
資料－２ (1)

概略評価による利水対策案の抽出



「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」１３ページ『②概略評価による治水対策案の抽出』より抜粋。なお、「治水」を「利
水」に置き換えて掲載。また、下線部は原文「③に掲げる」を具体の記載に置き換えて掲載。

概略評価による利水対策案の抽出の考え方

1

第４ 再評価の視点
１ 再評価の視点

（２） 事業の進捗の見込みの視点、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
②概略評価による利水対策案の抽出

多くの利水対策案を立案した場合には、概略評価を行い、１）に定める手法で利水対策案を除いたり（棄却）、２）に
定める手法で利水対策案を抽出したり（代表化）することによって、２～５案程度を抽出する。

１）次の例のように、コストや実現性、地域社会や環境への影響など、「評価軸ごとの評価」で用いる評価軸で概略的
に評価（この場合、必ずしも全ての評価軸で評価を行う必要はない）すると、一つ以上の評価軸に関して、明らかに
不適当と考えられる結果となる場合、当該利水対策案を除くこととする。

イ） 制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案
ロ） 利水上の効果が極めて小さいと考えられる案
ハ） コストが極めて高いと考えられる案 等

なお、この段階において不適当とする利水対策案については、不適当とする理由を明示することとし、該当する評
価軸については可能な範囲で定量化して示す。

２）同類の利水対策案がある場合は、それらの中で比較し最も妥当と考えられるものを抽出する。

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、概略評価による利水対策案の抽出を行う。



利水対策案選定の一覧表

注）・水源林の保全については、効果をあらかじめ定量的に見込むことはできないが、流域管理の観点から推進の努力を継続する方策として、全ての対策案に組み合わせる。

・渇水調整の強化、節水対策、雨水・中水利用については、効果をあらかじめ定量的に見込むことはできないが、渇水時の被害軽減の観点から推進の努力を継続する方策として、全ての対策案に組み合わせる。

2

 

検
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対
象

木曽川水系
連絡導水路

河道外貯留
施設

（貯水池）

ダム再開発
（かさ上げ）

他用途ダム容量
の買い上げ

水系間導水
（矢作川）

利水単独
導水施設

地下水取水

ため池

海水淡水化

水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全

ダム使用権等
の振替

既得水利の
合理化・転用

渇水調整の
強化
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強化

渇水調整の
強化
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渇水調整の
強化

渇水調整の
強化

渇水調整の
強化

渇水調整の
強化

節水対策 節水対策 節水対策 節水対策 節水対策 節水対策 節水対策 節水対策 節水対策 節水対策 節水対策

雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用 雨水・中水利用
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利水対策案

現計画 1 2 3 4 5 6 7


170900利水対策案 (追加案なし)

		

																						利水対策案 リスイタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11		11						13		12						16		13

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面での対応 キョウキュウメンタイオウ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																																																																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ

																																ダム再開発
（かさ上げ） サイカイハツア

																																								他用途ダム容量
の買い上げ タヨウトヨウリョウカア																																																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ																																																																								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア

																																																								利水単独
導水施設 リスイタンドクドウスイシセツ

																																																																地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																								ため池 イケ

																																																																																海水淡水化 カイスイタンスイカ																								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																ダム使用権等
の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ



&R&D



170900渇対対策案 (追加案なし)

		

																						流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 リュウスイセイジョウキノウイジイジョウカッスイジキンキュウスイホキュウタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面での対応 キョウキュウメンタイオウ																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ

																																ダム再開発
（かさ上げ） サイカイハツア

																																								他用途ダム容量
の買い上げ タヨウトヨウリョウカア

																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																																																								治水単独
導水施設 チスイタンドクドウスイシセツ

																																																																地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																								ため池 イケ

																水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																								ダム使用権等
の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ



&R&D



170900利水対策案

		

																						利水対策案 リスイタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3-1								3-2								4								5								6								7								8								9-1								9-2								10								11		11						13		12						16		13

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面での対応 キョウキュウメンタイオウ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																																																																																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ

																																ダム再開発
（かさ上げ） サイカイハツア

																																								他用途ダム容量
の買い上げ
（発電容量） タヨウトヨウリョウカアハツデンヨウリョウ								他用途ダム容量
の買い上げ
（治水容量) タヨウトヨウリョウカアチスイヨウリョウ																																																																																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																																																								水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ																																																																																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア

																																																																利水単独
導水施設 リスイタンドクドウスイシセツ

																																																地下水取水 チカスイシュスイ																								地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																																ため池 イケ

																																																																																								海水淡水化 カイスイタンスイカ																																海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																								ダム使用権等
の振替
(木曽川4ﾀﾞﾑ) シヨウケントウフカキソガワ								ダム使用権等
の振替
(長良川河口堰) シヨウケントウフカナガラガワカコウゼキ

																																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ



&R&D



170900渇対対策案

		

																						流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 リュウスイセイジョウキノウイジイジョウカッスイジキンキュウスイホキュウタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3-1								3-2								4								5								6								7										8-1								8-2						9

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面での対応 キョウキュウメンタイオウ																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ

																																ダム再開発
（かさ上げ） サイカイハツア

																																								他用途ダム容量
の買い上げ
（発電容量） タヨウトヨウリョウカアハツデンヨウリョウ								他用途ダム容量
の買い上げ
（治水容量) タヨウトヨウリョウカアチスイヨウリョウ

																																																								水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																								導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ								導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ																導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ																治水単独
導水施設 チスイタンドクドウスイシセツ								導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ								導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ																導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ

																																																																								地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																																ため池 イケ

																水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																ダム使用権等
の振替 シヨウケントウフカ								ダム使用権等
の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ
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利水 ①

		

																						利水対策案 リスイタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11		11						13		12						16		13

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面の対応
（河川区域内） キョウキュウメンタイオウカセンクイキナイ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																																																																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ

																																利水単独
導水施設 リスイタンドクドウスイシセツ

																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																																																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																																																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																																																																								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア

								供給面の対応
（河川区域外）																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																																																																地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																								ため池 イケ

																																																																																海水
淡水化 カイスイタンスイカ																								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が
必要なもの																																																																																ダム使用権
等の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ
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利水 ②

		

																利水対策案 リスイタイサクアン

														14								15								22		16						17								26		18						19								29		20						21								22								33		23						24								25

																15

								検証対象 ケンショウタイショウ

								供給面の対応
（河川区域内） キョウキュウメンタイオウカセンクイキナイ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ

																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア

								供給面の対応
（河川区域外）

																海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が
必要なもの

																																								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ
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（旧）異常渇水時の緊急水 

		

																						流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 リュウスイセイジョウキノウイジイジョウカッスイジキンキュウスイホキュウタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11								12								13								14

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面の対応
（河川区域内） キョウキュウメンタイオウカセンクイキナイ																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ																																																																																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ																河道外貯留施設
（貯水） カドウガイチョリュウシセツチョスイ

																																治水単独導水施設 チスイタンドクドウスイシセツ

																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																																																																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																																																他用途ダム容量の買い上げ タヨウトヨウリョウカア

								供給面の対応
（河川区域外）																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																																																																地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																								ため池 イケ

																																																																																海水淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																ダム使用
権等の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ

								総コスト（丸め） ソウマル								500								800								800								700								不確定 フカクテイ								不確定 フカクテイ								不確定 フカクテイ								600								2,100								不確定 フカクテイ								600								600								1,200								600								1,300						－

								開口部水位 カイコウブスイイ								　								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ								整備計画水位より上昇 セイビケイカクスイイジョウショウ

								霞開口部の水位上昇の理由 カスミカイコウブスイイジョウショウリユウ																																嵩上げ案はHWLを上昇させるため、霞開口部水位は整備計画よりも上昇する。
整備計画よりも安全度が低下するため、輪中堤で家屋を守る。 カサアアンジョウショウカスミカイコウブスイイセイビケイカクジョウショウ

								輪中堤 ワジュウテイ																																同④～⑧ ドウ

								地役権 チエキケン																																同④～⑧ ドウ

								周囲堤

用地買収 シュウイテイヨウチバイシュウ

								個別ケースの説明 コベツセツメイ																																嵩上げは、用地費を節約するため、川表側に腹付けする カサアヨウチヒセツヤクカワオモテガワハラヅ																																								東上霞でカット。ダムカット量を確保可能なため、低水路拡幅は不要。
よって輪中堤案はあり得ない。 トウジョウカスミリョウカクホカノウテイスイロカクフクフヨウワジュウテイアンエ								東上霞でカット。ダムカット量を確保可能なため、低水路拡幅は不要。
よって輪中堤案はあり得ない。 トウジョウカスミリョウカクホカノウテイスイロカクフクフヨウワジュウテイアンエ																																低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン

								総コスト（合計） ソウゴウケイ								489								844								844								700								ー								ー								ー								591								2,105								ー								597								610								1,238								563								1,348

								残事業費 ザンジギョウヒ								412								801								801								630								ー								ー								ー								449								978								ー								532								513								828								488								898

								維持管理費 イジカンリヒ								77								43								43								70								ー								ー								ー								142								1,127								ー								65								97								410								75								450

								中止に伴う費用 チュウシトモナヒヨウ																0								0								0								ー								ー								ー								0								0								ー								0								0								0								0								0
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（旧）異常渇水時の緊急水

		

																						流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 リュウスイセイジョウキノウイジイジョウカッスイジキンキュウスイホキュウタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面の対応
（河川区域内） キョウキュウメンタイオウカセンクイキナイ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																																																																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																河道外貯留施設
（調整池） カドウガイチョリュウシセツチョウセイイケ								河道外貯留施設
（調整池） カドウガイチョリュウシセツチョウセイイケ								河道外貯留施設
（調整池） カドウガイチョリュウシセツチョウセイイケ								河道外貯留施設
（調整池） カドウガイチョリュウシセツチョウセイイケ

																																治水単独導水施設 チスイタンドクドウスイシセツ																																																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ

																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ																																																																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ

																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ																																																																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ

																																																他用途ダム容量の買い上げ
木曽川上流ダム タヨウトヨウリョウカアキソガワジョウリュウ

																																																他用途ダム容量の買い上げ
飛騨川上流ダム タヨウトヨウリョウカアヒダガワジョウリュウ

								供給面の対応
（河川区域外）																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																																																																地下水 チカスイ

																																																																								ため池 イケ

																																																																																海水淡水化 カイスイタンスイカ																																海水淡水化 カイスイタンスイカ																海水淡水化 カイスイタンスイカ																海水淡水化 カイスイタンスイカ								海水淡水化 カイスイタンスイカ																海水淡水化 カイスイタンスイカ								海水淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																ダム使用
権等の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ

								総コスト（丸め） ソウマル								500								800								800								700								不確定 フカクテイ								不確定 フカクテイ								不確定 フカクテイ								600								2,100								不確定 フカクテイ								600								600								800								1,200								600								600								600								600								600								1,300								1,300						－

								開口部水位 カイコウブスイイ								　								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ								整備計画水位より上昇 セイビケイカクスイイジョウショウ																																																																								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ

								霞開口部の水位上昇の理由 カスミカイコウブスイイジョウショウリユウ																																嵩上げ案はHWLを上昇させるため、霞開口部水位は整備計画よりも上昇する。
整備計画よりも安全度が低下するため、輪中堤で家屋を守る。 カサアアンジョウショウカスミカイコウブスイイセイビケイカクジョウショウ

								輪中堤 ワジュウテイ																																同④～⑧ ドウ

								地役権 チエキケン																																同④～⑧ ドウ

								周囲堤

用地買収 シュウイテイヨウチバイシュウ

								個別ケースの説明 コベツセツメイ																																嵩上げは、用地費を節約するため、川表側に腹付けする カサアヨウチヒセツヤクカワオモテガワハラヅ																																								東上霞でカット。ダムカット量を確保可能なため、低水路拡幅は不要。
よって輪中堤案はあり得ない。 トウジョウカスミリョウカクホカノウテイスイロカクフクフヨウワジュウテイアンエ								東上霞でカット。ダムカット量を確保可能なため、低水路拡幅は不要。
よって輪中堤案はあり得ない。 トウジョウカスミリョウカクホカノウテイスイロカクフクフヨウワジュウテイアンエ																																								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン

								総コスト（合計） ソウゴウケイ								489								844								844								700								ー								ー								ー								591								2,105								ー								597								610								844								1,238								563								563								563								563								563								1,348								1,348

								残事業費 ザンジギョウヒ								412								801								801								630								ー								ー								ー								449								978								ー								532								513								801								828								488								488								488								488								488								898								898

								維持管理費 イジカンリヒ								77								43								43								70								ー								ー								ー								142								1,127								ー								65								97								43								410								75								75								75								75								75								450								450

								中止に伴う費用 チュウシトモナヒヨウ																0								0								0								ー								ー								ー								0								0								ー								0								0								0								0								0								0								0								0								0								0								0
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◆施設の諸元等

・導水施設：上流施設（約43km）、下流施設（約1km）

・導水量：最大20m3/s

・総概算コスト：点検中（現計画 約400億円）

◆評価の留意事項

・導水施設の土地所有者等との調整が必要。

・関係河川使用者との調整が必要。

・施設の設置による地下水への影響の検討が必要。

・施設の運用が水利や水環境に与える影響等の検討が必要。

・地質や構造、施工計画等の検討が必要。

・施工に伴う残土受入先の検討が必要。

上流施設

下流施設

揖斐川町

岐阜市

坂祝町

各務原市

犬山市大垣市

羽島市※通常時は長良川へ導水せず、直接木曽川
へ導水いたします

※通常時は長良川へ導水せず、直接木曽川
へ導水いたします

木曽川水系緊急水利調整協議会

今渡ダム

犬山頭首工

木曽川大堰

揖
斐
川長

良
川

木
曽
川

徳山ダム

横山ダム

西平ダム
【上流施設】

【下流施設】

忠節

木曽成戸

利水参画者 用途 供給先
開発量

（導水量）

愛知県 水道用水 愛知用水地域 2.3m3/s

名古屋市
水道用水 名古屋地域 1.0m3/s

工業用水 名古屋市工業用水地域 0.7m3/s

合 計 4.0m3/s

現計画 木曽川水系連絡導水路

現計画 諸元

※導水量は、都市用水4m3/sと流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）16m3/s
を合わせた値。

※総概算コストは、現計画の都市用水4m3/sに相当する費用である。
※総概算コストには残事業費のほか維持管理費を含んでいる。

◆現計画の概要

・徳山ダムに確保された都市用水最大4m3/sを導水し、木曽川において取水を可能とする。

・導水路のルートは、地形・地質上の制約、経済性、利水供給可能区域等から、揖斐川西平ダム付近から木曽川坂祝地区に導水するとともに、事業
費の軽減等から、木曽川への導水の一部を長良川に経由する配置とした。

3

位 置 図

上流施設

（自然流下）

構造：導水路トンネル、延長：約43km

最大導水量：揖斐川～長良川 20m3/s、長良川～木曽川 15.3m3/s

下流施設

（ポンプ圧送）

構造：パイプライン、延長：約 １km
最大導水量：長良川～木曽川 4.7m3/s



犬山頭首工

木曽川大堰

徳山ダム

対策案１：河道外貯留施設（貯水池）

◆対策案の概要

・木曽川中流部沿川に貯水池を新設し、木曽川において都市用水最大4m3/sの取水を可能とする。

・貯水池及び関係施設は、地形や土地利用状況、水路等付帯施設の規模を考慮し、総概算コストが最も安価となるよう具体化した。

◆施設の諸元等

・河道外貯留施設：貯水池７箇所

・確保容量：約3,840万m3

・総概算コスト：約5,000億円

◆評価の留意事項

・貯水池等施設の土地所有者等との調整が必要。

・関係河川使用者との調整が必要。

・施設の設置による地下水への影響の検討が必要。

・施設の運用が水利や水環境に与える影響等の検討が必要。

・地質や構造、施工計画等の検討が必要。

・施工に伴う残土受入先の検討が必要。

※確保容量は木曽川の20年（S54～H10）に2番目の渇水年の流況を基に試算した値。
※施設配置等は検討主体が有している情報により可能な範囲で検討したものであり変更

となることがある。
※総概算コストは施設整備費のほか維持管理費を含んでいる。
※総概算コストは変更となることがある。
※対策案に係る土地所有者、関係河川使用者等との調整は行っていない。

◆検討の場で頂いた主なご意見
・都市化が進む地域では、「河道外貯留施設」を整備できるような土
地はないと考えます。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見
・遊水池、低地を活用できると良い。検証すべき。
・費用を含め非現実的で検討の余地なし。
・豪雨災害時の放水管理や周辺土地環境等を考えると、現状の地
域生活安全度を悪化させるものであり地元、地権者の了解困難。

対策案位置図

貯水池（7箇所）

確保容量 約3,840万m3

用地面積 約210ha

家屋移転 約30戸

河道外貯留施設 諸元貯水池 断面図

河道外貯留施設

愛
知
用
水
幹
線
水
路

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

木曽川

岐阜県

三重県
愛知県

既設都市
用水取水口
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※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

水面幅約300m～1,200m

水深

約13.5m～28.5m
土石

周囲堤

遮水工

周囲堤

遮水工

岩

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域



犬山頭首工

木曽川大堰

徳山ダム

対策案２：ダム再開発（かさ上げ）

◆対策案の概要

・既設の発電専用ダムをかさ上げして貯水容量を確保し、木曽川において都市用水最大4m3/sの取水を可能とする。

・対象ダムは、重力式ダムを前提にかさ上げ可能高等を考慮し、総概算コストが最も安価となるよう秋神ダム、笠置ダム、大井ダムを選定した。

◆施設の諸元等

・対象ダム：秋神ダム、笠置ダム、大井ダム

・確保容量：約5,200万m3

・総概算コスト：約3,600億円

◆評価の留意事項

・かさ上げにより水没地となる土地所有者等との調整が必要。

・関係河川使用者との調整が必要。

・施設の運用が水利や水環境に与える影響等の検討が必要。

・地質や構造、施工計画等の検討が必要。

・施工に伴う残土受入先の検討が必要。

※確保容量は木曽川の20年（S54～H10）に2番目の渇水年の流況を基に試算した値。

※施設配置等は検討主体が有している情報により可能な範囲で検討したものであり変更
となることがある。

※総概算コストは施設整備費のほか維持管理費を含んでいる。

※総概算コストは変更となることがある。

※対策案に係る土地所有者、関係河川使用者等との調整は行っていない。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見

・経済性、用地買収、施設管理者との調整等、相当の時間が必
要となり、総概算コストも現計画より高い。

ダム再開発 諸元対策案位置図

対象ダム

（かさ上げ高）

秋神ダム

（34.6m）

笠置ダム

（5.2ｍ）

大井ダム

（2.8m）

流域面積 約83km2 約2,301km2 約2,083km2

用地面積 約96ha 約57ha 約188ha

家屋移転 約40戸 約20戸 約60戸

確保容量

約4,000万m3 約780万m3 約420万m3

約5,200万m3

笠置ダム
大井ダム

秋神ダム

愛
知
用
水
幹
線
水
路

揖
斐
川

長
良
川木

曽
川

木曽川

岐阜県

三重県
愛知県

既設都市
用水取水口
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※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域

大井ダム
断面図

笠置ダム
断面図

現堤高 40.8m

堤高 約46.0m
かさ上げ高

約5.2m

秋神ダム
断面図

かさ上げ高

約34.6m

堤高 約108.6m

現堤高 74.0m かさ上げ高

約2.8m
現堤高 53.4m
堤高 約56.2m



犬山頭首工

木曽川大堰

徳山ダム

愛
知
用
水
幹
線
水
路

揖
斐
川

長
良
川木

曽
川

木曽川

岐阜県

三重県

愛知県

既設都市
用水取水口

発電を目的に持つ２４ダム

対策案３：他用途ダム容量の買い上げ

◆対策案の概要

・既設の発電専用ダムの容量を買い上げて貯水容量を確保し、木曽川
において都市用水最大4m3/sの取水を可能とする。

・対象ダムは、従属発電方式を除く24ダムとなる。

◆施設の諸元等

・対象ダム：関係河川使用者との調整を伴うため不確定

・確保容量：約5,200万m3

・総概算コスト：関係河川使用者との調整を伴うため不確定

◆評価の留意事項

・関係河川使用者との調整が必要。

・施設の運用が水利や水環境に与える影響等の検討が必要。

・放流設備を整備する場合、構造や施工計画等の検討が必要。

※確保容量は対策案2（ダム再開発）と同量が必要と仮定した値。
※対策案に係る関係河川使用者との調整は行っていない。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見

・既設発電の減電分の補償コストが莫大となる。

・水力発電所は、純国産のCO2を排出しない「再生可能エネルギー」とし
て重要な電源であり、安易な発電容量の都市用水等への振替えは、
既設発電所の運用に多大な影響を及ぼす。

対象 発電容量合計 最大出力合計

24ダム 約2億4,000万m3 約180万kW

対策案位置図
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※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域

ダム容量の買い上げイメージ

容量の買い上げ

発電等の他用途
の利水容量

堆砂容量

容量の買い上げ 新規容量

堆砂容量

発電等の他用途
の利水容量



対策案４：水系間導水（矢作川）

◆対策案の概要

・近隣他水系からの導水施設を新設し、木曽川において都市
用水最大4m3/sの取水を可能とする。

・対象水系は、木曽川との近接性と流域面積を考慮し、矢作川
を選定した。

◆施設の諸元等

・対象河川：矢作川

・導水量：関係河川使用者等との調整を伴うため不確定

・総概算コスト：関係河川使用者等との調整を伴うため不確定

◆評価の留意事項
・矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、
その時期の多くが木曽川の取水制限と重なっている。

・導水施設の土地所有者等との調整が必要。
・関係河川使用者との調整が必要。
・施設の設置による地下水への影響の検討が必要。
・施設の運用が水利や水環境に与える影響等の検討が必要。
・地質や構造、施工計画等の検討が必要。
・施工に伴う残土受入先の検討が必要。

※対策案に係る土地所有者、関係河川使用者等との調整は行っていない。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見
・矢作川自体が毎年取水制限を実施し、維持用水も満足に確
保されていない川である。他流域への導水は下流水利使用者
間の秩序を乱すものであり当然理解がえられない。

・事業費が膨大になることや用地取得の困難性、環境への影響
の面などからも実現性があるとは考えられない。

対策案位置図

近年における木曽川・矢作川の取水制限の実績

※最高取水制限率
・木曽川は牧尾ダム、岩屋ダム、阿木川ダム、味噌川ダムの最高取水制限率
・矢作川は矢作ダムの最高取水制限率

■：木曽川 ■：矢作川

木曽川水系

矢作川水系

矢作ダム

犬山頭首工

木曽川大堰

徳山ダム

愛
知
用
水
幹
線
水
路

揖
斐
川

長
良
川木

曽
川

木曽川

岐阜県

三重県

愛知県

既設都市
用水取水口
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※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

矢
作
川

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域

導水施設イメージ



◆施設の諸元等

・導水施設：上流施設（約43km）、下流施設（約1km）

・導水量：最大4m3/s

・総概算コスト：約700億円

◆評価の留意事項
・導水施設の土地所有者等との調整が必要。
・関係河川使用者との調整が必要。
・施設の設置による地下水への影響の検討が必要。
・施設の運用が水利や水環境に与える影響等の検討が必要。
・地質や構造、施工計画等の検討が必要。
・施工に伴う残土受入先の検討が必要。

対策案５：利水単独導水施設

◆対策案の概要

・徳山ダムに確保された都市用水最大4m3/sを導水し、木曽川において取水を可能とする。

・導水施設は、現計画のルートや形態にならい具体化した。

※総概算コストは施設整備費のほか維持管理費を含んでいる。
※総概算コストは変更となることがある。
※対策案に係る土地所有者、関係河川使用者等との調整は行っていない。

◆検討の場で頂いた主なご意見

・現計画に対し、単に利水と治水を別々につくるという案であり、代替案
には馴染まないと考える。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見

・積極的に進めるべきで、施設がなければ開発水量は無駄になる。

・木曽川の「流水の正常な機能の維持」は重要目的であり、利水単独は
ありえないし、利水単独は不経済。

利水単独導水施設

利水単独導水施設 諸元
上流施設 標準断面図

導水路トンネル
（山岳トンネル区間）

対策案位置図

犬山頭首工

木曽川大堰

徳山ダム

西平ダム

愛
知
用
水
幹
線
水
路

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

木曽川

岐阜県

三重県

愛知県

既設都市
用水取水口

導水量 最大4m3/s

導水施設

上流施設

（自然流下）

構造：導水路トンネル

延長：約43km

下流施設

（ポンプ圧送）

構造：パイプライン
延長：約 １km
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※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域

導水施設

上流施設

下流施設



対策案６：地下水取水

対策案位置図

地下水取水

◆対策案の概要

・井戸と導水施設を新設し、都市用水最大4m3/sの供給を可能とする。

・井戸及び関係施設は、供給先への近隣性も考慮し、総概算コストが最も安価となるよう具体化した。

◆施設の諸元等
・井戸：約430本
・確保水量：最大4m3/s
・総概算コスト：約2,000億円

◆評価の留意事項

・愛知用水地域の地質は洪積・第三紀層が主で地下水賦存量が少ないため、
取水量が想定を下回る可能性がある。

・井戸や導水施設の土地所有者等との調整が必要。

・関係河川使用者との調整が必要。

・施設の設置による地下水への影響の検討が必要。

・施設の運用が水利や水環境に与える影響等の検討が必要。

・地質や構造、施工計画等の検討が必要。

・施工に伴う残土受入先の検討が必要。

※施設配置等は検討主体が有している情報により可能な範囲で検討したものであり変更となることがある。
※総概算コストは施設整備費のほか維持管理費を含んでいる。
※総概算コストは変更となることがある。
※対策案に係る土地所有者、関係河川使用者等との調整は行っていない。

◆検討の場で頂いた主なご意見
・この地域はもともと地下水を含めて水が少ない地域で、これ以上、地下水取
水を増やすことはできないと考えている。

・地下水くみ上げにより更に地盤沈下となるものは受け入れられない。東海、
南海、東南海地震の三つの地震の連動を考えると、津波のことも考えないと
いけない。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見
・事業費が膨大になることや用地取得の困難性、環境への影響の面などから
も実現性があるとは考えられない。

観測地域

規制地域

※規制地域における地下水採取量の目標値は年間2.7億m3

※地下水取水対策案として想定される地下水採取量は年間最大1.3億m3

※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

木曽川大堰

徳山ダム

愛
知
用
水幹

線
水
路

揖
斐
川

長
良
川

木曽川

岐阜県

三重県

愛知県
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犬山頭首工

井戸（約430本）

確保水量 最大4m3/s

井戸1本当たりの深さ、揚水量 愛知用水地域
※規制地域を除く

110m、800m3/日

導水施設（ポンプ圧送） 延長：約23km
※愛知用水地域から名古屋市既設浄水場への導水

地下水取水 諸元

※井戸１本当たりの深さ及び揚水量は、既存井戸の情報や文献を参考に設定したもの

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域

観測地域

規制地域

導水施設

名古屋市上水
（鍋屋上野浄水場）

愛知県上水
（尾張東部浄水場）

名古屋市工水
（大治浄水場）



対策案７：ため池

◆対策案の概要

・ため池を新設し、木曽川において都市用水最大4m3/sの取水を可能とする。

・ため池及び関係施設は、木曽川犬山地点上流へ補給するため、木曽川中上流域への配置とした。

◆施設の諸元等

・ため池： 約5,900箇所

・確保容量：約5,200万m3

・総概算コスト：約6,600億円

◆評価の留意事項

・ため池や導水施設の土地所有者等との調整が必要。

・関係河川使用者との調整が必要。

・施設の設置による地下水への影響の検討が必要。

・多数のため池の設置が周辺環境に与える影響等の検討が必要。

・地質や構造、施工計画等の検討が必要。

・ため池造成に必要な盛土材確保の検討が必要。

※確保容量は対策案2（ダム再開発）と同量が必要と仮定した値。
※施設配置等は検討主体が有している情報により可能な範囲で検討したものであり変更

となることがある。
※総概算コストは施設整備費のほか維持管理費を含んでいる。
※総概算コストは変更となることがある。
※対策案に係る土地所有者、関係河川使用者等との調整は行っていない。

◆検討の場で頂いた主なご意見

・膨大な数のため池を新たに設置するものであり、実現性に疑問がある。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見

・事業費が膨大になることや用地取得の困難性、環境への影響の面な
どからも実現性があるとは考えられない。

・豪雨災害時の放水管理や周辺土地環境等を考えると、現状の地域生
活安全度を悪化させるものであり地元、地権者の了解困難。

対策案位置図

ため池 諸元

ため池（約5,900箇所）

確保容量 約5,200万m3

（約0.88万m3/箇所）

用地面積 約4,500ha

ため池の想定範囲

犬山頭首工

木曽川大堰

徳山ダム

愛
知
用
水
幹
線
水
路

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

木曽川

岐阜県

三重県

愛知県

既設都市
用水取水口

ため池の現状（愛知県）
平成18年3月現在

出典：愛知県ため池保全構想(H19) 10

※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域

※ため池１箇所あたりの規模は、既存の平均的な規模のため池を参考に設定

※既存の平均的な規模のため池とは、尾張地区に設置されているため池のうち、
規模の大きいため池を除いた総貯水量と箇所数から１箇所あたり容量を算出
したもの



犬山頭首工

木曽川大堰

徳山ダム

名古屋市上水
（鍋屋上野浄水場）

愛知県上水
（尾張東部浄水場）

愛
知
用
水
幹
線
水
路

海水淡水化施設
の想定範囲

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

木曽川

岐阜県

三重県

愛知県

対策案８：海水淡水化

◆対策案の概要

・海水淡水化施設と導水施設を新設し、都市用水最大4m3/sの供給を可能とする。

・海水淡水化施設及び関係施設は、供給先への近隣性を考慮し、総概算コストが最も安価となるよう具体化した。

◆施設の諸元等

・海水淡水化施設：１箇所

・確保水量：最大4m3/s

・総概算コスト：約12,900億円

◆評価の留意事項

・海水淡水化施設や導水施設の土地所有者等との調整が必要。
・関係河川使用者との調整が必要。
・海水を淡水化する際に生じる濃縮された塩水の処理方法等、
周辺環境に与える影響等の検討が必要。

・地質や構造、施工計画等の検討が必要。
・施工に伴う残土受入先の検討が必要。

※施設配置等は検討主体が有している情報により可能な範囲で検討したものであり変更
となることがある。

※総概算コストは施設整備費のほか維持管理費を含んでいる。

※総概算コストは変更となることがある。
※対策案に係る土地所有者、関係河川使用者等との調整は行っていない。

◆検討の場で頂いた主なご意見

・海水淡水化については、広大な用地の確保、淡水後の高塩水
の処理による水産資源への影響などを考えますと、対策案とし
ては不適切と考えます。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見

・初期投資と、運転コストが莫大。

・電力が不足している状況の中では、検討の対象外である。

対策案位置図

海水淡水化施設（１箇所）

確保水量 最大4m3/s

用地面積 約30ha

導水施設（ポンプ圧送） 延長：約40km
※海水淡水化施設から既設浄水場への導水

参考とした海水淡水化施設の概要

出典：福岡地区水道企業団海水淡水化センター（まみずピア）

海水淡水化施設 諸元

施設の概要
・施設名称：海の中道奈多海水淡水化
センター

・敷地面積：約4.6ha
・最大生産能力：50,000m3／日
・方式：逆浸透方式

11

※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域

導水施設

名古屋市工水
（大治浄水場）



犬山頭首工

木曽川大堰

徳山ダム

長良川河口堰

揖
斐
川

木曽川

岐阜県

三重県

愛知県

名古屋市工水
（大治浄水場）

名古屋市上水
（鍋屋上野浄水場）

愛
知
用
水
幹
線
水
路

愛知県上水
（尾張東部浄水場）

◆対策案の概要

・長良川河口堰開発水量のうち水利権未発生のものの振替とともに導水施設を新設し、都市用水最大4m3/sの供給を可能とする。

・長良川河口堰からの導水施設は、長良川河口堰付近から供給先への最短距離を考慮し、総概算コストが最も安価となるよう具体化した。

◆施設の諸元等

・対象施設：長良川河口堰

・確保水量：最大4m3/s

・対象利水：関係河川使用者等との調整を伴うため不確定

・総概算コスト：不確定＋約1,300億円

◆評価の留意事項

・導水施設の土地所有者等との調整が必要。

・長良川河口堰の事業参画者や関係河川使用者との調整が
必要。

・施設の運用が水利や水環境に与える影響等の検討が必要。

・地質や構造、施工計画等の検討が必要。

・施工に伴う残土受入先の検討が必要。

対策案９：ダム使用権等の振替

※施設配置等は検討主体が有している情報により可能な範囲で検討したものであり変更
となることがある。

※総概算コストは長良川河口堰付近から浄水場への導水施設の費用（ダム使用権等の
振替費用は含んでいない）。

※総概算コストは施設整備費のほか維持管理費を含んでいる。
※総概算コストは変更となることがある。
※対策案に係るダム使用権等所有者、土地所有者、関係河川使用者等との調整は行っ

ていない。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見

・水は融通すべきである。

・昨今の降雨状況では、逆に「水不足」の状態となっていること
が明らかであることから対策案になりえない。

対策案施設 諸元

対象とするダム使用権等

対策案位置図
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※愛知用水地域は、受益の市町全域を着色している

愛知用水地域

名古屋地域

名古屋市工業用水地域

導水施設

ダム使用権等の振替（長良川河口堰）

確保水量 最大4m3/s

導水施設

（ポンプ圧送）

延長：約51km
※長良川河口堰付近から既設浄水場への導水

22.50 

16.95 

3.59 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0
長良川河口堰(m3/s)

水利権量安定供給

可能量
開発水量



対策案１０：既得水利の合理化・転用

◆施設の諸元等

・対象水利：関係河川使用者との調整を伴うため不確定

・合理化・転用量：関係河川使用者との調整を伴うため不確定

・総概算コスト：関係河川使用者との調整を伴うため不確定

◆評価の留意事項
・規模の大きなかんがい用水の幹線水路や支線水路は、これまでも老朽
化対策等が実施されており、用水の使用量の削減が図られている。

・都市用水の需要増大に対応するため、既に農業用水から工業・水道用
水への転用が図られた経緯がある。

・水利権更新毎に適切な審査を経て用途別の使用水量が設定されている。
・対象水利権に係る関係河川使用者との調整が必要。

◆対策案の概要

・木曽川で取水する水利について、取水施設の改良や水路の漏水対策等による使用水量の削減分、産業構造の変化や農地面積の減少等に伴う
使用水量の減少分を転用し、都市用水最大4m3/sの取水を可能とする。

※対策案に係る関係河川使用者等との調整は行っていない。

◆パブリックコメントで頂いた主なご意見

・既得農業用水は水田面積の大幅な減少により水余り状態にあり、農業
用水取水量の切り下げを行うことが、容易で有効な対策である。

・当地区の農業用水路は、水道用水とは違い、いまだに末端水路の約7
割が開水路であるため、農地が減少してもそこに水を届けるためには従
来通りの水の高さで流す必要がある。さらに、末端用水路は、排水路と
兼ねており、宅地化・道路の整備に伴い水路が深くなるなど昔に比べて
断面が大きくなり、適切に配水するために多くの水が必要となってきた。
このため、農業用水の転用は大きな支障が生じ困難。

・羽島用水は、ゲート操作等の配水管理や節水に努めています。それでも
用水が不足するところは、約40台のポンプを設置して、地下や排水路か
ら用水の反復利用を行い、毎年約1千万円の経費が必要となっている。
このように、農業用水の節水利用に努力し、農地を保全し続けている利
水者側に立てば、現農業用水に転用の余地はない。

木曽川の主な水利

完成後

水路等の改築（開水路二連化）

着手前

用水路施設の改良イメージ
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≪自流≫ （m3/s) ≪ダム≫ （m3/s)

河川名 用水名（水利使用の件名） 用途 水利権量 河川名 用水名（水利使用の件名） 用途 水利権量

木曽川 濃尾用水 農水 51.060 愛知用水 農水 20.184

木曽川用水・濃尾第二地区 農水 25.630 (牧尾・阿木川・味噌川) 上水 6.465

名古屋市水道 上水 7.560 工水 8.023

付知川用水 農水 1.740 合計 34.672

木曽川用水・木曽川右岸地区 農水 1.520 木曽川用水・濃尾第二地区 上水 1.000

愛知用水 農水 1.330 （岩屋） 工水 7.390

山本用水 農水 0.995 合計 8.390

川西北部用水 農水 0.813 木曽川用水・木曽川右岸地区 農水 5.480

久々野用水 農水 0.787 （岩屋） 上水 0.790

三郷用水 農水 0.660 工水 0.180

王子エフテックス中津工場 工水 0.630 合計 6.450

東沓部揚水 農水 0.560 木曽川用水・岐阜中流地区用水

一宮市水道 上水 0.464 （岩屋）

柳島用水 農水 0.444 名古屋市水道

東洋紡績工業用水 工水 0.417 （岩屋・味噌川）

94.610 愛知県水道用水供給事業・尾張地区

(岩屋)

岐阜県東部上水道供給事業

(牧尾・岩屋・阿木川・味噌川)

66.714

合計

※自流については、水利権量が木曽川水系連絡導水路の

  新規利水4m3/s（最大）の1/10以上の水量を対象とした。

合計

木曽川

上水

0.650農水

上水 7.930

6.580

上水 2.042
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概略評価による利水対策案の抽出の考え方

【 同類の対策案 】

●河川での方策 ： ３案

・対策案２ ダム再開発（かさ上げ）

・対策案３ 他用途ダム容量の買い上げ

・対策案９ ダム使用権等の振替

●流域での方策 ： ５案

・対策案１ 河道外貯留施設（貯水池）

・対策案６ 地下水取水

・対策案７ ため池

・対策案８ 海水淡水化

・対策案１０ 既得水利の合理化・転用

●他河川からの供給による方策： ２案

対策案４ 水系間導水（矢作川）

対策案５ 利水単独導水施設

各対策案（１０案）について、同類の対策案として「河川での方策」、「流域での方策」、「他河川からの供給による方策」の３つに分類し、その中で

比較検討を行う。



概略評価による利水対策案の抽出結果

15
※ 長良川河口堰付近から浄水場への導水施設の費用であり、ダム使用権等の振替費用は含んでいない。

制度上・
技術上の
実現性

利水上
の効果

コスト

① 対策案2　 ダム再開発（かさ上げ） 約3,600 ○ ○ ○ する

② 対策案3　 他用途ダム容量の買い上げ 不確定 ○ － － する

③ 対策案9 ダム使用権等の振替
不確定 ＋

約1,300 ※ ○ － － する

④ 対策案1 河道外貯留施設(貯水池) 約5,000 ○ ○ △ しない コストが⑤よりも高い。

⑤ 対策案6 地下水取水 約2,000 ○ ○ ○ する

⑥ 対策案7 ため池 約6,600 ○ ○ △ しない コストが⑤よりも高い。

⑦ 対策案8 海水淡水化 約12,900 ○ ○ △ しない コストが⑤よりも高い。

⑧ 対策案10 既得水利の合理化・転用 不確定 ○ － － する

⑨ 対策案4 水系間導水（矢作川） 不確定 ○ × － しない
矢作川では平成元年度以降16回の
取水制限が行われており、安定的な
導水を行えない。

⑩ 対策案5 利水単独導水施設 約700 ○ ○ ○ する

類別

現計画　　木曽川水系連絡導水路 総概算コスト　　　点検中（現計画　約400億円）

河川での方策

流域での方策

他河川からの供給
による方策

評価軸
総概算
コスト

（億円）
抽出 抽出しない理由利水対策案（実施内容）

○ ： 評価軸に関して不適当ではないもの

△ ： 評価軸に関して不適当ではないが、同類の対策案と比べて劣るもの

× ： 評価軸に関して不適当なもの

－ ： 利水上の効果が不明なもの、またはコストの算出ができないもの

凡 例

利水対策案の概略評価を行い、６案を抽出する。

なお、概略評価は、制度上・技術上の観点から実現が不可能、利水上の所要効果を得られないことが明らか、コストが同類の中で高価な対策案を
除外する方法とした。


利水_概略抽出170217 (評価軸残る)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9.ダム使用権の振替 シヨウケン フリカエ		約1,500 ヤク		○

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		約3,000 ヤク		○

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○

								③		7.ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

								②		5.利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○





渇対_概略抽出170217 (評価軸残る)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8.ダム使用権等の振替＋ダム再開発
＋ため池
 シヨウケン トウ フリカエ サイカイハツ イケ		約2,600 ヤク		○

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		約2,100 ヤク		○				


								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約8,000 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								③		7.ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

								②		5.治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○





利水_概略抽出 (追加案なし)



				類別 ルイ ベツ				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ						総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		評価軸 ヒョウカジク						抽出 チュウシュツ		抽出しない理由 チュウシュツ リユウ

																制度上・
技術上の
実現性		利水上
の効果		コスト

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約3,600 ヤク		○		○		○		する

								②		対策案3　		他用途ダム容量の買い上げ タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○		－		－		する

								③		対策案9		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		不確定 ＋
約1,300 ※ ヤク		○		－		－		する

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				④		対策案1		河道外貯留施設(貯水池) カドウ ガイ チョリュウ シセツ チョスイチ		約5,000 ヤク		○		○		△		しない		コストが⑤よりも高い。 タカ

								⑤		対策案6		地下水取水 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○		○		○		する

								⑥		対策案7		ため池 イケ		約6,600 ヤク		○		○		△		しない		コストが⑤よりも高い。 タカ

								⑦		対策案8		海水淡水化 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		○		○		△		しない		コストが⑤よりも高い。 タカ

								⑧		対策案10		既得水利の合理化・転用 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○		－		－		する

				他河川からの供給
による方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑨		対策案4		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○		×		－		しない		矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、安定的な導水を行えない。 ヘイセイ ガンネンド イコウ アンテイテキ ドウスイ オコナ

								⑩		対策案5		利水単独導水施設 シセツ		約700 ヤク		○		○		○		する



				現計画　　木曽川水系連絡導水路 ゲン ケイカク キソガワ スイケイ レンラク ドウスイロ								総概算コスト　　　点検中（現計画　約400億円） ソウ ガイサン







渇対_概略抽出 (追加案なし)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）＋導水施設(揖斐川→長良川) サイカイハツ ア		約2,300 ヤク		×		・コスト		・コストが③案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3		他用途ダム容量の買い上げ タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案8		ダム使用権等の振替＋導水施設(揖斐川→長良川) シヨウケン トウ フリカエ		約2,100 ※1 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				④		対策案1		河道外貯留施設(貯水池)＋導水施設(揖斐川→長良川) カドウ ガイ チョリュウ シセツ チョスイチ		約4,300 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑤		対策案6		地下水取水＋導水施設(揖斐川→長良川) チカスイ シュスイ		約6,100 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								⑥		対策案7		ため池＋導水施設(揖斐川→長良川) イケ		約4,400 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								⑦		対策案9		既得水利の合理化・転用 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑧		対策案4		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限を行う場合があり、異常渇水時に緊急水の補給を行うことは困難。 ヘイセイ ガンネンド イコウ バアイ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ

								⑨		対策案5		治水単独導水施設 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								※総概算コストには、ダム使用権等の振替費用は含まれていない ソウ ガイサン シヨウ ケン トウ フリカエ ヒヨウ フク





利水_概略抽出180906

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約3,600 ヤク		×		・コスト		・コストが③案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量） タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋地下水取水 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ チカスイ シュスイ		約2,200 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

								④		対策案9-1		ダム使用権等の振替（木曽川4ダム） シヨウケン トウ フリカエ キソガワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

								⑤		対策案9-2		ダム使用権等の振替（長良川河口堰） シヨウケン トウ フリカエ ナガラ カワ カコウゼキ		約1,300 ※ ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑥		対策案1		河道外貯留施設 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,000 ヤク		×		・コスト		・コストが⑦案よりも高い。 アン タカ

								⑦		対策案6		地下水取水 チカスイ シュスイ		約1,900 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑧		対策案7		ため池 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが⑦案よりも高い。 アン タカ

								⑨		対策案8		海水淡水化 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト		・コストが⑦案よりも高い。 アン タカ

								⑩		対策案10		既得水利の合理化・転用 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑪		対策案4		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限を行う場合があるため、安定的な導水は困難。 ヘイセイ ガンネンド イコウ キソガワ バアイ アンテイテキ ドウスイ

								⑫		対策案5		利水単独導水施設 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								※総概算コストには、ダム使用権等の振替費用は含まれていない ソウ ガイサン シヨウ ケン トウ フリカエ ヒヨウ フク





渇対_概略抽出180906

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）＋導水施設(揖斐川→長良川) サイカイハツ ア		約2,300 ヤク		×		・コスト		・コストが③案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量） タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋導水施設(揖斐川→長良川) タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ		約2,200 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								④		対策案8-1		ダム使用権等の振替（木曽川4ダム） シヨウケン トウ フリカエ キソガワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑤		対策案8-2		ダム使用権等の振替（長良川河口堰）＋導水施設(揖斐川→長良川) シヨウケン トウ フリカエ ナガラ カワ カコウゼキ		約2,100 ※ ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑥		対策案1		河道外貯留施設＋導水施設(揖斐川→長良川) カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約4,300 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑦		対策案6		地下水取水＋導水施設(揖斐川→長良川) チカスイ シュスイ		約6,100 ヤク		×		・コスト		・コストが⑥案よりも高い。 アン タカ

								⑧		対策案7		ため池＋導水施設(揖斐川→長良川) イケ		約4,400 ヤク		×		・コスト		・コストが⑥案よりも高い。 アン タカ

								⑨		対策案9		既得水利の合理化・転用 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限を行う場合があり、異常渇水時に緊急水の補給を行うことは困難。 ヘイセイ ガンネンド イコウ バアイ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ

								⑪		対策案5		治水単独導水施設 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								※総概算コストには、ダム使用権等の振替費用は含まれていない ソウ ガイサン シヨウ ケン トウ フリカエ ヒヨウ フク





利水_概略抽出1710２３

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）
 サイカイハツ ア		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋ため池
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ イケ		約2,500 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								④		対策案9		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案1		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑧		対策案8		海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑨		対策案10		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4-1		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年29年間で16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限が行われるため、安定的に利水補給を行うことが困難であるため。 キソガワ アンテイテキ リスイ

								⑪		対策案4-2		水系間導水（琵琶湖）
 スイケイ カン ドウスイ ビワコ		約1,200 ヤク		×		・コスト		・コストが⑫案より高い。 アン タカ

								⑫		対策案5		利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出171023

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約2,100 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ		約2,500 ヤク		×		・コスト		・コストが①案よりも高い。 アン タカ

								④		対策案8		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが①案よりも高い。 アン タカ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案１		河道外貯留施設＋ダム使用権等の振替
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ トウ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑥		対策案6		地下水取水＋ダム使用権等の振替
 チカスイ シュスイ シヨウケン フリカエ		約6,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑦		対策案7		ため池＋ダム使用権等の振替
 イケ		約5,000 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑧		対策案9		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑨		対策案4-1		水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年29年間で16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限が行われるため、異常渇水時に緊急水の補給を行うことが困難であるため。 イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4-2		水系間導水（琵琶湖）
 スイケイ カン ドウスイ ビワコ		約1,900 ヤク		×		・コスト		・コストが⑪案よりも高い。 アン タカ

								⑪		対策案5		治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ
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渇対_概略抽出170９

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約2,100 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ		約2500
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが①よりも高い タカ

								④		対策案8		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約2,900 ヤク		×		・コスト		・コストが①よりも高い タカ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案１		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約7,800 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑧		対策案9		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑨		対策案4		水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年27年間で15回の取水制限が実施されており、渇水が頻発。また、隣り合う水系であるため同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。 ヤハギガワ キンネン ネンカン カイ シュスイ セイゲン ジッシ カッスイ ヒンパツ トナ ア スイケイ オナ ジキ シュスイ セイゲン カッスイジ アラ ドウスイ コンナン

								⑩		対策案5		治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出1709

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）
 サイカイハツ ア		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋ため池
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ イケ		約2,600
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								④		対策案9		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案1		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが⑥案より高い。 アン タカ

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑧		対策案8		海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑨		対策案10		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4-1		水系間導水（矢作川）＋ダム再開発（かさ上げ）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ サイカイハツ		約2,300
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが⑫案より高い。 アン タカ

								⑪		対策案4-2		水系間導水（庄内川）＋ダム再開発（かさ上げ）
 スイケイ カン ドウスイ ショウナイ カワ サイカイハツ		約2,100
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが⑫案より高い。 アン タカ

								⑫		対策案5		利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出170615

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）
 サイカイハツ ア		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋ため池
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ イケ		約2,300
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								④		対策案9		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案1		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約3,300 ヤク		×		・コスト		・コストが⑥案より高い。 アン タカ

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑧		対策案8		海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑨		対策案10		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4		水系間導水（矢作川）＋ダム再開発（かさ上げ）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ サイカイハツ		約1,600 ヤク		×		・コスト		・コストが⑪案より高い。 アン タカ

								⑪		対策案5		利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出170615

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約2,100 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ		約2300
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが①よりも高い タカ

								④		対策案8		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約2,900 ヤク		×		・コスト		・コストが①よりも高い タカ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案１		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約7,800 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑧		対策案9		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑨		対策案4		水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年27年間で15回の取水制限が実施されており、渇水が頻発。また、隣り合う水系であるため同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。 ヤハギガワ キンネン ネンカン カイ シュスイ セイゲン ジッシ カッスイ ヒンパツ トナ ア スイケイ オナ ジキ シュスイ セイゲン カッスイジ アラ ドウスイ コンナン

								⑩		対策案5		治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出170518

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが③案よりも高い。 アン タカ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		9.ダム使用権の振替 シヨウケン フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク						1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

										6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

										7.ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

										8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

										10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク						4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年27年間で15回の取水制限が実施されており、渇水が頻発。また、隣り合う水系であるため同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。 ヤハギガワ キンネン ネンカン カイ シュスイ セイゲン ジッシ カッスイ ヒンパツ トナ ア スイケイ オナ ジキ シュスイ セイゲン カッスイジ アラ ドウスイ コンナン

										5.利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出170518

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		2.ダム再開発 サイカイハツ		約2,100 ヤク		○				
		今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		8.ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・既設の水資源開発施設の近年最大渇水時供給可能量（H6)は、全体では現在の水利権量に対して約22.1m3/s不足しており、振替は困難。 キセツ ミズシゲン カイハツ シセツ キンネン サイダイ カツ スイ ジ キョウキュウ カノウリョウ ゼンタイ ゲンザイ スイリケン リョウ タイ ヤク フソク フリカエ コンナン

				流域での方策 リュウイキ ホウサク						1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

										6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約7,800 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

										7.ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

										9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク						4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年27年間で15回の取水制限が実施されており、渇水が頻発。また、隣り合う水系であるため同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。 ヤハギガワ キンネン ネンカン カイ シュスイ セイゲン ジッシ カッスイ ヒンパツ トナ ア スイケイ オナ ジキ シュスイ セイゲン カッスイジ アラ ドウスイ コンナン

										5.治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出170217

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9.ダム使用権の振替 シヨウケン フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		約3,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		7.ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		5.利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出170217

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8.ダム使用権等の振替＋ダム再開発
＋ため池
 シヨウケン トウ フリカエ サイカイハツ イケ		約2,600 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		約2,100 ヤク		○				
		今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約8,000 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								③		7.ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		5.治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出 (7)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9.ダム使用権の振替 シヨウケン フリカエ		1,500		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		2,400		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,200		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		5.利水単独導水路
		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出 (7)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8.ダム使用権の振替
 シヨウケン フリカエ		3,200		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,200		○				
		今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		6,800		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								③		7.ため池
 イケ		5,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出 (6)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		2,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　関係河川使用者等は、「容認できない」「発電電力量の減少、発電需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなるため、同意できない」と主張されていることから実現性が低いと考えられる。
 ジツゲンセイ ヒク カンガ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは実現性が低いと考えられる。
 ジツゲンセイ ヒク カンガ





渇対_概略抽出 (6)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		3,100		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								②		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		2,800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○				
		今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　関係河川使用者等は、「容認できない」「発電電力量の減少、発電需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなるため、同意できない」と主張されていることから実現性が低いと考えられる。
 ジツゲンセイ ヒク カンガ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		8,100		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								③		7.ため池
 イケ		5,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは実現性が低いと考えられる。
 ジツゲンセイ ヒク カンガ





利水_概略抽出 (5)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		2,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　同じ対策案を立案した新丸山ダムの関係地方公共団体からなる検討の場において、対象ダムの施設管理者より、「貴重な既設水力発電所の容量買い上げは、供給責任を担う弊社として容認できない［関西電力(株)］」、「木曽川水系の水力発電所の発電電力量の減少、電力需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなる発電容量の買い上げには同意することはできません［中部電力(株)］」とのご意見をいただいており、発電容量の買い上げを行うことは困難。
 オナ タイサクアン リツアン シン マルヤマ カンケイ チホウ コウキョウ ダンタイ ケントウ バ タイショウ シセツ カンリシャ キチョウ キセツ スイリョク ハツデンショ ヨウリョウ カ ア キョウキュウ セキニン ニナ ヘイシャ ヨウニン カンサイ デンリョク カブ キソガワ スイケイ スイリョク ハツデンショ ハツデン デンリョクリョウ ゲンショウ デンリョク ジュキュウ チョウセイ ノウリョク テイカ トウ エイキョウ オヨ ハツデン ヨウリョウ カ ア ドウイ チュウブ デンリョク カブ イケン ハツデン ヨウリョウ カ ア オコナ コンナン

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		×		・コスト
・実現性 ジツゲンセイ		・コストが極めて高い。
・地下水の取水量の増加に伴う地盤沈下が懸念されるため、現地における十分な調査が必要である。
・井戸を新設するを設置する988箇所の土地所有者との調整が必要となるため、関係者の理解や地域の合意形成に相当の時間を要する。
 キワ タカ チカスイ シュスイリョウ ゾウカ トモナ ジバン チンカ ケネン ゲンチ ジュウブン チョウサ ヒツヨウ イド シンセツ

								③		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト
・実現性		・コストが極めて高い。
・ため池を新設するを設置する5,900箇所の土地所有者との調整が必要となるため、関係者の理解や地域の合意形成に相当の時間を要する。
 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






渇対_概略抽出 (5)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		3,100		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		3,100		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		×		・コスト		・コストが極めて高い
 キワ タカ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　同じ対策案を立案した新丸山ダムの関係地方公共団体からなる検討の場において、対象ダムの施設管理者より、「貴重な既設水力発電所の容量買い上げは、供給責任を担う弊社として容認できない［関西電力(株)］」、「木曽川水系の水力発電所の発電電力量の減少、電力需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなる発電容量の買い上げには同意することはできません［中部電力(株)］」とのご意見をいただいており、発電容量の買い上げを行うことは困難。
 オナ タイサクアン リツアン シン マルヤマ カンケイ チホウ コウキョウ ダンタイ ケントウ バ タイショウ シセツ カンリシャ キチョウ キセツ スイリョク ハツデンショ ヨウリョウ カ ア キョウキュウ セキニン ニナ ヘイシャ ヨウニン カンサイ デンリョク カブ キソガワ スイケイ スイリョク ハツデンショ ハツデン デンリョクリョウ ゲンショウ デンリョク ジュキュウ チョウセイ ノウリョク テイカ トウ エイキョウ オヨ ハツデン ヨウリョウ カ ア ドウイ チュウブ デンリョク カブ イケン ハツデン ヨウリョウ カ ア オコナ コンナン

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		8,100		×		・コスト
・実現性 ジツゲンセイ		・コストが極めて高い
・地下水の取水量の増加に伴う地盤沈下が懸念されるため、現地における十分な調査が必要である。
・井戸を新設するを設置する3,950箇所の土地所有者との調整が必要となるため、関係者の理解や地域の合意形成に相当の時間を要する。
 キワ タカ

								③		7.ため池
 イケ		5,100		×		・コスト
・実現性		・コストが極めて高い。
・ため池を新設するを設置する4,500箇所の土地所有者との調整が必要となるため、関係者の理解や地域の合意形成に相当の時間を要する。
 キワ タカ

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○		・コスト
				今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






利水_概略抽出 (4)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






利水_概略抽出 (3)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。


				河道・流域での方策
（組合せ） カドウ リュウイキ ホウサク クミアワ				①		11.河道外貯留施設
＋ダム再開発（秋神ダム）
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ サイカイハツ アキガミ		3,600		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		12.ダム再開発（笠置・秋神ダム）
＋地下水取水
 サイカイハツ カサギ アキガミ チカスイ シュスイ		1,600		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出 (2)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。


				河道・流域での方策
（組合せ） カドウ リュウイキ ホウサク クミアワ				①		11.河道外貯留施設
＋ダム再開発（秋神ダム）
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ サイカイハツ アキガミ		3,600		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		12.ダム再開発（笠置・秋神ダム）
＋地下水取水
 サイカイハツ カサギ アキガミ チカスイ シュスイ		1,600		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		13.地下水取水
＋ダム再開発（秋神ダム）
 チカスイ シュスイ サイカイハツ アキガミ		1,700		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								④		14.ため池
＋ダム再開発（秋神ダム）
 イケ サイカイハツ アキガミ		3,800		×		・コスト		・コストが②③より高い タカ





利水_概略抽出



				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		1,400		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2200		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






渇対_概略抽出 (4)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		1,800		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		1,400		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		5,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制区域では、条例で一定規模以上の井戸の新設や揚水量の抑制等に努めており、観測地域では、自主規制として採取基準の設定や揚水量の削減等に努めている。木曽川の中上流域は、地下水に恵まれていない等、木曽川沿線において渇水時に新たな地下水を取水することは困難。 ノウビ ヘイヤ ジバン チンカ ボウシ トウ タイサク ヨウコウ キセイ クイキ ジョウレイ イッテイ キボ イジョウ イド シンセツ ヨウスイリョウ ヨクセイ トウ ツト カンソク チイキ ジシュ キセイ サイシュ キジュン セッテイ ヨウスイリョウ サクゲン トウ ツト キソガワ チュウジョウリュウイキ チカスイ メグ ナド キソガワ エンセン カッスイジ アラ チカスイ シュスイ コンナン

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。





渇対_概略抽出 (3)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		1,800		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		1,400		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		5,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制区域では、条例で一定規模以上の井戸の新設や揚水量の抑制等に努めており、観測地域では、自主規制として採取基準の設定や揚水量の削減等に努めている。木曽川の中上流域は、地下水に恵まれていない等、木曽川沿線において渇水時に新たな地下水を取水することは困難。 ノウビ ヘイヤ ジバン チンカ ボウシ トウ タイサク ヨウコウ キセイ クイキ ジョウレイ イッテイ キボ イジョウ イド シンセツ ヨウスイリョウ ヨクセイ トウ ツト カンソク チイキ ジシュ キセイ サイシュ キジュン セッテイ ヨウスイリョウ サクゲン トウ ツト キソガワ チュウジョウリュウイキ チカスイ メグ ナド キソガワ エンセン カッスイジ アラ チカスイ シュスイ コンナン

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。

				河道・流域での方策
（組合せ） カドウ リュウイキ ホウサク クミアワ				①		10.河道外貯留施設
＋ダム再開発（秋神ダム）
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ サイカイハツ アキガミ		3,800		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		11.ダム再開発（笠置・秋神ダム）
＋ため池 サイカイハツ カサギ アキガミ イケ		1,900		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出 (2)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		1,800		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		1,400		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		5,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制区域では、条例で一定規模以上の井戸の新設や揚水量の抑制等に努めており、観測地域では、自主規制として採取基準の設定や揚水量の削減等に努めている。木曽川の中上流域は、地下水に恵まれていない等、木曽川沿線において渇水時に新たな地下水を取水することは困難。 ノウビ ヘイヤ ジバン チンカ ボウシ トウ タイサク ヨウコウ キセイ クイキ ジョウレイ イッテイ キボ イジョウ イド シンセツ ヨウスイリョウ ヨクセイ トウ ツト カンソク チイキ ジシュ キセイ サイシュ キジュン セッテイ ヨウスイリョウ サクゲン トウ ツト キソガワ チュウジョウリュウイキ チカスイ メグ ナド キソガワ エンセン カッスイジ アラ チカスイ シュスイ コンナン

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。

				河道・流域での方策
（組合せ） カドウ リュウイキ ホウサク クミアワ				①		10.河道外貯留施設
＋ダム再開発（秋神ダム）
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ サイカイハツ アキガミ		3,800		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		11.ダム再開発（笠置・秋神ダム）
＋ため池 サイカイハツ カサギ アキガミ イケ		1,900		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		12.ため池
＋ダム再開発（秋神ダム）
 イケ サイカイハツ アキガミ		3,000		×		・コスト		・コストが②より高い タカ





渇対_概略抽出

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		未算出 ミ サンシュツ		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		未算出 ミ サンシュツ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		5,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制区域では、条例で一定規模以上の井戸の新設や揚水量の抑制等に努めており、観測地域では、自主規制として採取基準の設定や揚水量の削減等に努めている。木曽川の中上流域は、地下水に恵まれていない等、木曽川沿線において渇水時に新たな地下水を取水することは困難。
 ノウビ ヘイヤ ジバン チンカ ボウシ トウ タイサク ヨウコウ キセイ クイキ ジョウレイ イッテイ キボ イジョウ イド シンセツ ヨウスイリョウ ヨクセイ トウ ツト カンソク チイキ ジシュ キセイ サイシュ キジュン セッテイ ヨウスイリョウ サクゲン トウ ツト キソガワ チュウジョウリュウイキ チカスイ メグ ナド キソガワ エンセン カッスイジ アラ チカスイ シュスイ コンナン

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。
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利水_概略抽出170217 (評価軸残る)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9.ダム使用権の振替 シヨウケン フリカエ		約1,500 ヤク		○

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		約3,000 ヤク		○

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○

								③		7.ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

								②		5.利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○





渇対_概略抽出170217 (評価軸残る)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8.ダム使用権等の振替＋ダム再開発
＋ため池
 シヨウケン トウ フリカエ サイカイハツ イケ		約2,600 ヤク		○

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		約2,100 ヤク		○				


								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約8,000 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								③		7.ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ		概略評価で棄却

 ガイリャク ヒョウカ キキャク

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						意見聴取後棄却
（予定）
 イケン チョウシュ ゴ キキャク ヨテイ

								②		5.治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○





利水_概略抽出 (追加案なし)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約3,600 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								②		対策案3　		他用途ダム容量の買い上げ タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案9		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		不確定 ＋
約1,300 ※ ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				④		対策案1		河道外貯留施設(貯水池) カドウ ガイ チョリュウ シセツ チョスイチ		約5,000 ヤク		×		・コスト		・コストが⑤よりも高い。 タカ

								⑤		対策案6		地下水取水 チカスイ シュスイ		約1,900 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑥		対策案7		ため池 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが⑤よりも高い。 タカ

								⑦		対策案8		海水淡水化 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト		・コストが⑤よりも高い。 タカ

								⑧		対策案10		既得水利の合理化・転用 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑨		対策案4		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限を行う場合があるため、安定的な導水は困難。 ヘイセイ ガンネンド イコウ キソガワ バアイ アンテイテキ ドウスイ

								⑩		対策案5		利水単独導水施設 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ



				現計画　　木曽川水系連絡導水路 ゲン ケイカク キソガワ スイケイ レンラク ドウスイロ								総概算コスト　　　点検中（現計画　約400億円） ソウ ガイサン





渇対_概略抽出 (追加案なし)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）＋導水施設(揖斐川→長良川) サイカイハツ ア		約2,300 ヤク		×		・コスト		・コストが③案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3		他用途ダム容量の買い上げ タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案8		ダム使用権等の振替＋導水施設(揖斐川→長良川) シヨウケン トウ フリカエ		約2,100 ※1 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				④		対策案1		河道外貯留施設(貯水池)＋導水施設(揖斐川→長良川) カドウ ガイ チョリュウ シセツ チョスイチ		約4,300 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑤		対策案6		地下水取水＋導水施設(揖斐川→長良川) チカスイ シュスイ		約6,100 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								⑥		対策案7		ため池＋導水施設(揖斐川→長良川) イケ		約4,400 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								⑦		対策案9		既得水利の合理化・転用 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑧		対策案4		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限を行う場合があり、異常渇水時に緊急水の補給を行うことは困難。 ヘイセイ ガンネンド イコウ バアイ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ

								⑨		対策案5		治水単独導水施設 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								※総概算コストには、ダム使用権等の振替費用は含まれていない ソウ ガイサン シヨウ ケン トウ フリカエ ヒヨウ フク





利水_概略抽出180906

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約3,600 ヤク		×		・コスト		・コストが③案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量） タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋地下水取水 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ チカスイ シュスイ		約2,200 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

								④		対策案9-1		ダム使用権等の振替（木曽川4ダム） シヨウケン トウ フリカエ キソガワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

								⑤		対策案9-2		ダム使用権等の振替（長良川河口堰） シヨウケン トウ フリカエ ナガラ カワ カコウゼキ		約1,300 ※ ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑥		対策案1		河道外貯留施設 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,000 ヤク		×		・コスト		・コストが⑦案よりも高い。 アン タカ

								⑦		対策案6		地下水取水 チカスイ シュスイ		約1,900 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑧		対策案7		ため池 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが⑦案よりも高い。 アン タカ

								⑨		対策案8		海水淡水化 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト		・コストが⑦案よりも高い。 アン タカ

								⑩		対策案10		既得水利の合理化・転用 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑪		対策案4		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限を行う場合があるため、安定的な導水は困難。 ヘイセイ ガンネンド イコウ キソガワ バアイ アンテイテキ ドウスイ

								⑫		対策案5		利水単独導水施設 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								※総概算コストには、ダム使用権等の振替費用は含まれていない ソウ ガイサン シヨウ ケン トウ フリカエ ヒヨウ フク





渇対_概略抽出180906

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）＋導水施設(揖斐川→長良川) サイカイハツ ア		約2,300 ヤク		×		・コスト		・コストが③案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量） タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋導水施設(揖斐川→長良川) タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ		約2,200 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								④		対策案8-1		ダム使用権等の振替（木曽川4ダム） シヨウケン トウ フリカエ キソガワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑤		対策案8-2		ダム使用権等の振替（長良川河口堰）＋導水施設(揖斐川→長良川) シヨウケン トウ フリカエ ナガラ カワ カコウゼキ		約2,100 ※ ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑥		対策案1		河道外貯留施設＋導水施設(揖斐川→長良川) カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約4,300 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑦		対策案6		地下水取水＋導水施設(揖斐川→長良川) チカスイ シュスイ		約6,100 ヤク		×		・コスト		・コストが⑥案よりも高い。 アン タカ

								⑧		対策案7		ため池＋導水施設(揖斐川→長良川) イケ		約4,400 ヤク		×		・コスト		・コストが⑥案よりも高い。 アン タカ

								⑨		対策案9		既得水利の合理化・転用 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では平成元年度以降16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限を行う場合があり、異常渇水時に緊急水の補給を行うことは困難。 ヘイセイ ガンネンド イコウ バアイ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ

								⑪		対策案5		治水単独導水施設 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								※総概算コストには、ダム使用権等の振替費用は含まれていない ソウ ガイサン シヨウ ケン トウ フリカエ ヒヨウ フク





利水_概略抽出1710２３

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）
 サイカイハツ ア		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋ため池
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ イケ		約2,500 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								④		対策案9		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案1		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑧		対策案8		海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑨		対策案10		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4-1		水系間導水（矢作川） スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年29年間で16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限が行われるため、安定的に利水補給を行うことが困難であるため。 キソガワ アンテイテキ リスイ

								⑪		対策案4-2		水系間導水（琵琶湖）
 スイケイ カン ドウスイ ビワコ		約1,200 ヤク		×		・コスト		・コストが⑫案より高い。 アン タカ

								⑫		対策案5		利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出171023

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約2,100 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ		約2,500 ヤク		×		・コスト		・コストが①案よりも高い。 アン タカ

								④		対策案8		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが①案よりも高い。 アン タカ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案１		河道外貯留施設＋ダム使用権等の振替
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ トウ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑥		対策案6		地下水取水＋ダム使用権等の振替
 チカスイ シュスイ シヨウケン フリカエ		約6,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑦		対策案7		ため池＋ダム使用権等の振替
 イケ		約5,000 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑧		対策案9		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑨		対策案4-1		水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年29年間で16回の取水制限が行われており、隣り合う水系の木曽川とは、同じような時期に取水制限が行われるため、異常渇水時に緊急水の補給を行うことが困難であるため。 イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4-2		水系間導水（琵琶湖）
 スイケイ カン ドウスイ ビワコ		約1,900 ヤク		×		・コスト		・コストが⑪案よりも高い。 アン タカ

								⑪		対策案5		治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





→古い資料





渇対_概略抽出170９

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約2,100 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ		約2500
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが①よりも高い タカ

								④		対策案8		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約2,900 ヤク		×		・コスト		・コストが①よりも高い タカ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案１		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約7,800 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑧		対策案9		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑨		対策案4		水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年27年間で15回の取水制限が実施されており、渇水が頻発。また、隣り合う水系であるため同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。 ヤハギガワ キンネン ネンカン カイ シュスイ セイゲン ジッシ カッスイ ヒンパツ トナ ア スイケイ オナ ジキ シュスイ セイゲン カッスイジ アラ ドウスイ コンナン

								⑩		対策案5		治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出1709

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）
 サイカイハツ ア		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋ため池
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ イケ		約2,600
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								④		対策案9		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案1		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが⑥案より高い。 アン タカ

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑧		対策案8		海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑨		対策案10		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4-1		水系間導水（矢作川）＋ダム再開発（かさ上げ）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ サイカイハツ		約2,300
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが⑫案より高い。 アン タカ

								⑪		対策案4-2		水系間導水（庄内川）＋ダム再開発（かさ上げ）
 スイケイ カン ドウスイ ショウナイ カワ サイカイハツ		約2,100
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが⑫案より高い。 アン タカ

								⑫		対策案5		利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出170615

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ）
 サイカイハツ ア		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）＋ため池
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ イケ		約2,300
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが④案よりも高い。 アン タカ

								④		対策案9		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案1		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約3,300 ヤク		×		・コスト		・コストが⑥案より高い。 アン タカ

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑧		対策案8		海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑨		対策案10		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				⑩		対策案4		水系間導水（矢作川）＋ダム再開発（かさ上げ）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ サイカイハツ		約1,600 ヤク		×		・コスト		・コストが⑪案より高い。 アン タカ

								⑪		対策案5		利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出170615

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ										総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		対策案2　		ダム再開発（かさ上げ） サイカイハツ ア		約2,100 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		対策案3-1　		他用途ダム容量の買い上げ（発電容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア ハツデン ヨウリョウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		対策案3-2　		他用途ダム容量の買い上げ（治水容量）
 タヨウト ヨウリョウ カ ア チスイ ヨウリョウ		約2300
（P) ヤク		×		・コスト		・コストが①よりも高い タカ

								④		対策案8		ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		約2,900 ヤク		×		・コスト		・コストが①よりも高い タカ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				⑤		対策案１		河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								⑥		対策案6		地下水取水
 チカスイ シュスイ		約7,800 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								⑦		対策案7		ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑧		対策案9		既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				⑨		対策案4		水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年27年間で15回の取水制限が実施されており、渇水が頻発。また、隣り合う水系であるため同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。 ヤハギガワ キンネン ネンカン カイ シュスイ セイゲン ジッシ カッスイ ヒンパツ トナ ア スイケイ オナ ジキ シュスイ セイゲン カッスイジ アラ ドウスイ コンナン

								⑩		対策案5		治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出170518

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		約3,000 ヤク		×		・コスト		・コストが③案よりも高い。 アン タカ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								③		9.ダム使用権の振替 シヨウケン フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

				流域での方策 リュウイキ ホウサク						1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

										6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

										7.ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

										8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

										10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク						4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年27年間で15回の取水制限が実施されており、渇水が頻発。また、隣り合う水系であるため同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。 ヤハギガワ キンネン ネンカン カイ シュスイ セイゲン ジッシ カッスイ ヒンパツ トナ ア スイケイ オナ ジキ シュスイ セイゲン カッスイジ アラ ドウスイ コンナン

										5.利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出170518

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での方策 カセン ホウサク				①		2.ダム再開発 サイカイハツ		約2,100 ヤク		○				
		今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		8.ダム使用権等の振替 シヨウケン トウ フリカエ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・既設の水資源開発施設の近年最大渇水時供給可能量（H6)は、全体では現在の水利権量に対して約22.1m3/s不足しており、振替は困難。 キセツ ミズシゲン カイハツ シセツ キンネン サイダイ カツ スイ ジ キョウキュウ カノウリョウ ゼンタイ ゲンザイ スイリケン リョウ タイ ヤク フソク フリカエ コンナン

				流域での方策 リュウイキ ホウサク						1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

										6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約7,800 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

										7.ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

										9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク						4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		・矢作川では近年27年間で15回の取水制限が実施されており、渇水が頻発。また、隣り合う水系であるため同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。 ヤハギガワ キンネン ネンカン カイ シュスイ セイゲン ジッシ カッスイ ヒンパツ トナ ア スイケイ オナ ジキ シュスイ セイゲン カッスイジ アラ ドウスイ コンナン

										5.治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出170217

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9.ダム使用権の振替 シヨウケン フリカエ		約1,500 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		約3,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約2,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		7.ため池
 イケ		約6,600 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		約12,900 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タカセン キョウキュウ ホウサク				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		5.利水単独導水施設
 シセツ		約700 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出170217

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8.ダム使用権等の振替＋ダム再開発
＋ため池
 シヨウケン トウ フリカエ サイカイハツ イケ		約2,600 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		約2,100 ヤク		○				
		今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		約5,700 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		約8,000 ヤク		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								③		7.ため池
 イケ		約5,100 ヤク		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給による
方策 タ カセン キョウキュウ ホウサク				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		5.治水単独導水施設
 チスイ タンドク ドウスイ シセツ		約1,000 ヤク		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出 (7)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9.ダム使用権の振替 シヨウケン フリカエ		1,500		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		2,400		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,200		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		5.利水単独導水路
		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出 (7)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8.ダム使用権の振替
 シヨウケン フリカエ		3,200		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,200		○				
		今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		6,800		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								③		7.ため池
 イケ		5,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイ カン ドウスイ ヤハギ カワ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出 (6)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		2,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。


								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　関係河川使用者等は、「容認できない」「発電電力量の減少、発電需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなるため、同意できない」と主張されていることから実現性が低いと考えられる。
 ジツゲンセイ ヒク カンガ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは実現性が低いと考えられる。
 ジツゲンセイ ヒク カンガ





渇対_概略抽出 (6)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		3,100		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								②		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		2,800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○				
		今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　関係河川使用者等は、「容認できない」「発電電力量の減少、発電需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなるため、同意できない」と主張されていることから実現性が低いと考えられる。
 ジツゲンセイ ヒク カンガ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		8,100		×		・コスト
		・コストが極めて高い キワ タカ

								③		7.ため池
 イケ		5,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは実現性が低いと考えられる。
 ジツゲンセイ ヒク カンガ





利水_概略抽出 (5)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発
 サイカイハツ		2,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　同じ対策案を立案した新丸山ダムの関係地方公共団体からなる検討の場において、対象ダムの施設管理者より、「貴重な既設水力発電所の容量買い上げは、供給責任を担う弊社として容認できない［関西電力(株)］」、「木曽川水系の水力発電所の発電電力量の減少、電力需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなる発電容量の買い上げには同意することはできません［中部電力(株)］」とのご意見をいただいており、発電容量の買い上げを行うことは困難。
 オナ タイサクアン リツアン シン マルヤマ カンケイ チホウ コウキョウ ダンタイ ケントウ バ タイショウ シセツ カンリシャ キチョウ キセツ スイリョク ハツデンショ ヨウリョウ カ ア キョウキュウ セキニン ニナ ヘイシャ ヨウニン カンサイ デンリョク カブ キソガワ スイケイ スイリョク ハツデンショ ハツデン デンリョクリョウ ゲンショウ デンリョク ジュキュウ チョウセイ ノウリョク テイカ トウ エイキョウ オヨ ハツデン ヨウリョウ カ ア ドウイ チュウブ デンリョク カブ イケン ハツデン ヨウリョウ カ ア オコナ コンナン

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		×		・コスト
・実現性 ジツゲンセイ		・コストが極めて高い。
・地下水の取水量の増加に伴う地盤沈下が懸念されるため、現地における十分な調査が必要である。
・井戸を新設するを設置する988箇所の土地所有者との調整が必要となるため、関係者の理解や地域の合意形成に相当の時間を要する。
 キワ タカ チカスイ シュスイリョウ ゾウカ トモナ ジバン チンカ ケネン ゲンチ ジュウブン チョウサ ヒツヨウ イド シンセツ

								③		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト
・実現性		・コストが極めて高い。
・ため池を新設するを設置する5,900箇所の土地所有者との調整が必要となるため、関係者の理解や地域の合意形成に相当の時間を要する。
 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト
		・コストが極めて高い。
 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






渇対_概略抽出 (5)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの		①		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		3,100		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		3,100		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		×		・コスト		・コストが極めて高い
 キワ タカ

								②		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　同じ対策案を立案した新丸山ダムの関係地方公共団体からなる検討の場において、対象ダムの施設管理者より、「貴重な既設水力発電所の容量買い上げは、供給責任を担う弊社として容認できない［関西電力(株)］」、「木曽川水系の水力発電所の発電電力量の減少、電力需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなる発電容量の買い上げには同意することはできません［中部電力(株)］」とのご意見をいただいており、発電容量の買い上げを行うことは困難。
 オナ タイサクアン リツアン シン マルヤマ カンケイ チホウ コウキョウ ダンタイ ケントウ バ タイショウ シセツ カンリシャ キチョウ キセツ スイリョク ハツデンショ ヨウリョウ カ ア キョウキュウ セキニン ニナ ヘイシャ ヨウニン カンサイ デンリョク カブ キソガワ スイケイ スイリョク ハツデンショ ハツデン デンリョクリョウ ゲンショウ デンリョク ジュキュウ チョウセイ ノウリョク テイカ トウ エイキョウ オヨ ハツデン ヨウリョウ カ ア ドウイ チュウブ デンリョク カブ イケン ハツデン ヨウリョウ カ ア オコナ コンナン

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが極めて高い キワ タカ

								②		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		8,100		×		・コスト
・実現性 ジツゲンセイ		・コストが極めて高い
・地下水の取水量の増加に伴う地盤沈下が懸念されるため、現地における十分な調査が必要である。
・井戸を新設するを設置する3,950箇所の土地所有者との調整が必要となるため、関係者の理解や地域の合意形成に相当の時間を要する。
 キワ タカ

								③		7.ため池
 イケ		5,100		×		・コスト
・実現性		・コストが極めて高い。
・ため池を新設するを設置する4,500箇所の土地所有者との調整が必要となるため、関係者の理解や地域の合意形成に相当の時間を要する。
 キワ タカ

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○		・コスト
				今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






利水_概略抽出 (4)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,100		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								②		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






利水_概略抽出 (3)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。


				河道・流域での方策
（組合せ） カドウ リュウイキ ホウサク クミアワ				①		11.河道外貯留施設
＋ダム再開発（秋神ダム）
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ サイカイハツ アキガミ		3,600		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		12.ダム再開発（笠置・秋神ダム）
＋地下水取水
 サイカイハツ カサギ アキガミ チカスイ シュスイ		1,600		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





利水_概略抽出 (2)

				◆概略評価による抽出＿利水対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リスイ タイサクアン

				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ		1,500		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ		800		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2,500		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト		・コストが極めて高い。 キワ タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.利水単独導水路
 リスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。


				河道・流域での方策
（組合せ） カドウ リュウイキ ホウサク クミアワ				①		11.河道外貯留施設
＋ダム再開発（秋神ダム）
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ サイカイハツ アキガミ		3,600		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		12.ダム再開発（笠置・秋神ダム）
＋地下水取水
 サイカイハツ カサギ アキガミ チカスイ シュスイ		1,600		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		13.地下水取水
＋ダム再開発（秋神ダム）
 チカスイ シュスイ サイカイハツ アキガミ		1,700		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								④		14.ため池
＋ダム再開発（秋神ダム）
 イケ サイカイハツ アキガミ		3,800		×		・コスト		・コストが②③より高い タカ





利水_概略抽出



				利水対策案（実施内容） リスイ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		9-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		1,400		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		9-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,000		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		6,600		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		2200		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								④		8.海水淡水化
 カイスイ タンスイカ		12,900		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								⑤		10.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		700		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






渇対_概略抽出 (4)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		1,800		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		1,400		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		5,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制区域では、条例で一定規模以上の井戸の新設や揚水量の抑制等に努めており、観測地域では、自主規制として採取基準の設定や揚水量の削減等に努めている。木曽川の中上流域は、地下水に恵まれていない等、木曽川沿線において渇水時に新たな地下水を取水することは困難。 ノウビ ヘイヤ ジバン チンカ ボウシ トウ タイサク ヨウコウ キセイ クイキ ジョウレイ イッテイ キボ イジョウ イド シンセツ ヨウスイリョウ ヨクセイ トウ ツト カンソク チイキ ジシュ キセイ サイシュ キジュン セッテイ ヨウスイリョウ サクゲン トウ ツト キソガワ チュウジョウリュウイキ チカスイ メグ ナド キソガワ エンセン カッスイジ アラ チカスイ シュスイ コンナン

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。





渇対_概略抽出 (3)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		1,800		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		1,400		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		5,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制区域では、条例で一定規模以上の井戸の新設や揚水量の抑制等に努めており、観測地域では、自主規制として採取基準の設定や揚水量の削減等に努めている。木曽川の中上流域は、地下水に恵まれていない等、木曽川沿線において渇水時に新たな地下水を取水することは困難。 ノウビ ヘイヤ ジバン チンカ ボウシ トウ タイサク ヨウコウ キセイ クイキ ジョウレイ イッテイ キボ イジョウ イド シンセツ ヨウスイリョウ ヨクセイ トウ ツト カンソク チイキ ジシュ キセイ サイシュ キジュン セッテイ ヨウスイリョウ サクゲン トウ ツト キソガワ チュウジョウリュウイキ チカスイ メグ ナド キソガワ エンセン カッスイジ アラ チカスイ シュスイ コンナン

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。

				河道・流域での方策
（組合せ） カドウ リュウイキ ホウサク クミアワ				①		10.河道外貯留施設
＋ダム再開発（秋神ダム）
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ サイカイハツ アキガミ		3,800		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		11.ダム再開発（笠置・秋神ダム）
＋ため池 サイカイハツ カサギ アキガミ イケ		1,900		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ





渇対_概略抽出 (2)

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		1,800		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		1,400		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		5,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制区域では、条例で一定規模以上の井戸の新設や揚水量の抑制等に努めており、観測地域では、自主規制として採取基準の設定や揚水量の削減等に努めている。木曽川の中上流域は、地下水に恵まれていない等、木曽川沿線において渇水時に新たな地下水を取水することは困難。 ノウビ ヘイヤ ジバン チンカ ボウシ トウ タイサク ヨウコウ キセイ クイキ ジョウレイ イッテイ キボ イジョウ イド シンセツ ヨウスイリョウ ヨクセイ トウ ツト カンソク チイキ ジシュ キセイ サイシュ キジュン セッテイ ヨウスイリョウ サクゲン トウ ツト キソガワ チュウジョウリュウイキ チカスイ メグ ナド キソガワ エンセン カッスイジ アラ チカスイ シュスイ コンナン

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。

				河道・流域での方策
（組合せ） カドウ リュウイキ ホウサク クミアワ				①		10.河道外貯留施設
＋ダム再開発（秋神ダム）
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ サイカイハツ アキガミ		3,800		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		11.ダム再開発（笠置・秋神ダム）
＋ため池 サイカイハツ カサギ アキガミ イケ		1,900		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。
 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		12.ため池
＋ダム再開発（秋神ダム）
 イケ サイカイハツ アキガミ		3,000		×		・コスト		・コストが②より高い タカ





渇対_概略抽出

				◆概略評価による抽出＿流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 ガイリャク ヒョウカ チュウシュツ リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイ ドキ キンキュウ ミズ ホキュウ タイサクアン

				流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）
対策案（実施内容） リュウスイ セイジョウ キノウ イジ イジョウ カッスイジ キンキュウ スイ ホキュウ タイサクアン ジッシ ナイヨウ								総概算
コスト
（億円） ソウ ガイサン オクエン		判定 ハンテイ		不適当と考えられる評価軸とその内容 フテキトウ カンガ ヒョウカジク ナイヨウ				備考 ビコウ

				河川での
方策 カセン ホウサク		新たな整備が必要なもの アラ セイビ ヒツヨウ		①		3.他用途ダム容量の買い上げ
 タヨウト ヨウリョウ カ ア		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		8-1.ダム使用権の振替（長良川河口堰＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ ナガラガワ カコウゼキ ドウスイロ サイカイハツ		未算出 ミ サンシュツ		×		・コスト		・コストが③より高い タカ

								③		8-2.ダム使用権の振替（岩屋ダムから長良川河口堰への供給振替、岩屋ダム利水容量確保＋導水路）＋ダム再開発
 シヨウケン フリカエ イワヤ ナガラガワ カコウゼキ キョウキュウ フ カ イワヤ リスイ ヨウリョウ カクホ ドウスイロ サイカイハツ		未算出 ミ サンシュツ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

						既存施設の再利用 キゾン シセツ サイリヨウ		①		2.ダム再開発 サイカイハツ		2,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				流域での方策 リュウイキ ホウサク				①		1.河道外貯留施設
 カドウ ガイ チョリュウ シセツ		5,300		×		・コスト		・コストが②より高い タカ

								②		7.ため池
 イケ		5,100		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								③		6.地下水取水
 チカスイ シュスイ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制区域では、条例で一定規模以上の井戸の新設や揚水量の抑制等に努めており、観測地域では、自主規制として採取基準の設定や揚水量の削減等に努めている。木曽川の中上流域は、地下水に恵まれていない等、木曽川沿線において渇水時に新たな地下水を取水することは困難。
 ノウビ ヘイヤ ジバン チンカ ボウシ トウ タイサク ヨウコウ キセイ クイキ ジョウレイ イッテイ キボ イジョウ イド シンセツ ヨウスイリョウ ヨクセイ トウ ツト カンソク チイキ ジシュ キセイ サイシュ キジュン セッテイ ヨウスイリョウ サクゲン トウ ツト キソガワ チュウジョウリュウイキ チカスイ メグ ナド キソガワ エンセン カッスイジ アラ チカスイ シュスイ コンナン

								④		9.既得水利の合理化・転用
 キトク スイリ ゴウリカ テンヨウ		不確定 フカクテイ		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

				他河川からの供給 タカセン キョウキュウ				①		5.治水単独導水路
 チスイ タンドク ドウスイロ		1,000		○						今後、関係河川使用者等へ意見聴取を行う。 コンゴ カンケイ カセン シヨウシャ トウ イケン チョウシュ オコナ

								②		4.水系間導水（矢作川）
 スイケイカン ドウスイ ヤハギガワ		不確定 フカクテイ		×		・実現性 ジツゲンセイ		　矢作川では、平成2年から平成26年の25年間で12回（年単位で算出）の取水制限が実施され渇水が頻発。また、隣り合う水系のため、同じような時期に取水制限となることがあるため、渇水時に新たに導水することは困難。






Sheet1







概略評価による利水対策案の抽出結果

今後、現計画（木曽川水系連絡導水路）と抽出した６案について意見聴取を行い、土地等所有者等関係者の協力や同意の見通しなどの実現性、
事業地や周辺の地域社会への影響を把握するとともに、環境への影響など科学的合理性の見地から評価軸ごとの検討を加えた上で総合的な評価
を行う。
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利水対策案

現計画 1 2 3 4 5 6 7


170900利水対策案 (追加案なし)

		

																						利水対策案 リスイタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11		11						13		12						16		13

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面での対応 キョウキュウメンタイオウ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																																																																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ

																																ダム再開発
（かさ上げ） サイカイハツア

																																								他用途ダム容量
の買い上げ タヨウトヨウリョウカア																																																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ																																																																								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア

																																																								利水単独
導水施設 リスイタンドクドウスイシセツ

																																																																地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																								ため池 イケ

																																																																																海水淡水化 カイスイタンスイカ																								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																ダム使用権等
の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ



&R&D



170900渇対対策案 (追加案なし)

		

																						流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 リュウスイセイジョウキノウイジイジョウカッスイジキンキュウスイホキュウタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面での対応 キョウキュウメンタイオウ																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ

																																ダム再開発
（かさ上げ） サイカイハツア

																																								他用途ダム容量
の買い上げ タヨウトヨウリョウカア

																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																																																								治水単独
導水施設 チスイタンドクドウスイシセツ

																																																																地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																								ため池 イケ

																水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																								ダム使用権等
の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ



&R&D



170900利水対策案

		

																						利水対策案 リスイタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3-1								3-2								4								5								6								7								8								9-1								9-2								10								11		11						13		12						16		13

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面での対応 キョウキュウメンタイオウ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																																																																																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ

																																ダム再開発
（かさ上げ） サイカイハツア

																																								他用途ダム容量
の買い上げ
（発電容量） タヨウトヨウリョウカアハツデンヨウリョウ								他用途ダム容量
の買い上げ
（治水容量) タヨウトヨウリョウカアチスイヨウリョウ																																																																																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																																																								水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ																																																																																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア

																																																																利水単独
導水施設 リスイタンドクドウスイシセツ

																																																地下水取水 チカスイシュスイ																								地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																																ため池 イケ

																																																																																								海水淡水化 カイスイタンスイカ																																海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																								ダム使用権等
の振替
(木曽川4ﾀﾞﾑ) シヨウケントウフカキソガワ								ダム使用権等
の振替
(長良川河口堰) シヨウケントウフカナガラガワカコウゼキ

																																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ



&R&D



170900渇対対策案

		

																						流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 リュウスイセイジョウキノウイジイジョウカッスイジキンキュウスイホキュウタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3-1								3-2								4								5								6								7										8-1								8-2						9

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面での対応 キョウキュウメンタイオウ																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ

																																ダム再開発
（かさ上げ） サイカイハツア

																																								他用途ダム容量
の買い上げ
（発電容量） タヨウトヨウリョウカアハツデンヨウリョウ								他用途ダム容量
の買い上げ
（治水容量) タヨウトヨウリョウカアチスイヨウリョウ

																																																								水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																								導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ								導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ																導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ																治水単独
導水施設 チスイタンドクドウスイシセツ								導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ								導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ																導水施設
(揖斐川→長良川) ドウスイシセツイビガワナガラガワ

																																																																								地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																																ため池 イケ

																水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																ダム使用権等
の振替 シヨウケントウフカ								ダム使用権等
の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ
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利水 ①

		

																						利水対策案 リスイタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11		11						13		12						16		13

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系
連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面の対応
（河川区域内） キョウキュウメンタイオウカセンクイキナイ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																																																																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ

																																利水単独
導水施設 リスイタンドクドウスイシセツ

																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																																																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																																																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																																																																								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア

								供給面の対応
（河川区域外）																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																																																																地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																								ため池 イケ

																																																																																海水
淡水化 カイスイタンスイカ																								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が
必要なもの																																																																																ダム使用権
等の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ
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利水 ②

		

																利水対策案 リスイタイサクアン

														14								15								22		16						17								26		18						19								29		20						21								22								33		23						24								25

																15

								検証対象 ケンショウタイショウ

								供給面の対応
（河川区域内） キョウキュウメンタイオウカセンクイキナイ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ

																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア																他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア								他用途ダム容量の
買い上げ タヨウトヨウリョウカア

								供給面の対応
（河川区域外）

																海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ								海水
淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が
必要なもの

																																								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ
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（旧）異常渇水時の緊急水 

		

																						流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 リュウスイセイジョウキノウイジイジョウカッスイジキンキュウスイホキュウタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11								12								13								14

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面の対応
（河川区域内） キョウキュウメンタイオウカセンクイキナイ																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ																																																																																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイイケ																河道外貯留施設
（貯水） カドウガイチョリュウシセツチョスイ

																																治水単独導水施設 チスイタンドクドウスイシセツ

																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																																																																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
大井ダム・笠置ダム サイカイハツアクッサクオオイカサギ

																																																他用途ダム容量の買い上げ タヨウトヨウリョウカア

								供給面の対応
（河川区域外）																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																																																																地下水取水 チカスイシュスイ

																																																																								ため池 イケ

																																																																																海水淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																ダム使用
権等の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ

								総コスト（丸め） ソウマル								500								800								800								700								不確定 フカクテイ								不確定 フカクテイ								不確定 フカクテイ								600								2,100								不確定 フカクテイ								600								600								1,200								600								1,300						－

								開口部水位 カイコウブスイイ								　								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ								整備計画水位より上昇 セイビケイカクスイイジョウショウ

								霞開口部の水位上昇の理由 カスミカイコウブスイイジョウショウリユウ																																嵩上げ案はHWLを上昇させるため、霞開口部水位は整備計画よりも上昇する。
整備計画よりも安全度が低下するため、輪中堤で家屋を守る。 カサアアンジョウショウカスミカイコウブスイイセイビケイカクジョウショウ

								輪中堤 ワジュウテイ																																同④～⑧ ドウ

								地役権 チエキケン																																同④～⑧ ドウ

								周囲堤

用地買収 シュウイテイヨウチバイシュウ

								個別ケースの説明 コベツセツメイ																																嵩上げは、用地費を節約するため、川表側に腹付けする カサアヨウチヒセツヤクカワオモテガワハラヅ																																								東上霞でカット。ダムカット量を確保可能なため、低水路拡幅は不要。
よって輪中堤案はあり得ない。 トウジョウカスミリョウカクホカノウテイスイロカクフクフヨウワジュウテイアンエ								東上霞でカット。ダムカット量を確保可能なため、低水路拡幅は不要。
よって輪中堤案はあり得ない。 トウジョウカスミリョウカクホカノウテイスイロカクフクフヨウワジュウテイアンエ																																低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン

								総コスト（合計） ソウゴウケイ								489								844								844								700								ー								ー								ー								591								2,105								ー								597								610								1,238								563								1,348

								残事業費 ザンジギョウヒ								412								801								801								630								ー								ー								ー								449								978								ー								532								513								828								488								898

								維持管理費 イジカンリヒ								77								43								43								70								ー								ー								ー								142								1,127								ー								65								97								410								75								450

								中止に伴う費用 チュウシトモナヒヨウ																0								0								0								ー								ー								ー								0								0								ー								0								0								0								0								0
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（旧）異常渇水時の緊急水

		

																						流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 リュウスイセイジョウキノウイジイジョウカッスイジキンキュウスイホキュウタイサクアン

														現計画 ゲンケイカク								1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20

								検証対象 ケンショウタイショウ								木曽川水系連絡導水路 キソガワスイケイレンラクドウスイロ

								供給面の対応
（河川区域内） キョウキュウメンタイオウカセンクイキナイ																河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																																																																河道外貯留施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ								河道外貯留
施設
（貯水池） カドウガイチョリュウシセツチョスイチ																																河道外貯留施設
（調整池） カドウガイチョリュウシセツチョウセイイケ								河道外貯留施設
（調整池） カドウガイチョリュウシセツチョウセイイケ								河道外貯留施設
（調整池） カドウガイチョリュウシセツチョウセイイケ								河道外貯留施設
（調整池） カドウガイチョリュウシセツチョウセイイケ

																																治水単独導水施設 チスイタンドクドウスイシセツ																																																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ

																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川中流ダム サイカイハツアクッサクキソガワチュウリュウ																																																																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ

																																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
木曽川上流及び支川ダム サイカイハツアクッサクキソガワジョウリュウオヨササガワ																																																																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ																								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ								ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ																ダム再開発
（かさ上げ・掘削）
飛騨川中流ダム サイカイハツアクッサクヒダガワチュウリュウ

																																																他用途ダム容量の買い上げ
木曽川上流ダム タヨウトヨウリョウカアキソガワジョウリュウ

																																																他用途ダム容量の買い上げ
飛騨川上流ダム タヨウトヨウリョウカアヒダガワジョウリュウ

								供給面の対応
（河川区域外）																																																水系間導水
（矢作川） スイケイカンドウスイヤハギガワ

																																																																地下水 チカスイ

																																																																								ため池 イケ

																																																																																海水淡水化 カイスイタンスイカ																																海水淡水化 カイスイタンスイカ																海水淡水化 カイスイタンスイカ																海水淡水化 カイスイタンスイカ								海水淡水化 カイスイタンスイカ																海水淡水化 カイスイタンスイカ								海水淡水化 カイスイタンスイカ

																水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン								水源林の
保全 スイゲンリンホゼン

								需要面・供給面での
総合的な対応が必要なもの																																																																																ダム使用
権等の振替 シヨウケントウフカ

																																																																																																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ																既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ								既得水利の
合理化・転用 キトクスイリゴウリカテンヨウ

																渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整
の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の
強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ								渇水調整の強化 カッスイチョウセイキョウカ

																節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク								節水対策 セッスイタイサク

																雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ								雨水・中水
利用 ウスイチュウスイリヨウ

								総コスト（丸め） ソウマル								500								800								800								700								不確定 フカクテイ								不確定 フカクテイ								不確定 フカクテイ								600								2,100								不確定 フカクテイ								600								600								800								1,200								600								600								600								600								600								1,300								1,300						－

								開口部水位 カイコウブスイイ								　								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ								整備計画水位より上昇 セイビケイカクスイイジョウショウ																																																																								霞開口部水位は整備計画水位に一致させる カスミカイコウブスイイセイビケイカクスイイイッチ

								霞開口部の水位上昇の理由 カスミカイコウブスイイジョウショウリユウ																																嵩上げ案はHWLを上昇させるため、霞開口部水位は整備計画よりも上昇する。
整備計画よりも安全度が低下するため、輪中堤で家屋を守る。 カサアアンジョウショウカスミカイコウブスイイセイビケイカクジョウショウ

								輪中堤 ワジュウテイ																																同④～⑧ ドウ

								地役権 チエキケン																																同④～⑧ ドウ

								周囲堤

用地買収 シュウイテイヨウチバイシュウ

								個別ケースの説明 コベツセツメイ																																嵩上げは、用地費を節約するため、川表側に腹付けする カサアヨウチヒセツヤクカワオモテガワハラヅ																																								東上霞でカット。ダムカット量を確保可能なため、低水路拡幅は不要。
よって輪中堤案はあり得ない。 トウジョウカスミリョウカクホカノウテイスイロカクフクフヨウワジュウテイアンエ								東上霞でカット。ダムカット量を確保可能なため、低水路拡幅は不要。
よって輪中堤案はあり得ない。 トウジョウカスミリョウカクホカノウテイスイロカクフクフヨウワジュウテイアンエ																																								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン								低水路拡幅と樹木伐採のみ。

昔の緑案 テイスイロカクフクジュモクバッサイムカシミドリアン

								総コスト（合計） ソウゴウケイ								489								844								844								700								ー								ー								ー								591								2,105								ー								597								610								844								1,238								563								563								563								563								563								1,348								1,348

								残事業費 ザンジギョウヒ								412								801								801								630								ー								ー								ー								449								978								ー								532								513								801								828								488								488								488								488								488								898								898

								維持管理費 イジカンリヒ								77								43								43								70								ー								ー								ー								142								1,127								ー								65								97								43								410								75								75								75								75								75								450								450

								中止に伴う費用 チュウシトモナヒヨウ																0								0								0								ー								ー								ー								0								0								ー								0								0								0								0								0								0								0								0								0								0								0



&R&D






	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	空白ページ

