
水政策基本方針関連事業の概要（基本方針１）

基本方針１　水を創る～豊かな水の創造と健全な水循環の確保～

１　森林の水源かん養機能の維持向上
（１）間伐、複層林施業等の適切な森林整備の推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 間伐の促進
　森林の公益的機能を一層発揮させ、健全で活力ある森
林を育成するため、民有林の適時・適切な間伐に対して助
成します。

森林整備課

2 森林の機能区分に応じた森林整備
　森林の有する公益的機能が持続的に発揮されるよう、計
画的な整備を進めます。

森林整備課

3 森林整備地域活動への支援
　森林所有者等が行う計画的な間伐等の森林施業を進め
るため、集約化に必要となる森林情報の収集活動や施業
提案書の作成等の地域活動に対して助成します。

森林整備課

4 森林環境保全推進事業
　平成24年度より導入する森林環境税を財源として、荒廃
した民有林の再生に向け、荒廃森林の間伐、里山林の整
備、広葉樹の森づくりなどを進めます。

新
規

森林整備課

5 複層林・広葉樹施業等の試験研究
　森林の持つ水源かん養機能など公益的機能の高度発揮
を図るため、複層林及び広葉樹施業等に関する試験研究
を進めます。

森林環境総務
課

6 県有林造林事業
　県有林の木材資源を健全に育成するとともに、水土保全
等森林の公益的機能を高めるため、計画的に県有林の森
林整備を行います。

県有林課

7 森林生態系モニタリング調査事業
　生態系に配慮した森林管理手法を開発するため、森林施
業が生態系に与える影響について、モニタリング調査を行
います。

県有林課

8 保安林整備事業
　水源のかん養や災害の防備等森林の公益的機能の高度
な発揮を目的として指定された保安林の整備を進めます。

治山林道課

9 水源地域整備事業（森林整備）
　水源地域において、森林の有する水源かん養機能を高
度に発揮させるため、荒廃森林等の整備を行います。

治山林道課

10 早川上流域森林整備事業
　水力発電による電力の安定供給を図るため、早川上流域
の県有林を整備し、水源かん養機能を強化します。

県有林課

11 県有林低コスト安定供給推進事業

　低コスト作業システムを構築することで県有林材を安定
的に供給し、森林を通じた循環型社会構築を推進します。
路網整備、間伐、小面積皆伐、素材搬出を一体的に行いま
す。

県有林課

12 森林環境保全推進事業（県有林課）
　路網の到達が困難な奥地林などにおいて、水源かん養
や生物多様性の確保など、森林の持つ公益的機能を高度
に発揮させるため、広葉樹の森づくりを進めます。

新
規

県有林課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針１）

（２）木材の地産地消や流域内の資源循環による健全な森林管理の促進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 県産材利用促進事業

　消費者ニーズに対応した安全・安心に使用できる県産材
をアピールするため、住宅やオフィスへの県産ラベリング材
の利用を促進するとともに、県産材を活用した自主的な活
動に対して助成します。

林業振興課

2 間伐材集積促進事業
　安定した県産材供給体制の整備を促進するために、森林
組合と素材生産業者とが協働してストックヤードへ間伐材
を搬出する取組みに対して助成します。

林業振興課

3 木質バイオマス利用施設等整備事業
　学校施設及び県有施設等にチップボイラー、ペレットス
トーブを購入し、木質バイオマスの利用を普及・促進する。

新
規

林業振興課

4 甲斐の木づかい推進事業
　県産材を利用する意識を醸成するため、県内の小・中学
校に県産材を使用した机・椅子の導入を促進する。

新
規

林業振興課

5 県民参加の森林づくり推進事業費

　地球温暖化防止、水源かん養など森林のもつ様々な機
能を多くの県民に理解していただき、県民参加の森づくりを
進めるための普及啓発事業を実施する。
　　・木質バイオマス普及促進シンポジウム

新
規

森林環境総務
課
林業振興課

（３）水源かん養機能など多面的機能が高い私有林を対象とした、公的関与による森林整備の推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 保安林整備事業(再掲）
　水源のかん養や災害の防備等森林の公益的機能の高度
な発揮を目的として指定された保安林の整備を進めます。

治山林道課

（４）間伐材等の積極的な使用や森づくりへの参加等を通して、民間企業の森林整備への参加を促進するシステム

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 地域の森づくり活動支援事業費補助金
　県民の森林整備への参加と森林・林業に対する理解を深
めるため、ＮＰＯ法人等が行う森づくり活動に対し助成す
る。

新
規

みどり自然課

（５）森林整備に必要な財源や新たな費用負担の問題に対する取り組みの推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1
森林及び環境の保全に係る県民税税普及
啓発事業費

　森林の保全等を目的とした新税の制度及び実施事業の
内容等を広く県民に周知する。
（ポスター 500部、リーフレット 20,000部）

新
規

森林環境総務
課

2 森林環境保全基金運営委員会開催費

　森林の保全等を目的とした新税活用事業の効果の検証
等に広く県民の意見を反映させるため、森林環境保全基金
運営委員会を設置する。
    ・委員８名　　・年２回開催

新
規

森林環境総務
課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針１）

（６）水源地域活性化のための森林整備の担い手の確保・育成とＮＰＯ等多様な主体による森林経営などの促進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 森林整備担い手対策事業
　森林整備の担い手である林業労働に従事する者の福祉
の向上、養成及び確保を図るため、林業労働センターが行
う事業に対して支援します。

林業振興課

2 林材業就業促進総合対策事業

　林業事業体の経営基盤の安定化及び労働環境の改善を
図り、新たな森林整備を担う林業事業体の育成を推進する
ため、技術・技能の習得と幅広い人材の確保・育成・定着
を図るために、林業労働センターが行う多様な研修等に対
して助成します。

林業振興課

3 林材業労働安全衛生総合対策事業

　林業労働者の労働安全衛生の確保を図るため、安全巡
回指導を行うとともに、安全管理手法及び安全意識向上教
育の指導体制を整備します。また、林材業労働災害防止協
会が行う振動障害予防の特殊検診などに対して助成しま
す。

林業振興課

4 林業労働者通年就労奨励事業
　就労の長期化、安定化を推進し、林業労働力の確保を図
るため、林業労働センターの支給する通年就労奨励金に
対して助成します。

林業振興課

5 低コスト林業支援事業
　低コストで効率的な作業システムを普及・定着させ、県内
林業の活性化を図り、木材の安定供給体制の整備に資す
るため、高性能林業機械の利用に対して助成します。

林業振興課

（７）県有林におけるＦＳＣ森林認証に基づく森林管理のＰＲや、ＦＳＣ材の利用拡大による健全な森林管理の推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 森林管理認証に基づく県有林管理の推進
　生物多様性と生態的健全性を維持しながら、地域の社
会・経済にも貢献するため、国際的な森林管理認証に基づ
いた県有林管理を推進します。

県有林課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針１）

２　農地の水源かん養機能の維持向上
（１）優良農地の確保・保全、耕作放棄地の発生防止・再生と新たな活用方策の検討など農地の適切な維持管理の

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 中山間地域等直接支払事業
　中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、多面
的機能を確保するため、継続して農業生産活動等を行う農
業者等に対して、交付金の直接支払を実施します。

農村振興課

2 耕作放棄地再生活用促進総合対策事業
　耕作放棄地の具体的活動を計画的に実施していくため、
県耕作放棄地再生活用指針を策定した上で、市町村等が
行う耕作放棄地解消の取組みに対し支援していきます

農村振興課
畜産課

（２）農業水利施設の効果的な活用による生産量の確保と水利用の合理化の推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 国営造成施設管理体制整備強化事業
　土地改良区等の管理体制の整備と強化を図り、農業用
施設が持つ多面的機能を発揮するため、管理体制整備計
画の策定や整備推進事業を実施します。

耕地課

2 かんがい排水事業
　農業における土地利用の高度化、水利用の安定と合理
化を図るため、農業用用水路や排水路などの整備を行い
ます。

耕地課

３　河川流量の確保
（１）取水量の調整等による自然生態系維持のために必要な河川流量を確保する仕組みの検討

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1
国営造成施設管理体制整備強化事業（再
掲）

　土地改良区等の管理体制の整備と強化を図り、農業用
施設が持つ多面的機能を発揮するため、管理体制整備計
画の策定や整備推進事業を実施します。

耕地課

2 ダム建設費
　ダムの経年劣化による老朽化を防止するため、ダム管理
設備の維持修繕を行う。
　・荒川ダム堰堤改良

治水課

3 ダム管理費
　県が管理する多目的ダムの６ダムについて、適切な管理
運用を行い流域の水害防御、水環境保全等に努めます。

治水課

4 河川維持流量の確保
　水力発電施設での取水を制限し、河川流量が一定量を
下らないよう措置します。

電気課

（２）発電事業等と河川維持流量の確保の両立による流域の人々の暮らしや川の生態系の維持

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 水力発電事業
　地域振興と県民福祉の増進に寄与するため、河川維持
流量の確保を図りながら、環境負荷の少ない水力発電を
行います。

電気課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針１）

４　地下水の保全と適正利用
（１）地下水保全対策に必要な地下水位観測や地下水の常時監視及び地下水資源量の把握

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 全国水需給動態調査
　水資源の開発、保全及び利用に関する施策の推進に必
要な基礎資料の収集等のため、県内の水需給の現状や動
向を把握します。

企画課

2 水質監視測定及び地盤沈下調査

　地下水の水質保全を図るため、地下水の水質調査を行う
とともに、地下水の過剰摂取による地盤沈下を未然に防止
するため、一級水準測量調査や地下水位観測を行いま
す。

大気水質保全
課

3 水資源実態等調査

県民の生活や経済活動を支える貴重な水資源を将来にわ
たり保護するとともに適正利用を図り、山梨県水政策基本
方針の見直しを行うため、現在及び将来の水資源の実態
等を調査する。

森林環境総務
課

（２）国、大学、研究機関等、関係機関との連携による地下水の調査研究と情報の収集、活用

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1
環境科学研究の推進（環境科学研究所　研
究・企画費）

　自然と人の生活が調和した地域をつくるため、山梨の将
来を見据え中長期的視点に立ちながら、環境や県民生活
に密接に関係する課題についての研究を進めます。
　　・富士火山北麓における地下水変動観測と地層の水理
特性に関する研究

森林環境総務
課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針２）

基本方針２：水を活かす～水を活かした産業の新たな展開～

１　山梨の「水」のブランド化と販路の拡大
（１）山梨の水を「山梨ブランドの水」として確立し、その水を活かした産業の競争力を高める情報の受発信の推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 県産品のＰＲ、物産展等の開催
　(社)やまなし観光推進機構が行うパンフレットの作成や物
産展の開催等に対して支援し、優れた県産品を国内外に
広く紹介します。

観光企画・
ブランド推進
課

2 やまなしブランド戦略の推進

　「やまなしブランド戦略」に基づき、トップセールスや県産
品の海外展開等による販路拡大戦略をはじめ、山梨の魅
力や情報を発信するイメージアップ戦略、やまなし大使の
交流等によるコミュニケーション拡大戦略など、３つの戦略
を総合的に展開します。

観光企画・
ブランド推進
課

（２）山梨の水により育まれた農林産物、地場産品、水関連製品等のブランド化と販路の拡大

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 県産材利用促進事業（再掲）

　消費者ニーズに対応した安全・安心に使用できる県産材
をアピールするため、住宅やオフィスへの県産ラベリング材
の利用を促進するとともに、県産材を活用した自主的な活
動に対して助成します。

林業振興課

2 間伐材集積促進事業（再掲）
　安定した県産材供給体制の整備を促進するために、森林
組合と素材生産業者とが協働してストックヤードへ間伐材
を搬出する取組みに対して助成します。

林業振興課

3 甲斐の木づかい推進事業（再掲）
　県産材を利用する意識を醸成するため、県内の小・中学
校に県産材を使用した机・椅子の導入を促進する。

新
規

林業振興課

4 県産品のＰＲ、物産展等の開催（再掲）
　(社)やまなし観光推進機構が行うパンフレットの作成や物
産展の開催等に対して支援し、優れた県産品を国内外に
広く紹介します。

観光企画・
ブランド推進
課

5 やまなし農産物ブランド化推進事業

　県産農産物の消費を拡大するため、山梨県農畜産物販
売強化対策協議会が行う消費・宣伝活動に対して支援しま
す。また、県産農産物全体のレベルアップ・イメージアップ
を図り、ブランド化を推進するため特選農産物認証制度を
推進します。

果樹食品流通
課
農産物販売戦
略室

6 県産果実海外販路拡大事業
　県産果実の販路拡大を図るため、海外市場への情報の
受発信やプロモーション活動、生産出荷体制の整備等を支
援します。

果樹食品流通
課
農産物販売戦
略室

7 モモ等輸出検疫対策支援事業
　モモ輸出量の8割以上を占める台湾における検疫におい
て、本県産モモから害虫が発見されたことから、各選果施
設において輸出に向けた体制整備を支援します。

果樹食品流通
課

8 高品質和牛生産支援事業
　県内産肉用牛生産拡大に向けた繁殖雌牛を確保するた
め、農家が飼養している未経産牛を繁殖用として経営内に
保留する場合に、経費の一部を助成します。

畜産課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針２）

9 甲州牛増産促進総合対策
　県ブランド牛「甲州牛」の増産を図るため、農業共済組合
連合会診療獣医師が県内肉用牛繁殖農家が所有する雌
牛から受精卵を採取する場合の経費の一部を助成します。

畜産課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 内水面漁業に関する試験指導
　内水面漁業を振興するため、養殖効率の向上、漁場の有
効利用、水辺環境の保全などに関する調査研究および指
導普及を行います。

花き農水産課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 森林セラピーの研究・推進
　　環境科学研究所におけて森林セラピーに関する研究を
行い、その研究成果の提供等を行います。

森林環境総務
課

2 森林文化の森づくり推進費
　森林体験プログラム等を通じて、県民が森林と親しみ、森
林と人との関わりについて理解を深められるよう、森林整
備等の「森林文化の森」の維持管理を実施します。

県有林課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 魚苗生産事業
　内水面漁業の振興を図るため、県内養殖業者及び漁業
協同組合に対し、養殖・放流用種苗および卵を生産供給し
ます。

花き農水産課

2 内水面漁業に関する試験指導（再掲）
　内水面漁業を振興するため、養殖効率の向上、漁場の有
効利用、水辺環境の保全などに関する調査研究および指
導普及を行います。

花き農水産課

（３）水を活かした産業の生産性向上や新たな分野への展開及び県外からの投資に対して魅力的な存在となるた
めの社会基盤の整備と、企業、大学、試験研究機関等のネットワーク化や様々なコーディネート機能の充実

（４）健康、医療、保健休養などの分野における森林や水の持つ癒し機能を活かした森林セラピーや、医薬品、健
康食品等への水の活用など、新たな地域産業の創出

（５）富士山や八ヶ岳の湧水を活かしたマス類などの特産魚化や新たな養殖魚種の開発など、山梨の水を活かし
た水産業の展開
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針２）

２　地域の水環境の観光資源への活用

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 観光キャンペーン事業
　観光客の積極的な誘致を図るため、(社)やまなし観光推
進機構が行う観光キャンペーンの実施に対して支援しま
す。

観光振興課

2 山村振興等農林漁業対策事業

　豊かな自然環境を保全し、地域の担い手を確保すること
により、山村地域の特性を活かした多様な地域産業の振
興や山村と都市の交流促進を図るため、市町村、農協、森
林組合などが行う交流促進施設や簡易給水施設などの施
設整備に対して助成します。

耕地課

3 地域用水環境整備事業

　豊かで潤いのある快適な生活環境を創造するため、水
路・溜池等の農業水利施設の保全、管理、整備と一体的
に、これらの施設の有する水辺空間等を活用した施設整備
を行います。

耕地課

4 富士湧水の里水族館管理
　淡水魚や河川湖沼の環境に対する県民の理解を深める
ため、淡水魚の展示や特別展及び体験学習教室などを実
施します。

花き農水産課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 観光キャンペーン事業（再掲）
　観光客の積極的な誘致を図るため、(社)やまなし観光推
進機構が行う観光キャンペーンの実施に対して支援しま
す。

観光振興課

2 山村振興等農林漁業対策事業(再掲）

　豊かな自然環境を保全し、地域の担い手を確保すること
により、山村地域の特性を活かした多様な地域産業の振
興や山村と都市の交流促進を図るため、市町村、農協、森
林組合などが行う交流促進施設や簡易給水施設などの施
設整備に対して助成します。

耕地課

3 地域用水環境整備事業（再掲）

　豊かで潤いのある快適な生活環境を創造するため、水
路・溜池等の農業水利施設の保全、管理、整備と一体的
に、これらの施設の有する水辺空間等を活用した施設整備
を行います。

耕地課

4 統合一級河川整備事業費
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

5 ダム建設費（再掲）
　ダムの経年劣化による老朽化を防止するため、ダム管理
設備の維持修繕を行う。
　・荒川ダム堰堤改良

治水課

6 ダム管理費（再掲）
　県が管理する多目的ダムの６ダムについて、適切な管理
運用を行い流域の水害防御、水環境保全等に努めます。

治水課

（２）水のある農村風景や自然と共存できる河川構造物等、地域の歴史・文化・自然に配慮した、水を活用した景
観整備による多くの市民や観光客が訪れる水辺環境の創造

（１）歴史・文化的な価値のある治水、利水施設や自然の中での湧水、瀑布、渓流等の保全・活用と、こうした地域
資源としての水の持つ魅力の県内外へのアピールによる観光客の確保
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針３）

基本方針３：水を担う～流域の視点による地域間交流・協働の促進～

１　水を巡る連携と相互理解

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 全日本中学生水の作文コンクールの実施
　次代を担う中学生に、広く水に対する関心を高め理解を
深めてもらうため、「水の週間」の行事の一環として作文コ
ンクールを行います。

企画課

2 桂川・相模川流域環境保全推進事業

　桂川・相模川流域の環境を保全するため、県境を越えた
流域の住民、企業、市町村で構成される協議会の環境保
全活動に参加し、流域クリーンキャンペーンなどを展開しま
す。

森林環境総務
課

3 中山間ふるさと・水と土保全対策事業

　農業用用排水路、ため池、農道などの土地改良施設の
多面的機能を適切に発揮させるため、集落共同活動、人
材育成、都市住民との交流促進、人材登録等を支援しま
す。

耕地課

4 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業

　農業経営の基盤となる農地、農業用水、農村環境につい
て、農家のみならず、非農家も参画した地域共同活動の仕
組みを再構築し、その保全と質的向上を図る活動に対して
支援します。

農村振興課

5 公共下水道普及促進費補助金事業
　下水道整備を促進し、公共用水域の水質保全や、生活環
境を改善するため、市町村が実施する下水道事業に対し
て助成します。

下水道課

（２）ＮＰＯ等の団体が行う水環境保全活動に対する支援

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 地域活性化促進事業費補助金
　地域文化の振興、生活環境の整備等、地域の課題を自
主的に解決し、地域を活性化させる民間団体の活動に対し
て支援します。

県民生活・男
女参画課

2 桂川・相模川流域環境保全推進事業(再掲）

　桂川・相模川流域の環境を保全するため、県境を越えた
流域の住民、企業、市町村で構成される協議会の環境保
全活動に参加し、流域クリーンキャンペーンなどを展開しま
す。

森林環境総務
課

3
公益財団法人　やまなし環境財団
「環境保全活動支援助成金」

　民間団体の環境保全に関する実践活動、普及啓発活
動、調査・研究活動に対し、やまなし環境財団（事務局：環
境創造課）が、助成を行っています。

環境創造課

4
環境学習指導者派遣事業（やまなしエコ
ティーチャー）

   環境に関する知識・経験・意欲のある人材を環境学習指
導者（やまなしエコティーチャー）として登録し、民間団体等
が開催する環境に関する研修会等に派遣することにより、
県民の環境保全及び創造に関する理解を深め、意欲の増
進を図ります。

環境創造課

5 環境保全活動支援事業費補助金
　市町村等が環境の保全と創造に資するため実施する、ご
み減量化・リサイクル推進や地球温暖化対策、環境教育推
進のための研修会、観察会等に対して支援します。

環境創造課

（１）流域内の関係行政機関、住民、ＮＰＯなどの団体、事業者等各主体との連携による治水、利水、環境等に対
する総合的な取り組みの推進
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針３）

（３）各流域における水に関する活発な協議・情報交換等の機会の拡大

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 桂川・相模川流域環境保全推進事業(再掲）

　桂川・相模川流域の環境を保全するため、県境を越えた
流域の住民、企業、市町村で構成される協議会の環境保
全活動に参加し、流域クリーンキャンペーンなどを展開しま
す。

森林環境総務
課

2 水政策の推進

　「山梨県水政策基本方針」に基づき、庁内関係課室や、
流域における行政、住民、事業者、ＮＰＯなど様々な主体
の参加と連携を図り、水政策を効果的に推進していきま
す。

森林環境総務
課

（４）上流域、下流域それぞれの役割分担・費用負担の仕組みづくりの検討

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1
桂川・相模川流域の環境保全に関する神奈
川県との連携

　本県と神奈川県は、桂川・相模川流域の環境を保全する
ため、上流県・下流県として緊密に連携し、共同調査及び
保全施策に協働して取り組みます。

森林環境総務
課

（５）本県の森林の約４６％を占める県有林の持つ下流域に対する多面的機能の啓発

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 森林文化の森づくり推進費（再掲）
　森林体験プログラム等を通じて、県民が森林と親しみ、森
林と人との関わりについて理解を深められるよう、森林整
備等の「森林文化の森」の維持管理を実施します。

県有林課

2 森林文化の森歩道整備事業
　森林文化の森での活動や散策のため、歩道の新設・修
繕などの整備を行います。

県有林課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 森林文化の森づくり推進費（再掲）
　森林体験プログラム等を通じて、県民が森林と親しみ、森
林と人との関わりについて理解を深められるよう、森林整
備等の「森林文化の森」の維持管理を実施します。

県有林課

2 森林文化の森歩道整備事業（再掲）
　森林文化の森での活動や散策のため、歩道の新設・修
繕などの整備を行います。

県有林課

3 やまなし都市農村交流推進事業
　本県の多様なツーリズムを推進し交流人口を増加させる
ため、農山村地域における魅力ある資源を活用した都市と
農村の交流活動を進めます。

観光振興課

4 山村振興等農林漁業対策事業(再掲）

　豊かな自然環境を保全し、地域の担い手を確保すること
により、山村地域の特性を活かした多様な地域産業の振
興や山村と都市の交流促進を図るため、市町村、農協、森
林組合などが行う交流促進施設や簡易給水施設などの施
設整備に対して助成します。

耕地課

（６） 森林や農山村など、水源地域の豊かな自然を活用したエコツーリズムや農林業体験事業などを通した都市
と農山村の交流促進による地域の活性化
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針３）

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 専門研修

　林業後継者及び森林ボランティアなど、森林・林業に関心
のある県民を対象として、森林・林業に関する基礎的な知
識、技術の向上を図るため、公募により林業に関する講
座、下刈り・間伐等の実習など年間９回の研修を実施しま
す。

林業振興課

2 森林・林業体験の促進

　小中学生とその父母を対象に、森林・林業に対する理解
を深めてもらうため、枝打ち・間伐体験や自然観察などの
森林・林業体験学習会を森林総合研究所内の森の教室に
おいて開催します。

森林環境総務
課

3 森林文化の森づくり推進費（再掲）
　森林体験プログラム等を通じて、県民が森林と親しみ、森
林と人との関わりについて理解を深められるよう、森林整
備等の「森林文化の森」の維持管理を実施します。

県有林課

4 山村振興等農林漁業対策事業(再掲）

　豊かな自然環境を保全し、地域の担い手を確保すること
により、山村地域の特性を活かした多様な地域産業の振
興や山村と都市の交流促進を図るため、市町村、農協、森
林組合などが行う交流促進施設や簡易給水施設などの施
設整備に対して助成します。

耕地課

5 中山間地域総合整備事業

　中山間地域の農業・農村の活性化を図るとともに、地域
における定住の促進、国土・環境の保全等に資するため、
農業用用排水路等の基盤整備や防火水槽等の環境基盤
の整備を総合的に行います。

耕地課

（７）豊かな自然、伝統、文化等の積極的なPRや農山村の受け入れ体制づくりによる森林整備の担い手の確保と
ＮＰＯ等との協働による森林ボランティアの育成
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針３）

２　流域内での地産地消による経済交流
（１）山梨の水により育まれた農林産物、地場産品、水関連製品等の流域内での流通の拡大

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 県産材利用促進事業（再掲）

　消費者ニーズに対応した安全・安心に使用できる県産材
をアピールするため、住宅やオフィスへの県産ラベリング材
の利用を促進するとともに、県産材を活用した自主的な活
動に対して助成します。

林業振興課

2 間伐材集積促進事業（再掲）
　安定した県産材供給体制の整備を促進するために、森林
組合と素材生産業者とが協働してストックヤードへ間伐材
を搬出する取組みに対して助成します。

林業振興課

3
木質バイオマス利用施設等整備事業（再
掲）

　学校施設及び県有施設等にチップボイラー、ペレットス
トーブを購入し、木質バイオマスの利用を普及・促進する。

新
規

林業振興課

4 甲斐の木づかい推進事業（再掲）
　県産材を利用する意識を醸成するため、県内の小・中学
生に県産材を使用した机・椅子の導入を促進する。

新
規

林業振興課

5 やまなし農業ルネサンス総合支援事業

　やまなし農業ルネサンス大綱の実現を図るため、戦略を
重視した新たな販売ルートづくり、次世代につながる力強
い産地作りなど地域のモデルとなる先進的かつ速効性の
ある生産者等の取り組みに対し支援を行なう。

農村振興課

6 企業的農業経営推進支援モデル事業

　農業生産法人や企業などの多様な担い手が農業参入を
しやすくするため、ほ場整備や農道などの生産基盤の条件
を整備するモデル的な取り組みに支援します。

農村振興課

7 やまなし農産物ブランド化推進事業（再掲）

　県産農産物の消費を拡大するため、山梨県農畜産物販
売強化対策協議会が行う消費・宣伝活動に対して支援しま
す。また、県産農産物全体のレベルアップ・イメージアップ
を図り、ブランド化を推進するため特選農産物認証制度を
推進します。

果樹食品流通
課
農産物販売戦
略室

8 県単特産農産物生産支援整備事業

　地域の特色、歴史等を活かした地域特産農産物の品質
向上と生産拡大を図り、「やまなしブランド」として山梨農業
の牽引役とするため、生産基盤の整備に対して助成しま
す。

耕地課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針３）

（２）水辺や水辺にまつわる文化・歴史を活かした観光拠点の整備による流域内での人の交流の促進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 山村振興等農林漁業対策事業(再掲）

　豊かな自然環境を保全し、地域の担い手を確保すること
により、山村地域の特性を活かした多様な地域産業の振
興や山村と都市の交流促進を図るため、市町村、農協、森
林組合などが行う交流促進施設や簡易給水施設などの施
設整備に対して助成します。

耕地課

2 地域用水環境整備事業（再掲）

　豊かで潤いのある快適な生活環境を創造するため、水
路・溜池等の農業水利施設の保全、管理、整備と一体的
に、これらの施設の有する水辺空間等を活用した施設整備
を行います。

耕地課

3 農業経営構造対策事業

　地域農業の担い手となる経営体の安定的な確立と確保・
育成を図るため、市町村、農協、農業者団体が行う認定農
業者の育成、担い手の確保を図るための機械及び施設の
整備に対して助成します。

農村振興課

4 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

5 ダム建設費（再掲）
　ダムの経年劣化による老朽化を防止するため、ダム管理
設備の維持修繕を行う。
　・荒川ダム堰堤改良

治水課

6 ダム管理費（再掲）
　県が管理する多目的ダムの６ダムについて、適切な管理
運用を行い流域の水害防御、水環境保全等に努めます。

治水課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針４）

基本方針４：水を守る～清らかで安全な水の確保と親しめる水辺の創造～

１　水道水等の水質保全等
（１）水道水源の水質保全・監視

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 山梨県水道水質管理計画

　安全・安心な水道水を供給するため、水道事業者等によ
る適正な水質検査管理体制の整備及び水道事業者等と県
とが連携した水道水源の広域的監視体制の整備を図りま
す。

衛生薬務課

2 浄化槽の設置促進
　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、
し尿と生活雑排水とを併せて処理できる浄化槽の設置に対
して助成します。

大気水質保全
課

3 水質保全対策(一部再掲）
　水質汚濁防止法に基づき、公共用水域及び地下水の水
質保全を図るため、公共用水域、地下水の水質調査を行
います。

大気水質保全
課

4 富士山総合保全対策
　富士五湖の富栄養化の実態を把握するため、「富士五湖
水質補足調査」を行います。

大気水質保全
課

5 ダイオキシン類調査（常時監視）
　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン
類による環境汚染を防止するため、大気、公共用水域の水
質及び底質、地下水、土壌の常時監視を行います。

大気水質保全
課

6 ＰＣＢ廃棄物の円滑な処理体制の確立

　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理と、中
小企業者の費用負担の軽減を図り、県民の保護及び生活
環境の保全を図るため、独立行政法人環境再生保全機構
が創設するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に拠出しま
す。

環境整備課

7 廃棄物不法投棄等防止の強化

　不法投棄や違法な野外焼却などの不適正処理を防止す
るため、廃棄物監視員等による不法投棄監視パトロール、
ボランティアの不法投棄監視協力員の設置、民間事業者
団体との通報協定の運用促進、産廃Ｇメンの養成・設置、
警備会社を活用した夜間パトロール等を行うとともに、廃棄
物対策連絡協議会が行う廃棄物の撤去等に対して支援し
ます。

環境整備課

8 不法投棄等未然防止対策推進事業
　広域化している不法投棄の未然防止を図るため、広域情
報連携による対応の迅速化や事案管理の徹底が可能とな
る「不法投棄等未然防止支援システム」を活用します。

環境整備課

9 畜産環境総合対策事業

　畜産経営に起因する環境問題を総合的に解消するととも
に地域社会と調和のとれた環境対策を推進し畜産経営の
安定的発展に資するため、巡回指導等を行い環境汚染防
止の指導を行います。

畜産課

10 農業集落排水施設の整備促進

　農業用用排水や公共水域の水質を保全し、快適な農村
生活環境を創出するため、市町村が行う農業集落におけ
るし尿、生活雑排水等を処理する施設の整備に対して助成
します。

耕地課

11 ダム管理費(再掲)
　県が管理する多目的ダムの６ダムについて、適切な管理
運用を行い流域の水害防御、水環境保全等に努めます。

治水課

12 流域下水道建設事業
　公共用水域の水質を保全し、県民の生活環境を改善する
ため、流域下水道を建設します。

下水道課

13 流域下水道維持管理事業
　終末処理場の運転管理等の流域下水道施設の維持管
理を行います。

下水道課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針４）

14 公共下水道普及促進費補助金事業（再掲）
　下水道整備を促進し、公共用水域の水質保全や、生活環
境を改善するため、市町村が実施する下水道事業に対し
て助成します。

下水道課

（２）水道水質の情報提供による水道水の信頼性向上の促進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 水質検査計画策定における指導
　水道事業者等が、毎事業年度の開始前に水道水質検査
の計画を策定し、需要者に公表するための適切な指導助
言を行います。

衛生薬務課

（３）地下水や湧水など地域の多様な水源の保存・活用

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 地下水の適正採取

　地下水の無秩序な採取を規制して地下水資源を保護す
ると共に地盤沈下を未然に防止するため、「山梨県地下水
資源の保護及び採取適正化に関する要綱」に基づき、地
下水採取適正化地域の指定や、井戸設置者等に対する指
導を行います。

大気水質保全
課

（４）災害や水源汚染などに対応するための生活用水水源の分散確保の検討

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1
水道事業者等における水道事業防災計画
等の策定促進

　地震などの災害時における飲料水の確保を図るため、水
道事業防災計画等に係わる指導等を実施します。

衛生薬務課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針４）

２　水質保全活動

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 やまなしＮＰＯ情報ネット

　やまなしＮＰＯ情報ネットは、山梨県と山梨県ボランティア
協会の協働により開設したボランティア・NPOに関する情報
サイトです。簡単ホームページ作成、情報掲示板、活動支
援、助成金情報検索などの機能を提供しています。Web上
の支援センターとして、ボランティア・ＮＰＯの活動を支援し
ます。（山梨県ボランティア協会運営）

県民生活・男
女参画課

（２）地域に自生する水生植物や自然素材を活用した水質保全方策の検討

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 ダム管理費（大門ダム水質保全）
　大門ダム貯水池の水質保全対策として、平成１２年度か
ら植生浄化施設の運転を開始し、水質の浄化を行っていま
す。

治水課

３　汚濁源対策
（１）工場・事業場に対する法令等に基づく規制・指導

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 工場排水等監視指導
　公共用水域等の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防
止法や県条例に基づき、工場や事業場の監視、指導を行
います。

大気水質保全
課

2 ダイオキシン類調査（工場等立入検査）
　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、規制対象の工
場・事業場の監視指導及び排出ガス等のダイオキシン類
濃度の測定を行います。

大気水質保全
課

3
ＰＣＢ廃棄物の円滑な処理体制の確立(再
掲）

　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理と、中
小企業者の費用負担の軽減を図り、県民の保護及び生活
環境の保全を図るため、独立行政法人環境再生保全機構
が創設するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に拠出しま
す。

環境整備課

4 最終処分場等の適正管理
　平成９年１１月以前に設置された、いわゆるミニ処分場に
ついては、浸出水等に対する検査義務が課せられていな
かったため、これらの処分場の環境調査等を行います。

環境整備課

（１）地域や流域単位で行われる水質調査、水生生物調査、河川美化活動など、水環境保全活動の状況や結果
等の情報発信と団体相互の連携の支援
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針４）

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 環境保全型農業産地化支援事業

　環境保全型農業の推進目標である平成２８年を目途に、
化学肥料や化学合成農薬を平成９年の本県における使用
量の５０％以下に低減する取り組み推進するため、低減栽
培体系の経営実証及び地域でまとまって化学肥料や化学
合成農薬の低減に取り組む営農活動に対して支援を行い
ます。
　・化学肥料等を低減する栽培技術の実証（４ヶ所）
　・環境保全型農業直接支援対策への取組（119ha）
　また、化学肥料、化学合成農薬を３割以上低減して作ら
れた農産物を認証する「甲斐のこだわり環境農産物」の取
り組みを推進します。

農業技術課、
果樹食品流通
課

2 畜産環境総合対策事業(再掲)

　畜産経営に起因する環境問題を総合的に解消するととも
に地域社会と調和のとれた環境対策を推進し畜産経営の
安定的発展に資するため、巡回指導等を行い環境汚染防
止の指導を行います。

畜産課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 浄化槽の設置促進（再掲）
　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、
し尿と生活雑排水とを併せて処理できる浄化槽の設置に対
して助成します。

大気水質保全
課

2 農業集落排水施設の整備促進(再掲）

　農業用用排水や公共水域の水質を保全し、快適な農村
生活環境を創出するため、市町村が行う農業集落におけ
るし尿、生活雑排水等を処理する施設の整備に対して助成
します。

耕地課

3 流域下水道建設事業（再掲）
　公共用水域の水質を保全し、県民の生活環境を改善する
ため、流域下水道を建設します。

下水道課

4 流域下水道維持管理事業（再掲）
　終末処理場の運転管理等の流域下水道施設の維持管
理を行います。

下水道課

5 公共下水道普及促進費補助金事業（再掲）
　下水道整備を促進し、公共用水域の水質保全や、生活環
境を改善するため、市町村が実施する下水道事業に対し
て助成します。

下水道課

（３）下水道、農業集落排水処理施設、浄化槽等、各施設の特性及び地域の状況、経済性なども考慮した、流域
一体となった計画的な整備の促進と維持管理の適正化並びに各施設の普及啓発

（２）化学合成農薬・化学肥料の使用量の削減や、家畜排せつ物の適正な管理と処理などによる環境に配慮した
農業の推進
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針４）

４　自然環境に配慮した水辺の親水化
（１）水源地や身近な水辺を活用した関係機関等との連携による環境教育・環境学習の推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

森林整備課

治水課

2 環境教育の推進
　環境の保全に向け主体的に行動できるよう、河川の美
化・水質検査等の体験活動を通じた環境教育を推進しま
す。

義務教育課、
高校教育課

（２）水質調査、水生生物調査、河川美化活動など、水辺環境保全のための実践的、体験的な活動の促進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1
桂川・相模川流域環境保全推進事業（再
掲）

　桂川・相模川流域の環境を保全するため、県境を越えた
流域の住民、企業、市町村で構成される協議会の環境保
全活動に参加し、流域クリーンキャンペーンなどを展開しま
す。

森林環境総務
課

2 水生生物調査の実施

　生物指標により実際的な水質の汚濁状況を把握するとと
もに、水質保全の必要性などを認識してもらうため、小・
中、高校生および一般市民を対象に、身近な河川に生息
する底生生物の棲息状況を調査します。

大気水質保全
課

3 河川美化事業

　河川景観を保全し、安全を確保するため、堤防の除草な
どの環境整備を行います。また河川美化に対する理解や
関心を深めるため、７月に「川に親しみ、水辺にふれあう運
動」を行っています。

治水課

4 環境教育の推進（再掲）
　環境の保全に向け主体的に行動できるよう、河川の美
化・水質検査等の体験活動を通じた環境教育を推進しま
す。

義務教育課、
高校教育課

（３）水辺や自然環境の保全と一体となった水辺の親水化の推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 基幹河川改修事業費
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

2 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

（４）自然素材等を活用した子どもたちが遊べる河川や湖沼などの水辺の確保

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 基幹河川改修事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

2 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

1 森と湖に親しむつどいの開催

　森林やダム、河川等の果たす役割について、県民の関心
や理解を深めるため、県内のダムを会場として、ボート乗
船や木工教室などを開催します。
　・開催日　８月１９日
　・開催場所　広瀬ダム
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針５）

基本方針５：水を治める～自然と調和した治水利水の推進～

１　水害に強い地域づくり
（１）住民の生命・財産を洪水や土砂災害から守るための安全な県土づくりの推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 水源地域整備事業（施設整備）
　水源地域において、森林の有する水源かん養機能を高
度に発揮させるため、荒廃地、荒廃移行地の復旧・整備を
行います。

治山林道課

2 水土保全治山事業
　 山地災害を未然に防止するため、山地災害危険地の集
中した地域や、水土保全機能の高度発揮が重要とされる
地域において、荒廃地の復旧・整備を行います。

治山林道課

3 復旧・予防治山事業
　災害の防止、軽減を図るため、荒廃山地、荒廃危険山地
の復旧・整備を行います。

治山林道課

4 保安林整備事業（再掲）
　水源のかん養や災害の防備等森林の公益的機能の高度
な発揮を目的として指定された保安林の整備を進めます。

治山林道課

5 地すべり防止事業
　地すべりによる被害を防止するため、地すべり防止区域
において地すべりを誘発する地下水の排除等を行う対策
工事を実施します。

治山林道課

6 障害防止対策治山事業
　北富士演習場に起因する災害の防止、軽減を図るため、
荒廃地、荒廃移行地の復旧・整備を行います。

治山林道課

7 防災林造成事業
　風倒木や山火事等が発生し、機能が失われた森林及び
その周辺の機能の低位な森林からの土砂崩壊・流出を防
止するため、森林の整備を実施します。

治山林道課

8 地すべり対策事業
　地すべりから農用地、農業用施設等を守り、人家の破
壊、埋没等、人命の危険を除去するため、地下水排除の
ボーリングや小排水路等を設置します。

耕地課

9 たん水防除事業
　農業用排水施設及び農地の湛水被害を防止するため、
排水機、排水樋門、排水路等の整備を行います。

耕地課

10 かんがい排水事業（再掲）
　農業における土地利用の高度化、水利用の安定と合理
化を図るため、農業用用水路や排水路などの整備を行い
ます。

耕地課

11 中山間地域総合防災事業
　中山間地域おいて、災害を未然に防止し、国土・自然環
境の維持保全を図るため、ため池・農業用用排水路などの
整備を行います。

耕地課

12 ため池等整備事業

　農用地及び農業用施設等の災害を防止するために、農
業用のため池、頭首工、樋門、用排水機場、水路等のよう
排水施設及びその附帯施設、管理施設等の整備を行いま
す。

耕地課

13 障害防止対策耕地事業

　北富士演習場の設置による流域の保水力の低下により
農業用水が不足がちになり、また洪水時には、流下する土
砂が耕地や用水路に堆積し、農業経営に被害が生じてい
る。そのため、ため池の築造や、用水路の改修を行いま
す。

耕地課

14 基幹河川改修事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針５）

15 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

16 県単独河川改良費
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

17 県単独河川維持修繕費
　河川を適正に維持管理するため、河川管理施設の修繕、
改築及び堆積土の除去等を行います。

治水課

18 ダム建設費（再掲）
　ダムの経年劣化による老朽化を防止するため、ダム管理
設備の維持修繕を行う。
　・荒川ダム堰堤改良

治水課

19 ダム管理費（再掲）
　県が管理する多目的ダムの６ダムについて、適切な管理
運用を行い流域の水害防御、水環境保全等に努めます。

治水課

20
社会資本整備整備総合交付金・地域自主戦
略交付金（通常砂防事業）

　流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害
から人家、耕地、公共施設等を守るために、砂防堰堤や床
固め等の整備を行います。

砂防課

21
社会資本整備整備総合交付金（火山砂防事
業）

　火山地域における荒廃地域の保全を行うとともに、土石
流や火山災害から人家、耕地、公共施設等を守るために、
砂防堰堤や床固め等の整備を行います。

砂防課

22 障害防止対策砂防事業
　北富士演習場からの流出量の増加に伴う土砂被害を防
止するために、流路工等の計画、整備を行います。

砂防課

23 特定緊急砂防事業
　土石流等の土砂災害が発生した地域の災害防止対策を
集中的・重点的に実施し、緊急的に砂防堰堤や床固め等
の整備を行います。

砂防課

24 砂防事業
　流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害
から人家、耕地、公共施設等を守るために、砂防堰堤や床
固め等の整備を行います。

砂防課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 河川防災情報基盤緊急整備事業費

　洪水の発生のおそれを早期に把握し、迅速な水防活動
や警戒避難行動がとれるよう、県内各地の雨量、水位など
を自動的に収集・配信する総合河川情報システムの整備
を行います。

治水課

（２）水害の危険性に対応した土地利用、建築物の設置等を図るとともに、水害時の避難の迅速化を図るための
浸水想定区域図、ハザードマップの作成と住民への情報提供
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針５）

（３）水害等の危険性がある区域についての適切な土地利用方策の検討

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1
国土利用計画の管理運営、大規模土地利
用指導要綱に基づく土地利用調整など

　県土の総合的、計画的な利用を図るため、国土利用計画
県計画などの計画を策定・変更し、その進捗状況等を把握
するとともに、大規模開発事業の総合的な土地利用調整を
行います。

企画課

2 都市計画法に基づく審査

　都市周辺部における無秩序な市街化を防止し、良質な都
市環境を確保するため、一定規模以上の開発行為につい
て、排水施設等の必要な施設の整備を義務付けるなど、都
市計画法に基づく審査を行います。

都市計画課

3 宅地耐震化推進の検討

　大規模地震が発生した場合に大きな被害が生ずるおそ
れのある大規模盛土の被害を軽減するため、地下水等を
含めた変動予測調査や、住民への情報提供、活動崩落防
止工事の実施などに取り組んでいく体制づくりを進めます。

都市計画課

（４）雨水の河川への急激な流出を防止するため、流域や地域の特性・意見を反映させた浸透貯留の手法の検討

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 街路整備事業、都市公園整備事業

　街路整備事業：都市機能を合理的かつ機能的に発揮さ
せるため、都市間及び都市内の施設を結ぶ街路の整備を
進めます。
　都市公園整備事業：都市に緑と安らぎを与えるため、都
市のオープンスペース、スポーツ・レクリエーション等の場
である都市公園の整備を進めます。

都市計画課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針５）

２　生態系に配慮した水辺づくり

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 漁業調整指導
　河川湖沼の適正な利用を図るため、外来魚及びカワウの
生態調査や駆除などの対策を実施するとともに、漁協等を
対象とした漁業調整や講習会等を行います。

花き農水産課

2 かんがい排水事業（再掲）
　農業における土地利用の高度化、水利用の安定と合理
化を図るため、農業用用水路や排水路などの整備を行い
ます。

耕地課

3 地域環境整備事業

　多様な生物相と豊かな環境に恵まれた農業・農村の持つ
多面的機能を発揮させるため、生態系の保全に配慮しな
がら、農業用用排水路、農業集落排水路、農道、農業集落
道路等の生産基盤及び生活環境の整備を行います。

耕地課

4 地域用水環境整備事業（再掲）

　豊かで潤いのある快適な生活環境を創造するため、水
路・溜池等の農業水利施設の保全、管理、整備と一体的
に、これらの施設の有する水辺空間等を活用した施設整備
を行います。

耕地課

5 基幹河川改修事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

6 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

7 県単独河川改良費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

8 県単独河川維持修繕費（再掲）
　河川を適正に維持管理するため、河川管理施設の修繕、
改築及び堆積土の除去等を行います。

治水課

（２）河川本来の姿を重視した瀬や淵などの多様な形状を持つ自然な川づくりの推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 基幹河川改修事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

2 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

3 県単独河川改良費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

4 県単独河川維持修繕費（再掲）
　河川を適正に維持管理するため、河川管理施設の修繕、
改築及び堆積土の除去等を行います。

治水課

（１）河川や農業用排水路等の整備における多自然型工法の採用や魚道の設置など、動植物の生息に適した整
備による生物の生息環境の保全
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針５）

（３）水生生物の生息や河川の良好な景観を保つ維持流量を確保するための適正な取水量の調整

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1
国営造成施設管理体制整備強化事業（再
掲）

　土地改良区等の管理体制の整備、強化を図り、農業用施
設が持つ多面的機能を発揮するため、管理体制整備計画
の策定や整備推進事業を実施します。

耕地課

2 ダム建設費（再掲）
　ダムの経年劣化による老朽化を防止するため、ダム管理
設備の維持修繕を行う。
　・荒川ダム堰堤改良

治水課

3 ダム管理費（再掲）
　県が管理する多目的ダムの６ダムについて、適切な管理
運用を行い流域の水害防御、水環境保全等に努めます。

治水課

4 河川維持流量の確保（再掲）
　水力発電施設での取水を制限し、河川流量が一定量を
下らないよう措置します。

電気課
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針５）

３　水を活かした街づくり
（１）都市部のヒートアイランド対策や景観の演出など、水辺の活用や親水化の推進

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 基幹河川改修事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

2 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

3 県単独河川改良費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 地域用水環境整備事業（再掲）

　豊かで潤いのある快適な生活環境を創造するため、水
路・溜池等の農業水利施設の保全、管理、整備と一体的
に、これらの施設の有する水辺空間等を活用した施設整備
を行います。

耕地課

2 基幹河川改修事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

3 統合一級河川整備事業費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

4 県単独河川改良費（再掲）
　洪水から生命・財産を守るため、河川改修事業を実施す
るとともに、良好な河川環境の保全等を図るため多自然川
づくりを実施します。

治水課

5 ダム建設費（再掲）
　ダムの経年劣化による老朽化を防止するため、ダム管理
設備の維持修繕を行う。
　・荒川ダム堰堤改良

治水課

6 ダム管理費（再掲）
　県が管理する多目的ダムの６ダムについて、適切な管理
運用を行い流域の水害防御、水環境保全等に努めます。

治水課

（２）地域に伝わる歴史や文化資源としての水の保全と、地域の素材や伝統的工法、水に関する歴史や文化の水
辺づくりへの活用

（３）自然と共存できる河川構造物、地域の歴史・文化に配慮した河川構造物等の整備による多くの市民や観光
客が訪れる水辺環境の創造
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水政策基本方針関連事業の概要（基本方針５）

４　地域における小規模な利水の推進
（１）小規模な畑地かんがい事業や地域の水源としての簡易水道の活用

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 中山間総合整備事業（営農飲雑用水整備）
　育苗、病害虫防除、農産物や農業用機械の洗浄などの
ための農業用水と併せて生活用水、集落雑用水を供給す
るため、営農飲雑用水施設を整備します。

耕地課

2 畑地帯総合整備事業（畑かん）
　農業生産に必要な水資源を確保し、生産性を向上させる
ことにより、農業の体質強化を図るため、パイプライン等の
畑地かんがい施設を整備します。

耕地課

（３）農業用水路やダム、河川などの遊休落差等を利用した地域資源としての小水力発電などの活用の検討

No 事業名 事業の概要
新
規

担当課（部）

1 小水力発電開発調査
　ダム、河川などの遊休落差等を利用した水力発電につい
て開発調査を進めます。

電気課
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