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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の建設や管理業務を行っ
ています。
　また、施設の建設や管理業務の実施においては、自然環境への負荷や資源・エネルギーの消費を伴いま
す。このため、業務の実施にあたっては、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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※１ ISO14001：企業活動、製品およびサービスの環境負荷の低減といった環境パフォーマンスの改善を継続的に実施するシステム（環境マネ
ジメントシステム）を構築するために要求される国際規格です。

環境方針
　水資源機構では事業実施に際しての環境保全の取組の方針として、基本理念と基本方針からなる環境方針を以下の
とおり定めています。

【基本理念】
近年、地球温暖化、生物多様性の減少、有害化学物質や廃棄物に起因する汚染など、地球規模から身近なものま
で、様々な環境問題が顕在化しています。人類が、将来にわたり自然から得られる恵沢を享受し生存し続けるため
には、環境問題に対し、行政、事業者、個人がそれぞれの役割を踏まえ、環境保全に資する取組を行っていく必要が
あります。
私たち水資源機構は、ダムや用水路などの施設の建設や管理を通じて、生活や産業の基盤である水を安定的に供

給するとともに、洪水などの被害から人々の生命や財産を守る事業を実施しています。こうした事業の実施に当た
っては、地域の環境へ負荷を与えることが考えられるほか、資材、用品等の資源やエネルギーの消費を伴います。
当機構は、事業の実施に当たり、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築や地球環境保全に資する

ことが当機構の社会的責務であるとの認識にたち、これまで種々の環境保全に関する取組を行ってまいりました。
この取組をより一層充実させるため、環境マネジメントシステムを導入し、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。

【基本方針】
１．環境保全に配慮した取組を総合的に推進します。　
２．省資源、省エネルギー、リサイクルなどの環境負荷を低減するための取組を推進します。　
３．職員一人ひとりが積極的に環境保全に取り組みます。　
４．環境関連の法令等を順守します。　
５．環境情報を積極的に発信します。

環　境　方　針

環境マネジメントシステムの運用
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サイクルによる確実な目標管理と継続的改善
を図っています。
平成16年度には、本社と筑後川局管内において、公共事業
関係の独立行政法人では最初となるISO14001※1の認証
登録を行いました。以後、順次各事業所で認証登録を行い、平
成24年度までに丹生ダム建設所を除く全事務所（39事務
所）においてISO14001の認証登録を行いました。
そして、この間に得られた成果やシステム運用に関するノ
ウハウ、課題などをもとに、コストや運用に必要な労力をで
きる限り抑え、機構の業務運営に即した環境マネジメントシ
ステムを構築して移行することとし、平成25年度に筑後川

局管内、平成26年度は吉野川局管内において、独自の環境マ
ネジメントシステムに移行しました。
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「環境報告書2015」に掲載している平成26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2015」（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

１．環境保全に配慮した取組

　○環境調査・環境保全対策の実施

　水資源機構の事業は自然豊かな場所で行われることが多く、ダムや用水路などの施設の建設は自然の改
変を伴うことから、自然環境の保全に努めています。施設の新築や改築の事業においては、自然環境の保全
のために調査・影響予測を実施し、その結果に基づいて環境保全対策を実施しています。実施した環境保全
対策については、モニタリング調査により効果を検証しています。
　また、ダムや用水路などの管理においては、施設の供用に伴う施設周辺の自然環境の変化を把握するとと
もに、環境に配慮した施設管理に向けた取組を実施しています。

■希少植物の保全対策（P11）
豊川用水二期事業では、事業実施区域に生育する希少
植物（ニラバラン、クロホシクサ）を保全するため、移植等
の対策を行っています。
平成26年度には、工事に伴う改変区域に生育していた
ニラバランについて、移植を実施しました。移植方法に関
しては、有識者による現地指導を受け決定しています。移
植後のモニタリング調査では、概ね良好な生育状態であ
ることを確認しています。

希少植物（ニラバラン）の移植の実施（豊川用水二期事業）

ニラバラン

■ダム下流河川環境の改善（P13、P14）
木津川ダム総合管理所では、石などに付着した古い藻
類等を剥離させ、河床をリフレッシュすることで河川環
境の改善を図ることを目的としたフラッシュ放流※1を平
成14年度から取り組んでいます。さらに、平成16年度か
らは、フラッシュ放流に併せて河床の砂礫の粗粒化を防
ぐための土砂還元※2の取組も実施しています。
平成26年度は木津川ダム総合管理所が管理する名張
川の上流3ダム（青蓮寺ダム、室生ダム及び比奈知ダム）に
おいてフラッシュ放流及び土砂還元の取組を実施しまし
た。
取組の実施により、古い藻類の剥離が確認されており、
藻類の生産性が向上し魚類等の生息環境が改善されるこ
とを期待しています。

比奈知ダム下流河川

フラッシュ放流前 フラッシュ放流後
（藻類の剥離）

※１　 フラッシュ放流：ダムが建設されてダム下流の河川流況が平滑化されるため、人工的に流量変動を加える放流を行うこと。洪水期前などに、
洪水貯留準備水位に向けてダムの貯水位を低下させる時期を利用して実施する放流を示しています。

※２　 土砂還元：河川にダムができると貯水池に土砂が溜まるため、溜まった土砂をダム下流河川内に運搬、置土し、ダムからの放流水によって下
流河川へ流下させる取組。
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　○水質異常発生時の対応

　水質異常が発生した場合には、利水者や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。

■水質異常発生時の対応（P24、P25）
水資源機構の管理施設において、平成26年度は、植物
プランクトンの異常増殖（アオコ、淡水赤潮など）や濁水
長期化などの水質異常※1が、52施設中19施設で見られ
ました。アオコや淡水赤潮の発生施設数は昨年度と比較
すると減少しました。濁水長期化の発生施設数は出水等
の規模にもよりますが、昨年度と比較すると減少しまし
た。
このような水質異常発生時には、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
択取水設備の取水深を変更する運用等により、アオコや
濁水の下流への流出抑制を行うなど、利水者への影響を
軽減する対策を行っています。

水質異常の種類別発生施設数
（平成26年度）

　水質改善に向けた取組として、水質保全設備の効果的・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

■曝気循環設備によるアオコ対策（水深の深い貯水池に適用）（P27）
貯水池総リン濃度が高いダムでは、夏季に植物プラン
クトンが異常増殖するため、アオコが発生する場合があ
ります。このようなアオコ発生の抑制対策として、貯水池
の水を循環させることでアオコの増殖を抑制する曝気循
環設備を、浦山ダム、一庫ダム、寺内ダム等で設置してい
ます。
また、貯水池の良好な循環状況を評価するため、表層と
中層の水温差を解消する曝気循環設備の規模設定に関す

る新たな指標を考案し、この指標に基づき、９つのダム貯
水池で設備を新設・増設してきました。その結果、全ての
ダム貯水池でアオコを解消又は一部抑制することができ
ました。この功績が認められ、平成26年度科学技術分野
の文部科学大臣表彰の「創意工夫功労者賞」を受賞しまし
た。
曝気循環設備については、引き続き、効果的・効率的な
運用に努めていきます。

曝気循環設備増設前後の貯水池の状況（一庫ダム）

曝気循環設備増設後曝気循環設備増設前

※１　 アオコ、淡水赤潮、水の華は、貯水池の湖面の着色が目視により確認できた事象を整理しています。そのうち、藍藻類が優占種として発生して
いる場合は「アオコ」、湖面が植物プランクトンの発生により黄色～赤色に着色している場合は「淡水赤潮」、それ以外で湖面が植物プランク
トンの発生により着色されている場合は「水の華」として区分しています。また、「異臭味」は貯水池で臭気物質が高濃度で検出された場合、あ
るいは利水者などから連絡のあった場合を、「濁水長期化」は下流河川への放流水の濁りが１週間以上継続した場合を整理しています。
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２．環境負荷低減の取組

　○環境負荷の全体像
■平成26年度のマテリアルフロー（P30、P31）

※1　 建設機械の燃料使用量等、発注した工事や調査によるエネルギー使用量やCO₂排出量は除いています。
※2　 １MWh（メガワット時）＝1,000kWh（キロワット時）、１kWh（キロワット時）＝1,000Wh（ワット時）です。また、１Whとは１Wの電

化製品を１時間使用した場合の電力量を表します。
※3　 新たに採取した土砂及び購入土砂を指します。
※4　 環境報告書における温室効果ガスの排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）第３条に規定する排出

係数を用いて算定しています。
※5　 発電事業者による発生電力量は含めていません。
※6　 関係機関等と合同で行った清掃活動により収集した廃棄物も含みます（収集後の処理状況については、収集した廃棄物によって異なります）。
※７　 平成26年度に完了した100万円以上の工事が対象です。
※８　 建設廃棄物全体には、「アスファルト・コンクリート塊」「コンクリート塊」「建設発生木材」「建設汚泥」「建設混合廃棄物」以外の建設廃棄物も

含みます。
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　○循環型社会の形成に向けた取組

■エネルギーの使用に伴う温室効果ガス排出量（P34）
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26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85,491t-CO₂でした。実行計画における

温室効果ガスの排出抑制目標値（87,392t-CO₂）に比べ
て、1,901t-CO₂（2.2%）抑制した結果となりました。

温室効果ガス排出量（エネルギー起源CO₂）の比較

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員の環境に対する意識と知識の向上を図るため、環境学習会を開催しています。この環境学習会には、工事や調査の関係者、
地域の方々、利水者にも参加していただき、地域環境の保全に対する意識を共有するとともに、水資源機構の事業や環境保全の
取組を理解していただくよう努めています。

３．環境保全意識の向上

■環境学習会の開催（P43、P44）
平成26年度は、全ての事務所で環境学習会を開催しま
した。環境学習会へは、機構単独で開催したものと他の機
関との共催で開催したものを合わせると、延べ約4,200
名が参加しました。
愛知用水総合管理所では、野外実習を伴う学習会とし
て、平成26年４月22日に愛知県自然観察指導員の方を
講師に招き、機構が管理する貯水池周辺に生息する動植
物についての観察会を実施しました。
身近な貯水池周辺にどのような動植物が生息している
のかを知り、知識を深めるとともに、自然環境保全への意
識向上を図ることができました。

野外実習を伴う学習会（愛知用水総合管理所）
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御嶽山噴火に伴う牧尾ダムでの水質対策（P26）ニュース
平成26年９月27日に発生した御嶽山噴火により、噴火口
を流域に持つ愛知用水の牧尾ダムへ、火山噴出物を含む白濁
水が噴火翌日に流入してきたことから、直ちに各種の水質対
策を実施しました。
まず、牧尾ダム貯水池の水質への影響を把握するため、ダ

ム流入地点、貯水池内、ダム放流地点で水質調査（水素イオン
濃度、濁度）を開始するとともに、牧尾ダム下流全体の水質状
況を把握するため、関係機関と連携して木曽川の複数地点で
水質調査を実施し、調査結果を利水者等に提供し、情報の共
有を図りました。
さらに、ダム貯水池の水質保全を目的として、牧尾ダム貯

水池上流端に設けている貯砂ダムに堆積した土砂を掘削・撤
去し、今後流下する火山噴出物を含む土砂を堆積させるため
の容量を確保する緊急対策工事を実施しました。
また、水質調査により貯水池内に火山噴出物が沈降・堆積

していることが確認され、無対策で放流すると火山噴出物を
含む高濁度（濁度800度以上）の貯留水が下流河川を流下し、
環境に悪影響を与えることが予想されたことから、利水放流
設備の取水口前に水質汚濁防止膜を設置し、放流水の濁度低
減を図りました。あわせて事前の試験放流により、木曽川本
川の濁りや水素イオン濃度へ影響が小さいことを確認した
上で、12月26日から利水放流設備を用いた放流を開始し
ました。
こうした対策は、関係機関が連携・協力し、水質監視体制や

貯水池の水質保全対策、下流河川への影響緩和対策等を検討
するために設置された「御嶽山噴火に伴う木曽川上流域水質
保全対策検討会」（事務局：国土交通省中部地方整備局及び水
資源機構中部支社）において関係者が議論し、総意のもと進
めています。今後も引き続き検討会を通じて適切に対応して
いきます。

貯砂ダムの土砂撤去工事（牧尾ダム）火山噴出物を含む濁水の流入（牧尾ダム）

■水質年報等の作成・公表（P49）
管理施設の水質状況について、平成16年度（平成15年
データ）以降、毎年、「水質年報」としてとりまとめ、公表し
ています。「水質年報」には、管理施設において実施してい
る定期水質調査結果を掲載しているほか、水質の経年変
化や水質異常発生の状況、水質の保全・改善への取組など
についてとりまとめています。平成26年度は、平成25年
データをとりまとめ、「平成25年水質年報」として公表し

ました。 
水質年報は、以下の水資源機
構のウェブサイト内に掲載し
ておりますのでご覧ください。

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/kankyo/suisitu/index.html 平成25年水質年報

水資源機構では、ウェブサイト、パンフレットなどを利用して、環境保全の取組や管理施設の水質状況など、環境情報の発信に
努めています。

４．環境情報の発信

「環境報告書2015」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　ダム事業部環境課までお願いします。
〒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（ダム事業部環境課）　FAX：048-600-6558

環境に関する主なできごと
「環境報告書2015」には以下のとおり平成26年度の環境に関する主なできごとを記載しています。


