
第Ⅰ編 総合的水資源マネジメントへの転換

我が国においては，近年水使用量は横ばいからやや減少の傾向にあり（図２－１－２），水

資源開発施設の整備が進んだことも相まって，水需要と供給の乖離が縮小し，平均的には水需

要に供給が追いつかない状況からは脱却しつつある。

具体的には，水資源開発促進法に基づく水資源開発基本計画（フルプラン）による開発予定

水量としては７水系合計で４２３．４㎥／sであるのに対し，平成２０年末現在までに開発した水量

としては７水系合計で３９２．７㎥／sである（表３－１－２）。

こうしたことから，高度経済成長期における大都市を中心とする急増する水需要に対し，施

設整備を中心とする量的なキャッチアップの時代は，社会経済活動が安定的な局面へ移行した

今日，ほぼ終わりつつある。

一方，平成１９年２月以降順次公表された「気候変動に関する政府間パネル（以下，「IPCC」

という。）」の第４次評価報告書において，地球温暖化の進行，極端な大雨の頻度の増加，融雪

の早期化による干ばつのリスク増加等が指摘されている。

さらに，安全でおいしい水や豊かな水環境等に対する国民の要請が高まっている中で，水資

源関連施設の老朽化等を背景とした事故や水質悪化の発生リスク，災害時の水供給力低下等の

課題への対応が強く求められている。

気候変動に伴うリスクを含め，こうした水資源に係る課題に対応するため，水需要と供給の

ギャップを埋めるための水資源開発から，健全な水循環の形成のため，水系を単位として，水

量と水質，地表水と地下水，平常時と緊急時を一体的にとらえて，既存の施設を活かし，水資

源を有効に活用する総合的な水資源マネジメントへと転換すべき時機が到来している。

（注）地球温暖化に伴い，気温や降水量が変わることを意味する“Climate Change”については，「気候変動」や「気候変化」など
が用いられることが多い。ここでは，「気候変動枠組条約」や「気候変動に関する政府間パネル」などの整合性を考慮して「気
候変動」と統一した。
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（注）IPCC第 4次評価報告書

(１）気温・降水
◆20世紀半ば以降の世界平均気温の上昇のほとんどは，人為起源の温室効果ガスの増加によって惹起された可能性大
◆100年後の気温上昇は 1.8 ～ 4℃
◆より極端な降水現象の発生の可能性大
◆積雪面積の縮小

(２）干ばつ・水利用可能性
◆温暖間による干ばつのリスク増加
◆流域によっては，融雪の早期化が干ばつのリスク増加のきっかけになるおそれ
◆干ばつの影響を受ける地域の面積が増加する可能性大
◆2090 年代までに，100年あたりの極端な干ばつ事象の回数は 2倍，平均干ばつの期間は 6倍に増加する可能性大
◆今世紀中に，氷河及び積雪からの水供給の減少により，融雪水を受ける地域の水利用可能性が減少
◆氷河や融雪水の流入河川の多くで，流量増加と流量ピーク時期（春）の早期化
◆今世紀半ばまでに，年間平均河川流量及び水利用可能性は，高緯度域及びいくつかの熱帯湿潤地域で 10 ～ 40％増加，
中緯度域のいくつかの乾燥地域及び熱帯乾燥地域で 10～ 30％減少
◆中央，南，東，東南アジアにおける淡水の利用可能性が気候変動により減少する可能性大

(３）海面上昇
◆100年後の平均海面上昇は，「0.18～0.38ｍ」（温室効果ガス排出量最小）から「0.26ｍ～0.59ｍ」（同最大）

(４）地下水
◆海面上昇により，地下水と河口の塩水化地域が拡大の可能性大
◆沿岸部の住民と生態系の淡水利用可能性が減少する可能性大

(５）水質・生態系
◆水温上昇，降水強度の増大及び低水期間の長期化は，生態系への影響及び水質汚濁の悪化を惹起する可能性大

図Ⅰ－１－１ 気候変動の影響（IPCCにおける認識）

第１章 我が国の水資源の現状と課題

１ 気候変動による新たなリスクへの対応

１．１ 気候変動が水資源に及ぼす影響

IPCC 第４次評価報告書において，気候変動による温暖化が世界中の地域の自然と社会に影

響を与えていることが明らかになった。

同報告書では，気候変動の影響として，２１世紀末における地上の世界平均気温が昭和５５年か

ら平成１１年と比べて，最大で４℃上昇し，極端な降水現象の発生頻度が引き続き増加する可能

性が非常に高いこと，今世紀半ばまでに中緯度のいくつかの乾燥地域及び熱帯乾燥地域で年間

平均河川流量及び水利用可能性が１０～３０％減少すること，流域によっては融雪の早期化が干ば

つのリスク増加のきっかけになるおそれがあること等が指摘されている（図Ⅰ－１－１）。

温暖化による気温上昇，水温上昇，海面上昇等は，濁水の発生，水質の悪化，河川流出量の

減少，融雪の流出時期の早まりなどの影響を及ぼすものと予想される（図Ⅰ－１－２）。良質

な水資源を常に確保するため，これらの影響が顕在化する前に的確に把握し，適切に対処する

ことが求められている。
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温室効果ガスが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果，
気温が上昇。これに伴い降水量の変動も増加，海面水位も上昇。
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図Ⅰ－１－２ 気候変動の影響（温暖化が水資源に与える脅威）

100年後の20年で2位（少雨）の期別降水量は，冬期は東日本から九州にかけて，春期は西日本を
中心に少なくなる。　⇒　将来，自然現象面では渇水リスクを高める。

春期冬期

※変化率：将来の期別降水量／現在の期別降水量
（注）気象庁公表資料に基づき，国土交通省水資源部が作成

※※RCM20：Regional Climate Model 20：
日本周辺を計算の領域としている地域気候モデル。
水平解像度は20㎞×20㎞。

図Ⅰ－１－３ 将来の降水量の変化（RCM２０※※；A２モデル）

日本では，約１００年後の年平均気温が現在に比べて約２～３℃程度上昇すると予想される。

降水量については，年平均降水量は九州南部の一部で減少するもののほとんどの地域で増加す

るが，２０年で２位（少雨）の期別降水量は，冬期は東日本から九州にかけて，春期は西日本を

中心に少なくなるものと予測される（図Ⅰ－１－３）。
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１．２ 渇水リスクの評価

気候変動に伴う降水量や降水パターンの変化が中長期的にわが国の水資源の需給に及ぼす影

響を把握するため，人口集積地域に水資源を供給する河川（利根川），寒冷地で冬期の積雪が

多い河川（石狩川），冬期の積雪がない河川（筑後川）の３つの流域を例に５０年後・１００年後の

水資源需給状況の試算を行った。

（１）将来の水需要量の試算

将来の水需要は，少子・高齢化の進展状況や経済成長率，技術革新や産業構造の変化に大き

く左右される。ここでは飛躍的な技術革新を考慮せず，人口減少と各用水への大きな影響を及

ぼす因子を組み合わせて，以下のとおり試算を行った。

・生活用水は，今後の人口減少と節水型機器のさらなる普及を考慮して水資源の需要量を予

測した。

各流域における５０年後・１００年後の将来人口は，「日本の将来推計人口」の５０年後・１００

年後の全国の人口（出生高位・死亡中位（以下，高位仮定という。）及び出生中位・死亡

中位（以下，中位仮定という。））と「日本の都道府県別将来推計人口」の３０年後の都道府

県別人口（中位仮定）をもとに試算＊を行った。

また，各種公表資料によれば，トイレ・浴室・洗濯機等における節水型機器により，通

常型と比べ約４２％の水使用量の減少が見込まれ，これらが家庭等において半分程度普及す

ると仮定し，５０年後・１００年後に水使用量が２０％減少すると仮定した。

上記の人口減少及び節水型機器の普及による使用水量の減少を乗じて，将来の生活用水

の水使用量を試算した。

・工業用水は，産業構造等の変化を予測することが困難であるため，５０年後は過去２０年間の

経済成長率と同程度以内であると仮定し，５０年後の淡水使用量は過去２０年間の延長で増加

すると仮定した（年約０．５％増加）。また省エネ指向や技術開発によって単位生産量当たり

の水消費量がさらに合理化されるものと仮定した（５０年後の回収率を約８５％）。１００年後は

５０年後と同等と仮定した。

・農業用水は，食料生産量を現状維持と仮定し，蒸発散量の増加（２０％増加）による取水量

の増加（５％増加）を考慮した。

＊：５０年後・１００年後の当該流域の人口（中位仮定）については，まず現況（平成１７年）から３０年後の全国の人口に占める当該流域
が位置する都道府県人口の割合をもとに回帰式を求め，５０年後・１００年後の全国に占める当該流域が位置する都道府県人口の割合
を算出した。次に５０年後・１００年後の全国の推計人口に，回帰式より算出した割合を乗じて，５０年後・１００年後の都道府県の人口を
試算した。さらに，石狩川流域は北海道の一部，利根川流域は１都５県（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都），
筑後川流域は福岡県，佐賀県の一部を対象としているため，５０年後・１００年後の都道府県人口に，現況の各流域の人口が占める割
合を乗じて，５０年後・１００年後の当該流域の人口を求めた。
５０年後・１００年後の当該流域の人口（高位仮定）については，回帰式より算出した，５０年後・１００年後の全国に占める都道府県の
人口の割合は，中位仮定と変わらないものとして求めた。
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将来の水使用量
（現在比）

５０年後 １００年後
高位 中位 高位 中位

生活用水

石狩川 約６５％ 約６０％ 約４４％ 約３２％
利根川 約６７％ 約６２％ 約４２％ 約３１％
筑後川 約６２％ 約５７％ 約４１％ 約３０％
全国 約６０％ 約５５％ 約４０％ 約３０％

工業用水

石狩川

約９０％程度
利根川
筑後川
全国

農業用水

石狩川
現状と同程度
（約５％増）

利根川
筑後川
全国

全体

石狩川 約９９％ 約９９％ 約９８％ 約９８％
利根川 約９４％ 約９３％ 約８９％ 約８７％
筑後川 約９６％ 約９６％ 約９４％ 約９４％
全国 約９１％ 約９０％ 約８７％ 約８５％

試算結果

（１）「日本の将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所平成１８年１２月推計）
（２）TOTO（株）ニュースリリース（２００４年３月２４日）及び生活センター調査（２０００年，２００４年）をもとに国土交通省水資源部

が推計
（３）「５０年後の日本の水資源と水供給システムの持続可能性」（長岡裕ら）
（４）「温暖化による九州の水田水資源の変化を予測」（独）農業・食品技術総合研究機構，２００６年。蒸発散量の約２０％増加による水

使用量は約５％と仮定

図Ⅰ－１－４ 今後の社会変化による水需要への影響（大まかな試算）

食料自給率向上
（食料生産量は現状と同程度）農

業
用
水 蒸発散量の増加

（２０％増）（４）

経済成長見通し
（５０年後の使用量はトレンド，
１００年後は５０年後と同じ）工

業
用
水 水消費はさらに合理化［省力化・研究開発］

（淡水使用量は年約０．５％増加，
回収率は約８５％と仮定）（３）

将来の人口
（現在比）

５０年後 １００年後
高位 中位 高位 中位

石狩川 ８２％ ７５％ ５５％ ４０％
利根川 ８４％ ７７％ ５３％ ３８％
筑後川 ７８％ ７２％ ５２％ ３８％
全国 ７７％ ７０％ ４８％ ３５％

使用合計水量
（トイレ・浴室・キッチン・
浴槽・洗濯機）

通常型 節水型

２８．１㎥／月 １６．２㎥／月
（△４２％）

前提条件

人口減による需要減
（高位・中位仮定）（１）

生
活
用
水

節水型機器の普及
（全ての家庭に節水型機器が導入されれば約４０％の

水使用量減少が見込まれるが（２），
半分程度普及すると仮定）

これらを総合すると，５０年後・１００年後の水使用量は，生活用水の減少，農業用水の横ばい

傾向等から，現状の約９割となるものと予想される（図Ⅰ－１－４）。

なお，長期の地域別人口推計は公表されていないが，３０年後の地域別の人口（中位仮定）に

よれば，現況（平成１７年）と３０年後の人口比率が関東は全国平均より約６％高くなっており，

人口の地域的な偏在がより加速されれば渇水リスクが高まるおそれがある。

（２）将来の水供給量の試算

将来の水供給は，気温や降水量の変化に影響を受け，流域から河川への流出量が大きく左右

される。ここでは，次のように流出量を求めた。まず，IPCC第４次評価報告書でも取り上げ

られた既存の気候モデルによって求められた現況，５０年後，１００年後の日本周辺の気温・降水

量データのうち石狩川流域・利根川流域・筑後川流域の気温・降水量データを取り出した。次

に，この気温・降水量のデータを，土地利用を考慮した有効降雨・積雪や融雪の現象・地表か

らの蒸発散・上流から下流までの時間遅れ等を表現した流出モデルに入力し，各流域の河川へ

の流出量を求めた。
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水系名 かんがい時期（*１）
（農業用水取水をずらす日数） 現況 高位仮定 中位仮定

５０年後 １００年後 ５０年後 １００年後

石狩川
大雪ダム ０～１０日早める 約６０日 約３０～７０日 － 約３０～７０日 －

０～２０日早める － 約２０～１００日 － 約２０～９０日

忠別ダム ０～１０日早める 約３０日 約１３０～１８０日 － 約１３０～１８０日 －
０～２０日早める － 約３２０～３８０日 － 約３２０～３８０日

利根川 上流８ダム ０～４０日早める 約３０日 約１００～１１０日 約１０～５０日 約９０～１００日 約１０～４０日
０～６０日遅らせる 約９０～１２０日 約０～１０日 約８０～１１０日 約０～１０日

筑後川

江川ダム・
寺内ダム

０～５日早める

約７０日

０日 － ０日 －
０～３０日遅らせる 約０日 － 約０日 －
０～１００日早める － ０日 － ０日
０～４０日遅らせる － 約０～２０日 － ０日

松原ダム・
下筌ダム

０～５日早める

約５０日

約７０日 － 約７０日 －
０～３０日遅らせる 約７０～８０日 － 約８０日 －
０～１００日早める － 約１８０～２５０日 － 約１８０～２４０日
０～４０日遅らせる － 約２２０～２６０日 － 約２１０～２６０日

表Ⅰ－１－１ 社会変化，水利用の変化を踏まえた渇水リスクの評価
（*２）

（*１）かんがい時期の変更日数は，気温と最適収量の関係を踏まえた試算（※）による。
（*２）渇水発生日数（ダム枯渇日数）は２０年間による

（現況：１９８１～２０００年，５０年後：２０３１～２０５０年，１００年後：２０８１～２１００年）。
また現況は，将来の試算と同様のモデル等を用いて算出した値。

（注）１．東京大学気候システム研究センター（CCSR）の高分解能全球大気海洋結合モデル（A1Bモデル）の計算結果（石狩川の
５０年後・１００年後，利根川の５０年後・１００年後，筑後川の５０年後・１００年後）を用いて，国土交通省水資源部が試算（取水制
限は考慮していない）

２．社会状況の変化は図Ⅰ－１－４の仮定を使用
３．蒸発量増加（２０％）：蒸発量増加に伴い農業用水の取水量が５％増加した場合

※（出典）①．「近年の気候変動の状況と気候変動が農作物の生育等に及ぼす影響に関する資料集」（農林水産省；平成１４年４月）
②．「地球温暖化予測情報にもとづく水稲の潜在収量分布の変化」（（独）農業環境技術研究所環境資源部；平成１０年度）
③．「温暖化が日本の水稲栽培の潜在的特性に及ぼすインパクト」（林陽生・石郷岡康史ら；地球環境Voｌ．６．ＮO．２
p１４１－１４８（２００１））等

渇水が緩和される 渇水が厳しくなる

（３）将来の渇水リスクの評価

各流域のダム運用の実態を踏まえた簡便な利水計算モデルに，（１）（２）で求めた将来の水

需要量・水供給量を入力し，気候変動に伴い農業用水のかんがい時期が変更されることも想定

した場合の５０年後と１００年後の渇水発生日数（２０年間に取水制限を考慮せずにダムの貯水容量

が０となる日数）を求め，現況の渇水発生日数と比較した。

その結果，例えば利根川流域では，かんがい時期が０～４０日早まった場合，５０年後に約

１００～１１０日（高位仮定）の渇水が予測されるなど，筑後川流域の一部を除き今回試算を行った

３流域全てにおいて，かんがい時期が変更された場合でも将来の渇水発生日数が現況より多く

なっている（表Ⅰ－１－１）。

上記の試算結果は，あくまである仮定に基づいた一事例であるが，社会や水利用の変化によ

り将来の水使用量が現在より減少する場合にも，地域によっては渇水が発生するリスクが高ま

るおそれがあると言える。

IPCC第４次評価報告書では，適応策（気候変動による避けられない影響への対応）と緩和

策（温室効果ガスの排出削減）を組み合わせることによって，気候変動に伴うリスクを低減す

ることができると指摘されている。気候変動により高まる渇水リスクに対応した水資源管理が

求められている。
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安全・安心が持続可能な河川管理　　　　　　　　　　　　　　
　　危機管理の観点から水質事故等対策を充実

国土交通省河川局

農林水産省

環境省

厚生労働省

国土交通省下水道部

（注）１．施策等には，現在実施中のもののほか，各種委員会等で検討中のもの
　　　　も含む
　　　２．重なっている部分（実線で連結している部分）は，共同的な事業・施
　　　　策を表す

河川水質の新しい指標
　　豊かな生態系の確保等の視点から，新しい指標を検討

環境用水の通水
　　水路等に水環境改善のため通水（例：仙台市）

高度処理の推進
　　閉鎖性水域の富栄養化防止のため，窒素・リンに係る高度処理を推進

下水道の普及促進
　　未普及地域における下水道整備を推進

合流式下水道の改善
　　雨天時における未処理放流水による水質汚染リスクを低減するため，
　　合流式下水道の改善を推進

放流水の水質の基準及び計画放流水質の設定

地震時等における水質障害リスク対策
　　地震発生時における施設の機能維持及び水質汚染リスクを低減する
　　ため，施設の耐震化及び関係機関の連携体制等を強化

水道水質基準の設定
水道ビジョン
　　安心，快適な給水確保に係る施策を設定
統合的アプローチによる水道水質の向上
　　水道水質管理の徹底，関係者間の連携，情報公開等を統合的に実施

生物多様性保全施策の取組
　　農業用水路等に通水をすることにより，「水の回廊」を整備

農地・水・環境保全向上対策
　　農地・農業用水等，農村環境の保全等にも役立つ地域共同の効果の
　　高い取組を促進

清流ルネッサンスⅡ（国土交通省河川局，下水道部）
　　河川・下水道事業，自治体や地域住民等の取組を展開

水質環境基準の設定
　　水質保全行政の目標としての基準を設定
排水規制
　　工場，事業場からの排出水に対して排水基準を設定
総量規制制度
　　広域的な閉鎖性海域に流入する汚濁負荷量の総量を削減
湖沼の環境保全対策
　　指定湖沼において各々の湖沼水質保全計画に基づき取組を実施
その他生活排水対策，水道水源保全等
水生生物の保全に係る環境基準の設定，類型指定
　　水生生物の保全を目的とした水質保全行政の目標としての基準を
　　設定

農業集落排水事業
　　農業集落における，し尿や生活排水などの汚水を収集・処理する汚
　　水処理施設等の整備

　
　

浄化槽
　　し尿及びこれと併せて雑排水を処理する浄化槽の整備

図Ⅰ－１－５ 水質に関する関係省庁の具体的施策

２ 水質の重視

２．１ 水質改善の推進

我が国の水資源行政はこれまで，大都市圏を中心とする水需要の急増への対応を背景とし

て，水量の安定的確保を中心に進められてきた。

一方で，水質については，衛生面と水域環境面からそれぞれ施策がとられてきた（図Ⅰ－

１－５）。衛生面では，下水道整備の促進や高度処理の推進，雨天時における未処理放流水に

よる水質汚染リスクを低減するための合流式下水道の改善，水道水質管理の徹底などの施策が

とられてきた。水域環境面では，工場・事業場からの排出水に対する排水規制や，広域的な閉

鎖性海域に流入する汚濁負荷量の総量を削減するための総量規制，河川浄化施設の整備，河川

浄化用水の導水施設の整備，河川の支川からの流水を下流までバイパスする流水保全水路の整

備，河川における水質保全事業・下水道事業・自治体や地域住民等による流域水質対策（清流

ルネッサンスⅡ）の実施，指定湖沼における湖沼水質保全計画に基づく取り組みの実施などの

施策がとられてきた。
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河川91.2％
全体86.3％

海域74.5％

湖沼55.6％
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（注）「平成18年度公共用水域水質測定結果」（環境省，2007年）をもとに国土交通省水資源部作成

図Ⅰ－１－６ 公共用水域における水質環境基準の達成率の推移

その結果として，河川等公共用水域における水質は全体的に改善傾向にあるものの，環境基

準の達成率が湖沼では４０～５０％台で推移しており，河川では渇水年に低下も見られ，海域では

近年においては概ね横ばいで推移しており，さらなる改善努力が必要な状況である（図Ⅰ－

１－６）。

また，各利水者がそれぞれの用途に必要とする水質レベルの水を効率よく取水できずに，例

えば水道用水のように特に高い水質を要求する利水者が，水質の悪い地点からの取水を強いら

れている等の例が発生している。

水道水源には，有害物質や未解明物質等の混入により，健康・生命に対するリスクが内在し

ているおそれもあり，安全・安心の水供給の観点から，対応策の充実が求められる。

２．２ 気候変動が水質に及ぼす影響

IPCC 第４次評価報告書によると，水温の上昇，降水強度の増大及び低水期間の長期化は，

生態系への影響とともに，多くの形態の水質汚濁を悪化させる可能性が高いとされており，こ

れらの汚濁として，堆積物類，栄養類，溶存有機炭素，病原菌，農薬，塩，熱汚染によるもの

などがあげられている。

気候変動が河川や湖沼等の水質に及ぼす具体的な影響については，未解明な部分が多いが，

定性的には以下のような影響が考えられる（図Ⅰ－１－７）。気候変動による水質への影響メ

カニズムについて早急に調査研究を進め，対策を講ずる必要がある。
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温暖化

水温上昇
（低下しない）

降雨パターン
の変化

土砂の流出

冬季結氷の減少
（透過光の増大）

遺骸が底層に沈積

水温躍層
の固定化

植物プランクトン増殖

底層DOの減少

湖内循環の減少

豪雨による
土砂崩壊

害虫の増加

大腸菌
の増加

農薬使用増加に伴う
農薬流入量増加

感染症への
影響の恐れ

水の安全面

水の安全面

水のおいしさ

気温上昇

（注）「地球温暖化と日本　第３次報告－自然・人への環境予測－」原沢英夫，西岡秀三編をもとに国土交通省水資源部
　　　作成

化石燃料の
消費等

大気中の窒素
循環の変化

NO3-Nの
渓流水への流出

森林・土壌へ流入
（窒素飽和現象）

濁水の増大

鉄，マンガンの溶出

有害物質
の流入

有害物質の溶出河川DOの減少

都市域からの
⬅　窒素・リン

有害物質等流出増⬇

処
理
に
伴
う
生
成
物

濁り

異臭味

着色

図Ⅰ－１－７ 気候変動の水質への影響関連イメージ

（考えられる影響例）

・水源池の水循環の変化や，植物プランクトンの増殖に伴う遺骸の増加による底層の溶存酸

素消費に起因する重金属（鉄・マンガン）・栄養塩類の溶出のおそれ，植物プランクトン

の増加による異臭味の発生のおそれ，あるいは，洪水頻発による濁水の発生等による水質

悪化

・水温上昇に伴う大腸菌等の増加による感染症への影響のおそれ等，安全面での影響

・冷水魚の分布域を減少させるおそれがあり，種の多様性の低下の懸念

・淡水にすむ動植物プランクトンの優占種の変化により，食物連鎖や生態系に影響を与える

懸念
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（注）「自然の保護と利用に関する世論調査」（内閣府）をもとに国土交通省水資源部作成

45.0%41.7%メダカやホタルなどの昆虫・小動物
が生息している里地や里山の地域

33.2％22.9%都市やその周辺の緑地や水辺などの
自然が残っている地域

平成 14年平成 13年自然保護に最も力を入れたい地域

（注）平成 16 年 11 月　内閣府「住宅に関する世論調査」をもとに国土交通省水資源部作成

緑や水辺など自然環境がよいから
日当たりや風通しがよいから

街なかや都市の中心部の住宅と価格が同じくらいでも，
住宅の広さや収納などにゆとりがあるから

公園や緑地，子どもの遊び場が多いから
夜間も静かだから

地域のつながりが残っているから
治安や風紀がよいから
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その他
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図Ⅰ－１－８ 豊かな水環境へのニーズ（１）

図Ⅰ－１－９ 豊かな水環境へのニーズ（２）

３ 豊かな水環境への配慮

３．１ 水循環系における問題

人間の生活や社会経済活動による水利用，都市化等に伴う流域の地下浸透・かん養機能の低

下，水辺環境の喪失等により，河川水質や水生生物の生育・生息環境に影響を与えている場合

がある。

例えば，多様な生物の生息・生育拠点でもある河川沿いの湿地帯の面積は，明治・大正期か

ら約８万 ha 減少している＊。また，社会経済の発展等に伴う水利用形態の変化や，水環境の

悪化により，生活や自然の中で水に触れる機会が減少している。

その一方，内閣府が実施した「自然の保護と利用に関する世論調査」の結果では，近年，メ

ダカやホタルなどの昆虫・小動物が生息している里地や里山の地域及び都市やその周辺の緑地

や水辺などの自然が残っている地域の自然保護に力を入れるべきだと考えている人が増えてい

る（図Ⅰ－１－８）。

また，内閣府が実施した「住宅に関する世論調査」の結果では，街なかや都市の中心部と郊

外のどちらに住みたいかという問いに対し，約６５％が郊外に住みたいと思うと回答し，その理

由の第一位は「緑や水辺など自然環境がよいから」と回答し，豊かな水環境に対するニーズが

高いことが示されている（図Ⅰ－１－９）。

＊：環境省生物多様性センターホームページ
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水源地域をはじめとする我が国の森林においては，林業採算性の悪化，人口の減少，高齢化

の進行などによる山村の活力低下等を背景として，間伐をはじめとする適切な森林整備が十分

に行われていない森林が見られる状況となっている。

健全な水循環系の構築のために，豊かな水環境への配慮が不可欠となっている。また，地域

住民と行政が一体となった取り組みが求められている。

３．２ 生態系等に配慮した水質指標の必要性

従来より，水質は環境基準の達成度合によって，評価や保全等の取り組みが行われてきた。

しかし水環境は，水質のみならず水の流れや生物の生息，親水性等，様々な要素に影響され

る。したがって，豊かな水環境を回復・創造していくためには，まずは水環境を水質だけでな

く人間の感覚まで含めた幅広い視点から捉え，評価できることが必要となる。

環境省ならびに国土交通省河川局では，従来の有機性水質汚濁指標のみならず，様々な視点

を入れて水質，水環境を評価しようとする指標の策定が進められている。

環境省では，平成１５年度に水生生物の保全のための環境基準として全亜鉛を対象とした基準

を新たに設けるとともに，平成１８年度に４河川において類型指定を行うほか，順次他の水域で

の類型指定のための検討を行っている。また，水環境を水質のみならず水の流れや生物の生

息，様々な水の利用，快適性や地域・歴史・文化を背景とした人と水との係わりといった様々

な視点に立って評価できる水環境健全性指標を検討している。河川を対象とした案では，「自

然なすがた」「ゆたかな生物」「水の利用可能性」「快適な水辺」「地域とのつながり」の５つの

評価軸を用いて，それぞれ５つ程度の個別指標を設けている（図Ⅰ－１－１０）。

国土交通省河川局では，従来の有機性汚濁指標（BOD）のみでは評価しきれない川の水質

を住民に対し分かりやすく評価するという観点から，河川水質の新しい指標（透視度や水生生

物の生息状況など）の案を平成１７年３月に取りまとめ，全国の一級河川で試行調査を実施して

いる。この案では，河川の水質の評価を「人と河川の豊かなふれあいの確保」「豊かな生態系

の確保」「利用しやすい水質の確保」の観点から，それぞれ，評価項目と評価レベルを設定し

ている（図Ⅰ－１－１１）。

関係者が一体となった，豊かな水環境の保全・創出に向けた取り組みを推進するためには，

より分かりやすく，きめ細かい指標が必要であるため，生態系等に配慮した新しい水質指標策

定に関する関係部局のより一層連携した取り組みが求められる。

第Ⅰ編 第１章 我が国の水資源の現状と課題
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水環境健全性指標

【水環境の評価軸】

【評価軸】

自然なすがた ～
ゆたかな生物 ～
水の利用可能性 ～
快適な水辺 ～
地域とのつながり ～

どれくらい自然な状態を維持しているのか
生物にとってすみやすいのか，生物がみられるか
この水はきれいなのか，どんな利用ができるのか
どんな水辺だったら心地良いと感じるのか
わたしたちの暮らしと水辺はどれくらい関係があるのか

　上の５つの評価軸を用いて水環境の評価を行うために，それぞれの評価軸について５つ程度の調査
項目を設けています。

【意味】

自然なすがた

人間活動

ゆたかな生物

水の利用可能性快適な水辺

地域とのつながり

「水環境をどんな視点から評価するの？」
　みなさんは，「水環境を評価する視点は？」「どんなことがよければ水環境が良いといえますか？」
と問われたら，たくさんのことを思いつくのではありませんか。そして，思いついたそれぞれの視
点がどこかで関連しあっているのではないでしょうか。
　水環境健全性指標は，次に挙げた５つの視点（評価軸）を設定しています。また，必ずしも全て
の視点で満点の評価が良いというのではなく，水環境の特色を積極的に評価することが重要と考え
ています。自然環境と人間活動という２つの大きな視点を基本にして，５つの軸を設けて水環境を
幅広く評価します。

5
4
3
2
1
0

自然環境

（注）社団法人日本環境学会ホームページ

図Ⅰ－１－１０ 新たな水質指標の検討の例（１）
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評価項目（案）と評価レベル（案）

今後の河川水質管理の指標項目（案）（平成17年３月）

赤枠：地域住民の参加を得て現地調査する項目

利用しやすい水質の確保

評価項目と評価レベル

ゴミの量 透視度
（㎝） 川底の感触 水のにおい

糞便性
大腸菌群数
（個 /100mL）

Ａ 顔を川の水に
つけやすい

川の中や水際にゴミ
は見あたらないまた
は，ゴミはあるが全
く気にならない

100以上 不快感がない 100以下

Ｂ 川の中に入って
遊びやすい

川の中や水際にゴミ
は目につくが，我慢
できる

70以上
ところどころヌル
ヌルしているが，
不快でない

1000 以下

Ｃ
川の中には入れない
が，川に近づくこと
ができる

川の中や水際にゴミ
があって不快である 30以上

水に鼻を近づけ
て不快な臭いを
感じる
風下の水際に立
つと不快な臭い
を感じる

Ｄ 川の水に魅力がなく，
川に近づきにくい

川の中や水際にゴミ
があってとても不快
である

30未満

ヌルヌルしており
不快である

1000 を
超えるもの

ランク 説明 ランクのイメージ

不快でない

ＮＨ
説明

評価項目と評価レベル

水生生物の生息

安全性 維持管理性

トリハロメタン
生成能
（μg/L）

２－ＭＩＢ
（ng/L）

ジオスミン
（ng/L）

ＮＨ４－Ｎ
（mg/L）

Ａ より利用しやすい 5以下 10以下 0.1 以下

Ｂ 利用しやすい 20以下 20以下 0.3 以下

Ｃ 利用するためには高度な
処理が必要 100を超えるもの 20を超えるもの 20を超えるもの 0.3 を超えるもの

ランク 説明

100以下

評価項目と評価レベル

快適性

今後の河川水質管理の指標項目（案）（平成 17年３月）

※河川の特性や地域住民の意見等を踏まえて，必要に応じて項目を追加していくものとする

豊かなふれあいの確保

風下の水際に立
つと，とても不
快な臭いを感じ
る

（注）国土交通省河川局資料

Ａ 7以上 0.2 以下

Ｂ 5以上

3以上 2.0 以下

Ｄ 3未満 2.0 を超えるもの

ＤＯ（mg/L） ＮＨ４－Ｎ（mg/L）

生物の生息・生
育・繁殖環境と
して非常に良好
生物の生息・生
育・繁殖環境と
して良好

0.5 以下

Ｃ

生物の生息・生
育・繁殖環境と
して良好とは言
えない

生物が生息・生
育・繁殖しにく
い

ランク 説明
評価項目と評価レベル

水生生物の生息

Ⅰ．きれいな水
・カワゲラ
・ナガレトビケラ等

Ⅲ．きたない水
・ミズムシ
・ミズカマキリ等

Ⅳ．大変きたない水
・セスジユスリカ
・チョウバエ等

Ⅱ．少しきたない水
・コガタシマトビケラ
・オオシマトビケラ等

図Ⅰ－１－１１ 新たな水質指標の検討の例（２）

第Ⅰ編 第１章 我が国の水資源の現状と課題
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100000

0

200000

300000

400000

500000

600000

延
長
（
㎞
）

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 200520042000

（注）厚生労働省「水道統計」をもとに国土交通省水資源部作成

導水管 送水管 配水管

図Ⅰ－１－１２ 水路ストックの老朽化（上水道管の延長の推移）

４ 既存施設の老朽化及び緊急時の水供給・排水機能低下への対応

４．１ 既存施設の老朽化

水資源関係施設は，高度経済成長期以降の水需要の急増に対応すべく急速に整備が進められ

たことから，今後，老朽化施設の割合が急激に増大していくことが見込まれている。老朽化し

た施設は，現在の基準で必要とされる耐震性を有していない場合が多く，また，施設の管理費

用等の増加，施設の老朽化や災害等に起因する断水・漏水事故や取水障害・水質汚濁等の発生

リスクの増大が見込まれ，リスクを低減して安定的な水供給を実現するためには，老朽化施設

の改築を推進することが必要である。

例えば，水路ストックは年々整備されてきており，上水道の導水管・送水管・配水管の総延

長約６０万㎞のうち４０年前に既に整備されていたものが約１１万㎞，下水道管の総延長約３９万㎞の

うち３０年経過したものが約６万㎞に及んでいる（図Ⅰ－１－１２，図Ⅰ－１－１３）。また水資源

機構施設における漏水事故発生件数は年々増加傾向にある（図Ⅰ－１－１４）。

老朽化施設の維持・改築に係る経費の確保が課題であり，改築にあたってはコストの圧縮等

の観点から，施設の老朽化状況等を的確に診断し，予防的保全や部分改築等を適切に組み合わ

せた最適な改築計画を立案，実施し，こまめに施設を補修して長生きさせるなどの「ストック

マネジメント」＊を行うことが必要であり，各施設においてストックマネジメントの導入に向

けて検討や技術体系及び事業制度の整備等の取り組みを行っている（表Ⅰ－１－２）。
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年度別整備延長
累計延長

年
度
別
整
備
延
長
（
千
㎞
）

累
計
延
長
（
千
㎞
）

20

15

10

5

0

400

300

200

100

0

老朽管路が急増

約39万㎞

30年経過
約６万㎞

50年経過
約６千㎞

S29以前 S39 S59 Ｈ6 Ｈ16S49
年度

（注）国土交通省下水道部資料

図Ⅰ－１－１３ 水路ストックの老朽化（下水道管の延長の推移）

被害状況水路ストックの老朽化状況

水資源機構施設における漏水事故発生件数の推移

【開水路系】

アルカリ骨材反応によるクラック
の発生　

PC管：カバーコートモルタル
の欠損とPC鋼線の破断　　　　

周辺への冠水状況

【管水路系】

発生件数

発生年度

暗渠

開水路

水路橋

水管橋

管水路

20

15

10

5

0
Ｈ
４
Ｈ
５
Ｈ
６
Ｈ
７
Ｈ
８
Ｈ
９
Ｈ
10

Ｈ
11

Ｈ
12

Ｈ
13

Ｈ
14

Ｈ
15

Ｈ
16

Ｈ
17

Ｈ
３

Ｈ
２

Ｈ
１

（注）独立行政法人水資源機構資料

図Ⅰ－１－１４ 水路ストックの老朽化に起因する事故

＊：ストックマネジメント；施設の機能診断に基づく機能保全対策の実施を通じて，既存施設の有効活用や長寿命化を図り，ライフ
サイクルコストを低減するための技術体系及び管理手法の総称。なお，ストックマネジメントの他，ストックマネジメント・リス
クマネジメントに加えて既存施設の有効活用等供給面のマネジメントも含めた概念として，“アセットマネジメント”がある。

第Ⅰ編 第１章 我が国の水資源の現状と課題
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ストック量 取り組み

農業水利施設

・農業用用排水路の総延長：約４０万㎞
・基幹的な農業用用排水路の総延長：約４
万５千㎞

・ダム，頭首工，用排水機場：約７千箇所

・ストックマネジメントに関する基本的な考え方をまとめたほか，
これらを実施するための事業制度を導入
・国営造成施設については，平成１９年度より５年間で機能診断を実
施
・頭首工の耐震に係る基準は整備済み
・管水路の耐震に係る基準は整備中

上工水道施設

（上水道施設）
・導水管及び送水管延長：約４万㎞
・配水管延長：約５６万㎞
・浄水施設数：約１万６千箇所

（上水道施設）
・地震対策等の推進（基幹施設の耐震化，水道事業体間の緊急用連
絡管，基幹病院等への配水管整備等）
・水道施設の備えるべき耐震性能要件を，明確化
（工業用水道施設）
・改築事業制度の中で耐震整備を実施

多目的ダム施設

・多目的ダム施設数：約５００箇所 ・ダム施設に係るゲート等の付帯施設について，ストックマネジメ
ントの導入について検討中
・堆砂対策について，排砂等を実施しつつ，新たな方策を検討中
・耐震に係る基準については整備済み

下水道施設

・下水道管延長：約３９万㎞
・下水処理場数：約２千箇所

・ストックマネジメントに関する技術体系及び事業制度は整備済み
・耐震に係る基準については整備済み
・地震対策等の推進（基幹施設の耐震化，防災拠点や避難地と下水
処理場を接続する管きょ整備等）

表Ⅰ－１－２ 各施設における取り組み状況の整理

４．２ 緊急時の水供給・排水機能低下への対応

ひとたび大規模な震災・事故・渇水が発生すると，断水等による市民生活・社会経済活動へ

の影響は広範囲・長期間に及ぶおそれがある（図Ⅰ－１－１５，図Ⅰ－１－１６）。

例えば，平成１９年３月に発生した能登半島地震では，約１３，０００戸の断水（最大１３日間）等の

被害が発生した。平成１９年７月に発生した新潟県中越沖地震では，柏崎市・刈羽村・長岡市・

上越市を中心として約５９，０００戸の断水（最大約２０日間）等の被害が発生した。

平成１９年５月には岡山市水道局の配水管（石綿セメント製）が破裂し，最大で約７２，０００世帯

に濁水と水圧低下が生じて市民生活に影響を与えた。

このうち，新潟県中越沖地震では，水道原水を供給するダムからの導水管，浄水場内の洗浄

管，配水本管・支管の破損・漏水など，約５５０件の管路被害が発生した。これらの被害に対し

て，近隣水道事業者や自衛隊などによる給水車を用いた応急給水が実施された。浄水場前では

給水所が開設され応急給水が実施されたほか，上越市では応急給水の水源として普段使わない

地下水などからの水を確保した。また，自衛隊と海上保安庁は，新潟県からの要請を受けて，

艦船や巡視船艇により飲料水などを海上輸送した。
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岡山水道局の配水管破裂事故に
おける臨時給水所

岡山市水道局の配水管破裂事故における破裂した配水管
（口径１０００㎜）（出典；田町一丁目地内漏水事故報告書

（平成１９年７月２０日岡山市水道局））

海上保安庁巡視船による給水車への清水の給
水（第九管区海上保安部ホームページより）中越沖地震における給水所での応急給水状況

（出典「国民生活を作る安心な水道づくり」，
（平成１９年１０月日本水道協会）

図Ⅰ－１－１５ 災害・事故等の緊急時における状況（１）

汚水の流出（処理場） マンホールの突出

新潟県中越地震における下水道施設の被害状況

図Ⅰ－１－１６ 災害・事故等の緊急時における状況（２）

このことから，大規模地震が発生する危険性の高まりや建設後年数の経過する施設の増大等

を受けて，震災・事故時の水資源開発施設や水供給及び排水施設の損壊・故障等による水供給

及び排水機能の低下が懸念される。また，テロ等による施設損壊や有害物質の投入等による水

供給機能の低下も懸念され，大規模な渇水時も含めて，これら緊急時のリスクへの対応策を講

じることが不可欠となっている。

第Ⅰ編 第１章 我が国の水資源の現状と課題
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資料：丸山岩三「森林水文」　実践林業大学　1970

（注）林野庁ホームページ

森林２トン/年･ha

荒廃地307トン/年･ha

耕地15トン/年･ha

図Ⅰ－１－１７ 森林と裸地の土砂流出量

加えて，施設の老朽化・耐震化の現状診断を進めるとともに，大規模地震による被災や有害

物質の投入による取水及び排水障害のおそれなどのリスクを評価し，そのような緊急事態にお

いても水供給及び排水を継続できるよう施設の改修や補強を行うリスクマネジメントが重要で

ある。

５ 水源地域の活性化

５．１ 水源地域が果たしている役割

森林は，その成立によって，土壌浸食を抑制し，河川へ流入する土砂を軽減するとともに，

水源をかん養する働きがある（図Ⅰ－１－１７）。また，雨水が森林土壌を通過することで，水

質を浄化するという重要な働きがあり，安全でおいしい水の安定的な供給にも寄与している。

このように，水源地域の森林は，水資源の起点として，大切な役割を担っている（図Ⅰ－

１－１８）。仮に森林が草地や裸地となれば，想定以上の雨水や土砂がダム等へ流れ込むことに

なり，ダムの機能にも影響が出ることになりかねない（図Ⅰ－１－１９）。

また，近年，局地的な豪雨の頻発等に伴う大規模な崩壊により，土砂とともに立木も崩落

し，流出する被害も発生している。こうしたことから，ダムにおける土砂・流木の流入対策と

併せて，水源林における治山事業・森林整備事業等の発生源対策も重要となっている。
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雨　水

成　分

森林の土壌を
通った水

7.18
0.45 2.28 2.80 1.26

単位：㎏/ha.year

1.70 0.20
4.50 5.67

2.76

窒素 リン カリウム カルシウムマグネシウム

※資料　第17回国際林業研究機関連合 （IUFRO）世界大会論文集（昭和56年）

（注）林野庁ホームページ

図Ⅰ－１－１８ 雨水と森林の土壌を通った水に含まれる物質の収支

79
㎜/hr

128
㎜/hr

258
㎜/hr

浸透能

裸 

地

※資料　村井宏・岩崎勇作「林地の水及び土壌保全機能に関する研究」

（注）林野庁ホームページ

森 

林
草 

地

図Ⅰ－１－１９ 林地の水及び土壌保全機能
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人口増加率 65歳以上高齢者人口比率

水源地域市町村（５千人未満）
水源地域市町村（５千人～１万人未満）
全国市区町村平均

水源地域市町村（５千人未満）
水源地域市町村（５千人～１万人未満）
全国市区町村平均
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図Ⅰ－１－２０ 水源地域における過疎化，高齢化の急速な進展

５．２ 水源地域が抱える問題

水資源の起点としての水源が保全されていくためには，常に地域の視点から水源の山と森と

ダムを守り，支えている集落，地域社会としての水源地域が維持，存続されていくことが重要

であるが，実際には，こうした地域の多くは過疎化・高齢化が深刻な状況になっており，住民

による営みと生業の中で，水源を支えていくことが難しくなってきている（図Ⅰ－１－２０）。

例えば，高知県大豊町においては，８５ある集落のうち，６５歳以上の住民の占める割合が５０％

以上の集落が５５集落（６５％）あり，跡継ぎの確保が難しいとされる５５歳以上の住民の占める割

合が５０％以上の集落と合わせると８２集落（９６％）となっている。

こうしたことから，水源地域を維持・保全し，活性化していくための対策の強化が重要な課

題となっている。
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第２章 総合的水資源マネジメントに向けて

１ 総合的水資源マネジメントの推進方策

１．１ 総合的水資源マネジメント

第１章で述べたように，水資源が現在直面する課題は，分野として多岐にわたっている上，

例えば，河川の水質は流量に大きく影響されること，渇水時において地表水の代わりに地下水

の利用が増えるなど，相互に深く関係している。さらに，複数の主体による取水口と排水口の

混在による水質リスクへの対応，既存施設の震災・事故・渇水リスクへの対応，水源地域の活

性化のように，同じ水系に水資源を依存する地域の中での利害調整や合意形成等が必要なもの

が少なくない。水資源政策は，水を持続的に活用する社会の実現と健全な水循環系の構築を基

本理念として，全ての国民が安全で安心な潤いのある水の恵みを享受できることを目標としな

ければならない。上記の課題に対応しつつ，この基本理念及び目標を達成するため，生態系を

維持する豊かな水環境に配慮し，循環する水を社会活動のための重要な資源として捉え，良質

な水を十分確保するために利用・制御するとともに，社会活動を担う多様な主体が緊密に連

携・調整することにより，最適な水資源配分を実現する総合的な水資源マネジメントを行う必

要がある。

中でも，気候変動により生じるリスクに対処するためには，従来からの課題に対する必要性

に基づく視点（水資源の有効利用，水量と水質の一体的マネジメント，危機管理）に加えて，

特に基本的視点として順応的な対応が重要である（図Ⅰ－２－１）。
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　しかし，将来的に得られる最新の知見（データ，予測技術等）に基づき，適宜適応
策を見直す順応的な対応を行うことにより，T1・T2・T3における渇水リスクにつ
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図Ⅰ－２－１ 気候変動により生じるリスクへの対処（順応的な対応のイメージ）

その理由は，将来の降水量の変動幅が大きくなるため，過去のデータをもとに目標値が固定

的に設定される水資源関係施設等の計画では十分対応できないからである。降水量の変動幅の

増大を前提として，早い段階から長期的な視点に立ち，必要な適応策を順応的に講じていくこ

とによって，より弾力的に対応することが可能である。

具体的には，利水安全度の低下分，水の利用・管理の形態の変化，需要面の変化を総合的に

踏まえた気候変動の影響の予測・再評価を行い，これに基づく定量的な目標設定・水資源関係

施設の計画の策定など，適応策の提案・実施を新たな知見が得られる毎に行う必要がある。

その際，人口減少，少子・高齢化など社会状況の変化，水利用の変化等，需要側の変化を十

分に考慮する必要がある。また節水及び水の再利用などの水資源の有効利用に係る技術，気象

予測を踏まえた水資源の管理技術，節水型の水稲栽培，高温耐性品種開発といった水利用に変

化を及ぼす可能性のある新たな技術開発を勘案する必要がある。

さらに，順応的な対応においては，その時々において，個々の受益者の受益のバランスが変

化することがあることや，確率論的な対応をした場合に外れるリスクをどう分担するかなど，

制度論としての検討を今のうちから行う必要がある。
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１．２ 総合的水資源マネジメントの推進方策

（１）新たな体制づくり

① 水資源に関する調整の現状

水資源に関する現在の枠組みにおいては，基本的には，水資源の確保と利用は個々の利水者

が個別に行っている。例えば，水道事業者は，自ら管理する井戸からの地下水取水，河川から

の取水等を行い，さらに必要な場合は自らによるダムの建設，多目的ダム等への参画や，水道

用水供給事業体（県水道局など）からの受水等によって当該事業者が必要とする水量を確保し，

浄水処理した水を一般家庭や事業所に配水している。

しかし，全体の利用可能な水資源には限りがあり，利水者間の利害調整が必要とされること

から，既にいくつかの形で水資源の調整が行われている。

河川水に関しては，河川管理者が河川法に基づいて流水の占用の許可を行っているほか，利

水者の参画を得て多目的ダム等の水源施設を整備するなどの形で調整を行っている。しかし，

これらは利水者の水源のうち河川水依存分に関する調整であり，地下水や雨水・再生水を含め

た流域の水資源収支の全体像は把握されていない。また，水に係る各主体間の情報の共有が網

羅的になされていない。

また，水資源開発促進法に基づいて水資源開発水系に指定された全国の７つの水系において

は，同法に基づいて当該水系における水資源の総合的な開発と利用の合理化のマスタープラン

である水資源開発基本計画（フルプラン）を国土交通大臣が閣議決定を経て決定しているとこ

ろである。しかし，フルプランは用水を必要とする地域に対する水の供給を確保することを目

的として，水資源開発水系における需要の見通し及び供給の目標，供給の目標を達成するため

に必要な施設の整備に関する基本事項等を定める計画であり，第１章で述べたような現在水資

源が直面しているさまざまな課題への対応を主たる目的とするものではない。また，水資源開

発水系に指定されていない水系については，このような水資源に関するマスタープランは作成

されていない。

渇水時には，河川法第５３条に基づき，水利使用者は相互に水利使用の調整について協議する

こととされており，具体的には水系ごとに設けられた渇水調整協議会によって渇水調整がなさ

れる。しかし，渇水調整協議会は，取り扱う対象が河川水の取水制限等の渇水調整が主であ

る。

また，水系ごとに河川管理者，関係都道府県等によって水質汚濁対策連絡協議会が組織され

ているが，扱う対象が河川水の水質に限られている。

このように，水資源に関する現在の調整の仕組みは，いずれも，長期的視点に立ち水資源全

体を見通して，直面する様々な課題への対応を総合的に調整するものとはなっていない。
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② 総合的水資源マネジメントにおける体制づくり

総合的水資源マネジメントを行うためには，水系を単位として，水量と水質，地表水と地下

水，平常時と緊急時を一体的に扱っていくことが必要であり，水資源の問題やマネジメントの

具体策等について，水系ごとに，関係者（利水者，河川管理者，環境関係者等）が一堂に会し

て平素から話し合い，水量，水質などの情報共有化を図った上で合意を形成して，ハード，ソ

フト両面において取り組みを整合的に進めることが求められる。したがって，総合的水資源マ

ネジメントを推進するためには，このような問題意識を踏まえ，全ての関係者が参加する体制

づくりについても検討する必要がある。

具体的には，水系ごとに水資源の関係者が話し合う常設の場を設け，そこでの議論を通じ

て，関係者が連携して水資源の総合的なマネジメントに関するマスタープランを策定し，それ

に基づいて各主体の取り組みが連携して進められることが考えられる。

総合的水資源マネジメントに関するマスタープランの策定や各主体の取り組みの状況は，当

該水系に水資源を依存する地域の住民に適切に情報開示され，パブリック・インボルブメント

が担保され，マスタープランの内容に住民意見が適切に反映されることが重要である。

（２）総合的水資源マネジメントに関するマスタープラン

総合的水資源マネジメントに関するマスタープランに盛り込まれるべき項目として，各水系

の水資源の現状を踏まえた気候変動に伴う水源の供給力低下への対応，渇水への対応，災害・

事故等への対応，よりよい水循環の構築・水環境の向上のための取り組みなどが考えられる。

具体的には，各水系における水資源の実情を踏まえて定められることが望ましい。

以下，新たな総合的水資源マネジメントの具体的な方策を示す。

２ 水を大切に使う社会の構築と安定した水資源の確保

気候変動等による渇水リスクを低減するために，総合的水資源マネジメントを推進するにあ

たっての大前提として，水を大切に使う社会の構築が必要不可欠である。水を大切に使わなけ

れば，渇水リスクが増大するばかりでなく，河川流量の減少による水質悪化のリスク，地下水

位の低下による地盤沈下のリスクの増大等を招くこととなる。

水を大切にする社会の構築のためには，国民・利水者・企業等各主体が協力連携して社会全

体として取り組むことが必要であり，通常時における取り組みの推進が渇水時・災害時・事故

時の心の備えともなりうるものである。

また，水を大切に使うことは，上下水道における水処理のエネルギーを削減し，CO２の削減

等にも寄与することから，地球温暖化対策の緩和策にも貢献するものである。
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２．１ 需要側・供給側の水資源マネジメント

（１）生活用水における水を大切に使う意識の向上

全国の水使用量の約２０％を占める生活用水の需要量は，平成１２年度以降横ばいから減少する

傾向にある。

生活用水の需要量がこのような傾向を示す理由の一つに，各家庭に節水型機器の普及が進ん

でいることが考えられる。例えば，家庭用水の４割強を占めるトイレ・洗濯用途では，節水型

機器への移行が進んでいる（図Ⅰ－２－２，図Ⅰ－２－３）。環境問題への意識が高まる中で，

水資源と電気などのエネルギーの双方に負荷をかけない節水型機器のさらなる開発や普及が期

待されている。

生活用水の需要量がこのような傾向を示すもう一つの理由は，水道料金負担の大きい大口需

要者を中心に地下水を主な水源とする専用水道を導入する利用者が増加したため，生活用水と

しての需要量が見かけ上抑えられていることもあげられる。地下水を主な水源とする専用水道

の利用者は，震災や事故等による断水のリスクを軽減することができるとともに，水道水を

バックアップ用や膜の洗浄用水等として使用するのみとなるために水道料金の負担を軽減する

ことができる。しかし，給水義務を課された水道事業者にとっては，専用水道施設の事故時な

ど水需要が急増した場合にも対応できる施設の整備が求められるため，受益者負担の公平性が

確保できなかったり，水道事業経営が悪化するおそれがある。この課題を解決するため，平成

２０年３月にまとめられた「水道料金制度特別調査委員会報告」（社団法人日本水道協会）にお

いて，水道料金の設定にあたっては，原価主義に基づく受益者負担の原則を徹底し，基本料金

や最低従量料金単価を適切に設定することにより，少量使用者にもコストに見合った負担を求

めるとともに，最高単価を引き下げることによって逓増度を緩和し，料金体系を全体としてフ

ラット化した「水道料金算定要領」の見直しが行われている。
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（注）１．社団法人リビングアメニティー協会「暮らしを変えたトイレ空間」をもとに国土交通省水資源部作成
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現在，トイレの使用水量は26ℓ/人/日，1950年代の3分の1，1975年代の2分の1に削減

図Ⅰ－２－２ トイレの年代別使用水量の変化
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（注）水利用合理化推進協議会「節水機器の事例調査結果」をもとに国土交通省水資源部作成

図Ⅰ－２－３ 全自動洗濯機の性能向上による使用水量の変化
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雨水の年間利用量は約700万㎥/年
注）個人住宅等での雨水利用量は含んでいない。

墨田区は22の区施設（貯留槽容量3,912㎥）で
雨水利用を実施

墨田区役所

 利用用途：消防用水・トイレ

 雨水貯留槽容量：1000㎥

 集水面積　　　：5,035㎡

墨田区役所

平成６年頃から，地方公共団体の施設で雨水利用施設の導入が増加1400
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図　雨水利用施設の導入の経年変化（累積）
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（注）下水処理水の再利用量（平成17年度）；国土交通省下水道部，目的別家庭用水使用量の割合（トイレ28％）；東京都水道局調べ，
　　　全国の水使用量等；「平成19年版日本の水資源」より国土交通省水資源部で算出

図Ⅰ－２－４ 雨水利用の現状

図Ⅰ－２－５ 下水再生水利用の現状（下水再生水の用途別の利用割合）

（２）雨水・再生水＊の有効活用

① 雨水・再生水利用の現状

雨水・再生水利用量は約２億８千万㎥／年であり，全国の水使用量約８３５億㎥／年の約０．３％

となる。

このうち，雨水利用の利用量については約７００万㎥／年で，利用施設については平成６年頃

から地方公共団体で導入件数の増加があり，平成１７年度累積で約１，２４３件となっている。

また用途別の下水再生水＊＊の利用割合は，水洗トイレ用水が０．１４％，融雪用水が３．３４％，

農業用水が０．０２％，工業用水が０．１５％といずれも極めて低く，今後，各用途における利用の拡

大の余地があると考えられる（図Ⅰ－２－４，図Ⅰ－２－５）。

② 雨水・再生水利用の意義

雨水・再生水の利用は，水を大切に使う社会の構築に寄与すること，平常時の地表水・地下

水への依存を軽減して水源を温存することで利水安全度の向上に寄与すること，地震等の災害

時など水道が断水した際にトイレ用水・消火用水等の緊急用水としての利用が可能であること

といった意義があると考えられる。

＊：再生水…排水を再生処理し，再利用する水
＊＊：下水再生水…再生水のうち，下水処理水を再利用する水

第Ⅰ編 第２章 総合的水資源マネジメントに向けて
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加えて，再生水利用は公共用水域への排水汚濁負荷量を削減し水質改善効果に寄与し，また

雨水利用は雨水の流出を抑制して洪水被害の低減にも寄与すると考えられる。さらに下水再生

水の利用は，渇水時の代替水源として期待できる。

また環境用水は，都市のヒートアイランド抑制効果，うるおいや景観に配慮したまちづくり

への貢献，水辺の再生，水生生物の生息場所の確保，渇水時・災害時・事故時の緊急用水とし

ての活用が考えられるなど，多面的な意義・効果が見込まれる。

③ 雨水・再生水による需要と供給のマネジメントのイメージ

下水再生水を修景用水・融雪用水・工業用水・トイレ用水等の多目的に利用して，供給量の

不足分を補い，必要水量を確保するなどの柔軟な水資源マネジメントを行うことが考えられ

る。

特に渇水時においては，雨水利用は期待できないが，渇水の影響を受けにくい地下水を適正

な監視と管理の下に利用し，下水再生水を転用利用するなどのマネジメントを行うことが考え

られる。

また地震等緊急時においては，断水した水道水を補完するため，備蓄水や支援給水を活用す

るほか，地下水を適正なマネジメントの下に利用し，雨水や再生水の貯留タンクの水を利用す

るといった緊急事態に対応したマネジメントを行うことが考えられる（図Ⅰ－２－６）。

具体的には，渇水時における下水再生水活用の可能性として，以下のようなものが考えられ

る。

・平常時，下水再生水を環境用水として利用し，渇水時は他の用途に転換

・平常時，地下水利用を下水再生水利用に転換，温存した地下水を渇水時において適正に利用

・平常時，下水再生水により地下水かん養を行い，渇水時において地下水を適正に利用

④ 雨水・再生水利用の今後の取り組み

現在，雨水・再生水については水資源開発基本計画（フルプラン）などでも水資源として十

分位置付けられておらず，計画的な普及が図られていないため，今後，各々の特性に応じて渇

水時を含めた緊急時の水源として，総合的水資源マネジメントに関するマスタープランに位置

づけることを検討する必要がある。

また雨水や個別・地区循環の利用推進にあたっては，施設の設置・維持管理の費用負担等の

課題があり，これに対し，助成制度や条例等の充実，施設導入のためのガイドライン整備や普

及啓発活動の実施を行う必要がある。

さらに下水再生水の利用推進にあたっては，下水再生水利用が有効な地域や用途等の条件に

係る情報が整理されていないこと，用途によっては安全評価方法が明確でないこと，利用拡大

に有効と考えられる民間活力を導入するための方法・条件等が整理されていないこと，渇水時
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図Ⅰ－２－６ 雨水・再生水による需要と供給のマネジメントのイメージ

の利用転換のマネジメントルールがないことといった課題がある。これらに対し，パイロット

事業や実証実験の推進，水質に係る安全性評価方法の検討，様々なケースに対応した費用負担

の考え方の検討，安定的な供給体制の検討等を行う必要がある。

（３）既存ストックの積極的な活用

① ダム群の再編

ダムに確保された洪水調節能力も利水供給能力も大幅に不足していた時代には，新たなダム

を建設する際に両方の目的が喫緊の課題であったことから，それぞれのダムにその時の事情に

応じて治水容量と利水容量を確保してきた。結果として，今となっては必ずしもそれぞれのダ

ム毎に最適な治水容量と利水容量が割り振られた状態にはなっていない場合がある。

このため，例えば，集水面積が広く大雨時に多くの水を貯留する必要性の高いダムの利水容

量を，流出量が年間を通じて安定している比較的利水に有利なダムの治水容量に振り替える

等，複数ダムの機能強化を図るダム群再編事業を実施することが考えられる（図Ⅰ－２－７）。

ダム群再編事業は，既存ダムを活用することにより利水安全度を向上させる効果を生み出す

ことも可能な施策である。ダム群再編事業について今後一層取り組んでいく必要がある。

② ダムの統合運用

複数のダムを一体的かつ効率的に運用することで，各ダムの特徴を生かしダム群としての総

第Ⅰ編 第２章 総合的水資源マネジメントに向けて
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ダム群再編のイメージ
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図Ⅰ－２－７ 既存ストックの積極的な活用事例（ダム群再編）

合的な効果を発揮させることを目的として，ダム統合運用が行われている水系がある。

例えば，淀川水系では，平常時の用水補給は，各時期の水の需要量を把握し，支川からの流

出量の変動の算出等を行い，当日の必要補給量を決めてそれを各ダムで按分する方法で実施し

ている。また渇水傾向時には，統合運用により，総貯水量に対する各ダム等の残貯水量の割合

に比例した量だけ，各ダムから補給する方式を基本としている。一方，他のダムとは違い自然

湖である琵琶湖の水位低下が引き起こす自然環境・社会上の影響の大きさに配慮して琵琶湖の

水位低下をなるべく防ぐことを目的に，貯水率の高いダムから上乗せ的に補給する運用も行っ

ている。その時々の渇水によってそれぞれのダムの貯留量の傾向は異なるが，このような統合

運用を実施することで，淀川水系の利水者全体にとって利水の安全度を高めることに繋がって

いる。

２．２ 渇水時の水資源配分のあり方

渇水時における各利水者の取水量は，渇水調整協議会において河川法第５３条に基づいて調整

が行われる。利水者の水資源確保努力が必ずしも調整結果に反映されないこともあるため，公

益性，公平性を確保する観点から，渇水調整ルールを見直していくことは重要な課題である。

渇水調整ルールについて，負担と受益の関係，利水者の利害等の観点から，地域において十

分に議論がなされ，早期に地域の課題が共有されるべきである。

したがって，各地域においては，利水者の節水と水源確保努力が渇水時に反映されるよう，

開発水量に応じた取水制限による渇水調整や利水者の節水努力がフィードバックされる渇水調
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図Ⅰ－２－８ 渇水調整の見直しの概念の一例

整等についての検討（図Ⅰ－２－８）を，国においては，一部の開発水量のうち平常時に需要

が発生しないため未利用な状態となっている水量を渇水時に利水者自らが利用できる仕組み，

財政基盤の弱い等の理由から水需要に対して水源確保量に余裕を持つことができない小規模利

水者等に対するセーフティネットの仕組みの検討に着手することが求められる。ただし，水利

秩序が長い時間をかけて地域の合意を形成しつつできあがっていること，利水安全度等水系毎

の実情や過去の経緯を十分に踏まえる必要がある。

また，渇水調整の円滑化の観点から，渇水時に行われる利水者間の水資源の一時融通につい

て，利水者間の情報の交換が促進される取り組みが必要である。

３ 水量と水質の一体的なマネジメント

水質は人の生命・健康，水のおいしさや，人と水との関わり，生物の生存基盤等に大きな影

響を及ぼすので，これまでの取り組みのように水量あるいは水質の一面のみからのマネジメン

トではなく，水量と水質を一体的にとらえたマネジメントが必要である。

渇水時に河川流量の減少により河川水質が悪化する場合があることからもわかるように，水

量と水質は深く関係している。また，水利用の観点からも分けては考えられないものであり，

湖沼・貯水池，河川等の水質改善，水利用をより低コスト・低エネルギーで効果的・効率的に

行うためには，必要な水質の水を必要な箇所に必要な水量確保するための，水量と水質を一体

的に捉えた取り組みが必要である。

そのためには，関係行政機関が適切な役割分担・連携のもとに，流域が一体となった取り組

みが必要となる。

第Ⅰ編 第２章 総合的水資源マネジメントに向けて
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流域全体として安全な水質確保への対応を図る観点から，これまでの水質保全のための諸施

策も踏まえた事業場からの排水や生活排水のより適正な処理，浄水処理の高度化，モニタリン

グ等の対応策により，リスクを適正にマネジメントしていくことも必要である。

また，リスクへのより高いレベルでの対応を求める社会的な要請，河川の取排水の特性，費

用対効果等を踏まえつつ，必要に応じて，本川に流入する支川等からの原因物質を取水地点の

先に経由させてリスクを回避するための取排水系統の再編を対応策のひとつとすることが考え

られる。

（１）水量と水質の一体的マネジメントの推進方策

水量と水質を一体的にマネジメントしていくためには，水量・水質に関する情報の共有化を

図り，水量と水質の一体的マネジメントを計画上に位置付けた上で，実施に向けた調整を行う

ことが必要と考えられる。

地表水・地下水に関わる水量・水質のリアルタイムデータ，河川から浄水場－そして下水処

理場に至るまでの各地点で使用する水の経路情報等を共有・公開することにより，流域におけ

る水質対策を考えるうえで共通認識の基盤が形作られる。また情報の公開により，流域住民一

人ひとりが平時から水を汚さない意識の啓発等につながるものと期待される。

これら情報を分析したうえで，流域としての水質・水量の一体的マネジメントの望ましい姿

を明らかにし，その実現に向けた公共用水域への流入負荷削減・施設配置等の具体的な水質対

策，危機管理対策・連携方策等の取り組み内容を検討し，これらを関係者が連携して作成する

計画に位置付けた上で実施することが有効である。

対策の実施にあたっては，関係者間で取り組み状況等の情報交換，進度調整等を密に実施す

ることにより，対策の実効性を高めることができると考えられる。

これら一連の取り組みを円滑に実施するための関係者の連携・調整の場として，流域毎に水

量・水質に係わる者が一堂に会する場，国レベルにおいても共通認識の形成，連携・協力のあ

り方に関する検討・整理を行うための場が必要であり，これを活用して取り組みを推進するこ

とは有意義である（図Ⅰ－２－９）。
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図Ⅰ－２－９ 具体的施策のイメージ（協議の場）

（２）気候変動が水質に及ぼす影響への対応

水質に関する影響は，一度影響が及ぶと元の水質レベルに戻るのに時間がかかる，または戻

すことができないことも想定されることから，気候変動による水質への影響メカニズムについ

て早急に調査研究を進め，対策を検討する必要がある。そのためには，水質に関するデータの

監視・蓄積を充実するとともに，貯水池内水質改善対策等，既往の対策の効果検証，予測シ

ミュレーション技術の向上が望まれる。

また，既往の研究では，陸水域における水質への影響が水域毎に湖沼・河川に大別して言及

されていることが多いが，水循環系の観点から，相互の影響のみならず，地下水や海水等の水

質との関係，さらには，水質に影響を及ぼす水量との関係にまで着目した調査検討も必要に応

じて実施することが望まれる。さらには，水質，水資源分野だけではなく，エネルギー，環境

対策等，国全体の各分野の専門家等とも情報を交換，協力しながら，進めることが有益であ

る。
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４ 既存施設の老朽化対策及び緊急時の水供給・排水機能低下への対応

（１）施設のマネジメントによる確実な機能の確保

施設のマネジメントに当たっては，各施設管理者において，第１章４のようなストックマネ

ジメントとリスクマネジメントの両方の観点から，老朽化施設の維持管理と改築等を行うこと

が求められている。

加えて，多くの施設が整備され相互連関して複雑なネットワークとして機能している主要な

水系については，水系全体で見た場合の水資源関係施設ネットワークの被災・事故等のリスク

マネジメントや関係利水者等の費用負担の平準化などを図ることが必要である。このため，水

系内の施設群について，関係者間において調整した上で，計画的に順次改築を進めること，ま

た関係者間におけるストックマネジメント及びリスクマネジメントに関する情報の共有化及び

公表が必要と考えられる。また，施設の改修に当たっては，関係する住民等の理解も不可欠で

あり，ストックマネジメントやリスクマネジメントの必要性について広く情報発信していくこ

とが望ましい。

さらに，主要な水系においては，水系内の施設について，各施設管理者が有する施設の諸元

（形式，材質，延長，流量，経過年数等）や補修履歴，診断状況，補修計画と実施状況の情報

や，地域の社会・経済状況に関する情報を集約し，関係者間で共有するとともに，広く情報を

発信して住民の理解を得ることが必要である。また，これらの情報を水系全体で持ち寄って，

個々の施設損壊が利水施設ネットワーク全体へ及ぼす影響を把握して予防的措置の検討を行う

といった，水系の総合的水資源マネジメントの観点から調整を行い，各施設管理者において計

画的な更新・修繕等の施設のマネジメントを行うことが重要である。

（２）信頼性の高い体制の確立

震災，事故，渇水などの緊急時における水利用を確保するには，各施設個々の信頼性を高め

るだけでなく，水資源関係施設ネットワーク全体としての信頼性を向上させることが必要であ

る。このため，ネットワークの中で重要施設の改築・更新，緊急時における広域的な水融通の

ための連絡管等の整備，水源の多重化，旧施設（例えば地盤沈下防止対策のための表流水への

切り替えにより遊休化した水源井戸など）の緊急時バックアップ用施設としての有効活用など

を図り，信頼性の高い体制を確立することが重要である。

（３）水備蓄の推進

これまでに述べたような対策を講じても，震災，事故，渇水などに際して万全と言うことは

ないことから，利水者における水備蓄をさらに推進することが望ましい。これまでも，水道施

設における一定規模の備蓄等が行われているところであるが，それらに加えて，公共施設の地
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下空間利用等による多様な備蓄の推進が望まれる。

（４）緊急時の機動的な給水支援体制の確立

震災や事故や渇水に備えて，地形的な特徴等から予め十分な水の備えができない地域，想定

を上回る被害に対しては，給水車による陸上輸送，タンカーや水バッグ等による海上輸送，移

動式海水淡水化施設による造水等，機動的かつ広域的な給水支援体制を構築しておく必要があ

る。体制の整備にあたっては，国・都道府県の主導的な役割が期待される。

（５）セキュリティ対策の推進

水資源における事故やテロへの対策としては，各施設における予防対策や，河川管理者，施

設管理者，利水者といった関係者間の情報連絡体制の整備，事故・テロ発生時の対応マニュア

ルの作成とそれに基づいた関係者による共同訓練など，事前の対策が重要である。

事故やテロへの対策については，各地方公共団体や水道事業体等において，対応マニュアル

の作成，国民保護法に基づく国民保護計画の策定などにより推進されているところである。こ

れらの対策には万全を期す必要があることから，引き続き対策内容の点検，不断の訓練等を通

じてその内容を充実させることが必要である。加えて，多くの水資源関係機関が存在する主要

な水系においては，各機関相互の密接な連携が極めて重要であることから，第２章１．２（１）

に述べた常設の場などにおいて，関係者相互の連携について平素から検討しておくことが必要

である。

５ 地表水と地下水が一体となったマネジメントの推進

（１）地下水の性格

一般に水資源としての地下水は，利用の簡便性，経済性，良質な水質，恒温性という特性を

有している。このような地下水の自然特性を活かし，地下水は，生活用水（飲料水，調理用，

浴用等），工業用水（冷却用，洗浄用等），農業用（農作物栽培用等），積雪地域の消雪用など

多様な用途に利用されている。

（２）地下水管理の現状と課題

地下水は，民法上は土地所有権の範囲として私有財産的な扱いになっているが，地盤沈下等

の公害対策の側面から地域を指定し法的（工業用水法，ビル用水法）規制が行われている。

また，国の法律に加え，各自治体では地域の実情に応じた独自の条例や要綱を制定し規制し

ている。さらに，環境基本法に基づく地下水の水質汚濁に関わる環境基準が定められているほ

か，水質汚濁防止法による排水の地下浸透の制限がかけられ，水質汚濁の防止が図られてい

第Ⅰ編 第２章 総合的水資源マネジメントに向けて
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る。

このように，地下水は民法上は私有財産的な扱いではあるが，公共の福祉の観点から，さま

ざまな規制が行われているところである。

地下水採取規制により地盤沈下は沈静化傾向であるが，地下水に係る課題としては，①渇水

時には不足する地表水を補うため地下水が急激に揚水され，地盤沈下が発生していること，②

地下水位の回復により地下構造物の浮き上がりの影響が発生していること，③地下水を水源と

する専用水道の増加により地盤沈下への影響が懸念されること，④地下水の塩水化被害の継続

及び今後気候変動等による海面上昇の影響により塩水化の拡大が懸念されていること，⑤地下

水汚染は汚染源が不明な場合が多く対策が難しいこと，⑥地震等緊急時に断水等の被害が発生

した際，地下水は貴重な水源として活用されているが，防災井戸の適正管理と運用ルールが確

立していないこと等が挙げられる。

（３）地表水と地下水の一体的マネジメントにおける基本的な考え方

地下水は，渇水や地震等緊急時における重要な水資源であるため，これまでの規制一辺倒か

ら，地表水と一体となった適正な管理・利用を図ることが重要である。また，地下水利用に際

しては，水循環系の構成要素であることを踏まえ，利用による影響を十分把握した上で，有効

利用を推進することが必要である。

その際，平常時の利用と緊急的な一時利用に分けて考え，地表水と地下水の適切な組み合わ

せにより，水量と水質の両面から順応的な対応を図りつつ，持続的な地下水資源の適正な利用

を図ることが重要である。

水の循環の場である流域における，貯留浸透，都市部のかん養能力の保全・回復増進等，流

域の視点を入れた総合的な水資源マネジメントによる対応を行うことが必要である。

（４）緊急時の水源としての適切な利用

地下水利用によって地盤沈下などの発生が懸念される地域において，水道が断水した時など

の緊急時の代替水源として地下水を利用する場合には，その影響を十分把握した上で，目標地

下水位の設定，観測，数値シミュレーションによる評価により，地下水収支バランスが保たれ

る範囲内で，適正な利用を促進する必要がある。

常時使用しない地下水水源を緊急時の重要な水源として維持する場合には，機能を適切に維

持するための維持管理計画の策定を誘導する必要がある。

（５）地下水データの整備

渇水時に地表水が不足する場合には，代替水源として地下水の採取量を増やすことが考えら

れるが，その場合でも地盤沈下などの発生が懸念される地域においては，そのような地下水障
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害を未然に防止し，地下水収支バランスが保たれる範囲内で，地域の諸条件に応じた持続的な

地下水資源の保全・利用を実現していく「地下水資源マネジメント」が必要である。しかし，

地下水は地表水と異なり地下水資源マネジメントや地下水収支を検討するために必要な各種

データは十分に整備されておらず，特に地下水の採取量データの収集整備が進んでいない地域

も多い。このようなことから広域的な地下水データを収集，情報の共有化及び公表のための体

制の整備，地下水の採取量の把握のために条例や要綱などの規定の強化，採取量データの報告

の義務化について検討する必要がある。収集したデータは集積しデータベース化を図り，わか

りやすい情報として管理する必要がある。また，数値シミュレーションモデルを活用した適正

採取量の数値化を行い，将来予測の結果を活用しながら，適正な地下水利用を実現するための

考え方や，地下水採取量・深度，管理水位等を検討する必要がある。さらに，テレメータシス

テムを活用することによりリアルタイムで地下水を監視し採取量を抑制する措置を講じるとと

もに，地下水採取の利用規則や地下水モニタリングの方法，管理マニュアル等も検討する必要

がある（図Ⅰ－２－１０）。

（６）地下水資源マネジメントの社会的合意形成

これまで，わが国においては，地下水の過剰採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から，一般

に地下水は地盤沈下と結びついたイメージが強く定着し，地下水の採取が，採取者の所有する

土地内にとどまらず，広域的な地盤沈下の原因になることについては，共通の理解が得られて

いると思われる。

今後，地下水を水資源として管理しながら利用して行くにあたって，地下水は平常時・緊急

時にそれぞれどの程度利用して良いかなど，多くの社会的な合意が必要な内容について検討を

する必要がある。さらに，地下水が水循環を構成する重要な要素であるという観点から，地下

水についても公共的な性格を持つものとして取り扱い，地下水採取量及び地下水位を公表する

など地域の関係者全体でマネジメントしていく体制を確立する必要がある。

第Ⅰ編 第２章 総合的水資源マネジメントに向けて
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地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染を生じさせず，水資源として持続可能な形で保全・利用を適
正にマネジメントする体制の整備が必要

現状

今後の体制（案）

地下水マネジメントのための体制整備

地下水マネジメントの体制整備 《流域単位》情報共有化・調査研究体制整備

地下水 地下水地下水

都道府県 関係省庁市町村
条例等による規制
調査の実施

条例等による規制
調査の実施

法律による規制
調査の実施

・地下水は法律のほか各自治体独自の条例により
各地域毎に規制 

・それぞれの機関毎に地下水に関連する調査が実
施され，組織的なデータの収集・分析や情報共
有する仕組みがない 

・地下水の動態やメカニズムが把握されていない

・適正な地下水資源の保全と利用を図るための
データの収集・整備，調査研究体制の整備が必
要

・地表水との一体的マネジメントを実施する体制
整備が必要

《検討内容》 
・地下水関連データの収集・整備 
・流域単位の地下水情報の一元管理 
・流域単位の総合的な調査観測計画の策定
 ・地下水メカニズムの調査・研究の推進
 ・地下水情報の公開

・地下水関連情報の共有 
・地下水の保全と利用に関わる調整・地表水と一
体となった利用計画の策定（適正採取量・採取
深度，管理水位・警報基準，地表水との利用配
分など）
・各種施策の連携（かん養事業，汚染対策，塩水
化対策など）

図Ⅰ－２－１０ 地下水資源マネジメントのための体制（案）

６ 豊かな水環境の保全と創出

（１）生態系への配慮

水は生物の生存基盤であることから，人間の生命・健康のみならず生態系にも十分配慮しつ

つ，河川・水路等の維持流量や環境用水の確保，水辺の保全・整備，水質改善等，適正な量と

質の確保を図ることにより，豊かな水環境を保全・創出することが必要である。

持続的な水活用，健全な水循環系の構築を理念とし，安全で安心で潤いのある水の恵みの享

受の実現に向けた総合的水資源マネジメントを推進するにあたり，生態系のための豊かな水環

境に配慮することが必要不可欠である。

その中で，水質改善，河川や湖沼等における親水機能の向上，湧水の回復等により，人と水

との関わりの回復，水文化の保存・創造を図る。

（２）環境用水の導入

環境用水は，新たに水が確保されることによる水質改善効果，良好な景観や親水空間の創出

等の水環境改善効果，生物の生息・生育環境の保全・創出効果をもたらすだけでなく，都市域

における水面の確保は，人と水との関わりの回復に加え，ヒートアイランド対策としても有効

である。
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◇わき水，小川，池，雑木林等，今ある恵まれた水辺空間を生かした活動を行う。
◇市民が主体となった「運営協議会」と多くのボランティアにより，環境保全や総
合学習の活動を展開。
◇平成１3年 4月に開校式を行い，環境学習会等のイベントを中心に積極的な活動
を展開。（平成 19年度には 5,046 人が利用）

夏の多摩川学習（自然観察等）

アレチウリの駆除活動

出水後の清掃（H19.9 台風９号）

（注）国土交通省関東地方整備局資料

図Ⅰ－２－１１ 「子どもの水辺」の活動事例～狛江水辺の楽校～

環境用水の導入を図るためには，水環境上の問題の現状把握や目標の設定，水源の確保なら

びに利水者，住民，施設管理者等との調整，費用負担方法の決定が必要である。水源として

は，河川水，地下水，湧水，下水処理水，工業用水，農業用水等が利用されている。

これらの調整を円滑に進める方策を推進することにより，環境用水の導入促進を図ることが

必要である。

（３）地域と一体となった取り組み

豊かな水環境の保全・創出の推進にあたっては，行政だけではなく地域住民と協働・連携し

た取り組みが必須である（図Ⅰ－２－１１）。そのためには，地域の取り組みの核となる水環境，

生態系の保全等に積極的に取り組むリーダーを養成するなどして，円滑な協働・連携を進める

ための工夫が必要である。

７ 水源地域の保全・活性化

（１）上下流連携を通じた水源林の保全に向けた取り組み

全国の重要水系にある水源地域対策基金のうち，（財）豊川水源基金，（財）矢作川水源基金，

（財）利根川・荒川水源地域対策基金の３つの基金においては，下流の自治体の理解・支援の

下，水源地域の森林整備に取り組んでいる。

このうち，（財）豊川水源基金においては，流域の自治体が人口または水道使用量を基準（１

円／１トン）として負担金を拠出し，水源林の間伐や人材育成等に取り組む市町村に対する助

成等を行っている（図Ⅰ－２－１２）。

第Ⅰ編 第２章 総合的水資源マネジメントに向けて
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水源地域市町村支援
間伐推進事業
・高齢級林分の間伐
・助成率の引上げ
・間伐材の搬出費の助成
人材育成事業

国内助成事業
県外助成事業
・単層林整備
・複層林整備
・天然林育成
・作業路新設

水源林の保全

水源林地域対策事業

水源保全流域協働事業

NPO活動支援

豊川流域９市町村

森林づくり事業
・水源林探訪活動
・森林ボランティア活動
・上下流交流活動 等

水源林管理事業
・水源林を取得
・複層林・針広混交林に誘導

（財）豊川水源基金

事業費の2/3を愛知県，1/3を
流域市町村が負担

有収水量１トン１円相当額を
流域市町村が負担

豊橋市，豊川市，蒲郡市，
新城市，田原市，設楽町，
東栄町，豊根村，小坂井町

図Ⅰ－２－１２ 豊川水源基金による森林整備

こうした水源地域対策基金による取り組み以外にも，例えば，木曽川流域においては，水源

地域の行政機関が中心となって構成する木曽広域連合と下流受益地域の愛知中部水道企業団と

の間で，上下流連携のための総合的な取り組みが進められており，その中で，「森林整備協定」

や「交流のきずな」の締結などを通じて，水源地域を保全していくための組織的な活動も進め

られている（図Ⅰ－２－１３）。

また，都道府県による取り組みとしては，森林整備を目的とした独自課税であるいわゆる森

林環境税が，全国で最初に平成１５年に高知県が導入して以来，多くの県によって導入されてお

り，現在までに２９の県で導入されている。他方，市町村においても，森づくり条例を制定した

り，森林整備のための基金を設立するなどの取り組みが活発になっている。
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図　木曽三川流域

「森林整備協定」の締結

交流のきずな調印式

（上流地域）木曽広域連合の役割 （下流地域）愛知中部水道企業団の役割

環境教育用のホームページ

（１）水源かん養機能の高度発揮に向けた
森林整備の促進

　①　森林の面的整備の促進
　②　災害防止機能の向上促進
（２）森林整備にかかる財源の充実
　①　上流地域での基金創設の取組
（３）森林及び森林資源の有効活用
　①　森林の多面的な活用に関する検討
　②　間伐材など森林資源の有効活用に関
する検討

（４）上下流交流活動の実施
（５）森林と水の保全についてのＰＲ活動
の実施

（６）その他必要な事業

（１）上流地域の組織，町村が行う森林整
備に対する支援

　①　水道水源環境保全基金の積立て
　②　水源かん養事業（植林，造林及び間

伐等）の推進
（２）上下流交流活動の実施
（３）森林と水の保全についてのＰＲ活動

の実施
（４）山づくり支援ボランティアの組織
（５）その他必要な事業

図Ⅰ－２－１３ 流域自治体が構成する協議会を軸とした連携事例（木曽川流域）

（２）地域と連携した国の取り組みの強化に向けて

今後の水源地域対策においては，従来からのダムの建設に伴う水没地域への影響の緩和のた

めの地域対策に加えて，水資源の起点としての水源の保全のための地域対策を強化していくこ

とが重要である。

そのためには，これまで以上に広く社会全体の理解のかん養に努めながら，水源地域対策を

進めていくことも必要となっている。

例えば，近年の安全・安心，環境負荷や社会貢献に対する人々の意識の高まり，民間企業に

よるCSR活動の活発化などを踏まえ，水源の保全の重要性や水源を支えている水源地域の重

要性及び現状に関し，広く社会的関心を喚起し，参画意識を高めていく中で，地域づくりのた

めに必要となる資金や人材といった資源が水源地域のために活用されるような仕組みや方策を

考えていくことも重要と考えられる。

また，水源地域の活性化に取り組んでいくに当たっては，重要な担い手として大きな期待が

寄せられているNPO等地域に根ざした主体に対する支援を強化していくことも必要とされて

いる。

以上のように，地域における主体的な取り組みをバックアップするための国の積極的な取り

組みが重要となっている（図Ⅰ－２－１４）。

第Ⅰ編 第２章 総合的水資源マネジメントに向けて
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地域対策の目的

対象地域

対策のポイント

水没地域への影響の緩和
水没住民・地域の生活再建と
生活・産業の基盤整備

生活再建，ハード整備
生活再建対策以外は主に
ハード整備

水源林の整備等
○水源林の整備
○人づくり，まちづくり等ソフト対策

水没地域周辺
建設中のダム

【ダムの建設の促進】 【安全でおいしい水の安定的な供給の確保】

水源の保全
・水資源の起点としての水源の保全
・水源の里としての水源地域の活性化

ダム上流の流域全体
管理段階を含むダム

水資源の開発 水資源の総合的管理

従来の施策 今後必要となる施策

図Ⅰ－２－１４ 水源地域対策の今後の方向性

今後に向けて

第Ⅰ編では，水資源に係る課題及び気候変動により増大が懸念される渇水リスクに対応する

ために総合的水資源マネジメントへの転換が必要であること，またその具体的な施策の方向性

や考え方などを述べてきた。

気候変動に伴うリスクを含め水資源が直面する様々な課題は，極めて多岐にわたっている上

に相互に深く関係しており，関係者間での利害調整や合意形成等が必要なものが多い。そのた

め，健全な水循環の実現に向けて，従来の水資源開発を中心とする需要キャッチアップ型の水

資源政策から，水系毎に関係者間で情報を共有して調整を行う常設の場を設け，包括的なマス

タープランを策定し，水量と水質・地表水と地下水・平常時と緊急時を一体的にとらえる総合

的水資源マネジメントへの転換が必要不可欠である。

特に気候変動による気温上昇・水温上昇・海面上昇等は，大幅な積雪量の減少と融雪時期の

早期化を引き起こし，濁水の発生・水質の悪化・河川流出量の変動増加・地下水の塩水化な

ど，水を介して我々の社会生活全体に対しても大いに影響を及ぼすものと予想される。

気候変動の緩和策については，京都議定書等により，世界的な枠組みが整理され，各国にお

いて取り組みが実施されているところであるが，適応策については，IPCC第４次評価報告書

においても，将来の気候変動に対応するためには，現在実施されている適応では不十分であ

り，一層の強化が必要とされたところである。

我が国においては，気候変動による影響及びその適応策は，現在まさに，関係各機関におい

て調査検討が進められているところであり，今後さらに精度は高まっていくと考えられるの

で，こうした検討結果を活かした順応的な対策が必要となる。水資源政策に係る既存の課題を

解決しつつ，気候変動に対応するためには，今こそ，関係者が一致団結して，総合的水資源マ

ネジメントに転換すべき時である。
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