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第２編 水資源の現状と今後の課題

第１章 水資源の概要

１ 位置・地勢

(1) 位 置
福島県は東北地方の 南端にあり、東は太平洋に面し、南は茨城、栃木、群馬の３

県、西は新潟県、北は宮城、山形の両県に接し、東西約166km、南北約133km、総面積

13,782.76km２で北海道、岩手県に次いで全国3位の広大な面積を有しています。

この広大な面積の約7割を森林が占め、それによって育まれた水の清冽な流れ、満

々と水を湛えた水面など、森林、河川、湖沼は、豊かな水資源をもたらすと同時に安

らぎと憩いの空間を創り出しています。

(2) 地 勢
本県は、南北に走る阿武隈高地と奥羽山脈によって浜通り、中通り、会津地方に三

分されます。

【浜通り】

浜通りは、太平洋に面した県の東部に位置し、166.55kmに及ぶ長大な海岸線を持っ

ており、標高600～700mの山々が連なる阿武隈高地と海岸の間に谷底平野、扇状地、

海岸平野が順に見られます。

阿武隈高地を源とする真野川、新田川、夏井川、鮫川などの二級河川が東流し、短

い距離を一気に太平洋へと注いでいます。

この地方は、降水量が年平均で約1,440mm※１と三地方の中で２番目に少なく、また、

河川の流域も小さいことから、先人は、水不足に対応するため、相双地域のため池や

いわき市夏井川の小川江筋などにより、水を大切に利用してきました。

【中通り】

阿武隈高地と奥羽山脈にはさまれた中通りは、栃木県との境にある那須連峰 高峰

の三本槍岳を源とする一級河川の阿武隈川が北流し、平坦地で地味肥沃な、郡山盆地

や福島盆地を形成しています。また、栃木県・茨城県との境にある八溝山を源とする

一級河川の久慈川が県南部の東白川郡から茨城県を南下し、太平洋に注いでいます。

奥羽山脈から発する荒川など阿武隈川の西側の川は、大量の砂礫を運んで多くの扇

状地をつくり、阿武隈川を東に押しやっています。また扇状地は水を伏流し、郡山盆

地や福島盆地の地下に豊富な地下水を供給しています。

この地方は、降水量が年平均で約1,350mm※１と三地方の中で も少なく、また、人

口も多いため、先人は安積疏水や羽鳥用水などの大規模な導水施設やダム・ため池な

どを築造し、水を引き、蓄えて用水を確保してきました。

【会津地方】

奥羽山脈には那須火山脈がかぶさり、標高2,000m級の美しい山々と多くの温泉及び

水清き湖沼群に恵まれています。これと新潟県境に連なる越後山脈に抱かれた県西部

の広大な地域が会津地方です。

群馬県と新潟県境の県南西端に位置し、高層湿原として貴重な水環境を創り出して

いる尾瀬を源に南会津郡を北流する一級河川の只見川、県中央部の猪苗代湖から流れ

出て西流する日橋川、および栃木県の日光境の荒海山を源として北流する阿賀川とが
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合流し、新潟県に入り阿賀野川となって日本海に注いでいます。

会津盆地周辺の山地は降雪量が多いことから、降水量も年平均で約1,610mm※１と三

地方の中で も多くなっています。このため、雪解け水が地下に浸透し、豊かな湧水

となるとともに、河川や湖に豊富な水量をもたらしています。

本県のほぼ中央に位置する猪苗代湖は、全国第4位の面積を持ち、水面標高が会津

盆地や郡山盆地よりも約300m高いところにあり、また水質が良好であることから、堰

などの水利施設によって会津地方や中通りに導水され、大きな恵みを与えています。

先人は、このような豊かな水を有効に使うため、会津盆地を始めとする各地に水路

を張り巡らし、豊かな水田地帯と水文化を創り上げてきました。

図2.1 福島県の位置

図2.2 主な山岳・河川・湖沼分布図

（「福島県勢要覧」より）
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(3) 土地利用
本県は、森林面積が県土面積の約７０％を占めており、次いで農地、道路、水面・

河川・水路、宅地、原野等の順となっています。このうち、農地、森林、原野等を合

わせたいわゆる農林業的土地利用が約11,211km２で全県土の約81％を占めています。

表2.1 本県の土地利用（平成23年）

「うつくしまのほんとの空」（うつくしま・宝発見フォトコンテスト入賞作品）

区　　　分 面積（k㎡） 構成（％）

農 地 1,445 10.5%

森 林 9,700 70.4%

原 野 等 66 0.5%

水 面 ・ 河 川 ・ 水 路 457 3.3%

道 路 517 3.7%

宅 地 485 3.5%

そ の 他 1,113 8.1%

合 計 13,783 100.0%
（土地利用現況調査（福島県土地・水調整課）による推計値）
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２ 気候・降水
浜通りは太平洋側の気候、会津は日本海側の気候、中通りはその中間的気候となっ

ています。

また、太平洋に面した浜通り地方は比較的温暖な地域となっています。

図2.3 県内の主な観測所の位置

出典：福島気象台公表資料(昭和56(1981)年～平成22(2010)年の平均値)より作成

本県の降水量は年平均で約1,470mm※１であり、全国平均の約1,690mm※２と比べると約

8割の降水量となっていますが、冬の季節風の影響を受ける越後山脈や飯豊連峰は豪

雪地帯で、全国平均を超える降水量となっています。

一方、会津盆地や中通りは、県内でも降水量が少ない地域となっています。

※１)県内の年平均降水量は、福島気象台公表資料昭和56(1981)年～平成22(2010)年の平均値

より算定。

※２)全国平均の年平均降水量は昭和51(1976)年～平成17(2005)年の平均値で国土交通省水資

源部調べによる。
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図2.5 福島県周辺の年平均降水量分布図

出典：気象庁公表資料(昭和46(1971)年～平成12(2000)年の平均値)より作成

図2.6 県内の主な観測所の月別降水量

出典：福島気象台公表資料(昭和56(1981)年～平成22(2010)年の平均値)より作成

・降水量の 
少ない地域 

・豪雪地域 
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３ 水資源賦存量
水資源賦存量※３は、降水量から蒸発散量を差し引いた量に当該地域の面積を乗じた

ものであり、理論上人間が 大限利用可能な水資源量です。

本県は源流県であり、他県からの河川の流入がほとんどないため、水資源賦存量

の値は、県内の降水量のみから推定できます。

本県の昭和56（1981）年～平成22（2010）年までの30年間平均の水資源賦存量は、

平水年で132億ｍ３／年、渇水年では83億ｍ３／年と推定されます。

これを人口一人当たりの水資源賦存量に換算すると、平水年で約6,500ｍ３/人・年

（全国平均：約3,200ｍ３/人・年）、渇水年で約4,100ｍ３/人・年（全国平均：約2,100

ｍ３/人・年）と全国平均値を上回っています。

県内各地域別に人口一人当たりの水資源賦存量を比較すると、南会津地域が約59,7

26ｍ３/人・年と も多く、人口の多い県北地域、県中地域では全国平均値よりも少な

くなっています。

なお、降雨が短期間に集中する梅雨や台風時期などには、本県の地形が急峻なため、

水資源賦存量のうちかなりの部分が水資源として利用されないまま、他県や海へ流出

しています。

また、近年は少雨の年と多雨の年の年降水量の開きが大きくなり、渇水年水資源賦

存量が減少する傾向があります。

さらに、これまでに整備されてきたダム等の多くが昭和31（1956）年～50(1975)年

の水文データ※４をもとに計画されていることを考え合わせれば、利水安全度※５が低下

していていると推定されます。

表2.2 水資源賦存量

面積、人口：平成22(2010年)年国勢調査により算出

※３）水資源賦存量(m
3
/年)＝（降水量(mm/年) － 蒸発散により失われる量(mm/年)）× 面積(km

2
)

※４）水文データ：降雨や河川流量などの観測データ

※５）利水安全度：河川から安定的に取水することができる度合い。

一般に、ダム等の計画時においては、概ね安全度を10年に1度発生すると予測

される渇水に対して、安定的な取水ができるようにダムの利水目的の容量を設定

している。

平水年
降水量

水資源
賦存量

一人当たりの
水資源賦存量

渇水年
降水量

水資源
賦存量

一人当たりの
水資源賦存量

(km2) (千人) (mm/年) (億ｍ3/年) (ｍ3/人・年) (mm/年) (億ｍ3/年) (ｍ3/人・年)

福島県 13,783 2,029 1,471 132 6,525 1,114 84 4,103

県北地域 1,753 497 1,346 16 3,216 982 10 1,935

県中地域 2,406 552 1,314 21 3,801 916 11 2,065

県南地域 1,233 150 1,426 12 8,133 1,002 7 4,618

会津地域 3,079 262 1,583 29 11,075 1,187 17 6,418

南会津地域 2,342 30 1,645 24 81,550 1,365 18 59,726

相双地域 1,738 196 1,441 18 8,928 1,111 12 6,006

いわき地域 1,231 342 1,428 12 3,613 1,147 9 2,601

東　北 79,535 11,710 1,630 850 7,256 1,331 612 5,226

関　東 36,890 43,468 1,562 375 864 1,224 251 577

全　国 377,947 128,057 1,690 4,127 3,223 1,325 2,749 2,147

地域区分 面積 人口

平　水　年 渇　水　年
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図2.7 福島県と全国の地域別降水量と水資源賦存量

出典：国土交通省水資源部調査資料により作成

平均降水量は昭和51(1976)年～平成17年(2005)年の平均値

渇水年は昭和51(1976)年～平成17年(2005)年で3番目に降水量が少ない年
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４ 河川の概要
福島県は、阿武隈高地や奥羽山脈を水源として太平洋に流れる阿武隈川水系、久慈

川水系、那珂川水系（中通り）と奥羽山脈や越後山脈を水源として日本海に流れる阿

賀野川水系（会津地方）の４つの一級河川の上流に位置する源流県であり、阿武隈高

地から太平洋に流れる多くの二級河川を含め、河川法の指定を受けている河川の総数

は、45水系760河川で、総延長は5,482kmに及んでいます。

また、河川の単位面積当たりの平均流量を示す比流量を観測所別に見ると、会津地

方の阿賀川は水量に恵まれていますが、中通りの阿武隈川、久慈川及び浜通りの夏井

川は、会津地方と比べて水量が少ない状況にあります。

河川水質は、高度経済成長期に水質が悪化しましたが、近年、改善傾向が見られま

す。しかし、一部には水質の改善が進んでいない河川もあります。

図2.8 本県の水系図

凡例： 基準地点 観測所

片門

宮古

阿久津

舘矢間

山方

請戸

鎌田
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表2.3 本県の河川概要（河川法の指定河川）

図2.9 観測所・基準地点別比流量豊水・渇水比較
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宮古 片門 舘矢間 阿久津 山方 請戸 鎌田

基準地点

（低水）

観測所 基準地点

（利水）

観測所 基準地点 観測所 観測所

阿賀川 只見川 阿武隈川 久慈川 請戸川 夏井川

観測所別比流量豊水・渇水比較

豊水流量 渇水流量

（単位：m3/s/100km2 ）

指定延長 流域面積
(km) 直轄管理区間 指定区間 (km2)

 一級河川 339  3,475  223  3,252  10,834  

阿武隈川 156  1,561  169  1,392  4,080  

阿賀野川 162  1,727  54  1,673  6,052  

久慈川 20  166  166  512  

那珂川 1  21  21  190  

 二級河川 161  1,390  1,390  3,379  

 準用河川 260  617  617  (1,016) 

合　　　計 760  5,482  223  5,259  15,229  

（平成24年3月現在　河川計画課資料より作成）

　※６） 準用河川の流域面積は、一級、二級河川に含まれる。

　※７） 河川の流域面積は、一部他県にまたがっていることから、合計が県の面積を上回っている。

水　系　別
管理区分延長（km)

河川数
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５ 湖沼・その他

(1) 湖 沼
県内の主な湖沼としては、琵琶湖、霞ヶ浦、サロマ湖に次いで全国第4位の面積を

誇る猪苗代湖を始めとして、裏磐梯には檜原湖、小野川湖、秋元湖、奥会津に沼沢湖、

尾瀬沼があり、生活用水、農業用水、発電用水等に利用されるとともに、潤いのある

美しい水辺として広く親しまれています。

特に猪苗代湖は、面積103km２、総貯水量約38億ｍ３を有し、水面標高が会津盆地や

郡山盆地よりも約300m高いところにあり、また水質が良好であることから、堰などの

水利施設によって会津地方や中通りに導水され、大きな恵みを与えています。

猪苗代湖は、平成14（2002）年～17（2005）年度まで4年連続水質日本一でしたが、

平成18（2006）年度に大腸菌群数が環境基準超過となり評価ランク外となりました。

近年、猪苗代湖では、pHやCODの上昇等、水質の悪化が懸念されており、県民、行

政などが一体となった水環境保全活動が進められています。

(2) 地下水
地下水の主な帯水層である沖積層や第四紀層は、本県の中通りの盆地地帯、会津盆

地、浜通りの海岸地帯に分布し、これらの平野部を中心に地下水の利用が行われてい

ます。

地下水は、一般的に水温・水質が安定していることや、大規模な貯水・取水・給水

施設を要しないなど、優れた水資源であることから、古来より生活用水や農業用水に

利用され、会津地方では消雪用水としても利用されています。

しかし、高度成長期には工業用水を中心に使用量が急増し、こうした大量の地下水

利用は地下水位の低下や枯渇、地盤沈下等を引き起こしました。

特に、地盤沈下の被害が見られた南相馬市原町区では、地下水の取水規制を行うと

ともにダム建設による代替水源の確保を図るなどの対策を講じており、その結果、現

在は沈静化しています。

一方、地下水の過剰揚水による地下水位の低下や湧水の枯渇・水質の悪化、家畜排

せつ物や化学肥料等が原因と見られる地下水汚染が問題化しつつあります。

(3) ダ ム
本県では、安定的な水供給確保のために、計画的な水資源開発施設の整備を進めて

きました。

現在、発電専用のダムを含め、県内の利水を目的としたダムは78基（内訳：多目的

ダム14基、農業用ダム45基、発電専用ダム19基）が完成又は建設中となっています。

人口減少や経済成長の鈍化など水資源を取り巻く社会状況の変化に伴い、水需要の

減少や代替水源の確保等により、5施設のダム建設を中止、または休止としました。

このため、本県では、当面、新たな水資源開発としてのダム整備計画はありません。
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第２章 水資源を取り巻く環境の変化

１ 東日本大震災及び原子力災害

(1) 東日本大震災
本県では、東日本大震災※８の地震・津波により、死者・行方不明者約3,000人、全

壊・半壊家屋約93,000棟が被災するとともに、約112km2の浸水被害が発生しました。

生活関連では、7,757件（38事業体）の水道施設が被災を受け、400,713戸の断水

が発生し、汚水処理施設でも下水道136箇所、農業集落排水95施設が被災しました。

工業用水道施設は、107箇所が被災しました。

農業用水利施設では、須賀川市の藤沼ダムが決壊したほか、ため池745箇所、頭首

工59箇所、揚水機113箇所、水路1,133箇所が被災しました。

このため、震災からの復旧・復興が今後の大きな課題となっています。

※８）東日本大震災の被害状況:

・死者・行方不明者、全壊・半壊家屋数は、平成25（2013）年３月７日現在の状況。

・水道施設の被害は、平成24（2012）年11月末現在の状況。

・下水道の被害は、平成23（2011）年9月7日現在の状況。

・農業集落排水の被害は、平成23（2011）年4月27日現在の状況。

・工業用水道施設の被害は、「経済産業省産業構造審議会工業用水道政策小委員会報告

書(平成24年6月)及び2011年東北地方太平洋沖地震に係る工業用水道施設の被災状況

調査(平成24年3月社団法人日本工業用水協会)」より引用。

・農業用水利施設の被害は、平成23（2011）年4月27日現在の状況。

(2) 原子力災害
原子力災害により、2市7町3村に警戒区域や計画的避難区域が設定されました。

事故により東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質により、

東日本の広い範囲が汚染され、警戒区域や計画的避難区域を始め広い範囲で、現在

も多くの住民が県内外への避難を余儀なくされているほか、多くの県民が放射線の

影響を懸念しながら暮らしています。また、放射性物質による公共水域や水源地域

などの汚染や水質への影響が懸念されています。

(3) 本県の水資源に与える影響
本県では、地震や津波の被災、原子力災害による警戒区域や計画的避難区域から

の避難、自主避難により、約16万人(平成24年11月現在)の方が県内外での避難生活

を続けています。

警戒区域では、現在もなお復旧作業等にとりかかることができず、生活基盤や産

業基盤の荒廃が進行しています。

現在、避難指示解除準備区域や居住制限区域、帰還困難区域等への区域の見直し

が行われていますが、避難指示解除準備区域の生活用水の安定確保や汚水処理施設

の機能回復、農業や工業再生のための工業用水道や農業用水利施設（ダム、ため池、

頭首工、揚水機場、水路）の復旧など、住民が安心して暮らすための取組を速やか

に行う必要があります。

また、津波被害地域等の集団移転について検討が進められているほか、原子力災
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害の避難地域再編に伴い、多くの住民が長期間の避難を余儀なくされる見通しであ

ることから、集団移転先や避難中の拠点などの安定した生活基盤の整備も求められ

ています。

多くの県民が放射性物質による汚染とそれに伴う健康への影響に不安を感じてい

ることから、除染や放射性物質モニタリング、放射性物質の流入防止対策等による

生活用水や農業用水などの安全性の確保を図るとともに、震災以前と同様に安心し

て水辺空間を利用するための取組が求められています。

２ 人口減少と少子高齢化の進行
本県の人口は、平成10（1998）年1月の2,138千人をピークに減少し始め、平成24（2

012）年10月現在1,962千人となっています。

人口減少の原因として、首都圏への人口流出、未婚化、晩婚化の進行、出生数の減

少、死亡数の増加などが挙げられます。

東日本大震災・原子力災害の発生後、若い世代を中心に県外への人口流出が続くと

ともに、県内でも人口の流動が大きくなっています。

本県では、東日本大震災・原子力災害からの復興に時間を要すると考えられること

から、今後も、若い世代を中心に、県外への大量の人口流出が懸念され、平成32(202

0)年には1,886千人※９にまで減少することが想定されています。また、震災後、県内

でも人口の流動が大きくなっています。

このことは、県内の水需要の動向や既存水利施設の維持管理にも影響を及ぼすため、

人口減少等への対応が今後の大きな課題となっています。

※９）平成32年の県人口：

福島県総合計画「ふくしま新生プラン」における県人口の試算結果シナリオＡによる。

図2.10 総合計画における県人口の試算結果
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３ 産業構造の変化
産業別就業者数の推移をみると、全就業者数が減少しているなか、第３次産業の就

業者数のみが増加しており、第１次及び第２次産業の従事者数は減少しています。

製造業では事業所数や従事者数が減少しているとともに、水を大量に使う製造業が

減少しています。また、耕地面積も田及び畑ともに減少しています。これら産業構造

の変化により、徐々に水の需要量も減少しています。

東日本大震災や原子力災害などにより多くの産業が被害を受けており、既存産業の

再生と、新たな活力の源となる産業の振興が課題になっています。

また、放射性物質による汚染や風評被害など、県内の広範囲で原子力災害の被害を

受けており、放射性物質対策が今後の課題となっています。

第２次産業については、将来にわたる成長と高付加価値を生み出すことが見込まれ

る再生可能エネルギー・医療関連産業等の創出・集積など、新たな産業創出の推進が

特に求められています。

このような産業構造の変化は、水需要の動向にも影響を及ぼすことから、産業構造

の変化に対応した新たな水需要の把握と水利用の再編が今後の課題となっています。

４ 地球温暖化問題の深刻化
平成19年(2007年)11月に公表された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の

第4次評価報告書によれば、過去100年間（明治39(1906)年～平成17(2005)年）の地上

平均気温は0.74℃上昇しており、この地球温暖化現象は、人為的な温室効果ガスの増

加によってもたらされた可能性が高いとされています。

本県においても、福島市ではこの100年で1.5℃上昇しており、桜の開花時期の早ま

りや紅葉時期の遅れなど、身近に感じられる変化が目立ってきており、年間降水量の

減少や降水量の変動幅が増大する傾向が強まっています。

こうした長期的な気候変動は、大規模な干ばつによる水不足や自然災害などの甚大

化のほか、連続無降雨日数の増加や降雨量・降雪量の減少などによる水資源への影響

が懸念されており、安定的な水資源量の確保が今後の課題となっています。

５ 食料・資源・エネルギー問題の顕在化
世界的な人口増加、中国やインドを始めとするアジア各国の経済成長による食料、

資源制約の高まり、また、地球温暖化に伴う気候変動による食料生産への影響などか

ら、将来的な食料・資源・エネルギーの不足が懸念されています。

特に、食料や資源の多くを輸入に依存している我が国においては、食料自給率の向

上、省資源・省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの有効活用が求められていま

す。このため、水資源の利活用の観点からも既存水利施設を利用した小水力発電など

の推進が今後の課題となっています。



- 18 -

６ 施設の老朽化
ダムや水道、工業用水道、農業用水利施設（ため池、頭首工、揚水機場、水路）な

ど、完成後かなりの年数が経過した施設が県内には多く存在しています。

ダムについては、機器等の老朽化やダム貯水池内への土砂や流木の堆積が進行して

います。

水道施設は、平成22年度において、法定耐用年数（40年）を経過した管路延長を把

握している水道事業のうち、その割合が総管路延長の50％以上であるものが10事業（い

ずれも簡易水道）あります。また、同年度において、上水道事業及び水道用水供給事

業における石綿セメント管の残存割合は2.8％であり、全国（1.3％）と比べると更新

が遅れています。

工業用水道は、法定耐用年数（40年）を経過した老朽管が50％近くあります。

農業用水利施設（頭首工、揚水機場）は、全体の約7～8割の施設が耐用年数を超え、

老朽化が進行しています。

これら施設の老朽化した施設は今後も増加することが予想されますが、施設管理者

の財政状況が厳しく、施設更新への影響が懸念されます。

施設の老朽化による施設の破損などにより、水の安定供給に影響を及ぼす懸念があ

ることから、適正な施設更新計画の策定と財源確保が、今後の大きな課題となってい

ます。

７ 大規模地震等による水供給障害
東日本大震災により、7,757件（38事業体）の水道施設が被災し、400,713戸の断水

が発生しました。

工業用水道施設では、107箇所の施設で被害が発生しました。

また、下水道や農業集落排水など汚水処理施設の被害が甚大で、その復旧に日数を

要したことにより、水道の給水再開に影響が出た地域もありました。

農業用水利施設では、須賀川市の藤沼ダムが決壊したほか、ため池745ヶ所、頭首

工59ヶ所、揚水機113ヶ所、水路1,133ヶ所が被災しました。

水道施設や汚水処理施設は、生活を維持するためのライフラインとして欠くことが

できないものであり、工業用水道施設や農業用水施設は、産業の基盤として欠くこと

ができないものです。

このため、水利施設の被災による県民生活や経済活動への影響を 小限に抑えるた

め、施設の耐震化や非常時に水を供給可能な代替水源の確保、速やかな施設復旧が今

後の課題となっています。

８ 安全な水、豊かな環境への要請
震災以前に実施した県政世論調査では、「水道などの整備状況」や「飲み水のおい

しさ」等の満足度が高い反面、「海や河川、湖沼などの水のきれいさ」や「水辺やそ

の周辺のごみの少なさ」の満足度が低くなっていました。

また、水環境保全活動団体へのアンケートでは、「清らかな水の流れ、水道用水や
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農業用水等、それぞれの利用目的に適した水が確保されている。」の満足度が高い反

面、「周囲の環境と調和した水と親しむことができる水辺空間がある。」の満足度が低

くなっています。

平成24年度に実施した県政世論調査では、「放射性物質による水や水生生物の汚染」

に関して80％以上が不安を感じており、また「河川や水路などの環境美化活動や維持

管理活動」や「植林などの水源保全活動」、「水辺の生き物の保護活動や観察会」へ参

加している人の割合が震災以前より減少しています。

これらのことから、水や水生生物などの放射性物質汚染への対応や、美しい水辺空

間の確保、安心して水とふれ合うことのできる水辺空間の確保などが今後の課題とな

っています。

９ 地下水の保全と管理
地下水は、良質な水を比較的容易に確保できる水源であり、地球温暖化による渇水

リスクの対応や、地震等の災害時の代替水源としての活用が期待されています。

しかし、個々の使用者が設置した施設により直接取水されるため、取水量を適切に

把握することは難しく、地層・地質・土地利用の状況により異なる地下水涵養メカニ

ズムを整理し、利用可能な地下水総量を把握することが難しい水源でもあります。

県内の地下水汚染状況の調査を実施していますが、毎年新たに環境基準を超過した

井戸が確認されており、浄化対策の促進と未然防止対策の推進など、地下水の適正な

保全と管理が課題となっています。

また、南相馬市原町区で、昭和30（1955）年代頃から農業用や工業用地下水の過剰

揚水による 大1.6ｍの地盤沈下が発生し、ダム建設により地下水から表流水への水

源転換したのを始め、福島市やいわき市でも地盤沈下が確認されています。

現在、県内には地下水揚水による地盤沈下が認められてる地域はありませんが、過

去に大きな被害をもたらした例があり、近年地下水位の低下が懸念されている地域も

あることから、適正に利用可能な地下水総量の把握と過剰揚水による影響の未然防止

が今後の課題となっています。

10 水源地域を始めとする流域の保全
森林や水田等の農地は、水源涵養や災害の防止、国土や自然環境の保全や地球温暖

化防止等の多面的機能を有しています。

しかし、木材価格の長期低迷等による林業経営意欲の低下や林業就業者の減少、さ

らに放射性物質に森林が汚染されたことにより、森林整備が停滞し、水源涵養機能が

低下することが懸念されます。

農地についても、担い手の減少と高齢化、農産物価格の低迷、養蚕や葉たばこ栽培

の衰退等に伴って耕作放棄地が拡大しており、さらに原子力災害に伴う米の作付け制

限や葉たばこの作付け見合わせ等の措置が講じられていることから、耕作放棄地の増

加が懸念されます。

このため、水源地域や流域における水源涵養等の多面的機能を維持するためにも、
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除染や森林整備の推進、耕作放棄地の発生を防ぐための対策が課題となっています。

また、近年、世界的な水不足を見越し、水資源確保を目的とした外国資本の森林買

収の動きが懸念されています。今のところ、本県においては外国資本による森林買収

の事例は報告されていませんが、注意深く動向を把握していく必要があります。

11 農業用水の持つ多面的機能の保全
農業用水は、かんがいに利用されるだけでなく、古くから生活に密着した「地域用

水」として、農業集落の防火、消流雪、農機具等の洗浄等に活用されているほか、景

観形成、親水、生態系保全、水路の水質保全等の多面的な役割を果たしてきました。

しかし、非かんがい期になると農業用水が河川から取水されなくなるため水路の流

量は著しく減少し、水路の水質悪化や水生生物の生態系への影響、ゴミの滞留によっ

て景観が損なわれるなどさまざまな問題が生じています。

また、地域用水は、農業用水の水利権に付随するものとして昔から慣行的に使われ

てきたことから、近年の水田面積減少に伴い、かんがい期でも集落内の水路へ流れる

流量が減少することが懸念されます。

近年では、これまで農業用水が持っていた多面的機能を持続的に活用するために、

行政が主体となって農業用水路を利用した「環境用水※10」の水利権取得する動きも見

られます。

※10）環境用水：

・水質、親水空間、修景など、生活環境または自然環境の維持、改善等を図ることを目的

とした水利使用。

・水利権申請者は、地方公共団体を原則としていますが、一定の要件を満たせば土地改良

区等も申請者になることができる。

・過去に仙台市（水路の浄化及び修景）や新潟市（水質保全、景観保全及び生態系保全）、

会津若松市（環境水路の用水、鶴ヶ城の浄化用水）などで水利権を取得している。

農業・農村の整備（全国水土里ネットより）
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第３章 水需給見通し

１ 水資源の利用形態
水資源は、その利用形態から「都市用水」、「農業用水」及び「その他用水」に区分

され、さらに「都市用水」は「水道用水」と「工業用水」に、「農業用水」は水田や

畑の作物生産に用いられる「かんがい用水」と家畜の飼育に用いられる「畜産用水」

に分けられます。

本計画では、県内の需要量が多い「水道用水」、「工業用水」、「農業用水」について、

水需給量を算定します。

「その他用水」は、一度利用した水が再び河川等に還元される率が高いことから、

今回の水需給量算定では対象外とします

なお、「農業用水」については、河川やダム・ため池等を主な水源としている「か

んがい用水」が需要量の大半を占めていることから、水道用水や地下水等を利用する

「畜産用水」は水需給量算定の対象外とします。

また、水道依存の工業用水については、「水道用水」に含めて算定します。

図2.11 水資源の利用形態

① 水道用水は、「生活用水」として家庭で飲用や日常生活に利用されている他、「都市活動用

水」として飲食店やホテルの営業、事業所や公共施設・公園などで利用される水。

工業製品の製造などに利用されている水道用水もこれに含まれる。

② 工業用水は、水道用水以外を利用して工業製品等の製造など生産活動に利用される水。

③ 農業用水は、水田や畑地のかんがい用水の他、家畜の飲用に利用される水。

畜産用水は、水道用水や地下水等を利用しており、今回の水需給量算定では対象外。

④ その他用水は、水力発電や水産業（養殖）、消雪等に利用される水。

その他用水は、一度利用した水が再び河川等に還元される率が高いことから、今回の水需

給量算定では対象外。
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２ 県全体の水需給の現状と今後の見通し

(1) 県全体の水需給の現状と見通し

① 水需給の現状
平成22（2010）年における本県の水需要は、238,156万ｍ３／年（取水量ベース）

と推計されます。

用途別に見ると、農業用水が全体の80.4％を占め、以下、水道用水10.7％、工

業用水8.9％となっています。

また、平成22（2010）年における本県の供給可能量※11は、466,163万ｍ３／年と

なっており、需要量に対する供給量は確保されています。

県全体の水需要と供給量可能量（平成22年） 単位：万ｍ
3
/年

水道用水 工業用水 農業用水 合 計

需要量（実績） 25,349 21,251 191,556 238,156

供給可能量 51,356 45,515 369,292 466,163

※11）供給可能量：水道用水と工業用水は、地下水・沢水等の実取水量及びダム・河川等

の水利権取水量、ダムの先行開発水量の総和により算定。

農業用水は、前計画の基準年である平成7年の供給量に平成8年以降に完成したダ

ムの利水量を加算して算定。

② 水需給の見通し
平成22（2010）年では供給量が需要量を上回っています。

人口減少や水田面積の減少等に伴い、今後の需要量は減少傾向が続くことが予

測されます。

なお、東日本大震災及び原子力災害の影響により水道用水、工業用水、農業用

水の需要量は一時的に減少し、平成27（2015）年に222,187万ｍ３／年（取水量ベ

ース）となるものの、平成32（2020）年には237,877万ｍ３／年に回復すると見込

まれます。

一方、供給量は、新たな水資源の開発計画等がないため、将来も横ばい傾向が

続くと予測され、将来の水需給バランスは需要量に対応する供給量は確保される

ものと見込まれます。

県全体の水需要と供給可能量の見通し 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 254,940 253,200 238,156 222,187 237,877

供給可能量 453,242 462,490 466,163 462,935 467,697
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③ 今後の課題
東日本大震災により多くのダムやため池、水道用水や工業用水、農業用水の導

水施設が被災するとともに、原子力災害の影響で復旧工事に取り掛かることので

きない施設も多く、水資源の安定供給確保のためにも、ダムやため池、導水施設

などの速やかな復旧を図ることが今後の課題となっています。

また、平成22年に30.8％ある未整備水田※12については、水源や水路に対する対

策が不十分なため、渇水時に充分な農業用水を供給できない状況となっているこ

とから、用水路等のかんがい施設整備とほ場整備※13の推進による水供給の安定確

保が今後の課題となっています。

※12）未整備水田：

ほ場整備等が実施されていないため、区画が小さく不整形となっていたり、用

水路と排水路が分離されていないため、降雨時の地表排水が悪いなど、中・大型

機械による営農が難しい水田。

※13）ほ場整備：

中・大型機械による営農の効率化を図るために、水田や畑を大区画に整理した

り、用水路や排水路、農道を整備すること。

(2) 水道用水の水需給の現状と今後の見通し

① 水需給の現状
県全体における平成22（2010）年の需要量実績（上水道・簡易水道・専用水道

の取水量）は25,349万ｍ ／年で、平成12（2000）年の実績27,991万ｍ ／年と比3 3

べると2,642万ｍ ／年減少しています。3

これは、節水意識の向上等により、一人一日当たりの使用水量が減少（平成12

（2000）年321ｯﾄﾙ→平成22（2010）年298ﾘｯﾄﾙ）したことや給水人口の減少による

ものと推測されます。

それに対し、平成22（2010）年の供給可能量は51,356万ｍ ／年で、平成12（203

00）年の供給可能量46,925万ｍ ／年と比べると新たな水資源の開発（堀川ダム、3

摺上川ダム、こまちダム、木戸ダム）などにより4,431万ｍ ／年増加しています。3

平成22（2010）年の水需給バランスをみると、供給量が需要量を上回っており、

需要量に対する供給量は確保されています。

② 水需給の見通し
水道用水の水需要は減少傾向にあり、今後も人口減少などから平成32年(2020年)

にはさらに減少すると見込まれます。

今後、新たな水資源の開発計画等がないため、供給量は横ばい傾向と予測され、

将来の水需給バランスは、需要量に対応する供給量は確保される見込みです。

水道用水の需要量と供給可能量の見通し 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 27,991 26,885 25,349 24,263 23,753

供給可能量 46,925 50,025 51,356 51,356 51,356
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○ 水道用水の水需給量の算定方法：

・ 平成12（2000）年～22（2010）年の水道用水の需要量は、「水需給動態調査」

及び「福島県の水道」に基づく取水実績値。供給量は「ダム・河川等の水利

権の年間取水量＋ダムの先行開発年間水量＋水利権外の表流水・伏流水・井

戸水・湧水の計画日 大取水量×365日」により算定。

なお、東日本大震災の影響で平成22年の取水実績等が把握できない市町村

は、平成21年の値を利用した。

・ 平成27（2015）年、32（2020）年の水道用水需要量は、「平成22年における

1人当たりの取水量実績×推計給水人口※14」により推計。

平成27年の推計給水人口は県外避難者を除き、県内各地域の仮設住宅等へ

の入居状況を考慮した。

なお、平成32年には避難者が各避難元に帰還できると想定した。

※14）推計給水人口は、県総合計画「ふくしま新生プラン」における県人口試算結果の

シナリオＡに水道普及率を掛けて算出。

・ 新たな水資源開発計画が無いことから、「平成22年度の供給可能量＝平成27

年、32年の供給量」とした。

(3) 工業用水の水需給の現状と今後の見通し

① 水需給の現状
県全体おける平成22（2010）年の需要量の実績は21,251万ｍ ／年で、平成12（23

000）年の実績21,646万ｍ ／年と比べると395万ｍ ／年減少しています。3 3

これは、技術の進歩により水資源の有効利用が進んでいることや景気の動向等

により、工業用水の需要が減少したものと推測されます。

それに対し、平成22（2010）年の供給可能量は45,515万ｍ ／年で、平成12（203

00）年の供給可能量41,951万ｍ ／年と比べると摺上川ダムや木戸ダムの完成など3

新たな水資源の開発により3,564万ｍ ／年増加しています。3

平成22(2010)年の水需給バランスをみると、供給量が需要量を上回っており、

需要量に対応する供給量は確保されています。

② 水需給の見通し
工業用水の水需要は減少傾向にあり、将来もその傾向が続くことが予想されま

すが、震災等からの復興に伴う新たな工業用地造成や中小企業等の復興支援策に

よる新たな水需要の可能性を考慮すると、今後の水需要量は増加傾向になるもの
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と見込まれます。

今後、新たな水資源の開発計画等がないため、供給量は横ばい傾向と予測され、

将来の水需給バランスは、需要量に対応する供給量は確保される見込みです。

復興に伴う新たな水需要が生じた場合には、地域毎の水需給バランスを考慮し

つつ、検討する必要があります。

工業用水の需要量と供給可能量の見通し 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 21,646 20,697 21,251 21,077 21,960

供給可能量 41,951 46,583 45,515 45,515 45,515

○ 工業用水の水需給量の算定方法：

・ 平成12（2000）年～22（2010）年の工業用水の需要量は、「水需給動態調査」

に基づく取水実績値。供給量は「地下水・沢水等の取水実績＋ダム・河川等

の水利権取水量＋ダムの先行開発水量」により算定。

・ 平成27年、32年の工業用水需要量は「平成22年の単位面積当たりの工業用

水取水実績×工業用地予測面積※15」により推計。

なお、平成27年は、原子力災害により事業活動ができなくなっている避難

区域の工業用地面積減分を考慮した。

※15）平成32年の工業用地予測面積は、国土利用計画による。

・ 新たな水資源開発計画が無いことから、「平成22年度の供給可能量＝平成27

年、32年の供給量」とした。

(4) 農業用水の水需給の現状と今後の見通し

① 水需給の現状
県全体における需要量は、平成22（2010）年の推定実績は191,556万ｍ ／年で、3

平成12年（2000）年の推定実績205,303万ｍ ／年と比べると、13,747万ｍ ／年減3 3

少しています。

これは、平成22（2010）年の水田面積が平成12（2000）年から比べると6,042ha

減少したことなどによる需要量の減少によるものと推測されます。

それに対し、平成22（2010）年の供給可能量は369,292万ｍ ／年で、平成12（23

000）年の供給可能量364,366万ｍ ／年と比べると、金沢調整池、高柴調整池、新3

宮川ダム、山ノ入ダム、摺上川ダムの完成などに伴い、4,926万ｍ ／年増加した3

ことにより、水資源の安定供給量が向上しています。
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② 水需給の見通し
農業用水の需要量は、水田面積の減少に伴い減少すると見込んでおり、渇水年※

16の降水量をもとに推定した平成32（2020）年の需要量は、192,164万ｍ3/年と見

込まれます。

一方、供給量は、370,826万ｍ3/年の供給が可能であると予測され、将来も需要

量に対応する供給量は確保されるものと見込まれます。

※16）渇水年：「10年に１度発生する少雨の年」が一般的であるが、本計画では昭和56

（1981）年～平成22（2010）年の「30年間で3番目に降雨が少ない年」と

している。

農業用水の需要量と供給可能量の見通し 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 205,303 205,618 191,556 176,847 192,164

供給可能量 364,366 365,882 369,292 366,064 370,826

○ 農業用水の水需給量の算定方法：

・ 平成12年～22年の農業用水需要量は、「水田作付け実績×実雨量により算定

した単位面積当たりの水田の必要水量＋畑地かんがいの推定面積×実雨量に

より算定した単位面積当たりの畑の必要水量＋農業用水路の維持管理水量」

により推計。

・ 平成27年、32年の水需要量は、「平成12年～22年の農地面積の減少傾向から

予測した水田と畑地かんがいの面積×渇水年の実雨量により算定した単位面

積当たりの必要水量」により推計。

なお、相双地域は、津波による農地の被災や原子力災害による避難状況か

ら、平成27年の作付け面積は減少するが、除染及び農地や農業用水利施設の

復旧等により、平成32年には回復するものと想定した。

・ 平成12年～22年の供給可能量は、前計画の基準年である平成7年の供給量に

平成8年以降に完成したダムの利水量を加算して算定した。

・ 平成27年の供給可能量は、震災で被災したダムやため池の復旧スケジュー

ルを考慮して推計した。

・ 平成32年の供給可能量は、平成22年の供給可能量に建設中ダムの利水量を

加算した。
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３ 生活圏毎の水需給動向

(1) 県北地域

① 地域の特徴
県北地域は、政治・行政、教育・文化、医療等の高次都市機能が集積しており、

本県の政治や教育の中心的役割を担う地域となっています。

情報通信、電気機械関連産業などの製造業が集積し、県内製造品出荷額の約26

％を占め、県中地域と並んで本県の工業を牽引する地域となっています。

農業面では、野菜や県内 大の生産額を誇る果樹を中心とする北部地域、稲作

が中心の南部地域、畜産が盛んな中山間地域に分けられます。

新幹線や高速道路などの高速交通体系整備が進んでおり、首都圏と東北、太平

洋側と日本海側の接続点として重要な役割が期待されています。

しかし、原子力災害により一部の地域に計画的避難区域や特定避難勧奨地点が

設定され、住民の帰還に向けた環境回復の取組が必要とされています。

② 地域の水需給動向
県北地域では、水道用水、工業用水、農業用水の水需要実績は減少しており、

平成22(2010)年の水需給バランスは、平成16(2004)年に山ノ入ダム、平成18(2006)

年に摺上川ダムが完成し、供給量が需要量を上回っていることから、需要量に対

応する供給量は確保されています。

なお、警戒区域等から避難を余儀なくされた避難者を約1万7千人（仮設住宅等

への入居状況から算定）受け入れていますが、震災発生以前から水需要が減少傾

向となっていることから、これに対応する供給量は確保されています。

今後の需要量は、人口減少や水田面積の減少に伴い、緩やかな減少傾向が続く

ことが見込まれます。

一方、供給量は、新たな水資源の開発計画等がないため、将来も横ばい傾向が

続くと予測されます。このため、将来の水需給バランスは需要量に対応する供給

量は確保される見込みです。

しかし、東日本大震災でため池などが被災しており、水資源の安定供給のため

にも、これら被災施設の速やかな復旧を図ることが今後の課題となっています。

県北地域の需要量と供給可能量 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 30,048 28,547 23,459 24,570 24,046

（需要内訳）

水道用水 6,465 6,507 5,986 5,811 5,480

工業用水 1,572 1,439 1,158 1,171 1,183

農業用水 22,011 20,601 16,315 17,588 17,383

供給可能量 59,685 64,083 67,530 67,530 67,530

（供給内訳）

水道用水 8,838 12,221 12,539 12,539 12,539

工業用水 2,098 2,930 2,649 2,649 2,649

農業用水 48,749 48,932 52,342 52,342 52,342
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(2) 県中地域

① 地域の特徴
県中地域は、本県経済の中心的役割を担う地域であり、工業面では、県内製造

出荷額の約26％、年間商品販売額の約44％を占めており、今後も、本県の経済を

リードしていくことが期待されています。

また、農業面では、米・野菜・畜産が中心であり、本県生産額の約25％を占め

ています。

新幹線などの鉄道網、高速道路などの道路網によって、首都圏、北陸地方、東

北地方を結ぶ交通の要衝となっているほか、本県の空の玄関口である福島空港は、

国内・海外との交流の拡大が期待されています。

② 地域の水需給動向
県中地域では、水道用水、工業用水、農業用水の水需要実績は減少しており、

平成22（2010）年の水需給バランスは、平成13（2001）年に金沢調整池と高柴調

整池が、平成19（2007）年にこまちダムが完成し、供給量が需要量を上回ってい

ることから、需要量に対応する供給量は確保されています。

なお、警戒区域等から避難を余儀なくされた避難者を約1万2千人（仮設住宅等

への入居状況から算定）受け入れていますが、震災発生以前から水需要が減少傾

向となっていることから、これに対応する供給量は確保されています。

今後の需要量は、人口減少や水田面積の減少に伴い、緩やかな減少傾向が続く

ことが見込まれます。

一方、供給量は、新たな水資源の開発計画等がないため、将来も横ばい傾向が

続くと予測されます。このため、将来の水需給バランスは需要量に対応する供給

量が確保される見込みです。

しかし、東日本大震災で決壊した藤沼ダムを始め、ダムやため池、導水施設な

どが被災しており、水資源の安定供給のためにもこれら施設の速やかな復旧を図

ることが今後の課題となっています。

県中地域の需要量と供給可能量 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 68,211 65,753 64,522 65,548 64,793

（需要内訳）

水道用水 6,856 6,426 6,141 6,248 5,960

工業用水 2,287 1,728 1,143 1,191 1,240

農業用水 59,068 57,599 57,238 58,145 57,593

供給可能量 100,758 102,239 101,159 101,009 101,159

（供給内訳）

水道用水 13,040 13,097 13,071 13,071 13,071

工業用水 4,811 5,924 4,870 4,870 4,870

農業用水 82,907 83,218 83,218 83,068 83,218
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(3) 県南地域

① 地域の特徴
県南地域は、歴史的文化遺産や魅力的な伝統文化が数多く残されています。

首都圏と隣接し、東北新幹線、東北自動車道の高速交通網や福島空港とのアク

セス性などの優位的条件から、製造業を中心とした企業が立地し、半導体関連産

業、輸送用機器関連産業などが集積しています。

農業面では、自然条件を生かした野菜、花きなどの生産が盛んであるとともに、

スギを中心とした県内有数の林業地帯でもあり、良質な木材の供給が行われてい

ます。

② 地域の水需給動向
県南地域では、水道用水、農業用水は減少しているものの、工業用水の水需要

実績が増加しており、地域全体の水需要は増加傾向となっています。

平成22（2010）年の水需給バランスは、供給量が需要量を上回っており、需要

量に対応する供給量は確保されています。

なお、警戒区域等から避難を余儀なくされた避難者を約1千人（仮設住宅等への

入居状況から算定）受け入れていますが、震災発生以前から水需要が減少傾向と

なっていることから、これに対応する供給量は確保されています。

今後の需要量は、人口減少や水田面積の減少に伴い、緩やかな減少傾向が続く

ことが見込まれます。

一方、供給量は、新たな水資源の開発計画等がないため、将来も横ばい傾向が

続くと予測されます。このため、将来の水需給バランスは需要量に対応する供給

量は確保される見込みです。

しかし、東日本大震災では、西郷ダムやため池、導水施設などが被災しており、

水資源の安定供給のためにもこれら施設の速やかな復旧を図ることが今後の課題

となっています。

県南地域の需要量と供給可能量 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 22,993 24,161 22,881 24,608 24,362

（需要内訳）

水道用水 1,806 1,812 1,838 1,810 1,740

工業用水 1,416 1,182 2,087 2,165 2,241

農業用水 19,771 21,167 18,956 20,633 20,381

供給可能量 45,352 45,509 46,474 46,474 46,474

（供給内訳）

水道用水 3,363 3,347 3,446 3,446 3,446

工業用水 2,172 2,345 3,211 3,211 3,211

農業用水 39,817 39,817 39,817 39,817 39,817
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(4) 会津地域

① 地域の特徴
会津地域は、全国的に名高い歴史、文化を有していることから、本県の観光・

リゾートの中心的な地域となっています。

会津若松市を中心に電子部品製造、機械加工業などが集積しているほか、清酒、

味噌、漆器といった伝統的な産業が立地しています。

中央平坦部では、稲作中心の農業が行われており、山間部は、過疎化・高齢化

が進むとともに、豪雪地帯となっていますが、豊富な雪解け水を利用した水力発

電所や、地熱発電所が立地しています。また、今後は地域特性を生かした小水力

発電や木質バイオマスエネルギーの推進地域としても期待されています。

鉄道及び高速道路によって、太平洋側、日本海側と結ばれており、第3セクター

の会津鉄道等によって、首都圏とも直結しています。

② 地域の水需給動向
会津地域では、水道用水、工業用水、農業用水の水需要実績は減少しており、

平成22（2010）年の水需給バランスは、平成15（2003）年に新宮川ダムが完成し、

供給量が需要量を上回っていることから、需要量に対応する供給量は確保されて

います。

なお、警戒区域等から避難を余儀なくされた避難者を約6千人（仮設住宅等への

入居状況から算定）受け入れていますが、震災発生以前から水需要が減少傾向と

なっていることから、これに対応する供給量は確保されています。

今後の需要量は、人口減少や水田面積の減少に伴い、緩やかな減少傾向が続く

ことが見込まれます。

一方、供給量は、新たな水資源の開発計画等がないため、将来も横ばい傾向が

続くと予測されます。このため、将来の水需給バランスは需要量に対応する供給

量は確保される見込みです。

しかし、平成23（2011）年7月の新潟・福島豪雨では、農業用水利施設などが被

災しており、水資源の安定供給のためにも農業用水利施設の復旧が必要です。

会津地域の需要量と供給可能量 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 50,255 53,793 47,452 44,338 43,829

（需要内訳）

水道用水 4,565 4,233 3,931 3,904 3,685

工業用水 2,266 2,413 2,064 2,074 2,084

農業用水 43,424 47,147 41,457 38,360 38,060

供給可能量 115,281 117,269 116,933 116,933 116,933

（供給内訳）

水道用水 7,974 7,695 7,694 7,694 7,694

工業用水 5,097 6,343 6,008 6,008 6,008

農業用水 102,210 103,231 103,231 103,231 103,231
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(5) 南会津地域

① 地域の特徴
南会津地域は、全国屈指の豪雪地帯であり、只見川を中心に豊富な雪解け水を

利用した水力発電所が立地しています。

尾瀬や広大なブナ原生林などの雄大な自然環境に加え、会津田島祇園祭や檜枝

岐歌舞伎などの伝統文化、大内宿や前沢曲家集落に代表される歴史的景観、スキ

ー場などの多様な観光資源やトマトなどの高冷地の特性を生かして栽培された農

林資源にも恵まれています。これらの地域資源と結びついた観光関連産業が農林

業とともに主要な産業となっています。

平成22年度の国勢調査によると、人口の減少率は9.2％と、県全体の3.0％を大

きく上回り、高齢化率も36.9％と、県全体の25.0％を上回るなど、県内で も過

疎化・高齢化が進行している地域です。

会津鉄道などによって、首都圏と直結しているほか、JR只見線により新潟県と

結ばれています。

② 地域の水需給動向
南会津地域では、水道用水、工業用水、農業用水の水需要実績は減少しており、

平成22（2010）年の水需給バランスは、供給量が需要量を上回っていることから、

需要量に対応する供給量は確保されています。

今後の需要量は、人口減少や水田面積の減少に伴い、緩やかな減少傾向が続くこ

とが予測されます。

一方、供給量は、新たな水資源の開発計画等がないため、将来も横ばい傾向が続

くと見込まれます。このため、将来の水需給バランスは需要量に対応する供給量は

確保される見込みです。

しかし、平成23（2011）年7月の新潟・福島豪雨では、農業用水利施設などが被災

しており、水資源の安定供給のためにも早期の復旧が必要です。

南会津地域の需要量と供給可能量 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 6,365 6,396 5,896 5,678 5,617

（需要内訳）

水道用水 554 623 510 486 470

工業用水 17 18 7 7 7

農業用水 5,794 5,755 5,379 5,185 5,140

供給可能量 11,846 11,820 11,816 11,816 11,816

（供給内訳）

水道用水 750 723 730 730 730

工業用水 17 18 7 7 7

農業用水 11,079 11,079 11,079 11,079 11,079
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(6) 相双地域

① 地域の特徴
相双地域は、東日本大震災により沿岸部を始め、地域全体が甚大な被害を受け

るとともに、原子力災害による避難区域等の設定により多くの住民が避難を余儀

なくされ、多数の市町村で地域社会全体に空白が生じるなど、深刻な被害が継続

しています。

安全で安心な生活環境の回復と住民帰還を進めるため、放射性物質の除染が

優先で求められています。

商工業は、機械電子工学産業を始めとした幅広い業種の集積が図られています

が、企業の地域内外への移転や休業・廃業の問題が生じています。

農林水産業では、米、畜産、園芸作物が中心となっており、良好な漁場を生か

した沿岸漁業も盛んです。津波や原子力災害により深刻な影響を受けましたが、

農地復旧や沿岸漁業の試験操業など、再生の努力が続けられています。

物流機能の回復、交流の拡大及び防災の観点から、中通りとつなぐ東西軸、浜

通りを貫く南北軸の道路網、JR常磐線、相馬港等の交通・物流基盤の早期復旧と

新たな整備が必要となっています。

② 地域の水需給動向
相双地域では、工業用水は若干増加しているものの、水道用水、農業用水の水

需要実績は減少しており、地域全体の水需要は減少傾向となっています。

平成22（2010）年の水需給バランスは、平成20（2008）年に木戸ダムが完成し、

供給量が需要量を上回っていることから、需要量に対応する供給量は確保されて

いました。

平成23（2011）年に発生した東日本大震災により、5,282haの農地が津波で被災

した他、ダムやため池などの水源施設、水道や工業用水道、農業水利施設などの

水資源関連施設にも大きな被害が発生したことから、県民生活や農業、商工業復

興の基盤となる水資源関連施設の復旧が急務となっています。

また、原子力災害により約11万人（警戒区域、緊急時避難区域等からの避難者）

の方が県内外への避難を余儀なくされるなど、深刻な状況が継続しており、避難

者の帰還や農地・水資源関連施設の復旧に時間を要すると推測されることから、

平成27（2015）年の水道用水、工業用水、農業用水の水需要量は一時的に減少す

るものと見込まれますが、平成32（2020）年には除染や生活基盤・生産基盤の復

旧が完了し、避難者が帰還できるまでに復興が図られ、水需要も回復すると見込

まれます。

なお、津波被災地の集団移転や原子力災害に伴う長期避難者のための生活拠点

の整備、小水力発電などの新たな産業や企業立地推進等により、一部地域で供給

量を越える新たな利水要望が発生した場合には、既存の水利用実態を把握しつつ、

利水者間・地域間の合意形成を図りながら、必要に応じて既存ダム等の広域的な

活用や用途間の転用などによる水源確保を図る必要があります。
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相双地域の需要量と供給可能量 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 44,780 43,218 43,469 26,002 44,160

（需要内訳）

水道用水 2,410 2,334 2,374 1,525 2,318

工業用水 1,560 1,459 1,615 1,088 1,633

農業用水 40,810 39,425 39,480 23,389 40,209

供給可能量 65,761 65,641 66,604 63,526 68,138

（供給内訳）

水道用水 3,982 3,962 4,945 4,945 4,945

工業用水 5,299 5,199 5,179 5,179 5,179

農業用水 56,480 56,480 56,480 53,402 58,014

(7) いわき地域

① 地域の特徴
いわき地域は、港町、炭鉱の町として栄え、産業構造の転換に成功し、製造業

を中心とする工業都市への発展を成し遂げました。また、市内各地区において地

域づくり活動が活発に展開されています。

情報通信機械関連、化学関連分野を中心に高い工業集積を有しています。農業

では、米のほかトマトなどの大規模な施設による園芸作物の生産が盛んです。水

産業においては、原子力災害により深刻な影響を受けているものの、東日本大震

災以前は東北屈指の水揚げ量を誇っており、早期の回復が期待されます。

高速道路網や鉄道網などの広域交通体系の整備が進むとともに、重要港湾小名

浜港が国際バルク戦略港湾に選定されたことにより、広域かつ多様なネットワー

クの要衝としてさらなる発展が期待されています。

② 地域の水需給動向
いわき地域では、水道用水、工業用水、農業用水の水需要実績は減少しており、

平成22（2010）年の水需給バランスは、供給量が需要量を上回っていることから、

需要量に対応する供給量は確保されていました。

その後に発生した東日本大震災では、沿岸部の津波被害を始め、地域全体に甚

大な被害を受けました。特に水道や工業用水道は、4月11日に発生した余震で再び

被害を受け、断水が長期間にわたるなど、県民生活や商工業に大きな支障を生じ

ました。

また、いわき地域では、原子力災害による避難地域等が設定された双葉郡の住

民を中心に約2万4千人（仮設住宅等への入居状況から算定）の避難者を受け入れ

ており、さらに避難者数の増加傾向が続いています。

このため、居住人口の急増に対応するための住環境整備や雇用の確保が課題と

なっており、いわき市及び避難元自治体と連携協力しながら生活再建や産業の再
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生及び創出に取り組んでおり、平成27（2015）年の水道用水の水需要量は一時的

に増加するものと予測されますが、いわき地域では震災前の水道用水と工業用水

の供給量に余裕があったことから需要増に対応する供給量は確保されています。

しかし、津波被災地の集団移転や原子力災害に伴う長期避難者のための生活拠

点の整備、小水力発電などの新たな産業や企業立地推進等により、一部地域で供

給量を越える新たな利水要望が発生した場合には、既存の水利用実態を把握しつ

つ、利水者間・地域間の合意形成を図りながら、必要に応じて既存ダム等の広域

的な活用や用途間の転用などによる水源確保を図る必要があります。

いわき地域の需要量と供給可能量 単位：万ｍ
3
/年

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

需要量（実績・予測） 32,290 31,333 30,479 31,407 31,071

（需要内訳）

水道用水 5,336 4,951 4,569 4,479 4,101

工業用水 12,528 12,458 13,178 13,382 13,572

農業用水 14,426 13,924 12,732 13,546 13,398

供給可能量 54,559 55,928 55,646 55,646 55,646

（供給内訳）

水道用水 8,977 8,980 8,930 8,930 8,930

工業用水 22,457 23,823 23,591 23,591 23,591

農業用水 23,125 23,125 23,125 23,125 23,125




