
 

第 11 章 水源地の現状                                             
 

 印旛沼は水を利用する時代を迎えることになり、新たに水量・水質の課題が浮上してき

ました。古村や牧場の広がっていた時代は、水源地と生活圏が重なっていても、地形地質

などの自然条件や湿地の文化をもつ古村の生活様式などによって水量・水質ともに良好な

状態に保ち、水源地としての機能を維持してきました。しかし、現在の様子をみると、市

街地化の進展や農業形態の変化などによって、水源地の性格は大きく様変わりをしていま

す。現在の水源地の実態についてみることにしましょう。 

 

1  人口・土地利用の現状 
 印旛沼流域は東京都心への通勤圏にあり、東京に近い流域西部および鉄道沿線から人口

が増加しはじめ、図 11-1のように 1) 、近々50 年の間に人口は約 4 倍に増加しています。

今や、流域人口は鳥取県島根県を超して、高知県人口 76.6 万人 2) に近い 76.4 万人（平成

21 年）になり、人口密度は 1,550 人/km2 になっています。 
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図 11-1 印旛沼流域における人口と土地利用の推移1) 

 人口増加は土地利用に影響を与え、農耕地・山林を減らして市街地等を増加 1）させてい

ます。図 11-1は近年における土地利用の急激な変化を示すものであり、平成 21（2009）

年の土地利用状況は、市街地等 216.1km2（43.7％）、公園緑地 5.3km2（1.1％）、など都市的

土地利用が全印旛沼流域の約 45％を占め、山林は 98.1km2(19.9％）に留まり、畑

宅別比例配分による推定← →県水質保全課資料 
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102.0km2(20.7%)、水田 72.3km2（14.6％）等の農耕地が約 35％となっています。これを昭

和 35（1960）年と比べると、山林・農地の半分弱を市街地に転換したことになります。現

在の土地利用を全国と比べると、表 11-1のように山林が極端に少なく、都市的土地利用の

多いことが分かります。 

表 11-1 印旛沼流域における土地利用の全国比較  
（％） 

 山林 水田 畑 市街地 その他 
印旛沼流域① 19.9 14.6 20.7 43.7 1.1 

全国② 66.4. 12.5 8.8※1 12.6※2 
出典： ①平成 21 年（千葉県水質保全課資料） 

 ②平成 20 年（総務省（2011）：日本の統計）※1：宅地＋道路、※2：河川等 

 

 都市的土地利用の増加は、建造物、道路舗装などによって雨水の地下浸透が抑制されや

すく、降雨直後の雨水流出量を増加させる傾向にあります。これが、印旛沼流域における

湧水の減少、都市型洪水の発生に影響しています。都市化の進んだ桑納川右岸の現状は、

調整池や谷津低地に往年の湧水の痕跡を残しているものの、随所に湧水量の減少または消

滅する姿を見せています。 

 

2  土地改変 
 印旛沼流域は、各地で宅地、工場用地等の土地造成や水田耕作を放棄した谷津の埋め立

てなどが行われています。 

(1) 宅地造成 

人口の急増に伴って無秩序に市街地が増えると、下水道整備の遅れなどによる水質汚濁

や都市型洪水などが発生しやすくなります。昭和 50 年代の桑納川上流域では、住宅地の乱

開発によって河川の水質がおよそ COD40mg/L にまで汚濁され、この水を灌漑水に使って

いた周辺の水田は大きな被害を受けていました。 

 そこで、市街地の下水道整備などを行うとともに、宅地開発に際しては計画時点から環

境への負荷軽減対策を織り込むようにしました。一例として、桑納川右岸で平成 10 年に計

画された宅地開発計画 3) についてみることにしましょう。 

 この計画は、畑 32.6％、山林 41％を占める平坦な下総台地上の畑地帯 140.5ha の土地に、

計画人口 17,200 人、人口密度 120 人/ha の住宅団地を造成しようとするものです。開発後

の土地利用は、住宅地（44.4％）、道路（21.8％）、沿道利用地（16.2％）、でほとんどを占

め、その他公園緑地（5.4％）、小中学校等の公益施設（4.9％）などとなっています。 

 計画地は、ほぼ平坦な土地に小さな谷状の窪地があり、これを図 11-2のように切土・盛

土して宅地を造成します。切土面積比、盛土面積比は、それぞれ 42.5％、39.1％で、残り

の 18.7％は現況地形のまま利用されます。したがって、計画地の約 8 割は、ブルドーザー

で地表面を改変して一時的に動植物のいない裸地になり、生物生態系に影響を与えます。

また下総台地の地質構造が破壊されるために、本来もっていた雨水を地下水にして貯留す

る機能を低下させることになり、都市型洪水や湧水の枯渇を招く結果となっています。 
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図 11-2 宅地造成地断面図（西八千代北部）3) 

 土地改変による環境への悪影響を軽減するために、切土量、盛土量は計画地内で等量と

して剥ぎ取られた表土を有効利用し、生物生態系については貴重な植物の移植保護などを

行い、雨水排水については流末に調整池を設置して降雨直後の雨水流出を緩和し、地下水

涵養については公園や道路に雨水浸透促進の施設を設置するとともに、住宅地に雨水浸透

桝の設置を指導するなどの対策を行うとしています。また、生活排水等の汚水は印旛沼流

域下水道に接続して印旛沼流域外の花見川終末処理場で処理することにしています。 

 このように、宅地開発の計画時点から水環境の各種対策を織り込んで、過去の無秩序な

開発による環境の悪化を抑制しようとしています。しかし、土地改変による雨水の地下浸

透・地下水貯留機能の阻害はまぬかれず、古村時代の水環境、生物環境とは異質の環境に

なることは間違いありません。 

 

(2) 残土等による谷津の埋め立て  

 谷津田は、機械化による省力稲作に適さないところがあり、耕作放棄田が随所に出現し

ています。この谷津を埋め立てて畑地や宅地にして利用したり、単に残土処分地とすると

ころが見られます。図 11-34)は、千葉県・市町村に申請のあった谷津埋立地の状況であり、

谷津の上流部に多く見られます。谷津は、自然生態系として、また湧水の湧出地点として

重要なところです。水環境への影響が懸念されます。 
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図 11-3 印旛沼流域の谷津埋立マップ 4)  

3  水田の乾田化 
 水田の水環境は大きく変わりました。従来の印旛沼流域の水田は、殆ど雨水や近くの湧

水など天然の水だけを使う「天水田」でした。天水田は湿田であり、かつ稲の生育時期に

合わせた水管理ができず、作土は膨軟なために小さな耕耘機しか使えません。その上、一

枚の水田圃場は小さく、モザイク状になっています。これらの欠点を改善するために、一

枚の圃場面積を大きくして 10～30a の水田区画整理工事を行い、あわせてかんがい用排水

施設を完備する土地改良工事が行われています。図 11-4は、佐倉市岩名地区の谷津田にお

ける水田区画整理の事例です。非効率的な小さい水田圃場が整然とした 1 枚約 10ha の大き

い圃場に改造され、用排水路を整備して水管理を自由に行える耕作しやすい水田になって

います。 
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図 11-4 水田区画整理状況の事例（佐倉市岩名地区）（印旛沼土地改良区提供）  

 印旛沼流域の水田は、谷津田上流部のような狭い水田を除いて、昭和の時代に、土地改

良工事がほとんど終了 5) しています。しかも、土地改良事業地区の 7 割に暗渠排水施設が

あり 6) 、湿田の乾田化に寄与しています。 

 湿田状態にあった従来の水田は、年間を通して雨水や湧水を一時的に貯留する場であり、

水源地としての機能を強化していました。最近の土地改良事業によって乾田化された水田

は、雨水や近くの湧水を直ちに排水するために、水源地としての機能は従来より低下して

います。特に近くの湧水は使わずに、灌漑水として別の水源の水を使うようにしているこ

とが注目されます。 

 このように、水田の区画整理乾田化は、産業としての稲作に貢献する一方で、水源地と

しての機能が劣化する側面を持っています。また、近年は、冬季を含めて湛水状態にある

湿田が多数の生物の生息地になっていることを重視して、冬季湛水稲作を提唱する動きが

あります。農業としての水田経営と水資源・生物の保護保全とが両立する乾田化程度の合

理的な接点が求められています。 

 

4  水循環の移り変わり 

印旛沼の水源として、湧水は昔も今も重要な位置にあります。しかし、湧水を直接使っ

ていた昔と印旛沼に集めてから使う現在とでは、水循環の状況に相当の違いがあり、新た

な課題が生じています。 

 水循環の常識は、東京都心を念頭に置いて、奥多摩や群馬県北部などの森林地帯の水源

地に降った雨水が多摩川や利根川に流れ出し、河川水は田園地帯を流れる途中で水道水・

農業用水などとして取水されて生活圏に送水して使います。使い終わった排水は海に流し

ます。海の水は蒸発して再び雨水として水源地に戻ります。この型の水循環は、図 11-5

の通りであり、これを仮に東京型水循環としておきましょう。 
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しかし、印旛沼流域の場合は、水

源地と人の生活圏とは一つに重なっ

ています。古村の場合は、主として

近くの湧水を生活や水田に直接使っ

ていました。この型は、年中安定し

て湧くきれいな湧水が面的に広く分

布しているという特徴を生かしてい

ます。これを古村型水循環（図 11-6）

と呼んでおきましょう。 

 現在は、これとまた違って、湧水

は一旦河川を流れて印旛沼に集めら

れ、再び汲み上げて生活や水田の用

水に使っています。水を使いたい時

に自由に大量に使うために、分散し

ている小さな湧水を一つにまとめて

大規模に配水する方が使い勝手がよ

いからです。これを印旛沼型水循環

（図 11-7）と呼ぶことにしましょう。

この方法によって、水はどこでも便

利に使えるようになりましたが、水

源である湧水は人目に付かず、人か

ら忘れられる影の存在になってしま

いました。 

湧水は、現在も生活用水、農工業

用水等の主要な水源です。印旛沼か

ら揚水して利用する水は、自分たち

の生活圏で涵養した水です。印旛沼

型水循環は、そこに住む人の住み方

によって、湧水の水量すなわち印旛

沼の水源確保に大きな影響を受けて

います。その上、生活圏から出る各

種排水が再び生活圏に戻る形になる

ので、水質にも影響します。 

印旛沼型水循環は、生活圏内で水を循環して使う形であり、生活圏内だけで独立して必

要とする用水を得る形です。都市用水の確保が世界的な課題になっている今日、この型は

水資源を自前で確保する未来都市のモデルになることでしょう。印旛沼流域は、人の住み

方を含めた未来都市型用水システムの社会実験をしているとみることができます。 

 

 

 

 

図 11-5 東京型水循環 

 

排水 

 

図 11-6 古村型水循環 

 

排水 

 

図 11-7 印旛沼型水循環 
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［参考 6］印旛沼周辺の気象 
 水源の出発点は雨水です。まず降水量を中心として気象についてみることにしましょう。 

 千葉県は東アジアのモンスーン地帯にあって、温暖な海洋性気候です。春夏は太平洋か

らの湿った南西風を受けて湿潤であり、冬は乾燥した北西風を受けて晴天が続きます。印

旛沼流域は、千葉県の中ではやや内陸的な性格を帯びています。地域気象観測システム（通

称アメダス）の佐倉観測地点の観測値によって、降水量を中心として気象の概要をみると、

図 11-8の通りです。 

 

図 11-8 月別降水量・平均気温・日照時間（1979～2000 年平均）（佐倉アメダス観測）  

 ［降水量］  印旛沼流域の年間降水量は、およそ 1,100 ㎜～1,600 ㎜であり、平均値は

約 1,330 ㎜です。季節別にみると、冬期の 12～2 月に少なく、春夏期の 3～7 月に多く、台

風 秋雨前線の季節に当たる 9、10 月に再び多くなっています。この降水量は、年間およそ

7 億トンの雨水を印旛沼流域にもたらし、印旛沼の利水に応える水量を持っています。 

 ［気温］  平均気温年平均値は 14.2℃です。最も寒い 1 月の日平均気温平均値は 3.3℃、

日最低気温平均値は-1.9℃であり、最も暑い 8 月の日平均気温平均値は 25.6℃、日最高気

温平均値は 29.9℃です。印旛沼は、昭和初期まで冬期に氷が張っていましたが、近年は全

く凍りません。全体として温暖な気候と言えるでしょう。 

［日照時間］  印旛沼流域の日照時間は、梅雨期の 6 月が最も少なく、夏季の 8 月に多

くなり、年間約 1820 時間です。この値は、霞ヶ浦、琵琶湖の 1650 時間より若干多くなっ

ています。 
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