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第12章　平成15年度の水資源をめぐる動き

1 平成15年度における主な話題

（ 1 ）独立行政法人水資源機構の発足

平成13年12月19日の特殊法人等整理合理化計画の閣議決定，平成14年12月18日の独立行政法

人水資源機構法の公布等を経て，平成15年10月 1 日に水資源開発公団は，独立行政法人水資源

機構に移行した。

水資源機構は，『安全で良質な水を安定して安くお届けする』ことを経営理念に掲げ，『公魂

民才』すなわち，国民から負託された利水・治水といった公共公益的な役割を民間企業的な経

営感覚をもって効率的かつ自律的に実施していくことを経営方針に据え，利水者をはじめ広く

国民の皆さまから信頼され，一層の協力・支援を得られる法人を目指している。

水資源機構は，施設の改築及び管理といった既存の施設の有効活用による水の安定的な供給

の確保に係る業務を今後の主要業務とすることとし，施設の新築については，水の供給量を増

大させないもの（公団時代に既に着手しているもの等は除く）に限定された。また，施設の管

理については従来からの業務を承継するとともに，機構が管理する施設と一体的な管理を行う

ことが当該水系における水資源の利用の合理化に資する施設を受託により管理することについ

ても，機構の目的達成業務の一つとして位置づけられた。

水資源機構の中期的な事業計画については，中期計画（期間：平成15年10月～平成20年 3 月）

において次のとおり定められている。

○業務運営の効率化

①　機動的な組織運営と効率的な業務運営

近隣事務所間の統合（総合事業所化）や既存組織階層の役割分担の見直しと業務の一元化，

インセンティブ確保等による職員の資質向上及び情報化・電子化の推進による業務改善等に

よる機動的・効率的な業務運営に努める。

②　経費の削減・効率化

次に掲げる事項について，公団時の最終年度（平成14年度）と比較して，中期目標期間の

最終年度（平成19年度）においてそれぞれ削減し，国民及び利水者の負担軽減となるコスト

の抑制を図る。
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（衢）事務的経費の節減

機構全体の人件費（退職手当は除く。）及び物件費を合わせた事務的経費について13％

節減する。

（衫）総合的なコストの縮減

機構の有する技術，ノウハウを活用し，施設等の安全性や信頼性を確保した上で，設計

の最適化，ライフサイクルコストの低減，事業便益の早期発現等を主たる内容とする「水

資源機構コスト構造改革プログラム（仮称）」を平成15年度中に策定し，15％の総合コス

ト縮減に取り組む。

（袁）事業費縮減

単価の見直しや事業執行方法の改善等を通じて効率化を推進し，事業費を10％縮減する。

○透明性の確保と説明責任の向上

業務運営に関する透明性の確保を図り，国民及び利水者等に対する機構業務の説明責任の確

保を図るため，水管理情報の提供，財務内容の公開，ホームページの充実や地域交流の推進を

図る。

○計画的で的確な事業の実施

房総導水路建設事業は平成16年度に，愛知用水二期事業は平成18年度に，滝沢ダム建設事業

及び徳山ダム建設事業は平成19年度にそれぞれ完成させ事業効果を発現させる。また，他の11

事業については事業の進捗を図る。（ただし，戸倉ダムについては，平成15年12月の事業評価

監視委員会を経て，水資源機構が実施する治水・利水共同事業としての戸倉ダム建設事業を中

止することが決定したことから，利水者並びに関係機関等と調整のうえ，事業中止の手続きを

進めるとともに，工事箇所の原形復旧等を実施する。）なお，浦山ダム建設事業及び日吉ダム

建設事業については，平成18年度にダム建設調整費の償還を完了させる。また，両筑平野用水

施設については，改築（二期）事業の計画的かつ機動的な実施について検討する。

なお，上記の事業に附帯する業務及び委託に基づき実施する発電に係る業務についても，的

確に実施する。

○的確な施設の管理

管理する48施設については，施設管理規程に基づいた適切な施設管理等を実施するとともに，

平成 6 年度のような渇水発生時においても，渇水調整と相まって国民生活へ重大な影響を与え

ないよう，その軽減に努める。

なお，機構が管理する施設と一体的な管理を行うことが当該水系における水資源の利用の合

理化に資する施設を受託した場合にも，的確な施設の管理を行う。

○技術力の維持・向上

機構内の「技術研究発表会」の実施，「技術 5 カ年計画」の作成及び学会や専門誌等を通じ



― 207 ―

た積極的な情報発信や関係機関を対象とした研修の開催等を通じ，技術力の提供に努める。

また，開発途上国の水資源の開発や管理を行う機関に対して，機構の蓄積した技術情報及び

知識の提供や共有を図るとともに，NARBO（アジア河川流域機関ネットワーク）など，技術

者の能力養成に係る協力等の業務を行う。

2 水資源関係予算等の概要

（ 1 ）水資源関係予算

平成16年度の国における水資源関係予算は表12―2―1に示すとおりである。

ア　生活用水の確保

水道水源開発等施設整備費中の主な事項としては，水道水源開発施設整備費191億 8 百万円

及び水道広域化施設整備費296億52百万円等が計上（厚生労働省計上分）された。

イ　工業用水の確保

工業用水道事業費中の主な事項としては，工業用水道事業費補助44億84百万円，工業用水道

事業調査費59百万円等が計上された。

ウ　農業用水の確保

水稲や野菜・果樹等の生育等に必要な農業用水の安定的確保のため，かんがい排水事業費と

して2,222億41百万円が計上された。

エ　水資源開発の推進等

長期的な水需給対策として，水資源開発基本計画調査費90百万円，水資源計画の策定に要す

る経費159百万円が計上された。

また，造水促進対策として，ハイブリッド型の海水淡水化技術，産業廃水の処理技術等の開

発等を含め 9 億30百万円が計上された。

さらに，河川総合開発事業として，治水対策と併せて水資源の確保等に資する多目的ダム，

河口堰，流況調整河川の整備等に対し，2,727億24百万円が計上された。

オ　水資源の有効利用の推進

水資源の有効利用の推進のため28百万円が計上された。

（ 2 ）財政投融資・税制措置

平成16年度の財政投融資対象機関の水資源関係財政投融資額は，当初計画において616億円
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となっている。

内訳は，国営土地改良事業特別会計264億円，緑資源機構22億円，水資源機構330億円となっ

ている。

このほか，水資源の有効利用推進のため，日本政策投資銀行等による低利融資のほか，雑用

水利用の促進に資するため，公害防止用設備のうち汚水処理用設備に関する減価償却資産の特

別償却制度等がある（第 8 章表8―1―6参照）。

また，水源地域の活性化に資するため，水源地域内に立地する製造業及び旅館業に係る所得

税，法人税の特別償却制度等がある。（第 9 章　1 ．（2）参照）

表12－ 2 － 1 水資源関係予算の概要

（単位：百万円） 

項 目 事業省庁名 
平成 15年度 
当初予算 

平成 16年度 
当初予算 

対前年度 
増△減比 

備 考 

1. 生活用水の確保 147,520 133,138 △ 9.7
水道水源開発等整備費補助 厚生労働省 108,446 96,480 △ 11.0 ・他府省計上分を含む 
簡易水道等施設整備費補助 厚生労働省 39,074 36,658 △ 6.2 ・他府省計上分を含む 

2. 工業用水の確保 6,384 5,621 △ 12.0
工業用水道事業費 経済産業省 6,384 5,621 △ 12.0 ・他府省計上分を含む 

3. 農業用水の確保 222,338 222,241 △ 0.0
かんがい排水事業費 農林水産省 222,338 222,241 △ 0.0

4. 水資源開発の推進等 275,489 273,964 △ 0.6
造水促進対策 経済産業省 779 937 20.3
水需給動態調査他 国土交通省 310 303 △ 2.3
河川総合開発事業 国土交通省 274,400 272,724 △ 0.6

5. 水資源の有効利用の推進 28 28 0.0
雑用水利用促進等調査他 国土交通省 28 28 0.0

6. 水源・水質の保全 1,355,173 1,282,985 △ 5.3
農業集落排水事業 農林水産省 79,260 62,400 △ 21.3
治山事業費他 林野庁 327,156 317,194 △ 3.0
下水道事業 国土交通省 925,024 874,880 △ 5.4
排水処理施設等整備費補助 環境省 21,146 25,659 21.3
水質汚濁防止対策経費 環境省 2,587 2,852 10.2

7. 地下水利用の適正化 221 217 △ 1.8
農業用地下水調査等 農林水産省 87 81 △ 6.9
地下水利用適正化等調査 経済産業省 42 41 △ 2.4
地下水対策経費 国土交通省 42 45 7.1
地盤沈下対策推進費 環境省 50 50 0.0

8. 水源地域対策の推進 115 110 △ 4.3
水源地域対策推進経費他 国土交通省 115 110 △ 4.3

合 計 2,007,268 1,918,304 △ 4.4


