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7.5 手賀沼流域における検討事例 

1．検討テーマ 
手賀沼の水循環回復による水質改善方策の立案 

 
2．流域概要 
千葉県北西部に位置する手賀沼では、周辺の急激な都市化等により、全国で最も汚濁の

進んだ湖沼となっている。 
手賀沼の水循環を巡る課題としては、流入河川流量の減少、地表面被覆による不浸透域

の拡大等による雨水地下浸透の阻害、湧水量の減少、周辺斜面緑地の減少による保水能力
の減少と汚濁負荷の増加等があげられる。 
 
3．主な調査内容 

平
成
13
年
度
調
査 

1.非定常水循環モデルの構築 
降雨時の流出や汚濁負荷削減対策等を考慮できる非定常状態での水循環解析モデ
ルを構築 

2.現況の水循環系の非定常状態における問題点の把握 
手賀沼流域における現況の水循環と昭和 30年代の水循環の非定常状態における比
較を行うことにより、現況の水循環の非定常状態における問題点を把握 

3.非定常水循環モデルによる施策効果の検討 
非定常水循環モデルによる施策効果の定量化を行い、降雨時も含めた汚濁負荷削
減対策等の水循環施策について効果の定量化を行い、非定常状態における効果的
な水循環施策を検討 

4.水循環回復計画の策定のためのメニュー等の作成 
将来、流域の自治体等において水循環回復計画を策定する際に必要なメニューを
提示 

5.手賀沼水循環回復モデル解析手順書の作成 
自治体等の水循環計画策定に資するため、定常及び非定常水循環モデルについて、
解析モデル策定手順書を作成 
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4．検討体制 
 

手賀沼水循環回復調査検討委員会 
 
委員長 佐倉 保夫 千葉大学理学部地球環境科学科教授 
委 員 瀧 和夫 千葉工業大学工学部土木工学科教授 
 〃  渡辺 正孝 国立環境研究所水土壌圏環境研究領域領域長 
 〃  中村 栄一 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長 
 
委 員 高橋 修一 農林水産省農村振興局系拡部土地改良企画課課長補佐 
 〃  菅原 正勝 関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所次長 
 〃  新井田 浩 国土交通省土地・水資源局水資源部水資源計画課課長補佐 
 〃  竹島 睦 国土交通省河川環境課課長補佐 
 〃  内田 勉 国土交通省都市･地域整備局下水道部流域管理官付課長補佐 
 〃  成田 一郎 関東地方整備局利根川下流事務所副長 
 〃  小柳 秀明 環境省環境管理局水環境部土壌環境課地下水・地盤環境室室長 
 〃  白﨑 亮 環境省環境管理局水環境部土壌環境課地下水・地盤環境室室長補

佐 
 〃  柳澤 亘 環境省環境管理局水環境部土壌環境課地下水・地盤環境室地盤沈

下調整係係長 
 〃  仁井 正夫 環境省環境管理局水環境部水環境管理課長 
 〃  合屋 善之 環境省環境管理局水環境部水環境管理課課長補佐 
 〃  松村 貴義 環境省環境管理局水環境部水環境管理課湖沼水質保全係係長 
 〃  小川 功 千葉県環境生活部水質保全課課長 
 〃  印東 亮 千葉県土木部都市河川課課長 
 〃  松尾 弘道 千葉県土木部河川海岸課課長 
 〃  佐久間市郎 千葉県都市部下水道計画課課長 
 〃  布施 剛 千葉県農林水産部耕地課課長 
 〃  平間 幸雄 千葉県環境研究センター水質地質部水質環境研究室主任研究員 
 〃  小松 頴 松戸市都市整備本部建設担当部河川清流課課長 
 〃  吉井 忠夫 柏市環境部環境保全課課長 
 〃  渋谷 利一 流山市経済環境部環境保全課課長 
 〃  鈴木 重和 我孫子市環境生活部手賀沼課課長 
 〃  亀井 忠夫 鎌ヶ谷市市民部環境保全課課長 
 〃  中澤 功二 印西市市民経済部生活環境課課長 
 〃  稲葉 益雄 白井市環境課課長 
 〃  大野 一郎 沼南町経済環境部環境課課長 
 

（平成 14年 3月現在） 
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5．参考図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-10 手賀沼の流域図 
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6．検討結果 
（1）手賀沼流域水循環の問題点の把握 

手賀沼流域の水循環における問題点と課題を整理する。次ページに、手賀沼流域にお
ける水循環の課題図を示す。手賀沼流域では、以下のような水循環の変化が生じたと考
えられる。 
 
・ 人口の増加とそれに伴う市街地の拡大、ライフスタイルと産業構造の変化により、河

川や湖沼へ流入する負荷の増大、流出特性の変化、河川基底流量の減少等の変化が生
じた。 

・ これらの変化は、手賀沼の水質悪化を引き起こした。 
・ 水質悪化、水辺空間の減少等により、手賀沼周辺と手賀沼流域での生物消息種の減少

が生じた。 
 
なお、手賀沼流域の水循環の変化を把握する上で、上水道と下水道の整備、農業用水

の流域以外への配水、北千葉導水による流域外からの導水等の流域界を越えた人工的な
水循環経路が形成されたことも考慮する必要がある。 
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図 7-11 手賀沼流域における課題 
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（2）手賀沼水循環モデルの概要と検証 
① 水循環モデル構築の目的 
水循環モデル構築の目的は以下の通り。 
 

・ 手賀沼流域における水循環（水の移動、収支）の再現 
 
・ 流域における面源負荷の発生、手賀沼湖沼内の流況、水質の再現 
 
・ 流域での水循環回復施策の効果の予測 

 
② 水循環モデルの構造と特徴 
次ページの図 7-12 に示す概念図の通り、手賀沼水循環モデルには下記の特徴がある。 

 
・ 水量と水質を扱う本モデルは、「降雨分配モデル」、「地下水モデル」、「地表流モ

デル」、「面源汚濁負荷モデル」、「湖沼流況・水質モデル」の５つのサブモデルか
ら構成される。 

 
・ 降雨分配モデルでは、流域の土地利用から難浸透率を求め、難浸透率と日降水量

及び日地下浸透量の関係をいくつかの特性曲線によりパターン化することによ
り、降水量の蒸発散量、表面流出量、地下浸透量への分布を行う。 

 
・ 地下水モデルでは、定常地下水モデルで設定した各種パラメーターを用いて非定

常解析を行う。 
 
・ 面源汚濁負荷モデルでは、土地利用区分毎に設定する初期堆積負荷量と発生する

表面流出量から汚濁負荷量を算出する。 
 
・ 湖沼流況・水質モデルでは、平面二次元により解析を行い、河川や流域からの河

川流量や負荷の流入による平面的な流れと水質の変化を計算する。 
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③ 現況再現結果 
再現計算結果は図 7-13 の通り。 
4 月頃に COD、Chl.a が下がるのは、北千葉導水運転により流れが大きくなり、COD や

Chl.a が下流に流されたためである。また、導水運転停止後、T-N、T-P は直ぐに回復し
ている。これは、底沼からの溶出によるものである。 
表 7-2 に、1999 年における計算値と実測値の平均値を示す。年平均値で見ると、COD、

T-N、T-P ともに計算値は概ね実測値を再現できていることが分かる。 
したがって、本検討で用いる水質モデルは、手賀沼の水質を概ね再現できるモデルであ

ると言える。 

表 7-2 実測と計算値の比較(年平均値) 

COD T-N T-P 
 

ｍｇ/ｌ ｍｇ/ｌ ｍｇ／ｌ 

実測値 20.4 3.85 0.384 

計算値 17.9 3.92 0.546 
 

 

図 7-12 手賀沼水循環モデルの概念図 
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図 7-13 水質再現計算結果（手賀沼中央、1999 年 1 月～12 月） 
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（3）手賀沼水循環回復の方向性 
以上の検討結果により、手賀沼水循環回復施策の方向性として、以下のことが考えられ

る。 
 
● 手賀沼における水循環回復施策の方向性 
⇒水循環の維持・回復のために推奨される施策 
 
・ 宅地域での雨水浸透施設の設置 / 道路の浸透性舗装化※ 
・ 山林・畑等の保全 

※ただし、道路の浸透性舗装化による地下水質への影響は別途検討することが必要である。 

 
● その他期待される水循環改善効果 
・ 地下水位の上昇 
・ 地下水流出量の増加 
・ 降雨時ピーク流量の低減 
・ 降雨時面源負荷流出の低減 

 
● 水循環回復施策による間接的な水循環改善効果 
○ 湧水の保全・再生 
・ 地下水位が上昇することにより、地下水流出量が増えるだけでなく、枯渇した湧水

の復活などが見られるようになる。 
・ 面的に地下水流出域が増えることや地表付近での雨水の貯留効果により、蒸発量が

増加して流域の潤滑度が上がり、生物生息環境の改善、ヒートアイランド抑制など
の効果が期待できる。 

 
○ 河川環境の改善 
・ 降雨時ピーク流量の低減は、現在の洪水被害の軽減をもたらすだけでなく、要求さ

れる治水レベルを落とすことが可能となる。この結果、必要治水投資額の縮減、多
自然型川づくりの推進などをもたらすことが期待される。 

・ 河川への地下水流出(湧水)量の増加は、湧水環境に依存する動植物の保全・再生を
もたらす。 

・ 河川への地下水流出(湧水)量の増加は、水辺の湿潤度を高め、エコトーンとしての
豊かな水環境の再生、生物生育・生息環境の改善をもたらす。 

 
○ 手賀沼の水質改善 
・ 降雨時面源排出負荷量の削減により、手賀沼に流入する汚濁負荷量が削減される。 
・ 流入負荷量の削減により、手賀沼が水質改善される。現在実施されている北千葉導

入および水質保全対策(下水道整備等)による水質改善を補う効果が期待できる。 
 
（4）手賀沼水循環回復計画のための対策メニュー 

以上の検討から、手賀沼流域において、水量の回復や水質改善等、水循環回復に効果が
あると考えられる施策メニューを、次ページの表 7-3 に示す。 
なお、施策の一例には、現在手賀沼流域において実施されている施策と今後実施する

ことが望ましい施策を挙げている。
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水量回復 

 

 

 

・｢施策の一例｣には、資料収集および自治体施策実施状況調査にもとづき、現在手賀沼流域で実施されている施策を整理した。 

 

また、併せて今後実施することが望ましい施策も整理した(※印) 

・「実施主体」は、現在施策を実施している自治体等を太字で明記した。 

また、今後実施することが望ましい施策については、担当することが適当と考えられる実施主体を斜字で明記した。 

・手浄連(手賀沼浄化事業連絡会議):松戸･柏市･流山市･我孫子市･鎌ヶ谷市･印西市･沼南町･千葉県から構成

水循環上の問題
と課題 

施策分類 施策メニュー 施策の一例 実施主体 水循環上の効果 

新規開発宅地の全面浸透義務づけ 
松戸市･柏市･流山市･我孫
子市･鎌ヶ谷市 

既存市街地の雨水浸透マス設置※ 県･市町 
雨水浸透施設の整備 

道路の全面浸透化 柏市･我孫子市･白井市 

地下水の保全・涵養、湧
水の維持 

雨水貯留浸透施設の設置※ 県･市町 

地下水涵養量の確保 

雨水貯留浸透施設の整備 公共グラウンドの貯留施設設置の義
務化 

松戸市･柏市･流山市･我孫
子市･鎌ヶ谷市 

地下水の保全・涵養、湧
水の維持、洪水の防御 

高度下水処理水の利用 中間処理下水場の整備※ 県･市町 
流量の確保 

雨水等の貯留水の利用 雨水貯留水の河川放流※ 市町 
河川流量の確保 

水循環を考慮した都市計画※ 県･市町 
長期的な視野に立った土地利
用計画の策定 エコロジカルプランニングによる土

地利用と土地規制※ 
県･市町 

斜面林などの保全※ 市町 

谷戸の保全復元※ 市町 
現存農地の保全※ 市町 

土地利用の適正化 

緑地･自然地の保全 

台地の上の元緑地を再生※ 市町 
地下水の適正利用 上水用揚水量の規制・削減 千葉県 

地下水の保全・涵養、湧
水の維持 

節水コマの使用義務づけ※ 市町･流域住民 水使用量の削減 
水使用量の削減 

住民の啓発※ 市町･流域住民 

下水処理場への負荷削
減 

湧水量・湧水水質の調査※ 市町 

湧水台帳の整備 柏市 湧水の保全 現存湧水の保全 

湧水の活用※ 市町 

湧水の保全と活用 

農地の持つ多面的機能の評価 農林水産省 

単一品種から多品種への転換※ 国･県･市町 

循環灌漑の実施※ 県･市町 

施肥量・時期の制限※ 県･市町 

カルガモ農法の実践※ 市町･流域住民 

環境保全型農業の実施 

農業用排水路水質浄化施設の設置 手賀沼土地改良区 

負荷の削減 

水田の冬季水張※ 県･市町･流域住民 

環境保全型農業の実施 

水田の湛水機能の活用 
休耕田の水張※ 県･市町･流域住民 

地下水の保全・涵養、湧
水の維持 

浄化導水の導入 北千葉導水の導入 浄化導水の導入 
国土交通省利根川下流工
事務所 

手賀沼の流況・水質改善 

下水道整備 下水道整備の推進 千葉県 

工場排水等の規制制度 我孫子市 

合併浄化槽への切り替え 千葉県･流域市町 

浄化槽の維持管理 松戸市･柏市･鎌ヶ谷市 

市街地等初期雨水浄化対策 手浄連 

家畜養尿処理施設等の設置 千葉県 

都市排水路浄化施設の設置 手浄連･柏市･流山市 

下水道以外の流域対策 

合流式下水道の降雨時越流対策※ 県･市町 

河川浄化施設の設置 大堀川・大津川等の河川直接浄化 柏市･沼南町･千葉県 

流入負荷量の削減 

多自然型川づくり 多自然型川づくりの推進 千葉県 

底泥浚渫 底泥浚渫 千葉県 

ミズスマシ号によるアオコ回収 手浄連 

アオコ分離脱水装置の設置 手浄連 アオコ対策 

アオコ流動化事業 手浄連 

植生帯の設置による植生浄化※ 県･市町 

手賀沼ビオトープの設置・運営 千葉県 

手賀沼ふん水による DO 供給 千葉県 

オーナー制度による筏栽培※ 流域住民 

水生植物植栽・回収事業 

ホテイアオイの植栽回収 手浄連 

湖沼浄化対策 

ヘドロ拡散防止 ヘドロ拡散防止フェンス設置※ 県･市町 

手賀沼の水質改善 
河川の水質改善 

生息環境の保全・再生※ 県･市町 
貴重生物の保全・再生※ 県･市町 生態系の保全･再生 生態系の保全・再生 

稚魚の放流※ 県･市町 

手賀沼の生態系の保
全・再生 

植生帯の保全・再生※ 県･市町 
不法投棄のパトロール 印西市 水辺景観・水辺地の保全・再生 

多自然型堤防の築堤※ 県･市町 

水辺の復活･再生、親水
性の向上 

親水施設の設置 親水公園遊歩道の設置 千葉県 

湧水地点マップ、小学校副読本、パン
フレットなどの作成 

柏市･流山市･鎌ヶ谷市･白
井市･沼南町･千葉県･手賀
沼水質浄化対策協議会 

手賀沼自然ふれあい緑道（北柏橋～北
千葉導水第 2 機場） 

千葉県 

手賀沼清掃の実施 
我孫子市･グリーン手賀沼
推進協議会 

生活排水対策指導員の任命 松戸市 

手賀沼学習会・セミナーの実施 我孫子市･千葉県 

船上見学会の実施 柏市・我孫子市 

「手賀沼の丘」公園の整備 沼南町 

市民意識調査アンケートの実施 我孫子市･沼南町 

水の館による情報公開 千葉県 

手賀沼ホームページの作成・公開 県･市町･流域住民 

環境学習・情報提供・啓発 

NPO 活動の支援※ 県･市町 

 

人と水との関わりの強
化 

歴史的構造物の保全 水車・堰などの保全※ 県･市町 

親しまれる手賀沼の再
生 

水質改善 

親水性の向

上、生態系

の保全 
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７．地域における取組 
前述の検討を踏まえ、千葉県が｢手賀沼水循環回復行動計画｣を策定した。計画では、行

政、ＮＰＯ、県民と事業者が協働、連携して、生活排水等の負荷削減の取組をさらに強化
するとともに、雨水浸透の促進や多様な生物の生息空間の保全等、総合的な水環境の保全
のための取組を進めることとした。 
 
（1）策定の趣旨 

手賀沼流域では、急激な都市化の進行に伴って、水質が著しく悪化するとともに、雨
水の浸透や保水能力の減少、多様な生態系を支える水辺地の消失等が進んだ。 
これまでの下水道整備や浄化用水の注水等の様々な浄化対策により、水質は一定の改

善を得たが、依然として環境基準は達成されていない。また、湧水や河川流量の減少、
自然浄化機能の低下といった水循環の悪化の問題が生じており、一層の水質改善を図る
ためにも、健全な水循環の回復が求められている。 
この計画では、中長期的な視点からの「健全な水循環回復」に向けた具体的な取組方

策を明確にし、流域に関係する一人ひとりが主役となって行動することにより、総合的
な水環境の保全を図ろうとするものである。 

 
（2）計画の概要 
①計画の期間： 

    平成 15 年度～平成 22年度 
    ＊目標の達成状況等を点検・評価し、必要に応じて計画を見直し更新する。 
 
②計画の目標： 

    平成 22 年度までの計画の目標は次のとおりである。 
○人々が手賀沼の水辺で遊ぶことのできる水質の実現  
  COD 8mg/㍑程度（日常生活で不快感を生じない） 
  透明度 0.5m 程度（水辺で沼底が見える） 
○多様な生物の生育・生息環境の保全・再生 
  ガシャモク、キンクロハジロ等のかつて生息していた多様な生物の復活 

さらに、長期的な目標としては、かつて手賀沼とその流域にあった美しく 
豊かな環境の再生及び水質環境基準の達成を目指す。 
 

③水循環回復のための取組： 
    流域の特性を踏まえ、関係者の役割分担のもとに取組を展開する。 



 179

 
[主な取組とその目標] 
取組のねらい 取 組 の メ ニ ュ ー ・ 目 標 

行政・住民・NPOが連携した湧水や水質、水生生物調査の実施 
手賀沼ホームページによる各種情報の提供 
手賀沼親水広場を核とした環境学習活動の強化 

環境情報の共有 
意識の向上を図る  

家庭雑排水対策の実践、合併処理浄化槽や雨水浸透マスの設置、下水道への接続
など呼びかけを強化 
雨水浸透マスの設置    1万基増  
透水性舗装の整備     29万m2増 

雨水を大地に戻し
湧水・河川水を 
増やす 緑地（山林、畑、公園等）の保全 現状の緑地面積（7,650ha・51%）を維持 

下水道の整備・下水道への接続  処理人口：7万人増 普及率：73%→80%  川や沼へ流入する
汚れを減らす 合併処理浄化槽の設置  処理人口1.3万人増  

多様な生物の生息
空間を復元・保全
する 

・谷津ミュージアムの整備（我孫子市岡発戸地区 36.7ha） 
・生態系に配慮した公園の整備（鎌ヶ谷市粟野地区 8.3ha） 
・多自然型護岸の設置（白井市金山落 1km） 
・植生帯の設置（手賀沼湖岸 5 箇所 1.9km、大津川河口） 
・植生浄化・親水機能を有する水辺空間の整備 

：（流山市駒木地区 大堀川防災調整池） 
人と沼のふれあい
を深める 

・手賀沼公園、手賀の丘公園の整備 
・手賀沼自然ふれあい緑道の整備 

＊ゴシック字は流域住民や事業者の主体的な取組が期待される行動メニュー 
 
（3）計画の推進方法 

行政、NPO、住民、事業者等が参画する「計画推進協議会」を立ち上げ、推進方策の検
討、進捗状況のチェック等を行い、協働・連携した取組を推進する。 
特に、流域住民一人ひとりの主体的な取組を促すため、啓発活動を積極的に展開する。 

 
※NPO：この計画では、市民の自発性に基づく非営利の環境保全活動を行っている団

体と定義している。 
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7.6 寝屋川流域における検討事例 

1．検討テーマ 
都市化流域における水循環系再生構想の策定 

 
2．流域概要 
寝屋川流域は、大阪市東部を含む 12 市（大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、

大東市、柏原市、門真市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市）にまたがっており、
その面積は 267.6km2（東西約 14km、南北約 9km）である。東側を金剛生駒紀泉国定公園に
指定されている生駒山地、西側を大阪城から南に伸びる上町台地で区切られ、北側と南側
は淀川と大和川に囲まれている。 
流域の源は、流域の東縁に構える生駒山地に発している。上流域では、生駒山地を源と

する支川の水を集めながら、寝屋川と恩智川が山に並行するように流れており、大東市住
道で合流している。中流域及び下流域に入ると、寝屋川は、古川及び第二寝屋川と合流し、
流域の唯一の出口である京橋口（大阪市中央区）を経て、流域外の旧淀川（大川）に合流
する。旧淀川（大川）に合流した後は、大阪の中心部である中之島を経て西大阪地域に入
り、大阪湾に注いでいる。 
また、流域では、寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、古川を始めとする大小様々な

河川が網目状に 30 河川（総延長約 133km）も存在し、その上、寝屋川の河床勾配について
は下流から中流部では 1/2,500 程度、生駒山地の山裾を流れる上流部でも 1/1,000 程度と
勾配が非常に緩やかで、大阪湾潮位の影響を受けるため、非常に複雑な流況となっている。
最上流部の生駒山地を流下する支川は中下流部とは対照的に、河床勾配が 1/90 程度と勾配
が非常にきつくなっている。 
 
3．主な調査内容 

平
成
14
年
度
調
査 

1.水循環系の現状、課題、要因分析 
寝屋川流域の水をめぐる歴史的変遷や水環境の現状と課題の整理 

2.水循環系の将来像の検討～基本理念の設定 
水資源の有限性を再認識し、社会的制約条件を勘案して、人間社会の営みと環境
の保全に果たす水の機能が適切なバランスで確保された健全な水循環系再生に向
けた基本理念を設定 

3.水循環系の将来像の検討～水循環系再生の目標の設定 
基本理念を念頭に、再度、歴史的変遷、自然・社会的制約条件を勘案しながら、
人間の営みや環境に果たす水の役割として求められる要件を整理し、50～100 年後
の将来像を目標として設定 

4.水循環系再生のための施策の方向性 
自然の水循環系再生と人工の水循環系構築の２つの視点から施策の方向性を検討 

5.施策の方向性の評価 
設定した施策メニューを｢歴史的教訓｣｢自然的・社会的制約｣｢目標達成への寄与
度｣｢施策の検討熟度｣の４つの観点から評価 

6.施策メニューの進め方の分類とアクション・プランの検討 
流域ブロック別の課題を踏まえたアクション・プランの策定 
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4．検討体制 
 

寝屋川流域水循環系再生構想検討委員会 
 

委員長 村岡 浩爾 大阪産業大学人間環境学部教授 
委 員 井野瀬久美恵 甲南大学文学部教授 
 〃  荻野 芳彦 大阪府立大学農学部教授 
 〃  澤井 健二 摂南大学工学部教授 
 〃  津野 洋 京都大学環境質制御研究センター教授 
 〃  増田 昇 大阪府立大学農学部教授 
 〃  森下 郁子 社団法人 淡水生物研究所理事長 
 
委 員 木下 誠也 国土交通省土地・水資源局水資源部水資源計画課長 
 〃  小嶌 清伍 大阪府土木部河川室長 
 〃  中本 正明 大阪府土木部副理事兼下水道課長 
 〃  藤井 隆靖 大阪府環境農林水産部農政室長 
 〃  島瀬 善彦 大阪府環境農林水産部緑整備室長 
 〃  岩崎 佐太郎 大阪府環境農林水産部環境指導室長 
 

（平成 15年 3月現在） 
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5．参考図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-14 寝屋川流域の流域図 

図の差し替え 

 

：感潮区間 

：流域界 

：河川位置 
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6．検討結果 

１．寝屋川流域の水循環系の現状と課題、要因分析 

  都市化の急速な進展により、人間の利便性を重視した社会資本整備が行われ、流域が本来持っていた
自然の水循環機能や水辺環境が損なわれた。河川水量の減少や広い感潮区間や低平地をかかえる流域特
性が水質の悪化を助長し、問題の解決を難しいものにしている。 
 

＜現状と課題 ＞ 
 

 

                                                             

２．水循環系の将来像の検討・・・基本理念の設定 

  寝屋川流域の水をめぐる歴史的変遷や水環境の現状と課題の整理から、現在生じている水循環系に関
する様々な問題は、都市化の過程を中心とした人間活動に伴って生じた結果と分かる。そのため、水資
源の有限性を再認識し、社会的制約条件を勘案して、人間社会の営みと環境の保全に果たす水の機能が
適切なバランスで確保された健全な水循環系再生に向けた基本理念を設定した。 
 

＜水循環系の将来像＞・・・基本理念 
 

        流域住民の主体的参加により、環境と人間活動のバランスをとりながら、 
       人間個人のための水から環境に重きをおいた公のための水に再配分する 
       ・大量消費型水利用から節水、有効利用・循環利用型水利用への転換する 
      ・人間の水利用による汚濁発生量をできる限り削減する 
       ・人と生き物にやさしい環境(自然の水循環系)の回復 
      ・水文化の保全・再生 

 
 

３．水循環系の将来像の検討・・・水循環系再生の目標の設定 

 基本理念を念頭に、再度、歴史的変遷、自然・社会的制約条件を勘案しながら、人間の営みや環境に
果たす水の役割として求められる要件を整理し、50～100年後の将来像を目標として設定した 

 

＜水循環系再生の目標＞・・・どのレベルまで達成するのか、できるのか 
水量に関する目標 水質に関する目標 水辺環境に関する目標  

 環境に重きをおいた公のた
めの水量を増やすために、人間
個人のための水量をできる限
り削減し、それぞれの配分比率
を変えていく。 
  併せて、下水処理水等を河川
や水路の水辺環境等の改善等
にできる限り有効利用する。 

 

 都市用水及び農業用水の主
な取水源である淀川の水質と
同程度まで改善する。 

 

 水辺の親水性や景観を向上
させる。併せて、在来の動植物
の保全・回復に努める。 

 

       

②水質 
水質の環境基準が未達成 
等 

①水量 
平常時の河川や水路の流量 
の減少 等 

③水辺環境 
水辺へのアクセスができない、
生物の確認種数の減少 等 

歴史的変遷とその教訓 
自然的・社会的制約条件
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４．水循環系再生のための施策・・・施策の方向性（施策メニュー） 

水循環系を再生していくためには、関係各省庁や地方自治体等の行政機関における枠組みを様々な
部局の連携及び地域住民や企業、ＮＰＯ団体等の協力や行政との協調が重要である。 

寝屋川流域における問題を解決するために実施すべき施策は、その種類や数も多く、関係する機関
等も多岐にわたることから、問題解決のための施策が方向性を見失わないように、また、連携・協調
の目的が明らかになるように施策の方向性（施策メニュー）を整理した。 

 
＜水循環系再生のための施策＞・・・施策の方向性（施策メニュー） 

自然の水循環系の再生 人工の水循環系構築 

 山地部を中心として、降水・浸透・流出・蒸 
発といった自然の水循環系を回復するととも
に水辺へのアクセスの改善や水辺の再自然化
を図る。 
 
○山麓部における保水・浸透機能の回復・強化  

森林、農地などの保全・整備、雨水浸透 
  施設の設置等       
○市街地における保水・蒸発散機能の回復・強 
化 
  治水緑地等一定のまとまりでの緑地の保 
  全・創出、透水性舗装等、屋上緑化や道 
  路植栽による緑地創出 等               
○水辺の再生、浄化対策(人といきものへの配 
慮) 
  河岸の再自然化、階段・スロープ等の設 

置、まちづくりと一体となった水辺整備、
治水緑地等を利用した植生浄化、浚渫等   

効率的な配水・処理などの機能重視で整備さ 
れてきた上下水道システムや農業用水路等を、 
河川・水路等の流量・水質の改善など流域の水 
循環系再生の観点から再構築していく。 
 
○大量取水、大量消費、大量排水型の水利用か
 ら、省資源・省エネルギー、環境重視型の水
 利用へ転換 

節水・雨水利用・循環利用の推進により 
都市用水を削減して環境用水を増加、高 
度処理水の有効利用、下水道普及率・接 
続率の向上、高度処理システムの導入、 
合流式下水道の改善による雨天時の汚濁 
負荷の削減 等 

○既設水路(農業用水路等)の有効活用、適正管
 理 

環境用水の確保等、水田・水路・ため池 
の持つ多面的機能の回復・保全 

○その他（水文化回復・育成、地下水の適正な
     利用） 
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５．水循環系再生のための施策・・・施策の方向性の評価 

設定した施策メニューを「歴史的教訓」「自然的・社会的制約」「目標達成への寄与度」「施策の検討
熟度」の４つの観点で評価し、施策メニューから個々の施策を検討する際の目安とした。 
 
  ＜水循環系再生のための施策＞・・・施策の方向性の評価 
 
 
 
 
 
・歴史的教訓に照らし  ・自然的、社会的制約    ・設定した目標に対し    ・施策メニューの現在 
 て、改善の方向へ向    の有無及び制約条件     て、施策の実施がも     の状況がどの段階に 
 かっているかどうか    をクリアするために     たらす効果の相対量     あるかを客観的に評 
  で評価。              必要な労力・費用で     で評価。               価。（構想、計画、 
                        評価。                                         施工段階等） 

 
 
 

６．水循環系再生のための施策・・・施策メニューの進め方の分類とアクションプランの検討 

基本理念、課題を踏まえた施策の方向性(施策メニュー)に基づき、流域内で効率的・効果的に施策を
実施していくためには、水循環系再生のための将来的な目標に対して段階的な計画を定め、研究・開発
や施策立案も含め実施していくことが必要である。 

このことから、施策メニューを前項に示した評価を踏まえ、進め方を分類するとともに、流域ブロッ
ク毎の課題を踏まえたアクションプランを策定し、それぞれに想定される実施主体と各時点での達成目
標として効果発現開始時期を設定した。 
  また、それぞれの施策効果を様々な仮定をおいて検討した。 
 
＜水循環系再生のための施策＞・・・施策メニューの進め方の分類 

 
 
  施策－１： 現在、事業等の実績を有し、施策の評価からも継続して短期間に集中的に進めるべき 
       施策。 

 
 

 施策－２： 現在、事業等の実績を有し、施策の評価からも継続して進めるべき施策であるが、継 
       続的な取り組みや、関係者との個別協議、該当個所ごとの具体の設計が必要であるなど 
       により施策の実施に長期間を要するもの。 

 
 施策－３： 施策の評価から今後進める必要があると考えられる施策であるが、現在、構想段階や 
      これに至る途上にある施策であり、施策実現にあたっての合意形成や調査・技術開発等 
      を経て具体的手段の検討が必要であるもの。 
 
＜水循環系再生のための施策＞・・・アクションプランの検討 
 
    ※別紙－１  寝屋川流域ブロック分割図 
      別紙－２  ブロック毎の施策分類一覧表 

歴史的教訓 
目標達成への 

寄与度 
施設の 
検討熟度 

自然的・ 
社会的制約 
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表 7-4 （1） ブロック毎の施策分類一覧表 
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表 7-4 （2） ブロック毎の施策分類一覧表 
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表 7-4 （3） ブロック毎の施策分類一覧表 
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7.7 神田川流域における検討事例 

1．検討テーマ 
都市化流域における水循環系再生構想の策定 

 
2．流域概要 
神田川流域は、下流部の沖積低地帯を除き、荒川と多摩川に挟まれた武蔵野台地と呼ば

れる洪積層上にあり、その平均標高は約 36ｍ、流域の高低差は約 60ｍ、平均河床勾配は約
1/380 である。流域に分布する地形面は、武蔵野面に相当する豊島台が大部分を占め、南の
一部に下末吉面に相当する淀橋台がある。 
流域は、13 区 2 市からなり、その面積は 105.0km2、神田川の支川には善福寺川、妙正寺

川、江古田川、日本橋川、亀島川がある。神田川本川の河川延長は 25.48km で、都内の中
小河川の中では、最大規模の流域を持つ都市河川である。本川の上流は、江戸時代に神田
上水として開削され、近代的な水道に代わる明治期まで玉川上水とともに江戸･東京の市民
に飲料水を供給してきた。 
流域の人口は、1965 年の約 207 万人をピークとして減少を続け、2000 年現在では約 161

万人程度となっている。また昼間人口は約 271 万人と、常住人口を大きく上回っている。
人口密度（1995 年）で見ると都全域の約 5,400 人/km2に比較して神田川流域は約 14,900 人
/km2と約３倍の密度があり、人口の極度に集中している地域である。 
神田川流域における市街地の割合は、昭和初期は５割以下であったが、戦後、東京への

人口の集中によって流域は、昭和 30 年代、40 年代初期にかけて急速に市街化し、昭和 50
年代初期には流域の９割以上が市街地となった。 
神田川流域は東京都区部中小河川流域の中でも、最も人口及び資産が集中しているとと

もに、住宅と商業地区が混在する典型的な都市流域である。 
 

3．主な調査内容 

平
成
14
年
度
調
査 

1.水循環系の現状と課題、要因分析 
神田川流域の水をめぐる歴史的変遷や水環境の現状と課題の整理 

2.水循環系の将来像の検討～基本理念の設定 
水資源の有限性を再認識し、自然の水循環系の回復や東京湾への負荷や他流域へ
の依存の軽減、人間活動による水循環系への影響を十分考慮して、基本理念を設
定 

3.水循環系の将来像の検討～水循環系再生の目標の設定 
基本理念を念頭に、再度、歴史的変遷、自然・社会的制約条件を勘案しながら、
人間の営みや環境に果たす水の役割として求められる要件を整理し、50～100 年後
の将来像を目標として設定 

4.水循環系再生のための施策の方向性 
自然の水循環系再生と人工の水循環系構築の２つの視点から施策の方向性を検討 

5.施策の方向性の評価 
設定した施策メニューを｢歴史的教訓｣｢自然的・社会的制約｣｢目標達成への寄与
度｣｢施策の検討熟度｣の４つの観点から評価 

6.施策メニューの進め方の分類とアクションプランの検討 
流域ブロック毎の課題を踏まえたアクションプランの策定 
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4．検討体制 
 

神田川流域水循環系再生構想検討委員会 
 

委員長 花木 啓祐 東京大学大学院工学研究科 教授 
委 員 桜井 善雄 信州大学名誉教授 
 〃  土屋 十圀 前橋工科大学建設工学科 教授 
 〃  山田 正 中央大学理工学部土木工学科 教授 
 
委 員 木下 誠也 国土交通省土地・水資源局水資源部水資源計画課長 
 〃  霜田 宜久 東京都都市計画局都市づくり政策部 
     水資源・建設副産物担当課長 
 〃  藤江 賢治 東京都都市計画局都市基盤部施設計画課長 
 〃  溝入 茂 東京都環境局環境改善部規制指導課長 
 〃  森田 雅文 東京都建設局総務部副参事 
 〃  廣木 良司 東京都建設局河川部計画課長 
 〃  杉本 隆男 東京都建設局土木研究所技術部長 
 〃  黒住 光浩 東京都下水道局計画調整部計画課長 
 〃  伊藤 博 東京都下水道局建設部土木設計課長 
 

（平成 15年 3月現在） 
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5．参考図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-15 神田川流域の流域図 

（注）神田川流域は 13 区 2 市からなり、
その面積は 105.0km2である。 
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6．検討結果 
 

１．神田川流域の水循環系の現状と課題、要因分析 

  都市化の急速な進展により、人間の利便性を重視した社会資本整備が行われ、流域が本来持っていた
自然の水循環機能や水辺環境が損なわれた。近年では、下水処理水の河川への導水などにより、水量、
水質ともに改善されたものの、都市化による自然地の減少は土地の浸透や保水能力の低下を招き、局所
的豪雨の発生も相まって、都市型水害の頻発が問題になるなど、自然の水循環系が有していた機能を代
替するには至っていない。 
 
＜現状と課題 ＞                                                
                                                               
  ①水量                        ②水質                         ③水辺環境 
  ・平常時の河川流量が減少した  ・河川水質は大幅に改善         ・コンクリート三面張り護岸 
  が、下水道処理水の導水によ                                  大部分を占める 
  り増加してきている          ■雨天時の越流負荷量の削減     
  ■浸透機能の低下による湧水の  ■東京湾への窒素、リンの負荷   ■景観の改善 
  枯渇                         量の削減                     ■河川空間、親水性の回復 

（■は課題） 
   歴史的変遷とその教訓 

自然的・社会的制約条件 

 

２．水循環系の将来像の検討・・・基本理念の設定 

  神田川流域の水をめぐる歴史的変遷や水環境の現状と課題の整理から、現在生じている水循環系に関
する様々な問題は、都市化の過程を中心とした人間活動に伴って生じた結果と分かる。そのため、水資
源の有限性を再認識し、自然の水循環系の回復や東京湾への負荷や他流域への依存の軽減、人間活動に
よる水循環系への影響を十分考慮して、基本理念を設定した。 
 
＜水循環系の将来像＞・・・基本理念                                                 
                                                                                   
     都市化や水の大量消費等の人間活動に伴う水循環系への影響に対して、人工の水循環 
    系に頼った対応から、本来流域が有していた自然の水循環系の回復や東京湾への負荷 
    や他流域への依存の軽減に重点をおいた対応へと転換する。 
 
            ・雨水浸透の促進により、地下水を含めた流域全体にわたる水の面的流れの回復 
       ・大量消費型水利用から節水、有効利用・循環利用への転換の促進による東京湾への 
       負荷や他流域への依存の減少 
      ・人間の水利用による汚濁発生量を抑制・削減して、排水の水質をできる限り向上さ 
       せる 
       ・人と生き物にやさしい環境(自然の水循環系)の回復 
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３．水循環系の将来像の検討・・・水循環系再生の目標の設定 

 基本理念を念頭に、再度、歴史的変遷、自然・社会的制約条件を勘案しながら、人間の営みや環境に
果たす水の役割として求められる要件を整理し、50～100年後の将来像を目標として設定した。 
 
＜水循環系の将来像＞・・・どのレベルまで達成するのか、できるのか 

水量に関する目標 水質に関する目標 水辺環境に関する目標 
 
・ 本来流域が有していたであ
 ろう地下水を含めた流域全体
 にわたる水の面的流れの回復
 を図るため、市街化が進行す
 る以前の土地利用を想定した
 浸透量に近づけるとともに、
 その浸透量に対応する河川流
 量を確保する。 
 
・ 神田川流域内の水利用は都
 内他地域と同様、利根川・荒
 川などからの河川水に依存せ
 ざるを得ない流域であること
 から、他流域への依存の軽減
 のために各家庭や事業所等で
 の節水や雨水利用、また事業
 所等の施設におけるトイレ用
 水への処理水利用を進める。 

 
 神田川流域の水道用水の水
源である利根川、多摩川の水
質や東京湾への負荷軽減を考
慮し、流域内で発生するあら
ゆる汚濁を抑制・削減して、
排水の水質をできる限り向上
させる。 
 

 
(上流域) 
 身近な水辺環境の再生を進め
、水に親しめる空間や生物の生
息環境を創り出し、自然とふれ
あえるまちの川として良好な水
辺環境を形成する。 
 
(下流域) 
 神田川や日本橋の歴史性、文
化性を生かしながら、水辺とま
ちが一体となったゆとりと潤い
のある水辺空間を形成する。 
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４．水循環系再生のための施策・・・施策の方向性（施策メニュー） 

 
  設定した基本理念、目標を踏まえ、神田川流域における問題を解決するために策定される施策の方向
性（施策メニュー）を整理した。 
 
＜水循環系再生のための施策＞・・・施策の方向性（施策メニュー） 

自  然  の  水  循  環  系  の  再  生 
＜経路の再生・改善＞ 水量 
● 雨水による地下水涵養(緑地の保全、公園等の整備、浸透施設の設置) 
●  地下構造物からの浸出水の還元による地下水涵養 
● 地下水取水の抑制 
● 地下水の連続性の保全(構造物への浸出水の止水、地下工事における配慮等) 

＜系における物質変換＞ 水質 
● 土壌浄化機能の活用(浸出水等を地下浸透により浄化) 
●  河川の自浄作用の回復・活用(植生浄化、自然河床による浄化) 

＜系の構造再生＞ 水辺 
環境 ● 大正期の河川空間の回復、河畔林の再生、緑の拠点整備、河床・河岸の自然化による水

  と緑のネットワークの形成 
● 消失した水面・水路等の復活による水と緑のネットワークの形成 
● 生き物の住みやすい川づくり等の推進(河床の一部自然化、落差工の解消、魚道設置) 
● 管理用道路の緑化、沿川コミュニティ道路の整備 
● 水辺へのアクセス改善 
● 河川の修景 

  
人  工  の  水  循  環  系  の  再  生 

＜線的経路の構築＞ 水量 
● 自流域内の下水再生水の導水 
●  他流域からの下水再生水の導水 
● 地下構造物からの浸出水の河川への還元 
● 節水 
● 雨水利用 
● 循環利用 
＜処理システムにおける物質変換＞ 水質 
● 下水の高度処理 
●  下水の処理技術の向上 
● 合流式下水道の改善 
● 汚水・雨水の分離(開発行為に併せた分流化) 
● 汚濁排出量の抑制 
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５．水循環系再生のための施策・・・施策の方向性の評価 

  設定した施策メニューを「歴史的教訓」「自然的・社会的制約」「目標達成への寄与度」「施策の検討
熟度」の４つの観点で評価し、施策メニューから個々の施策を導く際の目安とした。 
 
  ＜水循環系再生のための施策＞・・・施策の方向性の評価 
 
 
 
      
 
 
・歴史的教訓に照らし    ・自然的、社会的制約   ・設定した目標に対し    ・施策メニューの現在 
 て、改善の方向へ向     の有無及び制約条件    て、施策の実施がも     の状況がどの段階に 
 かっているかどうか     をクリアするために    たらす効果の相対量     あるかを客観的に評 
  で評価。               必要な労力・費用で    で評価。               価。（構想、計画、 
                          評価。                                        施工段階等） 

 
 
 

 

６．水循環系再生のための施策・・・施策メニューの進め方の分類とアクションプランの検討 

基本理念、課題を踏まえた施策の方向性(施策メニュー)に基づき、流域内で効率的・効果的に施策を
実施していくためには、水循環系再生のための将来的な目標に対して段階的な計画を定め、実施してい
くことが必要である。 
 このことから、施策メニューを前項に示した評価を踏まえ、進め方を分類するとともに、流域ブロッ
ク毎の課題を踏まえたアクションプランを策定した。 
  また、それぞれの施策効果を様々な仮定をおいて検討した。 
 
＜水循環系再生のための施策＞・・・施策メニューの進め方の分類 
 
  施策－１： 現在、事業等の実績を有し、施策の評価からも継続して短期間に集中的に進めるべき 
       施策。 
 
 施策－２： 現在、事業等の実績を有し、施策の評価からも継続して進めるべき施策であるが、継 
       続的な取り組みや、関係者との個別協議、該当個所ごとの具体の設計が必要であるなど 
       により施策の実施に長期間を要するもの。 
 
 施策－３： 施策の評価から今後進める必要があると考えられる施策であるが、現在、構想段階や 
      これに至る途上にある施策であり、施策実現にあたっての合意形成や調査・技術開発等 
      を経て具体的手段の検討が必要であるもの。 
 
＜水循環系再生のための施策＞・・・アクションプランの検討 
 
    ※別紙－１  神田川流域ブロック分割図 
      別紙－２  ブロック毎の施策分類一覧表 

歴史的教訓 
 自然的・ 
社会的制約 

目標達成への 
寄与度 

施策の 
検討塾度 
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表 7-5 ブロック毎に取り組むべき施策 
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