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令和元年度 とやま 21 世紀水ビジョン推進会議の
開催について
令和元年度「とやま２１世紀水ビジョン推進会議」を下記のとおり開催しますの
で、お知らせいたします。
１ 日
時
令和元年 10 月７日（月） 13:30～15:00
２ 場
所
県民会館 701 号室
３ 会議内容
（１）「とやま２１世紀水ビジョン」の改定について（報告）
（２）「とやま２１世紀水ビジョン」に基づく各種施策の進行状況等について
（３）水源地域保全条例に基づく届出について
（４）その他
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とやま21世紀水ビジョンの概要
序論

水ビジョンの策定
策定の趣旨

水ビジョンの役割

◆本県が豊かな水の恵みを受けられることとなったのは先人たちの努力の賜物であ
り、今後ともふるさとの貴重な財産として県民全体で守り育むことが大切
◆21世紀は「水の世紀」と言われ、水施策の総合的な推進が重要な課題
◆「天然の円形劇場」ともいわれる本県は、ほぼ独立した水循環系を有しており、
水ビジョンの推進により健全な水循環系の構築においてモデル県をめざす
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水を取り巻く環境

第２編

◆水に関わる各種施策を総合的、横断的に推進するための指針
◆健全な水循環系の構築に向けて各主体が取り組む際の指針
◆流域ごとの水循環系を健全に保つために、関係者が連携して活動する際の行動の指針
（水循環基本法に基づく流域水循環計画としての役割）

新たな展望
基本理念

将来像

富山県の現状と動向
◆降水量が多く植生自然度は本州一位で緑豊かな自然を育む
◆山々に降る大量の雪や典型的な扇状地が豊富な水を育む
◆良質な水と安価な電力に支えられ、日本海側屈指の産業集積
◆清らかな水が、おいしい米やお酒、飲料水等の地場産品を育成
◆主要７河川に46のダムを設置するなど、水資源開発はほぼ終了
◆水源地域保全条例により水源地における適切な土地利用を確保
◆冬期間の地下水位低下が発生
◆気温上昇による大雨による災害や水不足などのリスク増大が予測される

恵みの水が美しく循環する“水の王国とやま”
基本目標
①豊かな水を活かし健全な水循環系の構築をめざす
②地域に根ざした水文化・産業を継承し発展させる
③未来を展望し地球的規模の水問題にとりくむ

水を取り巻く社会の変化

施策の展開（各施策共通）

◆水循環基本法の制定
◆地球的規模の水問題の進行（水不足、地球温暖化、酸性雨）
◆水に触れる機会の減少と水文化の衰退
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◆水は、大気と陸地、海洋の間を循環して、繰り返し利用される資源である。
◆水は、上流から下流に及ぶ広域的で公共性の高い資源である。
◆水は、巨大なエネルギーを持った存在である。
◆水は、ふるさとの大地や自然、生命、文化の創造主である。
◆水は、時代や国境を越えて受け継がれる財産である。

５つの施策の展開方向

○施策展開の考え方
「人づくり」
「地域づくり」
の視点
「仕組みづくり」

○流域ごとの特色に配慮
○SDGsとの関連に配慮

健全な水循環系の構築
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

「蓄え・はぐくむ」

「安全を高め・うまく使う」

「きれいに保ち・親しむ」

「伝え・はばたく」

「未来をのぞみ・備える」

水源対策

治水・利水対策

水環境対策

水を活かした文化・産業の発展

地球的規模の水問題へのとりくみ

１．森林の保全

１．治水対策の推進

・健全で機能の高い森づくり
・森林等の適正な保全と管理

２．水源山地等の保全
・治山・砂防事業の計画的な推進
・流域一貫の総合的な土砂の流出対策
・棚田等の保全

３．地下水の保全と涵養
・地下水の保全と適正利用
・冬期間の地下水位低下対策
・地下水の涵養
・湧水の保全管理

・計画的な治水対策の推進
・各種治水事業の推進
・都市型水害の浸水対策の推進
・防災体制の強化

２．利水対策の推進
・水資源の適正な管理と利用
・水の有効利用や節水
・水の多面的活用

３．用途間転用の推進
・利水に関する情報交換の推進
・ダムの再開発
・水利用の適正な管理

１．水質汚濁の防止
・発生源対策等の推進
・未然防止対策の推進
・公共用水域の水質常時監視体制の充実

２．汚水処理の促進と再利用
・地域の実情に即した汚水処理施設の整備
・汚水処理施設の適正管理
・処理水等の有効利活用

３．水環境の保全と利用の調和
・生態系に配慮した河川、水辺の再生
・環境用水の確保と地域用水機能の活用
・水辺景観・親水機能の保全と整備
・水辺の安全・安心確保と適正管理

Ⅳ

Ⅴ

１．水に関する歴史風土と水文化の継承
・治水・利水文化の継承
・伝統的産業における水文化の継承・発展
・暮らしの中の水文化の啓発

１．地球温暖化
・地球温暖化対策の推進
・森林吸収源対策の推進

２．酸性雨

２．水を活かした産業の振興

・酸性雨の実態把握
・大気汚染防止対策の推進

・名水の保全と利用
・深層水の利活用
・水を利用した産業の展開
・観光の振興

３．異常気象等による水危機
・異常気象に関する情報収集と対策の推進
・異常渇水対策の推進
・震災等対策の推進

３．水を通じた交流と連携
・地域の交流、連携の推進
・ボランティア活動の推進
・水文化を通しての海外交流

４．仮想水問題
・水の海外依存の改善
・世界的な水問題への協力

４．水環境学習の推進
・学習・観察の機会の提供
・水環境や水文化に関する調査と情報発信

安心とやま ～健康で快適に、安全で「安心」して暮らせる県づくり～
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実現目標

「水の王国とやま」の実現目標
基本目標を達成するため、2026年度を目標年度とする主要な目標指標を設定する。
①森林整備延べ面積、②地下水揚水量の適正確保率、③河川整備延長、④小水力発電の整備箇所、⑤土砂災害危険箇所の整備箇所数、⑥水道水の満足度、
⑦水質環境基準の達成率、⑧汚水処理人口普及率、⑨水文化に関する活動に取り組んでいる団体数、⑩農村環境保全活動に取り組む集落数、
⑪水に関する生活の知恵や使い方に古くからのものが残っていると思う人の割合、⑫大気環境基準の達成率、⑬節水を心がけている人の割合、⑭農業産出額
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施策展開の基本姿勢

施策展開の基本姿勢
◆水循環に関する情報ネットワークの構築
◆推進体制
◆県民の参画と協働
◆進行管理

「とやま２１世紀水ビジョン」の改定について
１

改定の趣旨
新たな県総合計画が策定されたことに加え、県の「水源地域保全条例」が制定・施行
されたことや、水ビジョンが水循環基本法に基づく「流域水循環計画」に認定されたこ
と、さらには自然災害の多発など水を取り巻く情勢の変化に的確に対応するため、改定
を行うもの。

２ 改定の概要
(1) 計画期間 2019 年度～2026 年度（令和元年度～令和８年度）
(2) 改定方針 基本目標、体系は従来のビジョンを踏襲
(3) 主な改定のポイント
「恵みの水が美しく循環する“水の王国とやま”」に向けて、新たに次の内容を追加
◇役割
流域毎の水循環系を健全に保つために､関係者が連携して活動する際の行動指針
◇施策の展開にあたり配慮すること
１黒部川 ２片貝川 ３早月川 ４常願寺川 ５神通川 ６庄川 ７小矢部川

+ 氷見地域、射水地 域

１

県内７大河川流域などの独自の自然環境や文化などの特色や課題
（水循環基本法に基づく流域水循環計画としての位置づけをより明確化）
２ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の考え方
◇施策の展開方向
水 源 対 策 ○水源地域保全条例の遵守の徹底
・水源指定地域内の土地取引の事前届出制の導入による無
秩序な開発の未然防止
○冬期間の地下水低下対策
・注意喚起水位を設定した関係機関等への節水呼びかけ
・インターネットを利用したリアルタイムでの地下水位情
報の提供
治 水 ・ 利 水 対 策 ○防災体制の強化
・1000 年に一度程度の降雨を想定した浸水想定区域図の利
用促進
・カメラ、水位計等を利用したリアルタイムでの防災
情報の提供
○河川、水利施設の長寿命化対策
・計画的な保守・管理による適正な施設の維持、安全性確
保の推進
水 環 境 対 策 ○プラごみ対策
・使い捨てプラスチックの利用見直し、適切な回収・処理
の促進
水を活かした
文化・産業の発展

○富山湾の「世界で最も美しい湾クラブ」加盟
・加盟を契機とした観光、マリンスポーツの振興や環境保
全活動の推進
○水資源を活かした移住・定住の促進

地球的規模の
水問題への取組み

○水田フル活用(地産地消)による水の海外依存抑制
○食 品 ロ ス 削 減 に よ る
〃

