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　水資源機構は、全国７水系において、水道用水、工業用水、農業用水を安定的に供給し人々の生活や産
業を支えるとともに、洪水から人々の生命や財産を守るという役割を担っています。この国民生活や経済
産業活動に欠かすことができない役割を果たすために、ダムや用水路などの施設を建設し、管理する業務
を行っています。
　また、施設の建設、管理業務の実施においては、自然環境への負荷や資源・エネルギーの消費が伴います。
このため、業務の実施にあたっては、環境の保全に配慮することに努めており、水質の保全、生物多様性
の保全、人と自然との豊かな触れ合い、さらには、良好な景観の形成、地球温暖化対策など様々な観点か
ら環境保全に取り組んでいます。
　水資源機構は、事業活動に伴う環境保全の取組状況をまとめ「環境報告書」を毎年公表しています。こ
の報告書では、水資源機構における環境保全の取組の基本姿勢、これを踏まえた環境保全の取組の計画を
示し、この計画に基づく環境保全の取組状況等を記載しています。
　平成23年度より、環境報告書の主な内容を紹介する概要版を作成しています。
　これからも環境保全の取組を一層充実させ、環境負荷の低減、良好な環境の保全と創出に努めてまいり
ます。
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環境報告書2013（概要版）

水資源機構は、「安全で良質な水を安定して安くお届けす
る」という経営理念のもと、水資源の開発や利用を目的と
した事業の実施にあたり、環境への負荷の少ない持続的発

環境保全の取組の基本姿勢
展が可能な社会の構築や地球環境保全に向けた取組を行
うことが社会的責務であるとの認識にたち、知識・経験・情
熱をもって環境保全に関する取組を進めています。

環境の保全に配慮した取組を推進します
●�環境に係る調査、環境への影響の予測と評
価、利水者のニーズなどを踏まえ、環境保全
に配慮した設計、施工、管理を実現するため
の取組を進めます。

●�省資源、省エネルギー、リサイクルに努め、
環境負荷の低減を図ります。

職員一人ひとりが積極的に環境保全に取り組みます
●�環境学習会、環境に関する研修を通じて、職
員の環境に対する意識と知識の向上を図り
ます。

●�環境学習会では、工事や調査の関係者、地域
の方々、利水者の参加を募り、地域環境の保
全に対する意識を多くの方々と共有します。

社会とのコミュニケーションを図ります
●�環境保全の取組状況を公表し、事業活動に
対する社会からの理解を得ていきます。

●�地域社会の一員として、環境保全活動を通
じて、社会とのコミュニケーションを図り
ます。

水資源機構では、環境保全の取組を継
続的に改善しながら推進していくため
に、ISO14001に基づく環境マネジメ
ントシステムを運用しており、PDCAサ
イクルにより、確実な目標の管理と毎年
度の継続的改善を図っています。
平成16年度に本社と筑後川局管内に
おいて運用を開始し、公共事業関係の独
立行政法人では最初となるISO14001
の認証登録を行いました。平成24年
度は、関東管内及び中部支社管内の各
事務所（既に認証取得済の本社・総合
技術センター及び長良川河口堰管理所
を除く）において新たに運用を開始し、
ISO14001の認証登録を行いました。
平成25年３月31日現在、丹生ダム建設
所を除く全事務所（39事務所）において
ISO14001を認証登録し、環境マネジメ
ントシステムを運用しています。

環境マネジメントシステムの運用
ISO14001認証登録状況
（平成25年３月31日現在）

事 務 所 名
ISO 14001

認証取得年月
事 務 所 名

ISO 14001
認証取得年月

本社（総合技術センターを含む｡） 平成１６年１２月 利根導水総合事業所

筑後川局 思川開発建設所

筑後大堰管理所 沼田総合管理所

両筑平野用水総合事業所 利根川下流総合管理所

大山ダム建設所 荒川ダム総合管理所

小石原川ダム建設所 千葉用水総合管理所

寺内ダム管理所 下久保ダム管理所

川上ダム建設所 平成１９年３月 草木ダム管理所

長良川河口堰管理所 平成１９年６月 群馬用水管理所

筑後川下流総合管理所 平成２０年２月 霞ヶ浦用水管理所

琵琶湖開発総合管理所 平成２０年３月 中部支社

関西支社 豊川用水総合事業部

木津川ダム総合管理所 木曽川水系連絡導水路建設所

一庫ダム管理所 愛知用水総合管理所

日吉ダム管理所 木曽川用水総合管理所

吉野川局 阿木川ダム管理所

池田総合管理所 岩屋ダム管理所

旧吉野川河口堰管理所 徳山ダム管理所

香川用水管理所 味噌川ダム管理所

三重用水管理所

平成２５年３月

平成２４年３月

平成１７年２月

平成１８年３月

平成２２年３月
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「環境報告書2013」に掲載している平成24年度の環境保全の取組の主な内容は、以下のとおりです。なお、タイトルの右
に記載している頁は、「環境報告書2013」（本編）の頁を示していますので、詳細は、本編をご覧ください。

環境保全の取組の概要

オオサンショウウオ道を使った遡上状況（赤円内） 人工巣穴内の卵塊（赤円内）

水資源機構では、事業による環境への影響をできる限り回避・低減するために、環境調査を行い、事業による自然環
境への影響を予測し、その結果に応じた環境保全対策を行っています。また、環境保全対策を行った後は、その効果を
確認するためにモニタリング調査を行っています。

　○環境調査・環境保全対策の実施

川上ダムでは、国の特別天然記念物であるオオサン
ショウウオの保全対策として、これまでに堰にオオサン
ショウウオ道※１や人工巣穴※２を試験的に設置し、モニ
タリング調査を行っています。平成24年度については、
ブロック積みを用いたオオサンショウウオ道において、
上流へ遡上※３している様子が初めて確認されました。ま
た人工巣穴については、初めて産卵に成功しました。

　　■オオサンショウウオの保全に向けた検討（P24）

環境報告書2013（概要版）

成体

卵塊

　　■オオタカの保全に向けて（P23）

代替巣の利用

思川開発建設所では、希少猛禽類であるオオタカの保
全対策の一つとして、これまでに事業実施区域周辺に、
専門家の指導を得ながら15巣の代替巣を設置し、モニ
タリング調査を実施しています。
平成22年度に代替巣のうち１巣で初めて繁殖に成功
しましたが、平成24年度も、平成22年度とは異なる代
替巣において繁殖に成功しました。

※１　オオサンショウウオ道：オオサンショウウオが上流へ移動する際に支障となっている、堰などの河川を横断する構造物へ設置した移動路のこと。
※２　人工巣穴：オオサンショウウオの生息や繁殖のために人工的に設置した巣穴のこと。
※３　遡上：（川の）流れをさかのぼっていくこと。

遡上方向
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水資源機構では、水質異常が発生した場合には関係機関に速やかに連絡するとともに、選択取水設備などの運用に
より、良質な水を供給するなど影響の軽減に努めています。
さらに、水質対策設備の設置・運用の改善などの水質改善に向けた取組を行っています。

　○水質異常発生時の対応

水資源機構の管理施設においては、近年、植物プラン
クトンの異常増殖（アオコ、淡水赤潮など）の発生施設数
はほぼ横ばい傾向にあり、濁水長期化の発生施設数は出
水等の有無により異なります。
平成24年度は、これらの水質異常が26施設で計61
件みられました。
このような水質異常発生時には、各事務所では速や
かに利水者や関係機関との連絡調整を行うとともに、
臨時水質調査等の実施により詳細な状況を把握し、水
質の状況に応じて選択取水設備の運用やフェンス設置
等により、アオコや濁水の下流への流出防止を行うな
ど、利水者への影響を軽減する対策を行っています。

ダム貯水池や水路などの機構施設またはその周辺で
発生した交通事故や不法投棄などに起因する油脂類の
流入などにより水質事故が発生することがあります。平
成24年度は、このような水質事故が、水資源機構が管理
する51施設のうち、23施設で28件発生しました。
水質事故に対して、水資源機構は、利水への影響を可
能な限り回避するため、関係機関と連絡調整を図るとと
もに、オイルフェンスやオイルマットの設置などの対策
を行い、水質被害の拡大防止に努めました。

　　■水質異常発生時の対応（P34）

　　■水質事故発生時の対応（P36）

平成24年度の水質異常の発生件数

平成24年度の水質事故発生件数

環境報告書 2013

　水質異常の詳細な状況や経年的な変化状況につ
いて、「水質年報」でもとりまとめています。（水資源
機構のホームページ（http://www.water.go.jp/
honsya/honsya/index.html）内の「広報誌・年報」
の中に掲載していますのでご覧下さい。）

アオコ

29件

淡水赤潮

19件

その他の

水の華

2件

異臭味

4件 濁水長期化
7件

（±0件）

平成24年度

水質異常発生件数

26施設 61件

（＋2施設 ＋14件）

（ ）は平成23年度比※

（＋1件）

（＋10件）

（-1件）

（＋4件）

油類

23件

化学物質

1件

油類・化学物

質以外

1件

自然現象

1件

その他

2件

平成24年度

水質事故発生件数

23施設 28件

（±0施設 -2件）
（±0件）

（-2件） （－5件）

（-2件）

（+1件）

（ ）は平成23年度比
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環境報告書 2013
環境報告書2013（概要版）

水質改善に向けた取組として、水質対策設備の効果的・効率的な運用方法の検討や新たな水質改善方法の検討を行
うとともに、利水者の方々等と水質状況や水質改善に向けた取組に関する情報の共有や連携を強化する体制づくり
にも取り組んでいます。

　○水質改善に向けた取組

これまでに曝気循環設備を導入した機構が管理するダム貯水池のうち、アオコが解消したダム貯水池と、解消してい
ないダム貯水池の水温鉛直分布を比較すると、アオコが解消しているダム貯水池では日最低水温勾配※１がゼロになっ
ていることが判明しました。このため、日最低水温勾配をゼロにできる循環能力を確保するために曝気循環設備の新
設・増設を行い、その効果を確認する実証実験を実施しています。平成24年度においても、曝気循環設備の稼働により
アオコ発生が抑制され、一庫ダムでは18年ぶりにアオコが発生しない湖面が復活しました。

総合技術センターでは、これまでのダム
貯水池における２次元の水質予測モデル
の精度及び操作性を向上させた改良２次
元モデルと新たに３次元モデルの２つの
水質予測モデルの構築に取り組んできま
した。
平成24年度は水理・流動、水温・濁質や
藻類増殖機構などをモデル化しました。こ
れにより、今後の水質保全対策施設の設置
の検討にあたって、施設規模・配置等に応
じた水質予測の精度が向上しました。

　　■曝気循環設備によるアオコへの対応（P37）

　　■ダム貯水池における水質予測の向上（P40）

一庫ダム貯水池状況
左：水質保全対策設備による対策前（平成22年８月）　右：水質保全対策設備による対策後（平成24年８月）

水質予測モデルの概要（３次元モデル）

※１　水温勾配：ここでは、水深0.5mから３mの表層における単位水深あたりの水温差

境界条件

流入水質
気象

境界条件

水温濁質輸送方程式
熱収支モデル

流速分布
（水位変動）

水温分布
SS 分布

流入量・放流量

連続式
運動方程式

密度の状
態方程式

密度分布

水質輸送方程式
生態系モデル

水質保全施設

境界条件

境界条件

流入水質
気象

境界条件

水温濁質輸送方程式
熱収支モデル

流速分布
（水位変動）

水温分布
SS 分布

流入量・放流量

連続式
運動方程式

密度の状
態方程式

密度分布

水質輸送方程式
生態系モデル

水質保全施設

境界条件

水平方向
水深方向

上下流方向
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平成20年8月に「独立行政法人水資源機構地球温暖化対策実行計画」を策定、公表しました。この実行計画では、水
資源機構の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制目標と、これを達成するための取組を定めています。水資源機
構では、この実行計画に基づいて、温室効果ガスの排出の抑制に向けた取組をより一層推進していきます。

　○地球温暖化対策実行計画

水資源機構の全ての事業活動に伴う温室効果ガ
ス排出量の推移は以下のとおりです。
平成24年度における全ての事業活動に伴う温室
効果ガス排出量は98,119t-CO2でした。実行計画
において温室効果ガスの排出の抑制目標の基準年
度としている平成13年度に比べて、4,842t-CO2
（4.7％）減少した結果となり、目標値（平成24年度
までに1,650t-CO2以上の削減）を達成すること
ができました。

水資源機構の平成24年度における事業活動に伴うマテリアルフローは以下のとおりです。

　　■エネルギー使用に伴う温室効果ガス排出量（P43）

　　■平成24年度のマテリアルフロー（P43）

温室効果ガス排出量（エネルギー起源CO2）の推移

91,352 91,559 88,146
94,576 92,430 92,646 89,901

88,370 90,718
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施設管理等 事務活動

11,609 10,504 10,145 10,165 8,991 8,749 9,384 7,341 7,401
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平成24年５月17日、利根大堰から取水する埼玉県行田浄水場にお
いて、水道水質基準を超えるホルムアルデヒドが検出され、行田浄水
場が取水を停止する事態が発生しました。
５月18日に埼玉県企業局からの要請により、利根導水で行田浄水
場に係る取水停止操作（19日５時～送水を再開）を行いました。また
利水者への影響を考慮して、河川管理者と連携し、利根川から荒川へ
導水している武蔵水路の通水を停止（19日０時～24日15時）すると
ともに下久保ダム（最大200m3/s、総量約2,700千m3）と矢木沢ダ
ム（最大約260m3/s、総量約57,000千m3）からの緊急放流を行い
ました。これらの措置により原因物質の希釈と流下促進がなされ、利
根川・荒川水系内における水質被害の拡大防止と早期回復に寄与しま
した。

■ダムからの緊急放流等による水質事故への対応（P36）

「環境報告書2013」に掲載している平成24年度の主な環境に関するできごとは、以下のとおりです。なお、タイトルの右
に記載している頁は、「環境報告書2013」（本編）の頁を示していますので、詳細は、本編をご覧ください。

環境に関する主なできごと

「環境報告書2013」は、以下の水資源機構のホームページ上で公表しております。
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/kankyo/houkoku/index.html
この報告書についてのお問い合わせは、水資源機構　環境室までお願いします。
〒330-6008
　埼玉県さいたま市中央区新都心11番地２（ランド・アクシス・タワー内）
　　TEL：048-600-6500（代　表）　　048-600-6555（環境室）　　FAX：048-600-6558

表彰式

水資源機構が作成した「環境報告書2012」が、環境省と
財団法人地球・人間環境フォーラムが主催する第16回「環
境コミュニケーション大賞」の「環境報告書部門／環境配慮
促進法特定事業者賞」を受賞しました。
受賞にあたっては、報告書の内容に加え、内部監査、外部
監査を含め環境マネジメントシステムを有効に活用してい
ること、環境保全を軸にした地域活動への参加・協力してい
ること、概要版を作製し、取組概要を知ってもらえるようコ
ミュニケーションを計ろうとしていること等の努力が評価
されました。

■環境報告書2012が第16回環境コミュニケーション大賞環境配慮促進法特定事業者賞を受賞（P23）

徳山ダムでは、夏場の深刻な電力不足に対応するため、中部電力（株）からの電力需要ピーク時の放流に係る協力要請
を受けました。平成24年度の徳山ダムの貯水池運用計画は、中部電力（株）が施工する徳山水力発電所工事の安全性を
確保するために貯水位を低下する計画があることから、貯水位低下のための放流を８月１日～31日の電力需要ピーク
時（10時～17時）に前倒して実施することについて河川管理者、自治体、漁業協同組合等の河川利用者と調整を行い、
増電に繋がる放流を行いました。
この放流の結果、徳山ダム下流にある４つの水力発電所において当該期間中に平均10,032KWの電力を増電しまし
た。これは、一般家庭約３千３百世帯分※１に相当し、電力不足の解消に貢献しました。

■電力需要ピークに対応した貯水池運用（P47）

緊急放流状況（下久保ダム）

※１　１世帯あたり３KW利用として算出。


