伴い、先の取組は、分野横断的もしくは地域横断的に行われる。） 
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（2）主体間での連携 
水循環の構築の一主体である行政に関して、「(１)」で整理したとおりに様々な分野や行政

機関が関与するので、総合的・効果的な取組の実現に向けて、行政内部間での連携を図って
いくことが重要となる。 
また、湧水の復元のための雨水浸透マス設置等の流域対策に見られるように、行政だけの

取組では対応できないこともあるので、当該流域の取組の進捗、深度、関係者の問題意識の
状況に合わせ、住民やＮＰＯ等との連携も含めた様々な主体間の連携を展開していくことも
重要である。 
以下に５つの代表的な連携パターンを例示している。 

①市町村間における連携 
②国⇔都道府県⇔市町村における連携 
③行政（国、都道府県、市町村）⇔住民・事業者との連携 
④住民間における連携 
⑤行政（国、都道府県、市町村）⇔他の公的団体、住民との連携 

 
 
 
①市町村間における連携 
・同じ流域内の市町村が共有する水問題の解決
のために連携するパターンである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②国⇔都道府県⇔市町村における連携 
・地下水利用や水質改善等の目的のために、国、
都道府県、関連市町村の自治体が連携を図る
パターンである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住民・企業

国

都道府県

市町村

市町村

市町村 ＮＰＯ等

ＮＰＯ等他公的団体

住民・企業

国

都道府県

市町村

市町村

市町村 ＮＰＯ等

ＮＰＯ等他公的団体
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住民・企業

国

都道府県

市町村

市町村

市町村 ＮＰＯ等

ＮＰＯ等他公的団体

他公的団体

③行政（国、都道府県、市町村）⇔住民・事業
者との連携 

・行政と住民・事業者が連携を図るパターン。
基礎的自治体（市町村）が主であるが、都道
府県や国（出先機関）が住民・事業者と連携
を図るケースも多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④市民間における連携 
・水質改善等の限定的な目的を共通に持つＮＰ
Ｏ間の連携やＮＰＯ等が仲介役となり住民
間の交流を進めるケース等の多様な連携パ
ターンがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤行政（国、都道府県、市町村） 
⇔他の公的団体、住民との連携 
・一般に、農業水利施設の管理に関しては、行
政が土地改良区に対して管理委託を行う。また、
基幹的な施設については行政が直接管理し、末
端施設については土地改良区が管理を行うとい
う連携もみられる。さらに、近年では、農業者
のみならず地域住民とも一体となった｢21 世紀
土地改良区創造運動｣を広く展開している。 
注：21 世紀土地改良区創造運動とは、土地

改良が果たしてきた役割、機能を改めて見直す
とともに多面的な機能の確保など国民が期待
する新たな役割に対し、どのように土地改良区
が取り組んで行くか、地域の人たちとみんなで
考えることを提案する運動。 
   

住民・企業

国

都道府県

市町村

市町村

市町村 ＮＰＯ等

ＮＰＯ等他公的団体

他公的団体

住民・企業

国

都道府県

市町村

市町村

市町村 ＮＰＯ等

ＮＰＯ等他公的団体

他公的団体
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（3）主体間の連携に関する取組の事例 
各流域が抱えている水問題の範囲や対象地域によって、推進組織や体制は大きく変化する。

水問題が単分野に限定され、かつ対象地域が限定的な流域では、これまで通りに市町村が単
独で推進しても問題はないが、分野や対象地域が広範になるにしたがい、それに対応した様々
な主体との連携や協力体制が必要となる。 
次に、前述の連携パターンの事例を示す。 
 

①市町村間における連携 
・全国の数多くの流域では、流域内の市町村が、水の管理方策に関する協議、共通事業の実
施、情報交換等を行う場として流域自治体間協議会等を設置している。 

・流域自治体間協議会等は、主に水質改善や渇水対策等を協議しているケースが多いが、基
本的に流域全体が抱える地域特有の水問題を対象としている。ただし、現状でこの協議会
等は、国や県が管理者となっている河川関連事業や利害関係者間の調整を伴う利水調整等
を対象としていない。 

・現状では、流域自治体間協議会等は、主に水質改善や渇水対策等の限定的な水問題を協議
しているケースが多い。 

・市町村や都道府県等の自治体以外に、流域水の管理方策において重要な役割を担っている
のが土地改良区や水道企業団である。 

・水道企業団については、例えば平成７年渇水を体験して地域全体での対応が迫られた福岡
都市圏での取組のように、渇水対策や水質改善を目的として、流域全体で総合的かつ広域
的な対策を行うため、協議会や研究会等の場を設定することが一般的である。 

・土地改良区については、新たに頭首工や幹線水路を整備することで、既存の土地改良区を
横断する広域での管理が必要になるため、土地改良区連合を組成し、施設管理等を行うこ
とが一般的である。 

 
 

市 町 村 間 に お け る 連 携 の 事 例 

【事例】鶴見川流域水水委員会（神奈川県ほか） 

鶴見川においては、昭和40年代に都市化が進み、平成14年に流域人口が170万人を超えている。また、

昭和50年代から、全国に先駆けて総合治水対策事業が開始された河川でもある。平成12年に鶴見川の健

全な水循環系の構築に向けて「鶴見川流域水委員会準備会」が設置された。この準備会を通して、最先

端のモデリング手法を用いた現状分析により、総勢100名を超える関係者間の問題意識の共通化を図った

点が特徴である。平成14年度以降は、これまでの討議をふまえ、「流域水委員会」が設置され、具体的な

行動計画を含めた「流域マスタープラン」が策定される段階を迎えている。 

【事例】海老川流域水循環再生推進協議会（千葉県） 

建設省のモデル地域に選定されたことを契機に、平成11年度に有識者、行政担当者（県・市）、住宅都

市整備公団（当時）、民間団体の関係者を一堂に介した場として「海老川流域水循環再生推進協議会」が

設立された。翌12年には関係者の具体的な行動計画が策定された。この行動計画には、具体的な数値目

標と担当課が明記されており、役割分担を行いながら進めることとされている。さらに、チェックシー

トを設けて計画の進捗状況を管理するなど、健全な水循環系の構築に向けた着実な取組を開始している。 
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【事例】菊池川流域同盟（熊本県） 

平成元年、水質等が非常に悪化していた最下流の玉名市が発起人となり「菊池川サミット」が開催さ

れ、流域21市町村と玉名市等の住民代表も加り「菊池川流域同盟」が結成された。同同盟は、平成4年、

全国で始めて「統一の河川を美しくする条例」を制定、施行している。条例には、21市町村全てで共通

した各主体の責務や各主体間の相互協力や連携を明記するとともに、水質の保全目標の定量化や「水援

隊員」という住民参加方式によるにモニタリング等の活動が定められた。主な活動としては、「菊池川の

日（毎年10月18日）」の河川清掃活動、水環境フェア等の各種イベントの開催、水源地域への植林活動、

流域の水質、自然環境、文化等に関する継続調査（流域の健康診断）等がある。同盟には旧建設省や熊

本県もアドバイザーとして参加している。 

【事例】関川・諏訪川流域会議（長野県） 

平成8年に発足した関川（荒尾市・南関町での名称）・諏訪川（大牟田市での名称）流域会議は、２市

１町（大牟田市・荒尾市・南関町）及び大牟田市水道局から構成され、事務局は毎年持ち回りとなって

いる。両河川は２市１町にとって重要な川であり、大牟田市では水道水源、荒尾市・南関町では農業用

水と幅広く利水されている。しかし、河川水の水質悪化が懸念され、上・中・下流で川を守ろうと発足

された。具体的には、上流から下流までの一斉の水質検査（約７～９箇所）、水質指標生物の採取、定期

河川パトロール、年に１回流域市町村の住民（約50名程度）を募集した生物教室、河川マップの作成等

に取り組んでいる。 

【事例】福岡都市圏総合水対策研究会（福岡県） 

福岡都市圏総合水対策研究会は、福岡都市圏全体を含めた広域行政推進協議会の中に平成３年に設置

されており、21市町と福岡地区の水道企業団が全て参加する団体である。同会を窓口として、福岡県、

国、水資源開発公団（当時）等と連携や調整を図りながら総合的水対策に取り組んでいる。主な活動と

しては、水の有効利用に向けた雑用水道の普及促進、水管理センターを設けた一括集中的配水管理等が

ある。また、節水コマの無料配布や節水型便器の普及促進等を通じた市民生活へ節水の働きかけ、自己

水源、広域導水、海水淡水化、水源かん養林の用地確保や整備等にも力を入れている。 

【事例】渡良瀬川上流土地改良区連合（群馬県） 

渡良瀬川上流土地改良区連合は、国営渡良瀬川沿岸農業水利事業で新たに造成された大間々頭首工や

岡登幹線水路等の共用水利施設の維持管理を行うために、岡登堰土地改良区、藪塚台地土地改良区、阿

左美沼土地改良区の３つの土地改良区によって昭和62年に設立された。主な業務は、大間々頭首工や岡

登幹線水路等の施設の維持管理、改良である。 
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②国⇔都道府県⇔市町村における連携 
 
≪国⇔都道府県⇔市町村における連携≫ 
・地下水利用や水質改善等の目的のために、国、都道府県、関連市町村の自治体が連携を図
るケースである。 

・同一流域における水利用の現状を把握し、共通認識を図るための議論の場として、佐賀県
では研究会を立ち上げて、勉強会を実施している。 

 

国 ⇔ 都 道 府 県 ⇔ 市 町 村 に お け る 連 携 の 事 例 

【事例】水質改善：大和川清流ルネッサンス協議会（奈良県） 

平成5年、大和川とその流域河川の水質改善を目指し、近畿地方建設局（当時）、奈良県、大阪府、流

域38市町村の河川、下水道、環境部局等で組織された。河川事業や下水道事業等に取り組んでいる。 

【事例】江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会（宮城県） 

江合川と鳴瀬川水系の河川等について､河川水質汚濁対策に関する各関係機関相互の連絡調整を図る

ことを目的として昭和54年３月に設立された。宮城県庁内各課、流域市町村、国等により構成されてい

る。主な活動は、水質調査､水質汚濁に関する情報の交換、水質事故等の情報連絡と対策の調整、水質監

視体制､水質汚濁対策の連絡と調整、水質汚濁対策演習等の実施や調整等についての協議である。 

【事例】佐賀地域水循環保全研究会（佐賀県） 

佐賀地域水循環保全研究会では、佐賀大学理工学部の古賀憲一教授を会長として、江戸時代の鍋島藩

にまでさかのぼり、佐賀地域の水の歴史や水利権の変遷等の研究を行っている。また、嘉瀬川ダムや佐

賀導水事業がもたらす「新しい水」については、地域自らがどのように利用するかを決めるとともに、

「既得の水」についても、新しい用途を含めて再配分等の議論を一体的に行っている。参加者は、佐賀

県企画県民部、農林部、土木部、九州地方建設局（当時）であり、同研究会は、嘉瀬川水系の利水と環

境について関係者が同一のテーブルで議論するための「場」となった。H12年７月、研究会は「佐賀地域

水循環保全研究会報告」を発表し、水利用の現状や問題点を体系的に整理している。 

 
≪都道府県⇔市町村における連携≫ 
・地下水利用や水質改善等の目的のために、都道府県と関連市町村の自治体が連携を図るケ
ースである。 

・市町村による流域自治体間協議会等に都道府県が参加するケースの他にも、「八郎湖水質
対策連絡協議会」にように、県が立ち上げ時から主導しているケースもある。 

・広い流域を持つ地域では市町村が多いことから、都道府県が市町村の取りまとめ役となる
ケースが多い。 

 

都 道 府 県 ⇔ 市 町 村 に お け る 連 携 の 事 例 

【事例】八郎潟水質対策連絡協議会（秋田県） 

八郎潟は、国の事業によって昭和32年から20年の歳月をかけて全体の約3/4が干拓され、水面は1/4の

閉鎖性水域となった。昭和53年に、アオコが異常発生したことから、秋田県では水質汚泥機構解明調査

に乗り出すとともに、流域の13市町村に呼びかけ、八郎湖水質対策連絡協議会を設置した。ここでは、

八郎潟の水質保全対策について協議するとともに、流域住民への啓発としてクリーンアップや研修会（

水を考える集い）など毎年実施している。 
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③行政（国、都道府県、市町村）⇔住民・事業者との連携 
・異なる流域間でも連携や交流を行う場が設けられている。 
・地下水利用や水質改善等を目的として、国、都道府県、関連市町村の自治体と住民、事業
者とが連携を図るケースである。 

・大規模河川においては、上流域と下流域との利害が対立することが多く、上下流域の自治
体や住民等が意見や情報の交換を行うとともに、共通認識を醸成するために、共通のテー
ブルが設けられている。 

・基礎的自治体としての市町村は、川づくり、水質改善、節水等の生活に身近な分野を中心
に、住民に対する説明、意見徴収・交換、啓蒙活動等を進めている。 

・住民の協力の下で市町村は様々な事業を推進している。 
・住民との交流は主に基礎的自治体である市町村が行うことが多いが、都道府県が河川管理
者である場合や広域的な問題解決が必要な場合などでは、都道府県が直接住民と交流を行
うケースがある。 

・地元民間企業と自治体とが連携するケースがみられる。 
・熊本都市圏の事例では、地元銀行と県や市とが協力関係を結び、地下水の実態解明や保全
を進めている。しかし、自治体が主で事業者が従という関係ではなく、初期段階ではむし
ろ事業者が主導し、調査実施や計画策定段階において自治体が主導するなど対等の協力関
係であることに特徴がある。 

 

行政（国、都道府県、市町村）⇔住民・事業者との連携の事例 

【事例】桂川・相模川流域協議会（山梨県、神奈川県） 

桂川（山梨県）、相模川（神奈川県）の流域の環境保全を図るため、持続可能な発展を基調にした環境

保全型社会を築くことを目的とした「アジェンダ21桂川・相模川」の推進組織として、平成10年１月20

日に両県（国の１機関含む）と流域の市町村、住民、事業者らを会員としてり設立された。３者のパー

トナーシップの下に各種の環境保全に係わる事業を実施している。主な活動としては、流域一斉クリー

ンキャンペーン、上下流交流事業、流域シンポジウムの開催、情報の発信（ホーム・ページの運営、年

報の発行）、環境ホルモン調査、流域ツアー＆ウオッチング等である。 

【事例】信濃川・阿賀野川両水系水質協議会（新潟県） 

水道水源の水質保全対策の推進に資することを目的として、平成６年に信濃川水系水質保全連絡協議

会と阿賀野川水質保全連絡協議会の２協議会（新潟県内の信濃川及び阿賀野川流域の水道事業者等によ

り構成）が合わせて設立された。具体的には、流域の水質監視を目的として水系内８箇所において33の

水道水道事業体が共同で原水の水質調査を実施している。また、河川の水質事故等に対応するため、異

常事態の連絡体制を設け、突発水質汚染時の情報等の交換を行っている。 

【事例】地下水源保全等：香川中央地域地下水利用対策協議会（香川県） 

香川中央地域（高松市、丸亀市、坂出市、普通寺市、宇多津町及び多渡津町）における地下水源（井

戸）の保全、かん養、地下水の適正かつ合理的な利用の推進を図るため、官民（国（地方建設局）、県、

市町、企業）が一体となって地下水位調査、水質検査を通じて利用状況を把握し、自主規制を行ってい

る。 
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【事例】利根川水系上下流交流事業実行委員会（東京都・群馬県） 

水源地域の群馬県と受益地域の東京都の住民交流を目的として、平成10年に群馬県と東京都が共同し

てこの委員会を設立した。具体的な事業としては、毎年、両都県の小学生とその保護者により、水源地

域への訪問と都の水道施設や河川の状況を見学してもらう相互訪問等を行っている。この交流を通じて、

群馬県訪問により、過疎化や高齢化による森林の荒廃など水源地域が抱える諸問題について、また東京

都訪問により水のリサイクルや浄水等の水の大切さについての共通認識を深めている。そのほか、パン

フレット、展示用パネルを作成し、積極的な啓発活動を展開している。 

【事例】千葉県上下流交流事業実行委員会（千葉県） 

千葉県は水需要の約３分の２を利根川に依存しており、現在建設中の「八ツ場ダム」及び「湯西川ダ

ム」の早期完成は、安定的な水資源の確保を図る上で重要な水資源開発施設である。このため県内の関

係利水団体とともに「千葉県上下流交流事業実行委員会」を組織し、水源地域住民に感謝の気持ちを表

するとともに、水を通じて千葉県民との相互理解を深めることを目的として、平成４年度から上下流交

流事業を実施している。主な事業は、八ツ場ダム「水の大使」行事、湯西川ダム「シクラメン配布」行

事等である。 

【事例】かのや川クリーンプロジェクト（鹿児島県） 

鹿屋市内を流れる肝属川は、常に九州内の一級河川の中でワーストとなっている。市は、ワーストか

らの脱却を目指して、海→雲→雨→山→耕地・河川→海という水循環を見据えた総合的な水質浄化対策

を平成13年から展開している。かのや川（肝属川の別称）クリーンプロジェクトは、照葉樹林の保存、

下水道整備等の排水対策水質浄化対策、学習活動等の市民を巻き込んだ多岐にわたる事業から構成され、

10年後に市域から排出される汚濁負荷量の20％を削減することを目標としている。 

【事例】村と村民が一体となった事業展開（大分県） 

番匠川の源流である本匠村の村と地域住民が流域全体に働きかけ、水源かん養と都市農村交流を目的

とした各種事業を実施している。具体的には、「源流の里」保全植樹（平成12年～平成13年に広葉樹600

本が5haに植樹）、「環境保全植樹」（１ha以上の景観保護植樹実施団体に助成）、ボランティア植樹、「地

球元気村」（宇崎竜童氏を招いた各種体験プログラム実施）、カヌー川下り大会、番匠川クリーン大作戦、

廃校を利用した体験学習施設等が行われている。 

【事例】県と住民との考える場／木浜内湖再生フォーラム（滋賀県） 

木浜内湖は、守山市の木浜地先の埋立地の背後にある昭和30年代に実施された埋め立て工事により出

現した内湖である。その後、流域のほ場整備事業の実施や都市化の進展等の急激な土地利用の変化によ

り、内湖の水質や底質が悪化した。そこで、滋賀県は、内湖の自然環境を再生するため、住民等と一緒

に解決策を考えていく場である「木浜内湖再生フォーラム」を組成した。フォーラムでは、内湖の水質

改善する方策を探るため、自然観察会やワーキング会議が実施されている。 
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【事例】財団法人熊本開発センターと行政との共同調査（熊本県） 

熊本都市圏は生活用水のほぼ100％近くを地下水に頼っており、昭和15年に熊本市は「地下水都市宣言

」を行っている。ところが、60年代後半に、水源地江津湖や水前寺の水位が目視できるほどに低下し、

水源かん養力の低下が顕在化した。地下水は、賦存量や水系の把握が非常に難しく、浄化が困難である

といった問題を抱えており、まず、地下水の実態解明が地域の課題となった。 

一方、同地域の地下水に対する危機感を高めた肥後銀行会長が50年代に「肥後の水資源愛護基金」を

設立した。続いて、財団法人熊本開発センターを設立し、昭和59年以来地下水にかかる調査研究活動を

実施し、市とも共同研究を行っている。また、平成4年からは県と市が合同して「熊本地域地下水総合調

査」を実施し、平成8年には「熊本地域地下水総合保全管理計画」が策定された。 

【事例】環境浄化微生物普及事業（愛媛県） 

愛媛県の各事業所では、食品工場等の活性汚泥処理施設を有する企業等に対して、環境浄化微生物を

モデル的に配布し、企業等の排水処理経費の削減や環境保全型企業の育成を図っている。 
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④住民間における連携 
・流域内で活動する様々な団体や個人が情報交換等を行い、交流や連携を行う場が設けられ
ている。これには、市町村等も参加することがあるが、市町村主導で行われるのではなく、
参加者が対等な立場で交流連携が進められる。 

・ＮＰＯ間の連携は、河川の水質改善等の活動目的を共通にする流域内の団体が連携するケ
ースが一般的である。 

・ＮＰＯが連携することにより、行政に対する発言力や住民に対する影響力が増加するとと
もに、活動自体の効率化を図ることができる。 

・ＮＰＯの連合体が、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の認定を受け、事業の拡大と安定
化を図るケースもみられる。 

・ＮＰＯ等が仲介役となり、上下流域の住民が直接交流を進める事例もみられる。 
・同一流域における利害関係者が、共通のテーブルについて議論する場が設けられている。 
・特に、水利慣行等の存在により硬直性の強い利水においては、農業事業者と都市住民等が
利害関係にあり、両者が共通のテーブルについて議論を行うことにより、共通認識が生ま
れ、将来的には合理的な水利調整を行う素地が生まれる。 

 

住 民 間 に お け る 連 携 の 事 例 

【事例】千代川流域圏会議（鳥取県） 

この会議は、流域の各地域で活動する団体や個人間の協力、支援、情報交換、そして千代川を軸とし

た流域の交流や連携を図り、地域活性化への取組を通した豊かなふるさとを創造することを目的として、

平成9年12月に発足した。会員は、学識経験者、活動団体の長、行政（平成13年9月現在、52名）、賛助会

員（同、約1,600人）で構成される。平成10年に「次世代に引き継ぐきれいな千代川」をテーマに「おい

しい水シンポジウム」を開催した。平成12年に清流を守る行動計画を策定するとともに「千代川清流保

全宣言」を制定し、統一条例の実現を働きかけている。また、「千代川フェスティバル」、「源流探検」、

「森林調査会」等のイベントを通じ、流域住民の啓発に努めている。 

【事例】水源地域内の連携と上下流をつなぐ仕組みづくり（長野県） 

木曽川の水源地域は下流域との交流を深めているが、さらなる発展のため、地域の多様な人材や多く

の住民を巻き込んだ地域住民とそれを支える交流のあり方を模索している。具体的には、木曽広域連合

会が事務局となり、「上下流交流実行委員会（総務企画部会、民間交流推進部会、啓発促進部会、森林整

備協定推進部会）」を平成12年に発足し、活動を計画的に進めるために、上下流交流計画書を策定した。 

【事例】通船川ネットワーク（新潟県） 

平成7年より新潟県内の川に関わる４団体（Ｈ14年現在３団体）により、規約等を設けない緩やかなネ

ットワーク組織が設立された（通船川ルネッサンス21（現：通船川・栗の木川ルネッサンス）、新潟市東

地区公民館（公民館の生涯学習講座開講）、通船川流域のまちづくりを考える中地区を考える会（平成1

3年3月に解散）、新潟の水辺を考える会）。公民館の生涯学習活動と共同して、川を知るための「通船川

ウォッチング」から活動を始め、ワークショップ等を重ねて通船川の川づくりマスタープランのたたき

台を作成し、通船川・栗の木川下流再生市民会議へ提案を行った。また、現在も沿川の小中学校の総合

学習におけるガイドや通船川についての講義等に協力したり、沿川の小中学校と協働で年に数回清掃活

動等も行っている。 
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【事例】I Love 遠賀川(福岡県) 

昭和63年、飯塚市で市民らが清掃活動を目的とした実行委員会を設立しており、平成14年現在、参加

団体42（約2000人）を数える「I Love 遠賀川」へと発展している。活動の輪は年々広がりをみせ、嘉穂

町、穂波町、山田市、田川市、直方市、中開市、芦屋町、遠賀町、水巻町の各住民団体が結集している。

これらの団体が一堂に会して遠賀川について語り合う「流域住民交流会」も地域持ち回りで開催してい

る。流域の各団体が結集した新たな統一の団体として、NPO法人化を見据えた「遠賀川流域住民の会」の

立ち上げを提案するなど、その発足に向けて中心的な役割を果たしている。 

【事例】県民ネット最上川（山形県） 

「美しく快適な最上川づくり」をテーマとして、平成10年に流域７団体により設立された。会長には、

上流の米沢市に立地する米沢中央高等学校科学部の佐藤五郎氏が就任し、主に、ボランティアグループ

等の総合交流、県民交流、最上川その他河川の利活用の情報発信、県民やボランティアグループ等の幅

広い参加行動の呼びかけなどを行っている。具体的には、同校科学部員らのサポートを受けたゴムボー

トによる河川観察会、環境調査、河川清掃活動、県民交流会の開催、機関誌発行等である。 

【事例】レディース河川探訪会（青森県） 

岩木川の流末に位置する十三湖の沿岸町である市浦村では､湖から揚がるシジミ貝が特産であるが、岩

木川から流れるゴミや汚水により湖が汚れ､水質が悪化した。村では湖の水質改善のために、岩木川の流

域市町村と行政が湖の理解を深め、連携して活動に取り組む必要があるとの認識の持つに至った。具体

的には、市民団体である「岩木川と地域づくりを考える会」が中心となり、上流の人たち（特に主婦）

を推進力とした活動を展開するため、上流部の主婦を募集して岩木川の上流から下流へと視察会を行っ

た。そして､下流部市浦村の主婦の方々と交流を図るイベントを行った。 

【事例】「岩木川～みず・ひと・自然」運営委員会（青森県） 

平成11年に、「岩木川～みず・ひと・自然」運営委員会が設立され、毎月１回の割合で公開講座を開催

している。講座は、岩木川をめぐる多方面の人々の話を聞き、今後の岩木川を考えるための共通認識を

つくる場、また、立場を全く異にする人々が活発に意見を交わし、岩木川に関する相互理解を深め、今

後の岩木川をめぐる議論の「共通の土俵づくり」を目指している。 
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⑤行政（国、都道府県、市町村 ）⇔他の公的団体、住民との連携 
・水質の改善と豊かな生態系を取り戻すために、各主体の連携と地域全体の理解と協力のも
とで関係者が一体となった取組が実施されている。 

・地域住民に対し農業用水の持つ様々な機能や土地改良区が果たしてきた役割と活動に対し
て理解を得るため、各機関に協力を要請し、それぞれが協力できる可能な範囲の中で地域
活動を実施している。 

 

行政（国、都道府県、市町村）－他の公的団体、住民との連携 

【事例】みずすまし構想（滋賀県） 

 滋賀県農政水産部では、平成8年度から「みずすまし構想」を定めて、琵琶湖を始めとする湖国の豊か

な農村環境を保全する取組を行っている。湖南地域振興局では、この「みずすまし構想」に基づき、地域

の関係者の参加による「湖南地域みずすまし推進協議会」を設置し、「湖南地域みずすまし行動計画」を

定めている。計画では、「水質の改善と豊かな生態系を取り戻すために、地域の全ての人々がそれぞれの

立場で参加し、ともに行動する」ことを基本方針とし、具体的な目標設定とそれを達成するための農家、

土地改良区、農協、県、市町村、地域住民による各主体の具体的な取組等を定め、各主体の連携と地域全

体の理解と協力の下で一体となった取組を実施している。 

【事例】手取川七ヶ用水土地改良区（石川県） 

 石川平野を潤す手取川七ヶ用水は、古くから農業用水としてはもとより、いわゆる地域の環境用水等

としての役割を担ってきた。しかし、近年の都市化や混住化の進展等に伴い、農業者による用水の維持管

理が困難となり、また七ヶ用水を知らない地域住民も多数いるのが現状となっている。このため、農業用

水に関する正しい知識を広く一般の方々に理解してもらうためのウォークラリーを開催したり、地域住民

等の参加による清掃ボランティア活動も開催している。 

【事例】胆沢平野土地改良区（岩手県） 

「環境に配慮した土地改良施設整備への関心の高まり」や「農業者と地域住民の新しい形でのつながり

の必要性」等を背景として、水路整備に当たって住民参加の計画づくり、地域住民も参加した「乙女川ク

リーン大作戦」、子供を対象とした「巾の下水路なかよしホタル探検隊」としての生物保護活動、ダムか

ら田んぼまでの水の流れを探検する「ふるさと水探検隊」を通じた教育活動等の取組を実施している。乙

女川クリーン大作戦は、平成12年度より始めたイベントであるが、平成13年度には平成12年度の約２倍の

参加があり、地域住民の自然や環境に対する意識の高まりが伺える。 

【事例】立梅用水土地改良区（三重県） 

「農業水利施設の効率化・維持管理の低減等を目的としたコンクリート化による親水・景観機能などの

多面的機能の喪失」等を背景として、地元のボランティア活動「あじさい倶楽部」と土地改良区が協力し

て、平成６年度から「ふるさと水と土」保全活動の一環として「あじさい一万本運動」をスタートさせた

。平成８年度には勢和村もこれらの活動を評価し、支援を開始した。その後、「あじさいの里親運動」、休

耕田を利用した「農村のビオトープづくり」、「あじさい祭り」等の開催を通じて、地域住民と土地改良区

が一体となり都市に住む人々との交流を促進しつつ、農業の多面的機能の推進を図ろうという様々な取組

が活発化している。 
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【事例】道前平野土地改良区（愛媛県） 

 道前平野土地改良区では、平成３年度から、地域住民に対して農業用水の持つ様々な機能や土地改良

区が果たしてきた役割や活動に関する理解を得るため、各機関に協力を要請し、それぞれが協力できる可

能な範囲の中で役割分担（市役所：見学会等へのバスの提供、公民館等：小学校や地元住民への呼びかけ

や総合学習への取組、土地改良区：見学会等の立案や経費の一部助成等）を行い、地域活動を実施してい

る。現在までの10年余りの活動を通じて、地域住民との大きなつながりが生まれ、子供達からも「あらた

めて水を大切にしたい」といった感想が寄せられるようになった。 
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6.4 地域における取組を促進する仕組み 

地域における主体間の連携や協力等の取組を促進する仕組みとして、次のような 10 種類
の方策が全国で展開されている。以下に全国における事例を示すので、当該流域の取組の
進捗や深度、関係者の連携や協力の状況に合わせて活用して頂きたい。 

①機関誌や情報誌の発行、デジタル・アーカイブの作成 
②｢川の日｣等の記念日の設定 
③流域サミット等のイベント開催 
④表彰制度の創設 
⑤専門家や取組（活動）のキー・パーソンとの連携 
⑥基金の創設 
⑦協定の制定 
⑧流域憲章等の制定 
⑨条例の制定 
⑩その他 

 
（1）機関誌、情報誌の発行、デジタル・アーカイブ 
 機関誌等の発行を通じて、流域間の関係主体の互いの取組の状況を把握することが可能
となる。また、デジタル・アーカイブ等の作成により、流域の実態を正確に把握すること
が可能となる。こうした活動の結果、流域間で共通した認識を醸成する際や自らの活動を
拡大、変更する際に役割分担を踏まえることが容易となる。 
 

名   称 場 所 概   要 

旭川流域ネットワーク

（ＡＲ－ＮＥＴ） 

岡山県旭

川 

流域全体に関わる行事の実施（旭川源流の碑の建立）、勉強会、子

供交流学習、シンポジウム等の開催、行政機関と意見交換による提

案等のほか、機関誌「AR-NETNEWS」を発送している。 

みずすまし協議会の機

関誌 

宇曽川・

犬上川他 

参加型流域環境調査（住民参加調査、専門家による調査）、シンポ

ジウム、学習会の開催、機関誌の発行、行動計画づくりを行ってい

る。 

高梁川流域連盟 岡山県高

梁川 

 高梁川流域の環境保全活動として、市民団体「高梁川流域の水と

緑を守る会」と協力し、流域の一斉清掃フォトコンテストの実施、

機関誌「高梁川」の発行、流域内の体育・文化活動、中学・高校の

リレー大会、高校音楽会を実施している。 

鶴見川流域ネットワー

キング 

神奈川県

鶴見川 

行政区界を超えた活動、自然と都市と文化の再発見、川の保全と再

生、自然と都市が共生する流域文化の創造、多彩なパートナーシッ

プ、持続可能な未来を目指した流域視野での交流が活動の柱となっ

ている。具体的には、情報誌『鶴見川流域人』の発行等を行ってい

る。 

白山川を守る会 大分県白

山川 

川の清掃、チラシの配布、座談会の開催のほか、現在の活動内容と

しては水質調査が中心である。この中で、会員向けの会誌を発行し

ている。 
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長良川デジタルアーカ

イブ事業 

岐阜県長

良川 

長良川流域間の文化の交流、圏域間の情報交換の促進に向けて、県

民が直接参加し、データの集積を行うシステムを構築し、長良川の

文化情報をインターネットを通じて広く、全世界に発信するもので

ある。平成13年度から３ヵ年間で最初のデータ蓄積を図る。 

 
（2）「川の日」等の記念日の設定 
 「川の日」等の記念日を設定することにより、関係する水資源にかかわる関係主体の共
通の認識を醸成することが可能となる。また、その日にイベントを開催することにより、
関係主体の一同に会する場を提供することも可能である。 
 

名   称 場 所 概   要 
石狩川の日  石狩川 石狩川振興財団は、毎年8月7日を「石狩川の日」と定めて「石狩川

クリーンアップ作戦」を実施しているほか、地域の河川愛護団体ボ

ランティア団体等毎年１万人を越える住民が参加している。 

環境の日 佐賀県 
徳州恵川 

かっぱ連邦笑和国は、8月の第１日曜を村の｢環境の日｣として住民

の参加を呼びかけ、水・川を含めた環境フェスティバルを行ってい

る。 

緑川の日 熊本県緑

川流域 
天命水の会は「緑川の日」を制定した。緑川において、漁民の森、

こどもの森、海山交流・「川を知る」カヌー体験等を行っている。 

下水道の日 石川県 下水道の普及と住民理解のため、公社との共催で「下水道の日」と

して9月10日近くに毎年｢下水道ふれあい展｣を開催している。 

 
（3）流域サミット等のイベント開催 
 流域サミット等のイベント開催は、流域間の関係主体の共通認識を醸成するだけでなく、
流域を通じて多様な取組を行っている主体間の役割分担を認識する場としても機能する。 
 

名   称 場 所 概   要 
 I Love 遠賀川 福岡県 

遠賀川 
昭和63年に実行委員会を立ち上げ、飯塚市で始まった市民による遠

賀川の清掃活動が今では参加団体42（約2000人）を数えている。現

在の「I Love 遠賀川」へ拡大し、４市４町の住民団体が結集して

いる。 

延岡アースディ実行委

員会によるクリーン作

戦  

宮崎県 
五ヶ瀬川 

山や森づくり等の山と関わっていくことに重点を置き、不法投棄除

去、各地の清掃をメインに取り組んでいる。クリーン作戦、川開き

、川底清掃等を行った。 

馬淵川クリーン作戦 青森県 
馬淵川 

「馬淵川を愛する会」は、馬淵川流域に住む人､訪れる人々に水源

の環境保全､水質保全、河川の環境保全を図ることを訴え､馬淵川を

基軸とする地域づくりに関する活動を行っている。同クリーン作戦

は、約300人の参加者により清掃活動を行うものである。 

YOU・遊・比謝川 沖縄県 
比謝川 

かつての清流を取り戻し、町民の憩いの場の復活を目的として昭和

63年に第１回を開催し、川遊び体験を実施している。このほか、月

１回、比謝川クリーンディ（清掃）や川学校（川や周辺の自然環境

を題材とした勉強会）を実施している。実行委員会は、町青年会町

商工会青年部、町職員労働組合等を中心に構成されている。 

リバーフェスタのべお

か 
宮崎県五

ヶ瀬川 

平成 6 年に始まった「リバーフェスタのべおか」は、川とふれあい

ながら自然や環境を考えるために、市内の女性 24 団体(当時)が連

携し企画されたもので、国土交通省、漁協、行政各機関、市民団体

や学生の支援を得て、毎年ユニークで斬新な行事を開催している。 
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（4）表彰制度の創設 
 表彰制度の創設は、住民の水問題等に対する関心を高める効果がある。 
 

名   称 場 所 概   要 

水資源有効利用表彰制

度 
 沖縄県 沖縄県では、平成３年度より「水資源有効利用表彰制度」を制定し

、水資源の有限性を強く市民にアピールし、多面的な水利用を提案

している。 

 
（5）専門家や取組（活動）のキーパーソンとの連携 
水循環構築においては、まず流域の水循環や水問題の実態を解明することが必要である。

例えば水質改善等の問題解決にあたっては研究活動が、また、計画策定にあたっても専門
的な知識の活用が必要となるなど専門家の知識は不可欠である。 
さらに、活発な活動を展開する事例の多くは、活動の中心的人物（キーパーソン）が重

要な役割を果たしていることが多い。 
 

名   称 場 所 概   要 

常呂川水系環境保全対

策協議会 
北海道 協議会では、小学生を対象とした啓発事業や農畜産系排水対策等を

計画的に推進している。また、設立当初より、北見工業大学地域共

同研究センターとの共同研究による常呂川の水質調査等を継続実

施している。平成11年には、これらの取組が評価され、「北海道の

水道水源保全に関する基本方針」に基づく重点対策流域に指定され

、全道の水道水源保全のモデルとなった。 

 森と海を結ぶ会 佐賀県 
佐賀市 

嘉瀬川流域・六角川流域の佐賀市内のクリーク部分において、同会

は、川の探検隊やさが水環境フェアの開催を通じた、情報交換・交

流の場の提供しているほか、クリークの「堀干し・ごみくい」に合

わせて佐賀大学の半田駿教授らとともに生態系調査等を実施して

いる。水と関わる各種農村文化の伝承に努めている。 

糸島地区水循環システ

ム検討委員会 
福岡県志

摩町・前

原市（九

州大学移

転予定地

） 

糸島地区では、近年、都市化の進展により人口増加が進んでいる上

に、大学移転に伴い、地区内の水需要量の増加が予想されている。

本委員会では、環境共生形社会の構築を目指した九州大学学術研究

都市の構想実現の一環として、地区内の自然環境の現状や将来人口

予測等をふまえ、地区内の水循環（システム）における水資源の安

定的な確保策や環境に配慮した水循環型社会のあり方について超

長期的な視点から検討を行っている。 

水質浄化システム開発

事業 
愛媛県 県は、愛媛県環境創造センター、衛生環境研究所、愛媛大学と共同

して、県内河川を対象とした微生物を用いた水質浄化システムの開

発研究を実施している。平成12年度には、住民参加・分散型の水質

浄化システム「ポケット・エコパーク・システム」が提案され、現

在、本県河川において実証実験が行われている。 

せせらぎ夢現塾 滋賀県甲

良町 
甲良町は、『農業水利施設高度利用事業』『水環境整備事業』導入を

契機に、むらづくりの手法について勉強する場である「夢現塾」を

設立し、４人の専門家（東京農工大学千賀祐太郎先生ほか３名）を

講師として迎えた。同塾は、住民が専門家の指導を仰ぎながら、集

落間の利害関係を超えて町全体の問題意識の共有化を図るまで学

習し、合意形成に至るための議論の場として機能する。町では、現

在も講師を専門家が務めるこのような学習会が多数開催されてお

り、専門家は、学習により合意形成へ通ずる場における調整・指導

役として、地域の活動を下支えをしている。 
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牡蠣の森を慕う会 宮城県 “森－川－海”とつながる生態系に着目した環境保全の取組であり

、リーダーである畠山重篤氏の「森は海の恋人」を合い言葉に、毎

年6月に宮城県唐桑町の漁民「牡蠣の森を慕う会」が中心となって

岩手県室根山にブナミズナラ等を植林し始め、これまで１万５千本

に達している。平成13年度には、宮城県と岩手県の共催で「森は海

の恋人」をテーマとしたシンポジウムを開催した。 

むらづくり委員会 滋賀県甲

良町 
甲良町は総合計画策定の際に、より実効性の高い住民参加による地

域づくりを進めていく仕組みとして、各集落に「むらづくり委員会

」を設立した。各委員会は、住民自ら自分たちの地域を考え、実際

に汗を流すための組織として、公共施設の維持管理等を担う。また

、むらづくり委員会にはリーダーが不可欠との考えのもと、町主催

で「せせらぎ夢現塾」を開催している。同塾は、様々な学識経験者

や専門家と住民が、まちづくりについて学ぶ場を提供することを目

的として設立されたが、のちに、まちづくりのリーダー育成の場へ

と発展した（後述）。 

水源監視員制度 群馬県 桐生川の清流を守る条例に基づき、水源監視員制度が発足している

。同制度は、水道局OB等がボランティア活動として活動している。

また、市民ボランティア（清流と森林を守る会）も発足し、活動を

開始している。 

 
（6）基金の創設 
  基金の創設は、流域内の活動の資金面での支援を行うだけでなく、流域内での利害関係
が明らかとなることから、基金を通じて、問題意識の共有化を図る際に有効である。 
 

名   称 場 所 概   要 

水源の森基金条例 愛媛県 
石手川 

地勢的に水資源に恵まれないことから、水源林の取得や整備等の事

業を積極的に進め、水源かん養機能を高めて水道水を将来にわたり

安全的に確保することを目的とした基金を設立した。 

水源環境保全基金 愛知県 
木曽川 

平成12年12月21日、愛知中部水道企業団は、水道料金から１トン１

円を徴収し、基金として積み立てる条例を可決した。 

足柄グリーン文化基金 神奈川県 
南足柄市 

水資源かん養政策の一環として、同基金による森林施業推進、森林

及び立木の買取り、ブナ植樹、基底流出量の維持、増大等に取り組

んでいる。 

大野市地下水保全基金 福井県 
大野市 

平成12年に設置され、市民や事業所からの寄付を募り、地下水の保

全やかん養、調査研究等に活用できるよう制度化した。主な施策と

しては、地下水かん養のための水田湛水や地下水の水位観測及び水

質調査、事業所に対する水循環利用施設の設置助成等が挙げられる

。 

(財)沖縄県水源基金事

業 
沖縄県 同基金は、水源地域特別措置法の精神に準じ、沖縄振興開発計画に

基づく多目的ダム建設に伴う水源地域への影響を緩和するために、

水源地の振興対策を講ずる市町村に助成し、水資源の安定的確保と

水源地域の振興を目的として設立した（昭和54年）。 

山古志村（基金） 新潟県 
山古志村 

村内に植生するぶな林等を保護育成し、水道水源のかん養を図るた

め基金を設置し、毎年度村の一般会計より支出している。 

興津川（基金） 静岡県 
興津川 

清水市民の水道水源となっている興津川とその流域の緑豊かな自

然環境を保全するため、水源かん養と水質の保全及び啓発活動、ま

た、興津川保全活動を支援するための基金の募金活動等を市民団体

、企業、行政が一体となって進めている。 
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沢川水源の森整備基金 長野県 
沢川 

森林整備基金では、森林の保育間伐や下草刈り、水源保護啓発のた

めの集会の開催等の事業への補助等を行っている。 

(財)肥後の水資源愛護

基金 
熊本県 県民の水資源愛護についての実践努力高揚のため必要な助成や啓

発活動を行い、熊本の水資源の保全に資することを目的として肥後

銀行が中心となって設立した。毎年肥後の水愛護基金賞なども設け

ている。 

杉の雫・吟醸の会 鳥取県 会員制を採用し、会費により基金を構成し、森林から流れ出る水の

大切さのＰＲや直接、森作りの活動を行う。また、会員は酒米を育

成し、水と米と地域の技を活用し、酒蔵に委託し「杉の雫」を生産

し、会員に配布する。このほか、森作りの活動として、下刈り、枝

打ち、田植え等も行う 

 
（7）協定の制定 
a)住民と自治体間の協定 
  協定の制定は、上下流域の自治体間ばかりでなく、施設管理等に関して、住民と自治体
とが協定を結ぶケースもみられる。異なる主体（住民と自治体）の役割分担が明確になる
ことにより、官民協力した体制づくりに寄与する。 
 

名   称 場 所 概   要 

管理協定 東京都 
落合川 

河川改修に関する地元住民、地元市（東久留米市）、都の意見交換

会である「川の交流会」は、「川の交流会」で協議・施工された「

いこいの水辺事業」整備区間において、地元住民に管理を委託して

いる。地元住民と市の間で管理協定を結び、市民は草刈り、清掃、

植栽、剪定を定期的を行い、市が事務的・資金的援助、都は資金的

援助を行う。 
 
b)自治体間の協定 
  主体間の問題共有や共通課題解決に対して条例制定は有効であるが、条例は制定自治体
のみで有効である。これを自治体を越えた流域全体に広げるため、自治体間における協定
の制定は有効である。上下流域の自治体等が協定を制定することにより、流域内の問題に
対して認識を共有し、共通して問題解決を図ることが可能となる。 
 また、協定に順ずるものとして、上下流交流計画の策定があげられる。 
 

名   称 場 所 概    要 

森林整備協定 長野県 
矢作川 

森林整備協定の内容は、立木を双方で共有し、安城市が立木購入代

と30年分の地代を支払い、また保育管理経費を持ち分（1/2）に応

じて支払う分収育林契約となっている。なお、当該森林整備協定は

、全国第１号である。 

森林整備協定 熊本県 
緑川 

河川の上流と下流の自治体が協力して、地下水保全を図ることを目

的として、熊本市と上益城郡矢部町が森林法に基づく森林整備協定

を結んだ。協定では、熊本市は平成12年度から15年度にかけて、矢

部町御所の町有地の原野22.97haを水源かん養林として造成する。

期間は12年度から84年間である。 

森林整備協定 島根県 
斐伊川 

松江市では、山佐、布部の両ダムから給水を受けているほか、仁多

、横田両町下流で建設中の尾原ダムからも給水を受ける予定のため

、斐伊川水系飯梨川、斐伊川上流の広瀬町､仁多町､横田町にある水

源かん養森林の内、10年間で100haについて伐採や植栽に係る費用

の地元負担金を同市が肩代りする協定を13年度に締結した。 
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上下流交流計画書 長野県 
木曽川 

木曽川の水源地域では、下流域との交流を進めているが、さらなる

発展のために地域の多様な人材や多くの住民を巻き込んだ地域住

民と共に支える交流のあり方を模索している。木曽広域連合会が事

務局となり「上下流交流実行委員会」を平成12年に発足、活動を計

画的に進めるために、上下流交流計画書を策定した。 

 
（8）流域憲章等の制定 
  流域憲章の制定は、条例の制定ほどの効果はないものの、流域内の問題の所在や活動の
方向性を明示し、各主体間に共通の認識が醸成される効果がある。 
 

名  称 場 所 概   要 

宮川流域ルネッサンス 三重県 
宮川 

「人と自然の共生」「上下流の交流・連携」「住民・企業・行政のパ

ートナーシップ（協働）」を宣言している。また、重点施策として

流量回復関連施策、生活廃水対策の推進、流域の総合的な森林整備

計画に取り組んでいる。シンボル・プロジェクトとして、フィール

ド・ミュージアム事業を推進している。 

千代川清流保全宣言 鳥取県 
千代川 

学識経験者、活動団体の長、行政（平成13年9月現在、52名）、賛助

会員（同、約1,600人）を会員とする千代川流域協議会は、平成12

年に清流を守る行動計画を策定するとともに「千代川清流保全宣言

」を行い、統一条例の実現を働きかけている。 

 
（9）条例の制定 
  条例の制定は、流域内の水問題の所在や活動（問題解決等）の方向性を内外に宣言する
効果があり、各主体に共通の認識が醸成されることや行政が特定課題を遂行しやすい環境
が作られるなど多数の効果がある。また、条例によっては問題解決等における各主体の責
務等を明らかにしており、流域内の様々な主体の役割分担を明確にすることができる。 
 
a)地下水保護管理条例 

名   称 場 所 概   要 

地下水保全条約 福井県 
大野市 

地下水の適正利用を図ることを目的として昭和52年に制定した。市

民と事務所と行政が一体となって地下水の合理的利用に努める。 

地下水採取の規制に関

する条例 
新潟県 
大和町 

大和町は全国有数の豪雪地帯であり、冬期間には地下水を利用した

道路の消雪等が行われている。また、降雪対応から増え続ける井戸

の掘削に対し、地下水の自然かん養を図るとともに、適正な利用を

促進し、公共用水源を保全することを目的として同条例を策定した

。 

地下水保護管理条例 沖縄県 
具志頭村 

当村の地下水が適正に保全され、水利用長期計画に基づき有効に利

用されるように、その保護観察を図ることにより、具志頭村の地下

水資源の適正利用に寄与し、もって住民の福祉を増進する。 

宮古島地下水保護管理

条例 
沖縄県 
宮古島 

山も川もない平坦な宮古島では、生活用水の全てを地下水に頼って

いる。この地下水が適正に保全され、生活用水、農業用水及び工業

用水として有効に利用されるように保護管理を図り、これにより住

民の福祉が増進することを目的として条例を制定した。 

地下水保全条例 新潟県 

長岡市 

地下水の採取による著しい地下水位の低下とこれに伴う地盤沈下

を未然に防止するため、地下水の利用の適正化を推進し、その保全

を図ることにより、市民の生活環境の確保に寄与することを目的に

昭和61年に制定された。 
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地下水保全条例 神奈川県 

秦野市 
秦野市民憲章において「きれいな水とすがすがしい空気、それは私

たちのいのちです。」と定めた理念に基づき、地下水が市民共有の

貴重な資源であり、かつ、公水であるとの認識に立ち、化学物質に

よる地下水の汚染を防止し、浄化することにより地下水の水質を保

全すること、並びに地下水をかん養し、水量を保全することにより

、市民の健康と生活環境を守ることを目的に平成12年に制定された

。 

地下水保全条例 岐阜県 

岐阜市 

清流長良川及び豊かな森林に支えられ、市民にとって貴重かつ限り

ある資源である本市の地下水を汚染から守り、そのかん養を図るこ

とによって、自然環境の保全及び水循環の安定に寄与し、並びに市

民の健康及び生活環境を保護するとともに、秩序ある事業活動の促

進を図ることを目的に平成14年に制定された。 
 
 
b)水道水源保護条例 

名   称 場 所 概    要 

水源の保全及び利用に

関する条例の制定 
神奈川県

南足柄市 
地下水の適正管理等を目的として、水資源の保全及び利用に関する

条例を制定した（平成10年度）。 

水道水源保護条例 奈良県室

生村 
(木津川) 

本条例は、水道法第２条第１項の規定に基づいて制定された。本村

の水道計画に係る水質汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、室

生村長、村民および対象事業者の責務を明らかにするとともに、水

道水源保護地域の指定等の必要事項を定め、その水源を保護し、も

って村民の生命と健康を守ることを目的として制定された。 

水道水源保護条例 群馬県 
長野原町 

水道水源の保護が必要な地域を指定し、当該地域における排出水に

係る基準を定めるとともに、その水質の汚濁の防止のための規制な

どの措置を講ずることにより、水道水源の保全を図り、もって町民

の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。 

水道水源保護条例 新潟県 
刈羽村 

水道水源を保護する目的で平成３年９月27日に施行された。水源保

護の必要な地域を指定し、その地域内で、産業廃棄物処理業、土砂

採取業、その他条例で定める水質汚濁を招くおそれのある事業場を

設置する時は、事前協議を義務付けている。 

水道水源保護条例 新潟県 
上越市 

水道水源を保護する目的で平成6年５月１日に施行された。（刈羽村

同様） 

水環境保全条例 新潟県 
六日町 

平成13年1月1日に施行された。水道水源保全地域を指定し、条例に

定める開発行為等を行う場合は、事前に届出が必要なこととともに

、町は届出を受理した開発行為に対して、水道水源に及ぼす影響や

開発行為の実施状況の検査を行い適正に指導すること等を定めた。 

水道水源保護条例 徳島県 
阿南市 

水道法（昭和32年法律第177号）第２条第１項に基づき市の水道に

係わる水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するためその水源を保

護し、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。 

宮古島水道水源保護条

例 
沖縄県 
宮古島 

地下水水源流域における農薬散布、畜産事業、工業排水、土石採取

等の開発行為による水質の汚染を防止し、清浄な水を確保するため

の水質保全と保護を目的として制定した（平成10年７月31日）。水

道水源保護地域の指定や規制対象事業場の認定等を行っている。 

中の井水利委員会によ

る条例 
福岡県 中の井堰、中の井用水取水口、流末の水路、放水路の維持管理、水

利調整を目的とした条例を制定している。 
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吉野川源流水源地の森

整備事業 
奈良県 
吉野川 

吉野川最源流部に位置する三之公地区は、天然林が残されてきた地

区であるが、近年はパルプ材の利用のための伐採が進み、環境破壊

が問題となっていたため、その対策として、約380ｈaを村が購入し

、水源地の森の活動展開に向けて村条例を整備している。 

水源涵養基金条例 群馬県 
富岡市 

基金を活用した取組はまだ行っていないが、水道の有収水量を１m3

につき１円とし、一般会計50％、水道会計50％を積み立てる。条例

は、平成13年4月1日施行であり、今年度から積み立てを行う。水源

地の土地の取得、樹木の入替え造林を目的とする。 

 
c)環境保護条例 

名   称 場 所 概   要 

奥入瀬川清流協議会 青森県 
奥入瀬川 

奥入瀬川の清流を守る条例を制定している。 

海部川清流保全条例 徳島県 
海部川 

海部川の清流を次世代に守り残すため河川管理者の行う清流保全

対策と相まって町長、事業者、及び町民のそれぞれの責務を明らか

にするとともに、海部川の清流保全対策と流域の環境等の愛護に関

する必要な事項を定めている。 

桐生川の清流を守る条

例 
群馬県 
桐生川 

条例により、水源監視員制度が発足し、水道局ＯＢはボランティア

活動として活動している。 

江の川文化圏会議 広島県 
江の川 

メンバーとなっている市町村は、平成11年から河川美化条例の制定

に取り組んでいる。 

肱川清流保全条例 愛媛県 
肱川 

肱川の清流を取り戻しカジカやメダカたちと共生できる肱川を目

指して条例を制定した（平成13年6月29日施行）。条例は、市民・事

業者・行政のそれぞれの責務を明らかにするとともに、河川の浄化

と河川の環境保全を図ることを目的とする。 

四万十川の保全及び流

域の振興に関する基本

条例 

高知県 
四万十川 

本条例は、四万十川の保全及び流域の振興について、基本理念を定

め、県、流域市町村、事業者、県民及び旅行者などの役割を明らか

にするとともに、四万十川の保全及び流域の振興に関する方策を定

めている。（平成13年4月1日公布）。 

石手川流域に係わる水

道水源の水質の保全に

関する条例 

愛媛県 
松山市 

石手川流域の表流水は、松山市上水道の約半分を賄う水源であるが

、上流域の生活排水等や今後の開発に伴う水質汚泥の発生が懸念さ

れたため、条例を制定した。行政、市民、事業者等の水質保全に対

する努力義務を訓示的に定めた憲章型条例であり、罰則規定は設け

ていない。 

大淀川サミット実行委

員会 
宮崎県 
大淀川 

「大淀川サミット」（平成5年～7月に過去８回開催）では、流域16

市町村の住民等が参加、講演、河川浄化の事例発表、河川愛護や河

川浄化に関する統一条例や規則の制定などを行った 

赤土等の流出汚染防止

条例 
沖縄県 
宜野座村 

村民の健康で文化的な生活及び財産を確保するため、宅地の造成、

道路等の建設､埋立及び農地の開発、農作物の更新栽培等の開発行

為その他の活動によって赤土等が公共用水域等に流出しないよう

に必要な措置を講ずることを目的とする。（昭和57年公布） 

河川の清流を守る条例 愛媛県 
西条市 

市民と行政が一体となって清流保全に取り組む姿勢を明確にする

ための条例を制定した。この条例は、市内の主要河川のほか、湧水

池を源とする中小河川についても水質保全区域を設定し、良好な水

質の確保、美しい水辺空間、すばらしい水環境の維持・保全に努め

ることを目的としている。（平成4年制定） 

地黄湿地保全委員会 大阪府 大阪府自然環境保全条例に基づく大阪府緑地環境保全地域を指定

している。 
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d)ふるさと条例 
名   称 場 所 概   要 

美しいふるさとづくり

条例 
京都府 
網野町 

鳴き砂で有名な琴引浜等の豊かで美しい自然環境を町の財産とし

て、将来にわたり保全するため、山、川、里の環境保全と町域全体

の美化が不可欠との認識の下、平成13年３月同条例を制定している

。また、条例の普及啓発に努めるほか、環境保護パトロール等を実

施している。 

 
e)共通の条例の一斉制定 
  流域内の市町村が共通の条例を一斉に制定することにより、単独の自治体に止まらず、
流域全体に効力を持つ条例にすることが可能となる。 
 

名   称 場 所 概   要 

統一の「河川を美しくす

る条例」 

熊本県 

菊池川 

平成7年、菊池川流域同盟の働きかけなどにより、全国で初めての

流域下自治体による統一の「河川を美しくする条例」が制定、施行

されている。 

 
（10）その他 

名   称 場 所 概   要 

筑後川リバーカード 筑後川 特定日営利法人筑後川流域連携倶楽部では、過去各種シンポジウム

等の様々なイベントを行っていたほか、機関紙の発行、ボランティ

ア植林、筑後川流域だけに通用する地域通貨の発行を行っている 

。また、信販会社との連携により環境保全につながる［筑後川リバ

ーカード」等の発行の検討を行っている。 

いなつきの環境を考え

る会の石けんづくり 

福岡県 

遠賀川 

ゴミ問題からライフスタイルまでを見直す活動を続けており、月１

回の定例学習会、廃油利用による石けん作り（小学校の合同授業へ

の参加、環境イベントでの販売）等を行っている。 
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6.5 地域における取組の評価 

（1）計画の推進と継続的な見直し 
これまで、行政が実施する事業や計画等は、「計画策定（PLAN）」→「計画実行（DO）」が

繰り返されることが一般的であった。しかし、計画実行後に生じた問題点が放置されるこ
と、計画実行の進捗が管理しにくいこと、計画策定段階で計画の有効性や実効性等が検討
されにくいことなどの問題がみられた。 
今後は、従来の手法に、「評価（CHECK）」と評価に基づいた「計画改善（ACTION）」のプ

ロセスを加えることにより、計画策定や計画実行の際に常に効果を重視する姿勢が生まれ
るとともに、問題点を次期の計画に反映させることが可能になる。 
このように、効率的で継続的な水循環系構築を推進するためには、このようなサイクル

を導入していく必要がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-1 ＰＤＣＡサイクル 
 
以下に、計画の改定や施策の見直しに向けた一般的な評価の考え方と進め方に関して、

参考となる事例を示す。 
 
（2）評価の進め方 
水循環計画を改善していくため、計画に基づいて実施している取組の評価には、「事前評

価」と「事後評価」の２つがある。 
「事前評価」とは、計画の企画立案にあたり、現状と課題を明らかにした上で、目標実

現のために真に必要な施策とは何か、期待される効果が大きい施策とは何かなどの観点か
ら計画全体を評価する手法である。 
一方、「事後評価」は、実行した計画について、指標の達成度を測定することによって、

計画の総合的な達成度を評価するものである。 
 
 
 
 
 

 
図 6-2 計画評価の流れと指標 

 

計画策定事前評価 事後評価計画実施

PLAN
計画策定

D O
計画実行

CHECK
評価

ACTION
計画改善
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（3）事前評価 
①計画における施策等の階層構造 
水循環計画の体系は、将来目標を頂点として、それを実現するための手段としての｢政策

（施策の方向性）｣、その実現手段としての｢施策｣、さらにその実現手段としての｢事業｣、
というピラミッド型を構成するのが一般的である。（図 6-2 参照） 
「事前評価」とは、こうした階層的な“目的”と“手段”の関係を計画全体として明ら

かにするものであり、こうすることによって計画の目標実現のために真に必要な手段とと
もに、期待される効果が大きい手段を選択しているかどうかを評価することができる。 
また、事前評価を導入することは、真に必要な施策を選定することだけでなく、企画立

案過程をわかりやすく明示することにより、住民等に対する説明責任を果たすことが可能
となる。 
 
②「目標」「指標」「インプット」の整理 
まず、将来目標、政策、施策等を各階層それぞれに対応した「目標」に書き換える作業

が必要となる。また、その目標を定量的に判断するための「指標」とともに、それを実現
するために投入される資源（インプット：予算や人員等）を明らかにする必要がある。 
このため、図 6-2 に示した「プロジェクト・デザイン・シート」等を用いて、「目標」「指

標」「インプット」を整理する。政策から事業までを一元的に整理することによって、常に
上位の目標を意識することができること、施策のつながりを明確にすることができること、
関係者全員により政策を判断することができること、などが期待できる。 
 

資料）UFJ 総研資料 

図 6-3 政策の展開ピラミッドとプロジェクト・デザイン・シート 
 
③目標設定評価の深度と範囲 
「指標」の設定にあたっては、評価の深度（どのレベルまで指標を設定するか）と評価

の範囲（執行評価／政策評価）を判断する必要がある。特に深度については、政策あるい
は施策大綱レベルまでとすれば指標の総数は限定的であるが、施策または事業レベルにま
で拡大すれば、指標の総数は政策・施策大綱レベルの十倍以上となる。後者と比べて前者
は、作業量が少なく体系が整理されわかりやすいというメリットがある半面、少数の指標
で代表させることが困難、個別施策のきめ細かな評価が困難というデメリットがある。 
 
 
 

将来像

政策
（10）

施策
（数十）

事業
（数百）

政策
Policy

事業
Project

施策
Program

目的

手段目的

手段目的

手段

政策目標

施策目標

アウトプット
（事業内容）

指　標 指標データ入手先 外部条件

インプット
(予算･人員)

プロジェクトデザインシート

政策の展開ピラミッド
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④指標の設定 
行政施策の実施とその影響の流れに沿って、指標の分類を整理したものが図 6-3 である。

これは、その指標分類にしたがって、さらに細かく具体例や導入のメリット・デメリット
をまとめたものである。こうした指標分類と現課における施策や事業の実状とを照らし合
わせながら、施策体系に即して実際の指標の設定を行うことが重要である。 
行政評価の導入初期には、入手可能なデータの中から代替的な指標を用いざるをえない

こともあると考えられるが、重要な指標にかかる不足データについては新たに調査を実施
することも検討する必要がある。特に住民満足度等は、有用なアウトカム指標となるため、
経年での調査体制を確立することが望まれる。 

行政が投入した予算と人員の量が「インプット指標」、その投入により実現した事業量（行
政サービス提供量）が「アウトプット指標」である。これら提供側の指標に対して、住民
側からみた社会的成果（生活や満足度の向上度）が「アウトカム指標」である。例えば、
水質改善という政策課題に対して、環境整備事業への投入予算額がインプット指標、水質
基準値がアウトプット指標であり、これらは主に事業の進捗度を計る執行評価に用いる。
一方、ある水辺環境に対する住民満足度等がアウトカム指標であり、これらは主に政策や
施策の成果を計る政策評価に用いる。 

図 6-4 施策の流れと指標 
 
（4）事後評価 
①「政策評価」と「執行評価」の実施 

事後評価には、「政策評価」と「執行評価」がある。「政策評価」は政策の有効性や成果
を計るものである。政策あるいは施策単位のいくつかの事業における成果を評価するため、
政策あるいは施策単位でアウトカム指標を設定する必要があり、複数年度サイクルで評価
を行う。 

一方、「執行評価」は、施策や事業実施の効率性や進捗度を計るものである。事業の進捗
度を計るため、事業単位でアウトプット指標を設定する必要があり、単年度サイクルで評
価を行う。 

政策評価と執行評価を組み合わせて導入することが重要であり、理想的には政策－施策
－事業のピラミッド体系に対応して総合的かつ段階的に指標を設定することが望ましい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施

インプット指標
（投入指標）

アウトプット指標
（事業活動指標）

サービス成果指標、
社会成果指標

成果
（有効度指標・アウトカム指標）

住民満足度指標

入力量
（予算、職員、時間）

業務量
事業実施結果

サービス需給、
社会成果・インパクト

住民満足度
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表 6-4 評価の深度と範囲 
評価の 
範 囲 

評価の 
深 度 

指標本数 
オーダー 

メリット デメリット 

政策・ 
施策大綱 
レベル 

十前後 
～数十 

・作業量少ない 

・体系が整理されてわかり

やすい 

・少数の指標に代表させることが困

難 

・個別施策のきめ細かな評価が困難 

政策評価 
(複数年度 

サイクル) 
施策 
レベル 

執行評価 
(単年度 
サイクル) 

事業 
レベル 

数百 

・現課での起案作業で指標

設定がしやすい 

・個別施策のきめ細かな評

価が可能 

・作業量が膨大 

・体系が複雑となりわかりにくい 

 
②評価結果の分析 
事後評価については、施策実施効果で見る場合（施策の実施によってどれだけ変わった

か）と目標達成率で見る場合（目標をいかに達成したか）がある。いずれにせよ、事後評
価の精度を高めるためには、事前段階において目標レベルによる階層化を行っておくこと
が有効である。 
例えば、できるだけ許容可能な線を定めた限界値基準、概ね成功と評価できる充足値基

準、可能ならば達成したい期待値基準といった複数の段階的な基準を使い分けることが考
えられる。 

また、評価分析の具体的例として「有効性と効率性によるクロス分析」を取り上げる（図
6-5）。これは、アウトカムの達成度を縦軸、アウトプットの達成度を横軸にとって評価分
析を行うものである。 
両指標ともプラスに達成しているⅠゾーンは順調であるが、逆に両指標ともマイナスの

達成をしているⅢゾーンは抜本的な見直しが必要となる。Ⅱゾーンは、アウトプット指標
はプラス達成であるため、効率的な取組ができているにも関わらず、成果の上がらないケ
ースであり、政策そのものが不適切であることが考えられる。Ⅳゾーンは、成果は上がっ
ているものの、効率性の達成度が低いケースであり、これは計画された政策は適切と考え
られるが、その政策の中で特に取組の改善が求められるところである。 
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図 6-5 有効性と効率性によるクロス分析 
 
③アクション 
 いずれにせよ、評価結果の分析を踏まえて、施策や事業等の「継続」「改善」「中止」を
決定する。これが前述の「（１）計画の推進と継続的な見直し」に示されたサイクルにおけ
る「ACTION（計画改善）」段階に相当する。 
 

Ⅳ
取り組みの改善が必要
（政策はＦＩＴ）

Ⅰ

ＧＯＯＤ

Ⅲ
抜本的な見直しが

必要

Ⅱ
政策の見直しが必要
（取り組みはＯＫ）

アウトプット
（効率性）

アウトカム
（有効性）


