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地下水法に関する所見

蔵 田 延男

まえがき

水の問題は，古くからまた絶えず取沙汰されているわりに，一般の関心はなおいぜ

んとして低く，いきおい対策を進めることもおくれがちになっている，といわれたと

きに，いやそのようなことはないと，胸を張ってし、し、えるかどうか。

とにかく，こと地表水はさておいても，地下水については，その全貌を限でみるこ

とができないということも手伝って，とかくわかりにくいものとされ，とどのつまり

関心や配慮、は地表水にくらべると， 一段と低く，乏しいということは，是認せざるを

えないようである。

しかし，そうした事情にもかかわらず，地表水が慣行水利などのために，一般にき

わめてえにくいのに対し，地下水のほうは，たやすくどこでもえられるという，いわ

ば汎用的性格をもっているので，飲料用，水道用，工業用，かんがい用，冷房用，養

:\€1用などをはじめ，近年では，流消雪や， 施設雑用各般の用に，あまねく利用されて

きている。

そして，過密化から，あるいは地下水に対する一般の認識の不足から， 水位の異常

な低下にはじまる，地盤沈下，塩水化など，一連の地下水障害が発生し， いわゆる

pollution関連の公害とは，その性格がやや異なってはいるが，台風被害と絡んで，

地域社会あるいは人命財産に重大な損害を与える対象にまつりあげられてしまった。

そしてそのゆえに，地下水問題が10年あまりこのかた，地道ながら少しずつ，少しず

つ取沙汰され，その社会的認識を昂めようとしてきているのである。そうして，ごく

最近では，環境庁の中央公害対策審議会の地盤沈下部会で，総合的な地下水規制に対

する法制度が検討され，建設省でも地下水の管理保全の制度を研究する場が生まれる
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に至っている。

私は，農林，通産から，現在は技術士として， 30年間，足で歩いて地下水をみてき

た。

電気探査や水比抵抗法など， Tこよりにする技術は別として も，とく別公式を用いる

理論派でもないし，さりとて，水収支論からコンビュータの手法を駆使する派でもな

い。調べて，掘って，でるかでないか，こうしてみたらこ うなる，理論的にはあるい

はそうかも知れないが，実際問題としてはこれで十分といった主義で，ひたすら現実

問題に即して地下水に接してきた。

したがって，地下水を扱う上で，とくにその合理的開発， 有効適切な管理保全をは

かることについての私の所見もまたこうした立場から提唱されるものであり，オーソ

ドッグスにいうとあるいは独断的，非理論的というそしりを受ける面があるかも知れ

ない。しかしそれはそうとして，わが国の地下水法の制度化のために，何らかの参考

になれば孝いと思う。

1. 地下水の法制度を必要とする，おもな理由

かつて，日本列島がこれほど過密化してなかった時点にあっては，裏山から泉の湧

く，数千坪の邸のなかにつるベ井戸が 1つあって，住込みの使用人ともども十数人の

水の需要にこたえていた。それと同じところが，すっかり生長して，おまけに過密化

してしまった戦後の日本列島の一角として，裏山の山林は，ゴルフ場のために伐採さ

れ， 邸宅の跡には日量 3,000ffilを必要とする乳業工場ができ，百数十mもの深さの井

戸から水の供給を受けている，…ーというような変貌があちこちにみられるようにな

ったわけである。

水源になっている地下水は，片や自由地下水であり，片や被圧地下水であり，しか

も深い井戸でも地下水がとれるという，めぐまれた条件のところであったということ

は事実としても，とにかく，かつては 1日lOffilにも満たない水を生産していた土地が

その数百倍にもなる水を生産させられている……。まぎれもない事実は，地下水がそ

の所有者の所有地だけからの補給では，もう完全に間に合わず，所有地外のつまり他

人の所有地からの補給をも期待しなければ，とても取りえない状態になってきたのだ

といえるのである。

つまり，所有地内で自由に地下水が取れるという，従来の考えかずこでは，もはや律

し切れず，地下水そのものが地表の流水と同じよ うにある合理的な目的で，取りやす

い位置にいる利用希望者が先に手をつければ，その利用者のものになる… ，という

扱いをしていかなければならない・・・・一。しかもそこには地下水なるがゆえの宿命で，

みかけ上取れるからといって，むやみやたらと使うわけにし、かない自然、的制約がある

……。したがって，どうしても，利用者相互の聞に，また土地の所有者相互の間にめ
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いわくのかからないよう，一定の原則のもとに，交通整理をしないことには，いたず

らに混乱を招き，相互に損害を受けることになってしまう。

地下水を律する法制度が必要な第 lの理由は，以上のような事情のためといえよう。

次にいま 1つの理由は，地下水は地下における空隙の大部分に充満しているもので

あって，土砂や岩石，砂れきと同じく，国土の重要な構成メンパーの 1つであるゆえ

に，かりにいかに合理的な用途に用いるにしても，その濫りな開発，利用を抑えなけ

れば国土そのものが重大な損害を受ける可能性があるから…・・ということである。

むろん地盤を構成しているメンバーとしての地下水のなかには，天水あるいは地表

水の供給を受けて，水の循環の過程のなかで，新陳代謝をくり返している分があって，

これが利用の対象になっているが，このほかに，これに何百倍，何千倍する量の，土

砂や岩石にへばりついて，水空間のベースになっている・・・，そういった地下水があ

る。後者の場合には，泉やつるベ井戸では，地下水として意識されず，多分土じよう

水分とか，水気のあるなしなどということばで表現されていたと思われる。 しかし被

圧地下水が深井戸で利用されるようになってからは，ボアホールポンプが，さらに水

中モーターポンプにまで発展して，いくらでも水位を下げうる強引な取水方法がひろ

まり，それ以来，もともと引きだしてはならないこの種の地下水まで汲みあげるとい

う状態になってきたのである。

そのために，まだ若くてぶよぶよのN質が2だ3だといっているような泥のなかか

らも，水が引きだされるし，砂れき層でも，当然汲みだされてよい地下水だけでは，

ポンプの強い吸引力には打ち勝てなくなって，本来引きだしてはならない，その種地

下水の一部が引きずりだされ，その結果として，地盤の収縮，変形を生じるようにな

った。つまり地下水を開発 ・利用することが，国土に損害を与える とし、う結果にもつ

ながりをもつようになってきたわけで、ある。しかも加えて，海抜高度の低い臨海部

で，このような現象がおこりがちな日本列島の実状からすると，それは人命財産の安

全を保障する上からも，しばしばゆゆしい問題にならざるをえなかったのである。

以上のように， 2つの理由によって，地下水の利用のかたちを調整するために，法

制度がすで7こ必要となっているのである。

2. 基本となる 2つの考えかた

この節で，わたしは，法制度を考えるに当たって，基本的に考えなければならない

場合を想定して，それを 2つに分けて述べてみたいと思う。

まず，あえてここで述べるまでもなく，地下水には大きく分けて 2つのタイプがあ

り，その 1つは比較的地表面下浅いところにあって，天水や地表水の供給と密接に関

連し，常時開放圧の水面を維持している自白地下水である。これを汲みあげるには，
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ふつう手掘り井，打込み井戸，あるいは大口径の管井，集水井などがつくられている。

これに対し，いま 1つは地下比較的深いところにあって，上にも下にも難透水の盤が

あり，サンドイツチにされた地下水層中に，被圧状態で充満している被圧地下水であ

る。掘抜井戸あるいはさく弁による管井によって利用されているというタイプであ

る。以下述べるときと場合で，これらは，それぞれに軽重の開きがありはするが，自

由地下水のことだから，被庄地下水に影響がないとか，被圧地下水のことだから，自

由地下水とは無縁だというよ うなことは，むしろほとんど考えられない。すなわち，

自白地下水の増減は，すぐではないにせよ，被圧地下水に重大な関連をもちうるし，

被圧地下水の関連する現象のたいていの場合に，その上で，帽子のようにのっている

自由地下水を無視しては考えられない，というのが真実とみられるのである。

さて，こうした前提でみると，まず第 1に地下水を取り過ぎてはならないというこ

とであろう。いうまでもなく，地下に入る水は，地下に水の入りうる空隙がある限り

において吸い込まれるとしても，土砂，岩塊の隙聞を伝ってしか移動できないのだか

ら，自らある場所で一定時間に集めうる（集まりうる）水の量に限度があるというわ

けになり，それは地表の流水のよ うに大きくまとま った量になることは一般に少な

L、。

かりに十分な補給もとがあっても，そこから水を取ろうとするところまで，せまい

廊下を通ってこないことには，その水がでてこないとなると，井戸のような小さい可

細い点的の施設で、は，結局取れる量に限りがあり，そこでもしまとまった量を取ろう

とすれば，いきおい井戸を広い面積にわたって，たくさん掘るかしなければならない。

つまり，限られた面積では，ある限られた水量しか地下水はえられないということ

であり，それ以上，強引に引き抜こうとすると，先に述べたような，取ってはならな

い水まで引きだして，地盤のなかの水と土あるいは岩との問でバラ ンスをとっている

のをぶちこわしてしまう。だから，しぜんの姿で，流れうる水量一一補給が引きつづ

いて維持できる範囲の水量以上に取ると， 取り過ぎということになるわけである。

しかし一方，私たちが，水を利用しようとすると，なるベ くたくさんな水を取りた

い，同じお金をかけてつくった 1本の井戸から，できるだけ水を取りたいという欲望

になかなか打ち勝てない。孝か不幸か，それを技術的に促進する道具立てとして，水

中モーターポンプのようなものがあって，不合理な欲望に近づけうる手立てができて

いる。そのため，とかくというより，もっとはっきりいえば，非常に多くの場合に，

取り過ぎが普通になっているとさえいえる，そうした状況をつくってしまっているの

である。

取り過ぎとある意味では似た現象として，地上物件に変化を与えることによって，

地下水を私たちが，故意にあるいは無意識に，減らしてしま っているという ことも見

逃がすことができない。
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戦後，総合開発事業の名のもとに，多くの河川でダムができ，いままで天然、河川の

いとなみとして， 山地の侵蝕 ・崩かいによってできた砂れきが大雨ごとに下流に運ば

れ，しせ．んな縦断勾配をつくっていたのが，ダムのために下流に砂れきが運ばれなく

なった。そしてそこへもってきて，ダンプによる大量の砂利採取が全国各地で，夜を

日についで、行なわれた結果，下流の河床では，砂れきは減ることはあっても増えるこ

とはなくなり，そのため河床そのものが低下し、河川の流水も引き下げられ，河川の水

と関連し合っている，いわゆる伏流や河畔の地下水，ひいては河岸平野の広域の地下

水が，いままでの位置より 1m, 2 mと下がってしまうということにもなるのであ

る。

静岡県天竜川河状調査委員会の詳細な資料によると，秋葉ダムの上流では河床が年

年高くなっているのに対し，下流側では，河口までの悶，連続的に年々 0.5～Imの

範囲内で低くなっており， 1956年以降1.5mから2.5mの範囲内の低下が生じたという

ことを示している。そしてこうした河床低下に伴なって，地下水もその表面深度が深

くなっていき，浜松市の北！燐り，上流側に当たる浜北市などでは数年前まで，岩盤地

幣をのりこえて地下水になっていた天竜川の表流がその水面高度が下がったため，そ

の岩盤地帯をのり切れず，下流のほうで，いままでも表流が伏没，穆透していたとこ

ろから，もっぱら地下水に転化するようになっているところがある。利根川水系でも，

こうした傾向は過去10年あまりの聞に，河畔の地下水に依存していた水道水源を澗ら

してしまったり，湧水量を減少させたりしているし，富士川のように，とくにダムの

ないと ころでも，砂利採取や，河道のしゅんせつなどのために，深く河床が掘り下げ

られて，塩水が奥深くまで導き込まれ，水道水野、井が極水化してしまったりしてい

る。

むろん，ここ10余年来の異常気象，大雨をもたらす台風の少ないことなども関連な

しとはしないが，とにかく，こうした例は全国的に多かれ少なかれあるわけで？，その

ため地下水が広い範囲にわたってマイナスの方向にもってこられたことは否めない。

河川工事のために，いままで蛇行しながら，河畔に地下水を供給していたのが，直

線に変えられたり，護岸舗装も手伝って水が取れなくなった例も少なくないし，また

市街地では一時的とはいえ，ウエルポイント工法のために，地下水の集中排水が行な

われ，そのためにあとあと，元どおりに地下水が戻ってこないというような例ふこ

れまた少なくない。下水道，舗装面の普及拡大も，いままで地下水になっていた天水

をいきなり奪ってしまう結果になっているので，こうしたことも地下水を減らすこと

にカを貸しているといえよう。

地下水を減らすいま一つの大きな問題は，いままで水源かん養機能を発揮していた

林地が，山林，平地林の区別なく，土地造成のために伐採そう失させられていること

であろう。いうまでもなく，比較的水通しのよい火山山ろくの場合にも，むろん影響
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はあるが，比較的水通しのわるい第三紀層の丘陵地帯などでは，はるかに密接に影響

がでてしまう。

このように地下水を減少させる，もろもろの挙動を法制度の上でどのように，どの

ていど反映させるかは別としても，少なくとも反映させなければ，法制度は片手おち

にならざるをえまいというのが，基本となる1つの考えかたで、ある。

いま 1つの考えかたというのは，地下水の開発利用というものが，少なくともいま

まで個人の意志によってなされており，そこに社会的あるいは行政的な意向といった

ものがまったく入る余地がなかったということ・・・・，それに端を発する混乱をし、かに

して防止し，整理するかということである。

すなわち，所有地のなかなら自由に地下水が取れる，取っていなくても将来取る権

利が保障されているというかたちで，それぞれの土地に井戸が掘られ，取る量につい

ての問題はおおいにあるとしても，井戸の位置，配置関係がまったく個人個人の意図

のままになっている。地下水を井戸を掘って取水するとなると，浅い手掘り井戸で，

自由地下水を取水するにしても，深い管井で，被圧地下水を取水する場合にしても，

取水する量に対して，それぞれの井戸のまわりに水がしぜんに井戸に向かつて移動

し，ポンプの吸引力に見合った量の地下水が補給されてくる，いわば，縄張りがあ

り，隣り同士の井戸が，その縄張りをオーパーラップさせるようになると，地下水の

奪い合いが生じるわけで，これをぜひともさけなければならない。いきおい井戸と井

戸の間隔は十分にあいていなければならないのであるが，土地の稀少価値の高い，わ

が国のようなところでは，否応なしに土地面積の割合いに，理不尽な密度の高い井戸

分布が強いられてしまう。

しかも，工場地帯のように，港湾背後地とか，河岸とか，臨海部の埋立地とか，限

られたせまい土地に集団して水利用者が集まり，しかも彼らがまたそれぞれに大量の

水を使うとなると，当然地下水は早々に頭打ちになってしまう。最近の住宅団地，工

業団地などでも，あるていど同じことがいえる。まわりの田園の地下には，ゅうゅう

と地下水の取れるスベースがあっても，現実にはある場所にかたまって取水するの

で，水の奪い合いを生じ，とどのつまり，取ってはならない水まで取らざるをえなく

なってしまうというわけである。

地域の開発計画に当たって，当然、それ相応の用水が必要であるはずだし，その用水

をどのようにしてえるか，地下水はそのうちの何割を確保できるか，それにはどのよ

うに井戸をつくって取水すべきであるかというような，すじを通して進めた開発計画

は例が少ないし，国や地方自治体もそうした点にはいままでほとんどふれていない。

1959年，千葉県の臨海部で旭硝子K.K.や丸善石油K.Kーなどの工場群がその建設段

階で，紳土協定をつくって，井戸の基準を決め，それぞれの土地面積に応じた地下水
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第 1図 井戸が地理的に偏存して開発されるということを示す一例

（群馬県館林市付近）

1 : 100,000 
3 .. 5 6 1 利 根 1。..

の利用量の割り当てのもとに，水源をつくるように仕向けることができたが，このほ

か，ほとんどの場合は，いわば個々の水利用者と，井戸施設の工事業者との談合で，

地下水が取水されるようになってしまっている。 工事業者は，むろん地下水開発を適

正にするがために，もっともらしいことをしゃべるより，強引に水を取ろうとする利

用者に迎合して，注文を取ってくることに焦点を合わせるわけだから，井戸の滋開発

が行なわれてきたのも当然、のことであろう。

財政収入の面からいって，企業を誘致しないとやっていけない多くの自治体では，

これまた水についての深い認識，関心なしに，用水型企業を含む企業を誘致してきた

ので，企業が工場をつくり，操業を開始してみると，自治体の管内固有の資源であ

り，しかも子の代，孫、の代まで，大切に使ってし、かなければならない地下水を，無雑

作に切り売りしなければならないという立場に立たされ， しかもそのあと後遺症にな

やまされるという結果におわってしまう場合が少なくない。

利用者のほうにしても，操業開始後いくばくもなく，井戸の利用に障害を生じたり

規制を要求されるようではこまるであろうし，代替水があればましなほうだが，一般

に代替水のあろうはずはほとんどないといえる。

こうした事情をふまえ，地下水は利用してこそ意味があるとする以上，地下水の開

発は， Tことえば，地域の開発，あるいは自治体の開発計画などのなかで，用水または

水配分計画の一環として考えなければならなくなってきているというわけである。す

なわち，自分勝手に取水していた，私水としての地下水は，もはや通用しにくい公水
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として，あるいは公水的な観点で扱っていかなければどうにもならないと ころへきて

おり，いきおい法制度のなかでも地下水の技術面だけを考えていたのでは，実際に運

用するに当たって壁にぶつっかり放しになるおそれが多分にでてくると思われる。

したがって，法制度には，地形，水文などの自然的要素はむろんのことであるが，

このほかに，土地土地の開発事情 ・開発の可能性といった社会的要素をも十分に織込

んでいて，現実に即しうる姿勢が必要であるとい うことになるのである。

3. 規制か，保護か，開発か

地下水に関連のある現行法は，工業用水法， IndustrialWater Law と建築用地下

水の採取の規制lに関する法律； Law concerning Regulation of Pumping-up of 

Ground Water for Use in Building とであって，後者は前者に対応してできた類似

法であり，ともに規制法の部類に属している。

工業用水法は，戦後の経済成長に伴なって，臨海部の工業地帯の地下水の揚水過剰

が原因で，水位の継続的低下が生じていた1950年代前半の全国的地下水事情をふま

え，工業用水の円滑な供給をはかるため， 立法されたものであり， 1963年地盤沈下抑

止を主眼にするよう改正されてはいるが，あくまで工業用水の供給を前提にしてい

る。したがって，工業用水道による代替水の導入が可能という見きわめがつかない限

り，地下水の利用，つまり井戸の規制は行なえないというたてまえである。したがっ

て，地下水に対しては規制jできても， 水の利用者は，値段は高くなるが，工業用水道

水を購入すれば，なお拡張もできるし新しい立地も不可能でないことになっている。

1971年， 東京都は工業用水法の施行効果にあき足らず，独自の条例で水道用水の供給

の完全なあてなしに，地下水の新規開発を規制した。これは，すでに工業の新規開発

を制限してもかまわないという，都特有の考えがあったからできたのであるが，一般

にいうと，現状ではたいていの市町村が拒否するであろう。

さて地盤下や塩水化，あるいはそれらの原因ともいえる異常な水位低下の生じてい

るようなところで，応急的カンフル注射の効果をあげるために，さく井の禁止，既存

井の使用停止を行なうことは，国土の保全の上からも必要な処置であり，それがきわ

めてきびしい基準で行なわれることもやむをえないと思われる。

しかしこの場合，法を運用するための行政措置と して考えると，ごく少量しか水を

取っていない利用者一ーまたは井戸一ーも，きわめて大量に取っている利用者一ーま

たは井戸ーーも， 十把ーからげに取り締まられてしまう。ところが実際に水位の低下

をおこさせる元凶は，いわゆる汲み過ぎの井戸であって，それらはそれほど多数にあ

るというわけではない。ただそれら若干の井戸が，いとぐちになって，水位の低下を

促がすと，伝染病のように水位の低下が慢延し，ほんのわずかしか汲んでいない井戸

をも，ぎせい者としてまきぞえをくわせてしまう。元凶が何個所からか火の手をあげ
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写真1および2 地盤沈下地帯にあっては，みなれた写真ではある。上

下いずれも佐賀平野における最近の撮影による。つまり地表近くに， 10

～20mの厚さで広域にひろがっている有明粘土層が，鍋島藩以来文明開

化の変遷に伴なって，迂余曲折はあれ，間隙水圧の減少を余儀なくされ

て， 50有余年地下水を汲みあげていた水道水源井などにこうした沈下に

よる井戸の抜けあがりがみられるようになった。こうした点で，開発途

上県といえる佐賀県は，しかし昭和46年に調査に手をつけて以来， 3 

年余りの間に，地下水規制lの条例をつくり，条例づくりの記録を樹立し

ている。県面積の1/4に近し、500km2の沈下が生じている佐賀県などでは，

地下水を利用するということが，地質の面から，もともと最高度に慎重

に扱われるべきところであった。

ると，やがて火は火を呼び，大火となるように，その地域全体に水位の低下がひろが

っていってしまう。尼崎市の激しかったかつての地盤沈下も，一番最初は， 一企業者

が使っていた日量 6,000ffilの揚水井が口火を切ったかたちで，水位の低下を促がした

のでなし、かとみられる。

要するに，過大量の取水井を抑制さえすれば，地下水障害のおおもとは削除される

のであって，何も十把ーからげに制限，禁止の対象にしないでも，目的は達せられる

途があるということができる。
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しかし現実に，井戸間隔におかまいな く集団をしている工場地帯や， 浄水場，ある

いは養魚場などの井戸群のなかから，これは過大だ，これは残しておいてよいと区別

することは，理くつの上ではで、きるとしても，現場についていちいち識別表をはって

いくことは，行政事務としてはかなりむつかしい仕事になってしまう可能性がある。

ともあれ，全国的視野からみれば，ところどころ，ほうほ．うに散在して，地下水障

害の病菌をまきちらしている過大量の揚水井，あるいは，一定の範囲に補給される地

下水量を上まわって取水しているような井戸群，または，井戸集団をこそ，まず制限

禁止すべきで，あらゆる地下水開発保全工作もこうして，出過ぎた釘を叩いたあ と

で，はじめて軌道にのるのでないかとさえ思料される。

だから地下水を規制するにしても，現行法のように，限られた小範閤の地域指定で、

なく，もっと広い範囲，たとえば関東平野であるとか甲府盆地あるいは千曲川水系と

かし、ったような規模での地域指定を行なって，そこで時間当り 60m1以上とか， 100m1

以上とかの揚水量の井戸を対象にしそれぞれの地区によってある揚水量以上は取水

しないように制限する。こうした処置によって，大幅に地下水の開発利用上の障害が

排除できると考えられる。

工業用水法の場合には，最初のことでもあり，行政事務的に，機械的チェックをす

ることのむつかしさも手伝って，十把ーからげにならさ．るをえなかったし，代替水源

の工業用水道の建設を進める上でも，少しでも多 くの需要者の参画が必要でもあった

ので，大も小も， ほとんどの井戸が規制の対象にさせられたし，そうせざるをえなか

った（もっとも，立法後の施行初期にはデリペリー 3インチ以上ということで対象を

しぼっていた）。

しかし，これからは取水規模をもっ と親切に選択区別してかかる必要があろう。ま

た上に述べたような制限処置で‘あれば，かりに代替水がえられないような場合にで

も，何とかなる可能性もでてくる。たとえば，量の制限によって不足水量がでできて

もそれは水使用の合理化で相殺する とか，少量取水井の本数の増設によって負荷を

分散させるなどによって補なうこともできるので，法制度運用上の幅もひ ろげられ

る。むろんこれらは， 既存井に対しての処置であるが，新設井に対しては，あらかじ

め知らせておくことにより，より無駄のない開発ができることとなろう。

しかしいずれにしても，規制法の内容を強める以上，上水道や専用水道などの場合

も含まれるので，代替水の導入や施設の補償にそれ相当の事業予算をもち込む必要が

あろう。もっとも，事業予算が取れるということは，法制度を押し進める上で， 1つ

の魅力とも考えられるのであるからそれはそれでよい左しよ う。

ところで，以上述べた範囲で、は，同じ規制法でも個々に井戸を取り締まるという点

では個別規制であるが， 十把ーからげに扱われる段になる と，総量規制的の臭がこく

なる。もともと井戸の場合には，隣接井岡土の距離間隔の件があり，この井戸間距離
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間隔を法制度の上でどう反映させるかはたいへんむつかしい問題である。十把ーから

げの規制はこれに関係せずにできるので，その点は楽であるが，なお個別にチェック

するのだから，個別規制といえよう。これに対し，一定の面積の土地で，これだけの

地下水が利用できるという，いわゆる地下水障害を伴なわない範囲での，地下水開発

可能量を想定し， その水量：のなかで，一定の基準を設けて開発させ，またその数字

が，既開発量に対して負の場合には，規制をするという方法もある。現に工業用水法

の指定地域のまわりや，新産都市あるいは工特の指定地帯などにできている，地下水

利用自主調整協議会は，すでに全国で十数カ所にもなっているが，これらの協議会傘

下の水利用者たちは， 基準のなかに井戸聞の距離も加え，しかも開発枠はあらかじめ

調査の結果安全揚水量として求めてある，比較的小さ目の数字をあてて，それを金科

玉条にしている。もっとも，多くのところで，開発枠をこえて利用されているので，

利用者たちは，もっぱら水の利用量を減らすことに重きをおいて進めている。総量規

制！の枠のなかで，自主規制を行なっているというわけである。

法制度の内容について，その主限がどこにおかれるべきかの 2番目として，地下水

の保護あるいは地下水の保全に関すること…・・というのをあげることができる。

この場合，有力な支えとして現在の地下水利用に対する規制を伴なわざるをえない

が，地下水をあくまで，国土の一部，地下資源の一環として，子の代，孫の代まで，

量，質ともにまっとうするために温存できるようにしよ うとL、うわけで，取水の規制

のほかに，前節でふれたような広域の地下水減少をおこすような河川工事，下水道計

画，土地造成などの開発事業，砂利採取，ウエルポイント工法あるいはトンネル工

事，さらに排水などの地下注入など，地下水源を減少させ，あるいはそれを変化させ

汚染させるすべての行為に対して，一定の枠をもって制限，監視することが含まれて

くる。私自身の最近の調査経験からすると，これらの点が，法制度にもり込まれて制

限されないと，たいへんなことになると痛感してきている。いままで臨海部の地盤沈

下など一連の地下水障害は，むろん地下水の減少を土台にしているが，人命にもかか

わるというような事態と関連するので，行政的にも急いで取りあげられたのである

が，そちらに限を向けている聞に，内陵部に発源した上述のようなさまざまの地下水

を脅？かす敵が勢力を増し，いまや，前門の虎なお防ぎきれず，しかも後門の狼におそ

われる，という事態になっているといってよろしかろう。しかも，後門の狼は，異状

気象や，制限のほとんどなし、し、きおいに乗じて，野放図にひろがってし、く気配をみせ

ている。しかも毛色の違ったさまざまの種類の狼たちだから，地下水という域の内側

からみてよほど強い立法措置を打ちたてない限り，門扉を押し破られる公算が大きい。

公算が大きいというより，すでに20年このかた塀のあちこちが破られて，鶏舎や牛舎

が食いあらされてしま ったといっても過言ではないとさえいえるように思う。
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保護，保全という建前を主にした法制度は，このような事情に直面している日本列

島の地下水にとって，まさに必要欠くべからざるものと考えざるをえないゆえんであ

る。 しかしこの場合，立法措置の魅ーカになる事業予算がたてにくく，しかも装いくる

狼たちは，それぞれに独自の関連先行法をもっているので， 簡単に打ち倒すことがで

きないという難聞がある。この辺の死角になる ところに，地域社会の住民の意識がど

う働くか……といったことがおおいに助けになる可能性を秘めていると思われるが，

L、かなものであろう。

法制度の内容の主眼をどこにおくかの3番目は，地下水の開発一一合理的開発とい

うことである。つまり，地下水の開発を合理的に進めるという大前提のもとに，地下

水障害の発生を防ぎ，国土保全にも寄与しようという考えかたで、ある。地下水は， 利

用してこそ意味があるとすれば，いたずらにそれを規制するという観点からみるべき

でなく，積極的にこれを利用する ・・利用するに当たって地盤沈下をおこしたり，お

互いに水の奪い合いをしたりする愚をくり返すことがないよう，一定の合理的な開発

基準のもとに，十分なよゅうをもって開発 ・利用していこ うというものである。

経験的にみて，この場合には地域の開発計画と絡んで，域内の地表水の利用可能量

や，域外からもってこれる水量などとの組み合わせで議論されなければならないの

で，その域内でどれだけの地下水の利用ができるかということについて，あるていど

の確かさで数字が示される必要がある。つま り，地下水の開発可能水量を予測してか

かる必要があるというわけである。

たとえば現在，群馬県などで手がけているように，各市町村自治体が，いったい地

下水がどれだけ利用できるのかということを知っていることがまず必要であり，その

ために種々の細かし、調査もしなければならないが，同時に地下水の開発基準を決めて

いく，なんらかの制度上の裏づけが必要になってくる。施行細則は，地方自治体にま

かせても，地下水障害をおこさず，かつ，地域社会としてもっとも有効に足下の水資

源が活用できるように，法制度の根本を打ち立てることが，前向きに地下水を考えて

いくという点からおおいに歓迎されてよいこ とと思う。

工業用水法の指定地域以外で，水位低下などが進行していたり，進行しそうなとこ

ろで， 1967年以来地下水利用対策協議会なる組織をつくり，水の利用者たちが自主的

に地下水の開発を抑制しながら進めている。この場合，井戸 1本の揚水量は時間当り

60ffil以下とか，井戸間隔は60ffilの場合300m以上，40ffilの場合zoom以上とかいったふ

うにさく井基準をつくり，新設井の規制lをしながらも開発を進めている。地域ごとに

調査の結果試算された地下水補給量の枠があり，その枠内に総揚水量を抑えながら，

水道の拡張，事業所の新設，一般民需の増加に対処しているわけであるが，人口の増

加，企業の拡張新設， 3次産業を含めた冷房用の需要増など，社会全体の膨張には何
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の枠もないので，地下水の需要増も抑えるわけにいかず，わずかに野放しでいたより

ははるかにましとはいえ，やはりじょじょに過密への道をたどっている点は否めな

し、。

そのほか，若干数の地方自治体がこの種の条例を設けているが，施行細則はこれか

らというところが多い。

ここで，こうした事情をふまえて，前向きに地下水を考え，取水深度，井戸間隔，

揚水量などの条件を用いて，地下水の開発基準を決定する法制度をつくることは，無

意味ではない。規制法の場合とウラハラで，多くの場所で，開発基準のもとに規制を

も進めることになるので，その代替水などの事業を伴なうことも必要となろう。

ともあれ，地下水を前向きに開発していくという姿勢のもとに行なう規制であって

みれば，それはそれでまた 1つの，法制度としてのとくちょうをもつことになるので

はあるまいかと思う。

4. 法制度以前の問題

地下水はとかくわかりにくいので，私たちには皆目見当つきませんから，よろしう

願し、ます…－・という枕ことばで，けっこう地下水調査職業の予算をひねりだしたり，

その関連事項で水のおはなしをとうとうとされる県の総務部長や，工業会社の重役ら

に，ちょくちょくお目にかかる。

一般的にいうと， 地下水はとにかく目撃できないのだから， 川や池の水とくらべる

とわかりにくいことは否めない。

お金をかけて調査をすれば，なんでもそれなりにわかってくるものを，ろくろくお

金もかけずに， 地下水はわからない，わからないとおしつけて くるケースもある。

こうしたことは，どうやら地下水の世界ではきわめてふつうのことのようで，これ

だけ調査してあるのに，知りもしないで何をえらそうにいってる－…・と目くじらを立

て，怒るほどのことではなさそうである。

しかしこうしたこととは別に，地下水がどれだけ取水できるかとか，どれだけの量

を開発してよろしいか，というような要請に答えるには，いろいろの前提，仮定を設

けなければならず，なかなかすらっと答えをだすことはむつかしい。たとえば理論的

に，井戸の 1本当り揚水量や井戸間隔が求められていたとして，それを一定地域の全

域に碁盤の目式に配列すれば，たいていの場合たいへんな水量になってしまう。しか

も地下水の利用は，経験的にも，ある限られた面積の土地に集中的に生じやすく，十

分な間隔をあけて水源をつくることは，いうはやすいが，行なうには，土地の入手難，

配管費用の巨大化などのため，ほとんど実際的ではない。

また，一定地域の水収支の商から，いくらいくらの地下水が利用できるというふう

に求めても，その個々の利用の仕方ひとつで，地下水障害をひき起こすことがありう
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る。したがって，水源の位置や分布まで配慮しないと，ほんとうの意味の地下水利用

量の予測ができないし，法fj;lj／立の面でも，少なくとも井戸の配置間隔などについても

ふれる面がないと，地に足のついた運用がで‘きなくなると思われる。

浅い自由地下水を対象にする浅井戸型式の場合には，それほど気にしなくてもすむ

が，深い被圧地下水を対象にする深井戸型式の場合には，さく井工事業者が請負って

つくる過程において，技術の巧拙と関連し，工事を急ぐのあまり，十分に泥ばきなど

しないまま仕上げてしまったり， なるべく多量の水が取れるよ うにという，きわめて

素朴な考えから遭遇したすべての水層にストレーナをあてがってみたり，いろいろの

不合理なっくりかたが行なわれている。だから 5本なら 5本の井戸をほとんど同じ条

件のところに掘さくしても，そのうちの 1本あるいは 2本は，揚水量に対する水位降

下の割合などがけた遠いに相違していることがあるし， 200mの深さの井戸で， 140m

もの長さにストレーナが切ってあっても，実際に引きだされる水は，ポンプの作動位

置に近い上の水層がおもで，下の方は遊んでしまっているとか，あるいは，逆に被圧

している度合の強い深部の地下水が上の被圧していない水層のなかにおし込まれてし

まったり，なかなか複雑で，けっして表や図に書いたようにきれし、にはことが運ばれ

ていない。

また，揚水量とか水位などは， 正しく高い確度で実測され，しかも，季節のおりお

りに変わる水位のことゆえ，その記録が残されているというようなことが，法制度の

運用の前提としても必要である。しかし現実には，地下水の揚水量を正確に計測し，

これをそれ相応の期間忠実に記録しているというような例は，きわめてまれであり，

千三つの部類に属するといってもよし、。また一方の水位のほうも，井戸側の上ぶたに

水位を菰uる孔があいていなかったり，孔があいていても，水中モーターポンプ用のケ

ープルが井戸側管のなかで， 揚水管に不規則にまつわりついているため，水位測定用

のケープルが自由に入っていかなかったりするケースが，これまた十中八九といって

過言でないくらいなのである。

むろん，揚水試験をするために特別につくった井戸や， 1957年，工業用水法施行後

指定された地域などでは， あるていど整備されているが，全国的視野からみると，深

井戸の揚水量水位などは測れない，つくったとき以外測ったことがなし、，というのが

大部分であるといわざるをえない。

こうした現状が，調査を難航させ，調査結果を“推定的”なものにしてしまう。法

制度の運用に当たっても， おおきな障害になることは必至である。

しかも，いま一つ告白しなければならない大切なことが浅されている。もともと地

下水は自然湧出しうるものであり，私たちも最初のうちは，そうした自然、湧水を直接

用いていたのであるが，水需要の増加がポンプによる揚水を行なうことを促がし，そ
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写真3および4 既存井の水量や水位がはかれる場合というのは，

じつのところ非常に少ない。水量を測るために，量水器を装着しよ

うとしても，写真上のように，往復 5mの曲がり管をふやさないと

つけられないというような場合が少なくないし，水位でも同じで，

水位測定ケープルを井戸内に下げてし、く空聞を，上ぶたにいくつも

孔をあけて探さないと，どうにもならないという，写真下のような

実情をふまえて，“井戸”を “観る”のでないと，せっかくの法制度

も活が入らないに違いない。
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の揚水のために地表面下にしだいに深く没してし、く水面を追って， 強力なポンプを用

いるようになってきた。そしてこれ以降は揚水量と揚水水位を追っかけて，ポンプの

強力化が急速に進むようになってきたのである。と りわけ，その連鎖反応を急激にた

かめたのが1955～56年ごろ輸入された水中モーターポンプ（原型西ドイツのリッツ）で

あり，この水中モーターポンプを用いる限り，どのように深いところからでもいくら

でも地下水が取れるという， 水の利用者からみれば，まことに便利，都合のよし、かわ

り，限られた面積の土地からは，永続的には限られた水量しか取水できない地下水に

とっては，胴腹に巨大な刃を打ち込まれたようなものである。

ふつう，井戸ができるまでに，さく井工事業者が孔の掘さく，井戸側管およびスト

レーナの装入，砂利の充填および埋戻し，そして水みちをつけるまで・の揚水，いくら

の水量が汲めるかの揚水試験を行なって，施主に引渡してしまう場合が多い。そして

ポンプはさく井工事業者と別に，ポンプメーカーの下請になっているポンプ業者が施

主から注文を受けていたポンプを納入し，それを掘りあがっている井戸に装着すると

いう手順で進められている。

そしてわるいことに，井戸ポンプの大部分が，オーダーメイドで，注文によってつ

くられる関係上，数ヵ月かかるので，たいてい井戸の発注と同時にポンプの発注が行

なわれてしまう。つまり，せっかく井戸の揚水試験をして， 新井の揚水能力にこれこ

れの限度があるとわかっていても，その時点では，すでにその井戸に装着されるポン

プは工場でつくられているというわけである。施主に池下水についての理解がある場

合とか， 既存井が適当な大きさのポンプをつけているというような場合は別と して，

Tこし、ていの施主は， 自分のと ころのいままでの事業所の揚水実績や，あたらしい事業

所での計画水量，それにときには認識の不足しているさく井工事業者や，大きなポン

プを売らんかなのポンプ業者の営業政策も加わって，限度以上に大きい揚水量の水中

モーターポンプが装着されることが多いのである。

こうした事情があるために， 井戸の能力の割合にポンプの能力が大き過ぎるのが，

地下水の取り過ぎを促進するにあずかつておおいに力があるという ことができる。と

くに日本人である私たちは，輸入文化の影響で，ポンプなどはその能力いっぱいに使

わにや損というケチな考えがあるので， 80%,70%にしぼって使うというようなこと

をなかなかしない。ダンプカーと同じで，いっぱい荷をつまないと走らない，ポンプ

もフノレに｛動かせないと動かさないという習慣がついている。

こうした諸事情が絡み合って．水中モーターポンプは過去10数年の聞に，日本列島

の地下水を大幅に減らし，弱らせるとし、う重大な結果を招いたのである。むろん利点

も大きかったかわりに，このような罪過もまた見逃がせないく らい大きいのである。

むろんポンプを責めても仕方がない。ポンプを使う人間をこそ責めるべきなのであ

るが，地盤沈下を抑止する一番てっとり早い方法としては，水中モーターポンプの使
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用制限をすることだという見方は，けっして間違っていないと思われる。

この井戸とポンプの関係は，本来，地下水，井戸，ポンプと三位一体でなければな

らないのに，いちじるしく不調和であることは，地下水の法制度を検討し，あるいは

その運用方法を考慮するに当たって，やはり念頭においていてもらうことが必要で、あ

ろう。

さて，そうこう しているうちに，地方自治体は，すでに追い込まれた立場から，い

くつかの地域で，県条例や市町村条例をつくっているほか，公害防止条例のなかで，

公害発生の対象として，主として地下水の規制を行なっていたり，あるいは行なおう

としている。しかしこのなかには，条例はできていても，それを実際に施行するに至

っていないところが多い。具体的な段階に立至ると，かんがし、用だ，水道用だ，工場

周だ，養魚用だというふうに，用途の相違がまずひっかかってくるし，どのていどに

規制するかということと，いったん規制したら，地下水の利用者がさっそくにこまっ

てしまうという因果な関連から，結局，届出制の一部を実施しているのが，せいぜい

平均値といったところであろう。

ここで気になるのは，公害防止条例のなかに公害の対象として，地下水が含まれて

おり，それを “私水”の状態のままで規制lしようとい ういきかたで、ある。関連担当者

も，公害防止条例の主務課であるから，あくまで地下水は規制するものというふうに

とりがちであり，また思われがちで、ある。あたかも地下水の利用者がわる者のように

みなされ，すべてがそこから出発するようになっている ことである。

工業用水法以来，歴史的にこれはやむをえなかった 1つの筋道であったが，本来，

地下水は万人共通の地下資源であるから，それを他人にめいわくを及ぼさずに，それ

ぞれ有用に利用すべき対象であり， 利用してはじめて，その価値も増加するわけであ

る。ただその過程において，取り過ぎという問題が入ってきたり，その存在がデリカ

シャスなため，気象条件や地表の変貌によって，敏感に影響を受けてしまったりす

る。だから，そう したわるい条件がおこらないように，“行政”が管理していれば，

すらりとし、くのである。ただし現在では私権に属している関係上，既存の井戸があっ

たりあるいは土地だけもっていて，将来そこに井戸を掘って地下水を取ることができ

るとし寸先行期待権がある場合に，これを制限するとなると，代替の水を与えるか，

あるいはそれに十分値する金銭または代替地のよ うな物件を賦与しなければならなく

なり，一般的にいうと，たいへんやっかいなこ とになってしまう。

そこであくまで，相互に重大な障害を与えたり受たけりしないですむような，合理

的な地下水の開発，利用の基準をつくるという前提，前向きの開発という姿勢のもと

で，地下水を律することが一番のぞましいし，資源の有効利用という点からみても，

当然そうあることが期待されるのである。むろん地下水障害をおこさないように努め
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るわけだから，地下水の保全という商は，完全に内包されているとみてよいのであ

る。

したがって，地下水の法制度は規制を主にするものでなく，保全を内包した合理的

開発の原則提示というかたちで進められることが必要だと私tt考える。

5. 地下水法，是か非か

見方によっては，かなり唐突であったが， 1973年から1974年にかけて，政府部内で

地下水法をつくるか，つくるまいか，つくるとすればどういうふうにもっていくべき

かということについて，議論されるようになってきた。これがひとときのアドパノレー

ンにおわるか，あるいは変則的なものにせよ，地下水に関連した法制度が生まれるか

どうか，この原稿を執筆している時点では，予断はゆるされない。

しかしいままで私有視されていた地下水のゆえに，その交通整理ができにくかった

事情をふまえて，しかもなお，これから先まだまだ過密化が進んで，取水事情が質量

両面から悪化していくこと， あるいは開発に伴なって水源のかん養が鈍化していくこ

となどが，限に見えているとすれば，少しでも早い時期に地下水を資源として，また

国土を構成する重要メンパーとして，その開発，保全を目標にして対策をたてうるよ

う，交通整理を買ってでることは，まさに必要である。

地下水を天下の公道にたとえれば，まず左倶IJ通行の原則は，水を利用したら必ずも

とどおりの姿で，もとの回路に戻せということに相当しよう。そしてスピード違反が

地下水の場合には，まさに大量取水に相当するということができょう。

左側通行のルールを破って水質を汚したまま下流へ流せば，ひとめいわくなことに

なる。左側ならぬ，右側を通るから，ひとめいわくになるのに似ている。スピード違

反に当たる大量取水井を放置しておいては，交通の整理はおぼつかない。まず出過ぎ

たものをカットして，一定のスピード，一定の揚水量の枠内に抑えた上で，有効適切

な用に供するように仕向けることが，はじめて可能になるといえる。

交通整理のために不可欠の信号機は，ちょうど地下水の監視網が，その仕事を引き

受けるであろう。

自治体のなかの所要の個所に設置された地下水位ならびに地下水の水質の観測井

が，継続的に水位，水質の変化を記録し，それによってえられる地下水の情一報が目安

になって，地方自治体は常に地下水の利用状況，変動についてチェ ック しながら， 管

内の開発を進めていく ということができるように，法制度の上で，基本になることが

らをきちんと組立ててやることが，ぜひとも推進されなければならないのである。

ところで，どこの市町村も，たいてい地下水の開発，利用が規制されると，自治体

の発展ができなくなるという悲しい宿命を負っているので，実際問題として，市町村

単位ではなかなか進めにくい点が多い。多くの公害防止条例によって，地下水を制限
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写真 5 地下水位と地盤沈下の観測井2セットがうつっている。

一方が深い井戸，他方が浅い井戸というわけで‘，たいてい，深さ

の異なった観illU井がセットになっている。沈下の可能性のないと

ころでは，地下水位の観測だけでよい。全国にこうした施設が100

ほどあるが，こうしたものをたくさんつくって地下水利用の指標

にすること，また関連してその観測結果について，権威あるとり

まとめ機関が必要となる。こうしたことが，法制度に肉づけを与

えるものとなろう。

しようとしている市町村でも，条例はあっても，施行細則がないまま思案中のところ

が少なくない。かつての企業誘致条例で、誘致した企業群が操業しているようなところ

では，へたな中途はんばな行政指導などしにくいので，国や県から規制の声がかかる

のを待っている傾向すらみとめられる。

むろん，住民の声で動くはずの都府県でも，地下水を保護するためにとはいえ，規

制するとなると容易の業ではない。なにぶん，生活にあるいは生産に不可欠な水源の

ことであってみれば，やめるわけにはいかなL、から，これはむしろそれまで放置して

おいた行政上のミスはかりにみとめえたとしても・…・どうにもならないのが当然であ

ろう。

そこで，開発の方向で基準を決めるということなら抵抗はぐんと少なくなるわけで

あり，しかもスピード違反に当たる，つまり大量揚水井のカットなれば， 3.でもふれ

たように，大げさに代替水を考えなくても，水使用の合理化とか，井戸の分散，移設

などによってそれほど手間ひまかけずに，しかもそれ相応の効果をもっ対策が可能に

なる。しかし，これでも利用者の協力なしにはできないことであってみれば，この協
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力させる原則を，法制度の上ではっき り示すことが，立法上のエキスともいえよう。

首都圏のように，地下水のほうは一衣帯水なのに，いくつかの都県がそれぞれ自分

の自治体の状況にかんがみて，地下水源への依存度を主張する限り，条例の枠では，

思うような成果はあがりえないだろう。このような，いくつかの自治体にまたがるよ

うな場合には，立法措置によ る合理的な調整が唯一の救い手となる。

水の用途がいくつかの異なった主管省にそれぞれに分けられていて，それぞれに縄

張りをもっている現行の日本の行政機構のなかでは， 地方自治体が自治を主張すれば

するほど，自治体の段階では，解決されにくくなる対象の 1つが，まさに水であると

いえよう。 そして，水のなかでも地下水となると，水道水源にあっては，都市巨大化

のあおりやしわょせが，ますますアパット式にこうやく張りを促がしていくし，企業

の水源にあっては，自治体の企業への依存度が，自治体の自主財政を左右するものと

して， 厚い壁となりうるのである。

これを解きほくaすには，多かれ少なかれ，強引な面を伴なうことは承知の上で，法

制度にのせて地下水の保全を内包した合理的開発の基準，原則を打ちだすことが唯一

の救いのみちとなろう。

こうして，多分，L、くぶんかは河川法的要素を含み，鉱業法，温泉法に似た内容で，

それに現行の工業用水法などでの扱L、かたが，おり込まれたかたちで，地下水の法制

度が検討されるべきと考える。

ー般に，地表河川の流水を使用するに当たっては，地理的に河川に近い水の利用者

ほど有利であり，また，上流側に取水する利用者ほど，これまた有利に取扱われてい

る。地下水の場合にも上流側ほど有利ということはいえるが，基本的には，水の利用

者の所有地においての関連で論じられなければならない。と ころが， 1つの町のなか

でも，火山性の地層が発達している沖 ・洪積地帯では，地下水の流動，供給が活発で，

トリチウムユニッ トが20,30と高い値を示す。こうして俗に水のょくでるところがあ

る一方には，第三紀の丘陵地帯や，古生層の岩盤地帯があって，そこでは， トリチウ

ムユニットが2とか 1以下とかいうふうに低く，俗に水のでにくいところがあり，そ

れらが複雑に入り乱れている場合が多い。したがって，開発基準を決めるとなると，

少なくとも市町村で2～3，場合によれば4～5ぐらいの区分がどうしても必要とな

り，かなり精細な調査と，その区分をする根拠になるしっかりした情報がなく てはな

らない。それぞれの市町村自治体のためにすることでもあってみれば，彼らの協力態

勢がやはり，法制度の上に明文化されていなければならないであろう。

しかもこのような場合，開発が必ずしも地区間に平均して一様に行なわれるもので

なく，必ず地理的に偏存，集中化して行なわれるという可能性をよみ取って，すべて

の数字を安全サイドに相当する，少な目に取り扱っていくことが必要であり，そうす
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ることによって施策もそれだけの安全をみているという保障ができることとなろう。

もっとも，このようにしていくと，既存井のなかには水道水源井などで，かなり不利

になる場合がでてこよう。こうした場合，一般的にいって水のょくでる部分に共用の

水源を増設し，その水を水源に乏しくかっ需要の多い地区にゅう通するような，小規

模の水の移動をはかることなどを考えなければなるまい。してみればこのような配慮

ができることを， 基本的に法制度の上でよみとれるようにしておくべきであろう。

地下水は，料金をその都度，その都度払わずに利用できるという点で，魅力的なこ

とはいまさらいうまでもない。合理的開発を進める一方において，それをエスコート

するため，地下水の観測以外に，さらに積極的保全の策として地下水の人工かん養を

行なったり，あるいは未利用のまま高水期ゃあるいは夜の間に流亡してしまう分を，

地下の遮水によって，停滞，貯留させるなど，種々の事業を行なっていくことがのぞ

ましいので，これらに必要な基金の一部として，地下水の利用者が受益者負担金のか

たちで一定額の金子を，自治体に納入することを義務づけるのが，必然の処置となろ

う。

大量取水の場合には，こうした負担金徴集によって，地下水の利用量が減少すると

いうことも考えられるが，その徴集額がそれほど高額のものでない以上，直接の効果

のみを期待するよりも，むしろ積極的改善策への資金調達のほうに重きをおいて考え

るほうが，より前向きの見方ではなし、かと思料される。

以上のとりまとめについての付言

この所見は，筆者がいままで直接携わって経験してきた，工業用水法の技術面から

みた施行過程，数十の事業所における井戸管理の実績，地下水利用自主調整上の問題

討論，地方条例案策定のための助言，中央公害対策審議会地盤沈下対策部会ならびに

神奈川県地盤沈下調査委員会での発言，反論あるいは建設省地下水管理システム研究

会における講述および質疑応答などに取材して，とり まとめたものである。

したがって，法制度に関連して，きわめて大事な井戸同士の距離間隔のような問題

など，大幅に抜けている点が少なくなし、。また全体としても，補訂加筆しなければな

らない点がなお多いと思われるが，これらは別の機会に述べることとしたい。

（中央公害対策審議会委員，理博）
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