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第８章 地域における活動と取組事例 
 

 ここでは、最初に次の４つの流域（最上川流域、鶴見川流域、海老川流域、柳瀬川流域）

を取り上げ、流域全体の活動展開や主体の連携事例等を紹介する。 
 

表8-1 流域の特徴等 

対象流域 １．最上川流域 ２．鶴見川流域 ３．海老川流域 ４．柳瀬川流域 

所 在 山形県 東京都、神奈川県 千葉県船橋市 東京都、埼玉県 

流域の特

徴と問題 

 米沢市や山形市等の
比較的規模の大きい市
が中上流に位置してお
り、水量と水質等に影
響を与えているが、治
水、利水、環境等の側
面に、他流域にみられ
るような流域全体を通
じた問題は顕在化して
いない。 

昭和 40年代より都市
化が急速に進展（市街
化率10％（S33)→82.8％
（H7)）している。 
流域の都市化に伴い雨
水貯留や浸透機能の低
下、洪水流出量の増大、
水害の発生が頻発して
いる。 

 昭和 30年代より都市
化が進展（市街化率
15％（S20 年代)→62％
（H5)）している。 
 流域の都市化に伴
い、洪水の発生、平常
時河川流量の減少、水
質悪化、水利用の変化、
生態系の変化等の問題
が顕在化している。 

 都心部より 20～30km
圏内にあるため市街化
の圧力が高い（市街化
率約 55％（H12））。 
 流域の都市化に伴
い、洪水の発生、平常
時河川流量の減少、水
質悪化、生態系の変化、
河畔林の保全等の問題
が顕在化している。 

協働・連
携の特徴 

 山形県が「美しいや
まがた・最上川創生構
想」において、最上川
を県民のよりどころと
位置づけたことを契機
に、「県民フォーラム
最上川」が誕生（会員
数134名、H14）してい
る。 
 県を事務局とし、市
町村や国土交通省等の
参加を得ながら住民主
導型で創生構想の具体
的な内容である「最上
川創成プラン」と行動
計画を策定中である。 
 フォーラムの討議結
果の一部は、住民と県
の役割分担の下で活動
が開始されているが、
現時点で「最上川」を
連携のキーワードと
し、フォーラムを通じ
て、関係者が最上川に
おける問題意識の共有
化を図る場を作り始め
た段階である。 

 昭和50年代後半か
ら、既に環境保全活動
やまちづくり活動が展
開されていた。平成３
年には流域の企業、住
民、行政間の連携を目
的とした住民団体「Ｔ
Ｒネット鶴見川」が誕
生（52団体、H12）して
いる。 
 さらに平成11年に
「鶴見川流域マスター
プラン」の策定に向け、
河川、下水道、まちづ
くり、教育等のあらゆ
る分野における100名
超の関係者からなる
「鶴見川流域水委員会
準備会」が設立されて
いる。最先端のモデリ
ング・ツールを駆使し、
科学的根拠に基づく分
析を重ねるとともに現
況把握を行うことによ
り、100名超の関係者の
問題意識の共有化を図
り、水循環の健全化に
向けた提言を行った段
階である。 

 平成７年、建設省「都
市の水循環再生のため
の構想策定マニュア
ル」のモデル地域に選
定されたことを契機と
して、県市住民等の関
係者からなる「海老川
流域水循環再生構想検
討協議会」が設置（H8）
され、問題意識の共有
化が図られた。平成10
年に「海老川流域水循
環系再生構想」が、平
成11年に同行動計画が
策定され、一部は目標
値も定められ、県市住
民等が連携し、役割分
担を行いながら計画に
沿った活動を展開して
きた。平成10年度以降
は評価シートに基づく
進捗チェック（ローリ
ング作業）も実施して
いる。 

平成７年度に新河岸
川流域における今後の
川づくり、まちづくり
のあり方について検討
を行うため、住民が主
体となる支川ごとの 5
つの「川づくり懇談会」
が発足された。平成 10
年度には、学識経験者、
関係行政、市民代表者
からなる「新河岸川流
域水循環マスタープラ
ン準備会」が開催され
た。平成 11 年度より一
次支川である柳 瀬川
流域において、先行し
てプランの具体的検討
が開始された。「検討
会」､「行政間調整会
議」、一般公募による
「市民懇談会」､「公開
シンポジウム」等を通
して､マスタープラン
の理念、基本方針、対
策等に関する「中間と
りまとめ（H14.2）」が
提案された段階であ
る。 

参考資料 最上川流域ｱﾝｹｰﾄ調査 
関係団体ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査 

文献検索等 文献検索等 文献検索等 

 
 
※注）本章で用いられている「市街化率」は、流域面積（当該行政区域）に対する市街化区域面積（当該行政区域）

の比率である。 
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8.1 最上川流域（山形県） 

 

(1) 最上川の概要 

 山形県米沢市西吾妻山を水源とし、北に流下しながら酒田市へと流れ込む、長さ229km（全

国７位）の一級河川である。流下面積は7,040k㎡と山形県の76％を占める。 

 

○流域の地形 

中上流部には、山々に囲まれた「盆地

郡」と各盆地間を結ぶ「狭窄部」によっ

て地形が形成され、下流部には扇状地が

広がる点が特徴。また、下流の最上峡に

は年間30万人以上が訪れる。 

○流域人口 

2市23町３村にわたる最上川の流域は、

約100万人の流域人口を抱え、それは県人

口のおよそ８割を数える。また、県都山

形県（人口25万人）が中上流域に位置す

るほか、上流部には米沢市や南陽市等の

人口規模が比較的大きな市町村が中上流

域にも位置することが特徴である。また、

このうち34万人は、想定氾濫区域内に居

住している。 

○歴史等 

松尾芭蕉を始めとする古今の歌人や文化人に縁があり、多くの歴史的、文化的資産を有

する川である。19世紀までは舟運が栄え、小鵜飼船やひらた船等で上流部から今日へ、米、

紅花、アオソ等の特産物が運ばれたほか、材木は筏を組んで酒田港まで下していた。 こ

のように、本川は、内陸及び庄内地方における社会・経済・文化の基盤を成すとともに、

自然環境に優れており、山形県の「母なる川」として深く県民に認識されている。 

写真左／最上峡川下り 写真右／大淀狭窄部 
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(2) 流域の活動団体と交流・連携の実態 

①主体別の活動内容 

1)国土交通省 

a)関係主体 

 最上川流域においては、国土交通省東北地方整備局における山形工事事務所、新庄工事事

務所、酒田工事事務所が河川管理者として、「計画策定」､「河川事業」､「河川管理」､「河

川調査」等の業務にあたっている。主たる活動の内容については、次の通りである。 

 

b)活動の概要 

■河川整備計画の策定～最上川水系河川整備計画（大臣管理区間）の策定～ 

 平成９年度の河川法改正に伴い、「環境」の視点を新たに取り入れ、最上川における河川

整備の基本方針と具体的な河川整備計画に関する事項について、学識経験者や地方公共団体、

地域住民等の意見を聴きながら計画を策定している。平成14年６月現在、河川整備方針の策

定（H11.12.1）、流域委員会設立（H12.3.8）、流域委員会による討議を経て、「最上川水

系河川整備計画（原案）」が策定された段階である。今後、同原案に対する公聴会、地区別

小委員会、流域委員会等の討議を経て、「最上川水系河川整備計画」が策定される。 

 

■河川事業～最上川さくら回廊整備事業ほか 

 21世紀のやすらぎある川作りを目指して、最上川沿いに雄大な桜回廊を創出するものであ

る。事業は、「桜づつみモデル事業」の一環として平成９年度より事業着手しており、河川

管理者は水防資材の土砂備蓄を、また地元自治体（酒田市、余目町、平田町、松山町、立川

町）は桜を植採するための用地を取得し、植樹やこれらの維持管理体制を整える。また、桜

の苗木は、山形新聞社等の協力、提供を受けているほか、植樹や維持管理がNPO団体等の地

域住民主導で行われている。 

 このほか「水辺の楽校」事業として、平成８年度より「立谷沢川合流点改修事業」を実施

している。また、最上川下流域において「多自然型川作り」を実施している。 

 

■河川管理や河川調査等の活動も展開 

・ 河川管理に係る活動は堤防、護岸等の河川管理施設等の維持修繕事業・工作物関連応急対

策事業／流水や河川敷地仕様の許認可事務／橋梁等の工作物の設置位置・構造物等の審査

事務等である。 

・ 河川調査に係る活動は雨量・水位・流用の観測／水辺の国勢調査（平成２年度より国土交

通省において実施されている全国の一級河川と主要な二級河川に関する河川に生息する

生物等の基礎情報の収集整理等である。 



 200

2)山形県 

a)関係主体 

 山形県庁において、文化環境部文化振興課、土木部管理課、土木部都市計画課（下水道室）、

文化環境部環境保護課、山形県農林水産部農村計画課等が河川に関する事業を分野別に所轄

している。また、最上川全体に関する総合的な窓口については、「文化環境部文化振興課最

上川創成班」が務めている。 

 

b)活動の概要 

 県では前述の課が治水、利水、環境、文化継承等の取組を実施している。ここでは、最上

川の総合窓口である「最上川創成班」による取組を紹介する。 
 

■「最上川フォーラム」による「最上川創成構想」「最上川創成プラン」の策定支援 

 山形県においては「美しいやまがた最上川創生構想」において、県民の心のよりどころで

ある最上川を県民総参加による美しく快適な県土づくり運動のシンボルとして掲げ、流域を

含めた県内各地域において、①美しく健全な水環境の確保、②地域資源としての最上川の再

評価と利活用等の推進を目的とした活動を今後展開していくことを宣言した。 

 この活動を全県的に推進するための組織として、平成13年７月26日に県民、ＮＰＯ、大学、

事業者、行政等からなる「最上川フォーラム」を設立し、事務局を県が務めている。 

 平成14年には、フォーラムが各主体の具体的な行動プランである「最上川創成プラン（仮）」

を策定する予定である。 
 

■美しいやまがた最上川創生事業（平成14年度から本格的に事業開始） 

○最上川清流化事業 

○県民参加型県内一斉水環境点検調査の実施（地域住民団体、学校組織、ボランティア団

体が生態系調査、簡易水質調査を実施（年２回）） 

○水辺の散乱ゴミの改善促進（ゴミ調査手法を取り入れたクリーンアップ活動の全県展開、

フォーラムの散乱ゴミ対策研究部会、関係機関と連携した定点観察（水辺及び水中）の

実施手法確立のための検討 

○モラル・ハザード・マップの作成 

○最上川清流化プロセス・シミュレータの開発研究等 

○最上川文化継承・発展事業 

○最上川舟運文化等の継承発信方策検討（最上川舟運文化の活用と効果的な発信方策につ

いて大学研究者と最上川フォーラムの連携により検討） 

○最上川夢の桜街道（桜街道整備の可能性に関するモデル事業実施地区を選定し、現地調

査を実施するとともに、市町村において地域住民との検討会を開催） 

○最上川地域学講座の開催支援（地域文化等を継承できる人材の掘り起こしと育成を行う

とともに、地域活動団体が主体となって行う川を通した地域文化の実践体験型学習活動

を支援） 

○美しい山形・最上川フォーラム運営事業 
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3)流域市町村 

最上川流域に位置する市町村数は12市23町３村である。本調査において実施した「最上川

流域アンケート調査」における結果は次の通りである。 

一級河川である最上川の河川管理について、国土交通省が中心的役割を果たしていること

から、市町村の主立った活動としては、公園や船着き場の復元等の河川にかかわる施設整備

事業が挙げられた。このほか、下水道整備計画等各種計画の策定や河川の水質調査等を行う

自治体も若干みられるものの、「最上川」に限定した取組は多くはなく、特に治水分野等の

回答が得られていない。 

また、水質浄化（環境）等に関する取組が多く、例えば、上流に位置する米沢市における

生活排水対策事業や、下水処理水の還元等の取組等が挙げられる。 

 

4)ＮＰＯ団体 

山形県内において、主に最上川を中心とした活動を実施している住民団体は25団体を数え

る。2002年5月に実施した「最上川流域アンケート調査」の結果を整理すると次の特徴が挙

げられる。 

a)主な活動団体 

■70～80年代に生態系保護、文化活動団体等が誕生、90年代末に交流・連携組織が誕生 

○最上川流域全体の取組を行っている団体は25団体ある。このうち、大学や高等学校等の教

育機関が２、ＮＰＯを束ねる活動を展開している団体が３団体ある。 

○各団体の誕生時期についてみると、「米沢ホタル愛護協会（ホタルの愛護活動）」の1978

年が最も古く、次いで「本合海エコロジー（松尾芭蕉と最上川文化とのかかわりを調査・

句碑等を設立））」「大富イバラトミヨを守る会（天然記念物イバラトミヨの保全団体）」

等の生態の保全や文化活動等を展開する団体が70年代～80年代に誕生している。また、92

年には、観光客からの指摘を受けてゴミ清掃活動に取り組む団体「モモカミ・ゴミバスタ

ーズ」が誕生している。その他のほとんどは98年以降に設立している。 

○特に、90年代末には、後述する「最上川フォーラム（山形県文化環境部）」や「県民ネッ

ト最上川」等の団体間の交流・連携を目的とした組織が誕生した。 

b)主な活動 

■中下流域には環境問題を中心とした活動団体が多いが、団体の成熟化に伴う分野の広がり

等はみられない 

○上流域において、ホタル等の生態保護等を目的とした活動団体が目立つ一方、中下流域に

おいて散乱ゴミ等の清掃活動、水質調査等、環境回復等を目的とした活動団体が多い。こ

の理由として、最上川中上流域に山形市等を始めとする比較的大きな市が多く、下流にお

いて水質汚濁等に対する意識が極めて高いこと等が挙げられる。 

○中下流域の環境分野を中心とした活動団体は、複数市町村にわたる取組を行っている。流

域全体にわたる取組は、大学や高等学校等の生態調査を目的とした活動、住民団体をとり

まとめるネットワーク機能を持つＮＰＯである。 

○住民団体は設立当初の目的に応じた取組を展開しており、時系列的にみても各組織の分野

の拡がりはみられないが、90年代末には、団体間をネットワーク化し、交流・連携を促進

することを目的とした組織が誕生している。 
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②交流・連携の実態 

 最上川流域における組織間の連携について、流域アンケート調査をみると、1998年前後に

シンポジウムや会議開催等により活動が活発化している。同時期に、最上川にかかる団体を

連携する組織として「山形創生ＮＰＯ支援ネットワーク」「県民ネット最上川」「最上川フ

ォーラム」等が次々に誕生しており、住民団体間の連携は端緒についたばかりであると言え

る。 

 この第６章に示されているように、主体間による５つの連携パターンにより団体を整理し

てみる。「最上川水系渇水情報連絡会」「最上川水系水質汚濁対策連絡協議会」等は、渇水

あるいは水質汚濁に関して河川管理者と流域市町村からなる連絡組織として各水系におい

て設置されている。「最上川水系流域委員会」は、平成９年度の改正河川法に基づく「最上

川水系河川整備計画」の策定を目的として設置された組織である。 

 水質汚濁等の問題意識が高い下流域においては、現在酒田市等流域６市町の連携が強まっ

ており、シンポジウムの共同開催や桜回廊の整備等が行われている。 

 ここでは、最上川流域の代表的な連携組織である「最上川フォーラム」「県民ネット最上

川」を例にとりながら、最上川流域における主体間連携の特徴を整理する。 

 

表8-2 最上川流域における主体間連携の特徴 
代表的な連携パターン 組織名 関係主体 

①市町村間における連携 －  
最上川水系渇水情報連絡会 国土交通省（工事事務所）、山形

県、流域市町村 
②国⇔都道府県⇔市町村

間における連携 
最上川水系水質汚濁対策連
絡協議会 

国土交通省（工事事務所）、山形
県、流域市町村 

最上川フォーラム 会員数140（会員として住民団体、
個人、行政等が参加） 

③行政⇔市民・事業者に
おける連携 

最上川水系流域委員会 国土交通省（工事事務所）、学識
者、漁業協同組合連合会、住民団
体、マスコミ／等 

④市民間における連携 県民ネット最上川 住民団体（13団体） 
⑤行政⇔他の公的団体、

市民との連携 
－  

 

1)県民ネット最上川（高等学校を中心組織として流域内の13団体を結ぶ連携組織） 

■誕生前（米沢中央高校科学部と佐藤先生の「川」に関する水質調査実績の蓄積） 

 県民ネット最上川の設立の背景には、同組織の会長を務める米沢中央高等学校教諭佐藤五

郎氏を顧問とする同校科学部の調査研究活動が大きな影響を与えている。 

 同部は、30年に及ぶ河川や水質調査の歴史を持ち、1969年に佐藤先生の赴任直後より、自

転車に乗って小河川の観察を開始した。以後、米沢市の委託を受けて市内用水路の調査を実

施し、72年からは山形大学と合同で最上川30地点における水質の定点観測を開始した。また、

80年からは科学部独自で最上川全川の水質定点観測を実施している。また、学校もこうした

活動を熱心に応援してきた。 

 1993年、「調査するだけではなく、流域の人々に水の使用量や生活排水等の問題を呼びか
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ける活動をしたい」との部員の強い目的意識の高まりを受け、定点観測の調査手法は従来の

車での移動からゴムボートでの川下りへと大きく変更した。当初は住民の認知度も低く、釣

り人等からも理解は得られなかったものの、従来の活動実績が高く評価されていたことやマ

スコミ等が注目したこともあり、次第に流域住民に知られる活動へと発展していった。 

また、当初より東北地方を中心に水環境交流会を実施していた「水環境ネットin東北」が

同部の活動実績に注目し、山形県における交流会の開催とそのとりまとめを佐藤先生に依頼

した。佐藤先生を始めとする関係者は「山形県での開催に際し、最上川という流域単位で水

環境を考えていく必要性が高い」との認識から、流域内の複数都市による開催という従来に

ない開催形態をとるとともに、県内の協力組織として最上川流域における７つの活動団体を

中心とした連携組織「県民ネット最上川」を設立した。 
 

■県民ネット最上川の誕生（東北水環境交流会を全県で展開するための実働組織） 

 1997年７月に流域７団体が連携し、「美しく快適な最上川づくり」を目的として「県民ネ

ット」を設立し、その会長に佐藤五郎氏が就任した。 

 主たる事業としては、「ボランティアグループ等の総合交流や県民との交流」「最上川そ

の他河川の利活用等の情報発信」「県民やボランティアグループなどの幅広い参加と行動の

呼びかけ」「（その他）」の４点が規約に掲げられている。 
 

■目的や活動場所に応じて加盟団体が適宜参加し交流を行う緩やかなネットワーク 

 同組織のこれまでの主な取組としては、科学部員らのサポートによる「ゴムボートによる

河川観察会」、県民交流会、県民活動交流会等がある。こ

れらの活動は、目的や開催場所等に応じて、適宜７団体ま

たは流域市町村等が支援しながら行われている点が特徴で

ある。 

 平成14年には、13団体と組織が拡大したが、組織が各活

動を抑制するとの事務局の考え方の下、今もあえて緩やか

な連携を維持しながら活発な活動を展開している。 

 同組織は、同一の活動を目的とした団体が集まり、目標

達成に向けて組織されたものではなく、むしろ最上川をテ

ーマに「交流」を図ることが活動の中心となっている。  

 
表8-3 「県民ネット」の主な活動 

河川観察会
の実施 

最上川河岸の船着き場等においてボートによる河川観察、水質調査、水生
昆虫観察等の実施（第１回：大江町、第２回：長井市、第３回：寒河江・
天童・河北、第４回：新庄、第５回：酒田、第６回：米沢にて開催）。 

県民交流会
の開催 

最上川をテーマとしたシンポジウムの開催（催事内容：基調講演、パネル
ディスカッション、体験発表、郷土演劇等） 

環境調査・ 
清掃活動 

散乱ゴミの調査を兼ねたゴムボートからの清掃活動 

機関誌発行 最上川通信の発行 

住民・企業

国土交通省
工事事務所

山形県

流域市町村

ＮＰＯ等

教育機関

ＮＰＯ等

県民ネット最上川



 204

2)最上川フォーラム 

 

■目的 

「美しいやまがた最上川創生構想」の推進 

■フォーラムの展開（県民、行政、事業者等が共通のテーブルで検討を進め、連携・協働に

よる推進） 

 フォーラムは、趣旨に賛同する関係行政機関、県民、事業者、活動団体等で構成されてお

り、平成14年の会員数は、134に上る（国８、県１、市町村14、法人25、団体20、個人65）。 

 活動について、組織設立時の会員の討議に基づき、①水質や生態系の保全、②散乱ゴミ対

策、③県民活動の促進、④最上川文化の継承や発信、⑤産業振興につなげる最上川の利活用

等に関する６つの研究部会が設立され、部会毎に検討が進められている状況である。 

 テーマは参加主体である住民団体等が中心となって設定したものであり、会員がこれらの

部会の討議に自由に参加可能である点が特徴となっている。 

 

 

■平成14年度に活動計画の策定 

 今後、過去４回開催された研究部会における検討結果とともに、県内各地区、フォーラム

全体で開催した意見交換会の議論を基に、具体的な取組や実現可能な目標等を盛り込んだ活

動計画案を作成し、平成14年７月の総会において、会員全体の合意に基づき第一次「活動計

画」を決定する予定である。 

 また、平成14年度は、美しいやまがた最上川フォーラムの提言が県の予算・施策につなが

り、「美しいやまがた最上川創成事業」の共催団体として官民協働による次の事業の展開が

予定されている。 

＊県民参加による県内一斉での身近な河川等の水質調査等 

＊水辺の散乱ゴミの全県クリーンアップ 

＊水辺の散乱込み・モニタリング（定点観察による指標化）手法確立のための研究 

＊ゴミの不法投棄等の情報や対応マニュアル等を盛り込んだ県全域版マップの作成 

＊最上川舟運等によりもたらされた山形独自の文化の継承・活用・発信方策の研究 

＊最上川文化を次世代に継承する人材の養成と実践体験型学習を中心とする活動の支援 

運
営
委
員
会

事務局
（山形県）

美しい山形・最上川フォーラム

研究部会

報告

総
会

付託

企画運営
提案報告

清流研究

散乱ｺﾞﾐ対策

県民活動

最上川文化

最上川
プロジェクト

企業・事業者

ＮＰＯ等

県民

大学等

行政機関

実施主体

参加

運営支援

住民・企業

国土交通省
工事事務所

山形県

流域市町村

ＮＰＯ等

教育機関

ＮＰＯ等

最上川フォーラム
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＊「最上川夢の桜街道計画」についてモデル市町村における地域住民や専門家等を交えた

検討 

 

■平成13年時点では「最上川」について共通認識を図る場が提供され、住民主導型で活動が

開始された段階。今後は連携強化等が課題となる 

 先に述べたとおり、「最上川フォーラム」は、県の構想に基づき住民主導型の組織として

誕生したものである。現在は「創生プラン」が策定され、その一部は官民連携のもと事業が

動き始めた段階である。 

 こうした取組に対する行政側の参画について、現時点において県の窓口を務める山形県文

化環境部文化振興課最上川創成班が県の代表として会員登録を行っているほか、事務局とし

ても活躍している。ただし、あくまでも住民が中心となって討議を行う組織であり、現時点

ではフォーラムの計画が県、市町村、河川管理者等各行政主体の取組と連動する形とはなっ

ていない。 

 また、流域市町村と河川管理者である国土交通省は、設立の趣旨に賛同した者のみが会員

として加盟している状況であり、こうした関係者間の広い取り込み等が今後の課題となって

いる。 

 

 
まとめ 

 
・最上川流域において、昭和40年代より住民活動が行われているが、流域全般の問題意識
を共有するような課題がみられない。 

・このため、同じ問題意識を有する団体等の連携がなされるのではなく、県民ネット最上
川等に代表されるように「川」を通じた取組を適宜支援する緩やかな住民団体の組織が
誕生している。 

・一方、県の構想において最上川が心のよりどころとして位置づけられ、それを支援する
ための活動団体として県に事務局がおかれ、住民主導型で計画のアクション・プランを
策定する「最上川フォーラム」が設立された。 

・その活動については、現在計画策定中であり、行政等との流域連携はまだ端緒についた
ばかりといえる。 
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8.2 鶴見川流域（東京都、神奈川県） 

(1) 鶴見川の概要 

■東京都町田市を水源とし、横浜市から東京湾へと注ぐ都市河川である。数多くの「谷戸」

が特徴である。 

 鶴見川は、東京都町

田市北部を水源として、

多摩丘陵を流下し、横

浜市鶴見区生麦で東京

湾に注ぐ流域面積235 

km2、幹線流路延長42.5

kmの一級河川である。 

 流域は、横浜、川崎、

町田、一部稲城市にも

広がり、京浜工業地帯

の中心部、港北ニュー

タウン、多摩田園都市

等の新興都市群を擁し

ている。 

 また、河川周辺の地盤高が極めて低い緩勾配のため、低地は古来度々水害に見舞われてい

る。このほか、流域の地形は、丘陵地・台地が雨によって浸食され、複雑で小さな谷「谷戸」

が多く形成されていることが特徴で、ところによっては湧水が湧き出している。 

 

■昭和40年代以降の急速に市街化が進展 

 東京に近い地理的条件を有する鶴見川流域では、昭和40年代に流域の開発が急速に進み、

同時に流域人口が急増した。 

 昭和33年当時には流域内の市街化率は10％、人口10万人程度であったものが、昭和50年代

には市街化率60％、人口100万人を擁し、その後さらに都市化が進み、平成11年に市街化率

が85％に及んでいる。 

 写真右：上流部（町田市） 写真左：下流部（横浜市港北区） 
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(2) 流域の活動団体と交流・連携の実態 

①建設省 

■全国に先駆けた総合治水対策の実施 

 急激な都市化の進展は、洪水時の河川流量の増大、内水氾濫源への市街地の進出といった

水害の危険性を増大させ、昭和40年代後半から水害が頻発している。このような急激な都市

化に伴う治水問題に対応するため、昭和50年代から全国に先駆けて総合治水対策に着手し、

流域における流出抑制等の対策を講じるとともに、「大規模浚渫」や「鶴見川多目的遊水池」

の建設等の河川施設の整備が進められてきた。 

 一方、流域の都市化は治水問題だけでなく、流域浸透量の減少に伴う湧水や清流流出部成

分の枯渇や減少、河川水質や生態系そして水辺環境の劣化等をもたらした。 

 河川水質については、下水道整備の進捗により改善がみられるものの、全国ワースト３以

内にランクされている。また、生活排水が下水処理場へバイパスされるため、支川では平常

時流量が減少している区間が多い。 

 この他、鶴見川流域の地形の特徴である「谷戸」は、本川および支川の源流域に分布し豊

かな生物の生息・生育環境となっていたが、都市化により開発が進むと、谷戸の樹林地や農

地は大幅に減少している。また、河川・水路等は河川改修等によりコンクリート化や暗渠化

が進んだだめ、動植物の生息・生態環境に大きな影響が与えられている。 
 

②住民団体の連携組織「鶴見川ネットワーキング」 

■総合治水対策事業の支援 

 従来より、鶴見川やその周辺の自然地は子ども達等の遊び場であったが、都市化によって

河川の環境が悪化し始めた昭和50年代後半から、環境保全活動、まちづくり活動等を担う市

民団体が多数誕生している。 

 平成３年には、こうした河川・環境行政と呼応し、その活動を市民が支援するための流域

連携組織が必要であるとの認識のもと、流域住民団体らにより「鶴見川流域ネットワーキン

グ（ＴＲネット）」が誕生した。 

 ＴＲネットは以下の５つを活動の基本とし、「鶴見川流域で持続可能な

未来を目指す鶴見川流域人の活動」を展開している。 

 組織は、流域約50団体が、上・中・下流域のサブネット体制を敷き、流

域規模の重点課題毎に「クリーンアップ大作戦」「生物多様化プロジェク

ト」「環境学習プロジェクト」「ウォーキングルートプロジェクト」「身

近な環境調査プロジェクト」等のプロジェクトを展開している。 
○バクの姿の流域地図を共有し、行政区界をこえた活動を実施。 
○川に沿って自然と都市と文化の再発見、再学習を進める。自ら歩き、足下から川へ、川から水系
へ、水系から流域へ、自然と都市と文化の再発見・再学習を推進。 

○安全・安らぎ・環境重視の理念のもとで、川を保全・再生紙、自然と都市とが共生する流域文化、
流域暮らしを創造。 

○多彩なパートナーシップを工夫し、それぞれの持ち場・役割分担と相互の連携を大切にし、市民・
企業・行政間に多くのパートナーシップを育成。 

○持続可能な未来を目指し、流域視野で交流促進。 
注）バクの姿とは、鶴見川流域が、バクの姿に似ていることをなぞらえたもの 
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図8-1 ＴＲネット組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

③鶴見川流域水委員会準備会（流域マスタープランの構築に向けて） 

■鶴見川における健全な水循環系の構築に向けた準備会 

 総合治水の発祥の地である鶴見川の施策に関して、今後は水循環系の考えを取り入れて関

係者の広範な参加を促す方向に発展させる必要性があるとの認識の下、「水循環の健全化」

という概念を鶴見川で先駆的に具現化させることを目的

として、平成11年に「鶴見川流域委員会準備会」が設立さ

れた。 

 本準備会は、有識者と関係する行政担当者を合わせて 

100名を超える関係者によって構成されている点が大きな

特徴で、特に自治体は、河川行政の担当課に限らず、下水

道、まちづくり、防災関係、教育関係等あらゆる分野の関

係者が一堂に介し、多面的な議論が７回にわたって行われ

た。また、制度面については別途「制度研究会」が設けら

れ、これまでに５回の討議が行われた。 

 

■最先端のモデリング手法を駆使し、科学的根拠に基づく現状把握と問題意識の共有化 

 準備会では多くの関係者間の共通認識を図るため、まず鶴見川流域における現状と課題の

抽出を行うことから開始された。その際、膨大なデータを対象とした最先端の情報処理技術

やモデリング手法が駆使され、問題の共有化を促す努力が進められた。現状認識と意志決定

の支援のために最先端のツールを適用している点でも先駆的といえる。 

 そして、現在の取組だけでは対応が難しい部分等についても、参加者が各自固有の領域を

超えることを前提として議論が繰り返された。 

 こうした検討を経て、平成13年５月「鶴見川とその流域再生～鶴見川流域マスタープラン

策定に向けた提言書～」が提出され、多様な施策が①洪水時水マネジメント、②平常時水マ

ネジメント、③自然環境マネジメント、④震災・火災時マネジメント、⑤水辺ふれあいマネ

ジメントの“５つの視点”に分けて提示されている。 

鶴見川ネットワーキング（ＴＲネット）

鶴見川源流ネットワーク

鶴見川中流域ネットワーク

鶴見川下流ネットワーク・港北
（カワウネットワーク）

鶴見川下流ネットワーク・鶴見

矢上川流域ネットワーク

麻生川流域ネットワーク

早渕川流域ネットワーク

TRﾈｯﾄ事務局

世話人会議

ワーキング
グループ

鶴見川流域
総会

各団体
（51団体）

各
プロジェクト

サ
ブ
ネ
ッ
ト

住民・企業

国土交通省
工事事務所

神奈川県
東京都

流域市町村

ＮＰＯ等

ＮＰＯ等

鶴見川流域水委員会準備会

有識者
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 平成14年度には、本提言書を議論の素材として、「流域水委員会」が設置され、鶴見川流

域水マスタープランの策定に向けた討議が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図8-2 提言書の目次       図8-3 流域マスタープラン策定フロー 

 

 
まとめ 

 
・昭和40年代に都市化が進んだ鶴見川、全国に先駆け総合治水対策事業を開始 
・河川・環境行政を支援する組織ための住民団体の連携組織「ＴＲネット」が平成３年に
誕生、行政と住民との連携の素地が生まれる 

・流域人口は170万人をこえ、２都県にまたがる鶴見川は関係者が多数存在する。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」を設置。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。 

・現在は「流域水委員会」が設置され、具体のアクションプランを含めた「流域マスター
プラン」を策定する段階を迎えている。 
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8.3 海老川流域（千葉県） 

(1) 海老川の概要 

■昭和30年代からの急激な都市化による水循環系の破壊 

 海老川は、千葉県の北西部、船橋市の北部丘陵地帯に源を発し、南に流下しながら東京湾

へ注ぐ流域面積27.12k㎡の二級河川である。 

同流域は、都心から20kmと近いことから、高度経済成長時代の人口集中に伴う首都圏のベ

ットタウンとして次々と大規模な住宅棟の立地が進んだ。この結果、昭和30年代後半から急

激に人口が増加し、流域人口は昭和30年の39,000人から平成５年には203,000人まで急増し

ている。さらに、昭和20年代は15％に過ぎなかった市街化率についても、平成５年には62％

と急増している。 

 こうしたことから、洪水の発生、平常時河川流量の減少、水質の悪化、水利用の変化、生

態系の変化等の問題が次々と顕在化するに至った。 

 

 
 

写真左右とも／海老川流域 
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(2) 流域の活動団体と交流・連携の実態 

■建設省のモデル地域選定を契機として水循環再生構想を策定 

 こうした都市問題をふまえ、海老川における水循環再生の取組の契機となったのは、平成

７年度に建設省による都市の適正な水循環再生のための「マニュアル」づくりが着手され、

水循環再生の必要性が高いとされる全国６つ

のモデル地域のひとつに海老川流域が選定さ

れたことによる。 

 同地域においては、建設省、千葉県、船橋

市、鎌ヶ谷市、住宅・都市整備公団（現都市

基盤整備公団）、民間団体等からなる「海老

川流域水循環系再生推進協議会」が設置され、

地域の特性に応じた整備方針を検討すること

となり、平成10年３月には「海老川流域水循

環再生構想」を策定した。 

 

■「水循環再生計画」策定（アクションプランの提示） 

 平成11年12月、上述の同協議会は、「海老川流域水循環系再生行動計画～みんなで取り戻

そう私たちの海老川」と題したアクション・プランを策定した。 

 同計画は、事業主体別に対策目標値を設定しているとともに、事業主体別に計画期間内の

具体的な行動計画も整理している点が特徴といえる。 

 
表8-4 海老川流域水循環系再生行動計画～事業主体別対策目標値の例～ 

 

行動計画 
事業主体 

Ｈ11～Ｈ12 H13～H17 

下水道部 河川整備課 1校 5校 
土木部 都市河川課 

葛南土木事務
所 

1校（船橋二和高校） 5校 

教育庁 学校施設への設置協力 学校施設への設置協力 
 
 

事業主体 内容 
対策目
標 

主な関連部署 

下水道部 河川整備課 船橋市 市立の小･中･高等
学校への雨水貯留
施設の設置 

16校 
土木部 都市河川課 

葛南土木事務所 
千葉県 県立高校への雨水

貯留施設の設置 
雨水貯留施設の設
置協力 

6校 教育庁 

住民・企業

国土交通省

千葉県

流域市町村
船橋市・鎌ヶ谷市

ＮＰＯ等

ＮＰＯ等

海老川流域水循環系再生推進協議会

有識者

都市基盤
整備公団
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メニュー名

規模 規模 地図 累計

××
mm/時
(○ha)

××
mm/時
(○ha)

①
△△

mm/時
(○ha)

○○
mm/時
(×ha)

×▲
mm/時
(×ha)

②
△▼

mm/時
(○ha)

××
mm/時

○○
mm/時

学校への浸透施設設置

○○県△△部××課

行　　動　　計　　画

平
成
10
年
度

雨水浸透施設

学校に対し雨水浸透施設設置を行うことにより、河川への雨水流出を効果的に抑制し、さらには地下水涵養を
図ることにより、水循環再生を推進する。
対策目標：雨水浸透施設設置　　○×校に設置

平
成
11
年
度

施策名

所属名

浸透適地に位置する○○学校
に雨水浸透施設を設置する。

浸透適地に位置する▲▲学校
に雨水浸透施設を設置する。

浸透適地に位置する×△学校
に雨水浸透施設を設置する。

浸透適地に位置する△×学校
に雨水浸透施設を設置する。

事　業　計　画 事　業　実　績

計画通り○○学校に浸透強度○
○mm/時の雨水浸透施設を設置
した。

▲▲学校に雨水浸透施設を設置
したが、～～という理由により×
▲mm/時の施設の設置に止まっ
た。

■平成12年以降に計画のローリング作業が実施 

 本計画の特徴として、計画のフォローアップ体制が構築されている点が挙げられる。開始

後２年ではあるが、毎年各セクションが、当該年度の成果を持ち寄り実況状況を整理し、計

画に反映させることとしている。 

 

 
まとめ 

 
・ 鶴見川と同様、高度経済成長に伴い急速に都市化が進んだ。 
・ 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、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、関係者による具体的な行動計画を策定
した。 

・ 行動計画には、具体的な数値目標と担当課が明記されてる。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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8.4 柳瀬川流域（東京都、埼玉県） 

(1) 柳瀬川の概要 
■柳瀬川は、荒川水系新河岸川の一次支川 
全長は 19.6km、流域面積は 96.0km2（狭山湖、多摩湖を含めると 106.3km2）となっており、

新河岸川の支川流域の中では最も大きい流域である。狭山丘陵の狭山湖、多摩湖付近に端
を発し、志木市役所付近で新河岸川に合流している。流域に係わる自治体は 13市町である
が、面積比率は所沢市が約 40％、次いで東村山市、東大和市、新座市、清瀬市がそれぞれ
10％以上で、この 5市で流域の約 86％を占めている。 
 また、柳瀬川流域の地形は、河川沿いの低地と武蔵野台地に区分される。台地では、柳
瀬川、支川の東川、空掘川等によって樹枝状に谷地を形成しており、変化に富んだ地形と
なっている。地質的には、流域のほとんどを占めている武蔵野台地の上に関東ローム層が
覆っており、透水性に富んでいる。また、柳瀬川の下流端付近の荒川と新河岸川で挟まれ
た低地部は、荒川などにより運ばれた泥や砂礫の堆積で形成され、透水性はきわめて低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■都市化の圧力 
 柳瀬川流域は都心部より 20～30ｋｍの利便性の高い通勤圏にあることから、水田、畑、
雑木林等が宅地に転換され、現在の市街化率は約 55％となっている。近年では市街地の進
展は緩やかになってきているが、市街化率の増加傾向は今後も続くものと見られる。 
 流域の市街化の進展に伴い、柳瀬川流域内の人口も増加してきている。高度成長期には東
京の一極集中により爆発的に増加した。近年の人口増加は緩やかとなっているが、その傾
向は今後も続くものと見られる。平成 12 年度で人口は約 62万人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左 上流部（多摩湖） 写真右 下流部（水谷田圃） 

狭山湖 

多摩湖 

荒川 

空 掘
川 

東川 

志木市役所 
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(2) 流域の活動団体と交流・連携の実態 

①国土交通省（旧建設省） 

■新河岸川流域づくり連絡会 

 新河岸川流域では、総合治水対策、川づくり、水循環を１本の河川で考えるのではなく、

支流やその流域の地域づくりも含めた流域全体で考えることに取り組んでいる。その一環と

して、各支川（不老川、砂川堀、柳瀬川、黒目川、白子川）間での市民同士の情報交換、市

民と行政との情報交換のために、「新河岸川流域川づくり連絡会」を荒川下流河川事務所が

事務局となり、定期的に開催している。「新河岸川流域づくり連絡会」は、平成7年度に発

足した5支川ごとの住民が主体となる懇談会から構成される。この懇談会が住民と行政との

パートナーシップによる川づくり組織へ発展し、より良い河川環境の形成に資するように行

政が支援している。その懇談会の一つに、「柳瀬川流域市民懇談会」があり、現在策定を進

めている水循環マスタープランの検討体制の一つである「柳瀬川流域水循環市民懇談会」の

主要メンバーとなっている。 
 

②住民団体の連携組織 

■「柳瀬川流域市民懇談会」 

 柳瀬川は、昭和30年代前半までは、流域に田んぼや畑が広がり、流れる水は農業・生活用

水として使われるなど、地域の人々の営みと深いかかわりをもっていた。しかし、昭和30年

代後半から経済の高度成長のなかで、ベットタウンとして宅地化が進み、下流域における浸

水被害や生活排水による水質悪化が顕在化した。 

 その後、下水道整備により水質は改善されつつあるが、治水対策を優先とした直線的な河

道や急勾配の護岸整備による水辺のアクセス性・景観の悪化や生態系の変化に対し、自然保

護・復元への欲求が高まり、昭和40年代中ごろから各地域で住民による個性豊かな活動が行

われている。こうした市民団体が前述した荒川下流河川事務所の呼びかけに応じて、「柳瀬

川流域市民懇談会」に参画している。 
 

③柳瀬川流域水循環マスタープランの策定に向けて 
■柳瀬川流域水循環マスタープランから新河岸川流域水循環マスタープランへ 
新河岸川流域で、流域の総合的な整備・保全・管理を目指すため、河川環境のみならず

都市環境等の特性を踏まえた水循環系の健全化に関する総合的なマスタープランを策定す
ることになった。平成 10年度には、学識経験者、関係行政、市民代表者から構成される「新
河岸川流域水循環マスタープラン準備会」が開催され、水循環マスタープラン策定過程全
般について大枠の検討を行い、具体の検討を行う際の重要な論点・課題を抽出するととも
に、関係者の認識を深めた。 
水循環マスタープランは新しい取組であり、プランの策定は様々な点で手探りの状態にあ

るため、最初から新河岸川流域全体を対象とするのは困難が伴うと判断し、一次支川である
柳瀬川流域を取り上げ、先行してプラン作成を行うことになった。 

 

■関係者の連携・参加を促す検討スケジュール 
 マスタープランの策定にあたっては、関係する住民、学識経験者、行政の関連部局、事業
者などの幅広い意見を取り入れながら、流域関係者が納得し、皆で取り組めるプランづく
りが必要とされている。そのために、以下のスケジュールにより検討を進め、「中間とりま
とめ」が提出された。 
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図8-4 「中間とりまとめ」までの検討スケジュール 

 
今後、水循環マスタープランの策定に向けて、「計画目標・目標値」、「対策の評価：目標

達成のための対策案とその優先順位」、「実施に向けた役割分担」、「プランの推進方策」を
検討する予定である。「計画目標の検討」から「対策の評価」までについては、経済効率や
財源等の制約条件を考慮して、何度もシミュレーションなどによる試行を重ねた上で、対
策の効果を評価し、現実的かつ適切な計画目標の設定や対策代替案の検討を行う。 

平
成
11
年
度

平
成
12
年
度

第一回検討会
（平成12年2月3日）

・水循環マスタープランの概要
・市民参加の運営方法
・柳瀬川流域の現状把握 柳瀬川流域水循環市民懇談会

参加市民の公募
（平成12年3月～4月）

柳瀬川流域現場視察・意見交換会
(平成12年4月18日）

・柳瀬川流域の現状確認
・問題点・課題点の整理

第二回検討会
（平成12年7月18日）

・柳瀬川流域の現状の把握
・問題点・課題点の整理

第三回検討会
（平成12年8月28日）

・問題点・課題点の整理

第四回検討会
（平成12年11月10日）

・計画理念・基本方針の検討
・計画目標の設定方針

意見の提示

検討内容
の公表

行政間調整会議
（平成12年11月6日）

第五回検討会
（平成13年2月23日）

・望ましい流域像の検討
（計画理念・基本方針の検討）

平
成
13
年
度

第六回検討会
（平成13年6月26日）

・施策メニューの検討
・プランの推進方策・体制の検討

検討内容の閲覧など
による意見聴取

ホームページ
DM等

随時、検討内容
の公表、意見の

抽出を行う。

市民懇談会

第一回
（H12.7.26)

第三回
（H12.10.26)

見学会
及び

第二回
（H12.8.27)

第四回
（H13.2.5)

第五回
（H13.3.23)

第一回
公開シンポジウム
（平成13年7月8日）

第六回
（H13.5.12)

行政間調整会議
（平成13年5月18日）

行政間調整会議
（平成12年2月18日）

柳瀬川流域水循環マスタープラン
中間とりまとめ

（平成14年2月28日公表）

第七回
（H13.12.7)

行政間調整会議
（平成13年10月31日）
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図 8-5 柳瀬川流域水循環マスタープラン策定までの検討方針 
 
 

まとめ 
 

・昭和30年代後半から都市化が進んだ柳瀬川流域は、昭和57年に策定された新河岸川流域
総合治水特定河川の流域整備計画において特定河川事業区域として位置づけられた。 

・治水を優先した河川改修に対して、自然保護・復元への欲求が高まり、昭和40年代中ご
ろから各地域で住民による個性豊かな市民活動が始まる。 

・平成7年度に、川づくり・まちづくりのあり方を行政と一体となって検討する「柳瀬川流
域づくり市民懇談会」が発足した。 

・平成10年に新河岸川の健全な水循環系の構築に向けて「新河岸川流域水循環マスタープ
ラン準備会」が開催され、柳瀬川流域にてマスタープランの策定に着手することが決定
した。流域人口は62万人を超え、東京都と埼玉県13市町にまたがる柳瀬川は関係者が多
数存在する。「検討会」､「行政間調整会議」、一般公募による「市民懇談会」､「公開
シンポジウム」等を通して､マスタープランの理念、基本方針、対策等に関する「中間と
りまとめ（H14.2）」を提案している。 

・現在、「柳瀬川流域水循環マスタープラン」の策定に向けて検討を進めている。 

 

柳瀬川流域水循環マスタープラン 
中間とりまとめ 

（平成 14年 2月 28 日） 
・ 計画理念、基本方針の策定 
・ 対策メニュー案の抽出 

柳瀬川流域水循環マスタープラン 

マスタープラン策定に必要となる検討項目 
○ 計画目標、目標値 
○ 目標達成のための対策案とその優先順位 
○ 実施に向けた役割分担 
○ プランの推進方策 

 
行政間調整会議、検討会、市民懇談会を必要に応じて開催し、
マスタープラン策定に向けた手続きをすすめる。 
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8.5 その他 
a)流域全域を対象とした計画の策定例 

名   称 場 所 概   要 

流域ウォータープラン 岩手県主

要３河川 
 岩手県の出先機関である千厨地方振興局管内主要３河川（千厨川、

砂鉄川、黄海川）の健全な水循環系の構築のため、河川毎に委員会

（町村関係機関、県関係機関、住民団体、学識経験者）を設置し、

流域全体のウォータープランが築定された。 

海老川流域水循環再生

構想※  
千葉県 
海老川 

 国、県、市、ＮＰＯ、学識経験者からなる流域水循環再生構想検

討協議会により平成10年に策定された。 

 また、モデル６流域での検討成果を基に、｢都市の水循環再生構想

策定マニュアル（案）｣が策定された。 

柳瀬川流域水循環マス

タープラン 
埼玉県 
柳瀬川 

 公募による住民委員等により、「柳瀬川流域水循環市民懇談会」が

設置され、柳瀬川流域水循環マスタープラン検討会により計画が策

定された。 

東川流域水循環再生構

想※  

埼玉県 

所沢市 

 国、県、市、ＮＰＯ、学識経験者からなる流域水循環再生構想検

討協議会により平成10年に策定された。 

 また、モデル６流域での検討成果を基に、｢都市の水循環再生構想

策定マニュアル（案）｣が策定された。 

神田川流域水循環再生

構想※  

東京都 

神田川 

 国、県、市、ＮＰＯ、学識経験者からなる流域水循環再生構想検

討協議会により平成10年に策定された。 

 また、モデル６流域での検討成果を基に、｢都市の水循環再生構想

策定マニュアル（案）｣が策定された。 

鶴見川流域水マスター

プラン策定 
神奈川県 
鶴見川流

域 

 流域水マスタープランの策定に向けて、鶴見川流域水委員会準備

会が設置され、検討が開始（調査時点）されている。 

泉川流域水循環再生構

想※  

神奈川県 

横浜市 

瀬谷区 

泉区 

 国、県、市、ＮＰＯ、学識経験者からなる流域水循環再生構想検

討協議会により平成10年に策定された。 

 また、モデル６流域での検討成果を基に、｢都市の水循環再生構想

策定マニュアル（案）｣が策定された。 

平戸永谷川流域水循環

再生構想※  

神奈川県 

横浜市 

戸塚区 

港南区 

 国、県、市、ＮＰＯ、学識経験者からなる流域水循環再生構想検

討協議会により平成10年に策定された。 

 また、モデル６流域での検討成果を基に、｢都市の水循環再生構想

策定マニュアル（案）｣が策定された。 

水のマスタープラン 神奈川県 
南足柄市 

 平成９年、市内の水に対する「南足柄市水のマスタープラン」が

策定された。 

菩提川流域水循環再生

構想※  

奈良県 

奈良市 

 国、県、市、ＮＰＯ、学識経験者からなる流域水循環再生構想検

討協議会により平成10年に策定された。 

 また、モデル６流域での検討成果を基に、｢都市の水循環再生構想

策定マニュアル（案）｣が策定された。 

水環境創造計画 山口県厚

東川 
 厚東川水系森・川・海水環境ネットワーク協議会により、平成11

年度に策定された。 

水循環再生プラン 福岡県 
北九州市 

 「北九州ルネッサンス構想（平成元年）」の一つとして、本市の現

状を踏まえた、将来的な水循環に対する展望と良好な水環境を再生、

創出するための方向性を見い出すことを目的とした「仮称北九州水

循環再生プラン」の策定検討が行われている（平成14年度策定予定

）。 

 

 

 

※印は、都市の水循環再生構想策定検討における６モデル流域 
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b)個別計画 

名   称 場 所 概    要 

茨戸川環境保全総合計

画 
北海道 
茨戸川 

 茨戸川の環境基準の達成とアオコの制御を目標に、「茨戸川環境

保全対策基本計画（昭和51年）」が策定された。さらに昭和53年には

「茨戸川環境保全総合計画」が策定された。水質汚濁物質の削減対

策、汚泥の浚渫事業、対策事業の推進に必要な調査研究等を進めて

いる。 

上下流交流計画書 長野県 
木曽川 

 木曽川では地域の多様な人材や多くの住民を巻き込み、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

局となり平成12年3月に「上下流交流実行委員会」を発足し、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。 

五ヶ瀬川ふるさと水回

廊構想 
宮崎県 
五ヶ瀬川 

 五ヶ瀬川の様々な特性を活用した広域的な地域づくりを進めるた

め、宮崎県は平成13年３月「五ヶ瀬川ふるさと水回廊構想」を策定

した。 
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