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1. はじめに

筆者は昭和47, 48年に市原市の石油化学コ ンビナー ト28工場を対象とした水利用実

態調査を実施して水節約の可能性を検討したが，その結果，市原市の工場若手が放らつ

な水利用を行なっており，水節約を徹底すれば，使用水量の大幅な削減が可能である

ことが明らかとなったl）。すな わち，市原市で使用されている工業用水 43万rrN日

（地下水 9万rrr／日，工業用水道34万rrr／日，ただし契約水量は56万rrr／日）は主に冷却

水の節約によって，その40%の17万rrr／日まで減少し地下水の汲み上げをどロにする

とともに工業用水道の契約水量から 39万rrr／日の余剰水を生みだすことが 可 能 で あ

る。そして，このような工場の過大な水利用は水飢きんの主因となってきただけでな

く，東京湾の水質汚染，水資源の開発に伴 う住民の生活や自然の破壊，市原市におけ

る地盤沈下などの社会的損失を鉱大してきているが， 一方，工場が負担する水コスト

は地水下，工業用水道のいずれの場合もきわめて低く ，この低コス トとそして工業用

水道の契約水量制が工場の放らつな水利用を引き起こしてきたことが明らかとなっ

Tこ。

そこで，次の49年にこの調査結果に基づいて工場に水節約を徹底させ，放らつな水

利用をやめさせるためにはどのような行政的手段があるのか，そしてその行政的手段

は現在の法制度のもとにおいてどの程度の現実性を持っているかを検討した。本報告

はこの検討結果をまとめたものである。 47年の検討で明らかなように，低廉な水コス

トが過大な水利用を引き起こし，その過大な水利用が水質汚染などの種々の社会的な

損失を増大させているのであるから，水コストに社会的損失を含めてそれを現在より

格段に高める手段を講じれば， 工場が自発的に水節約を徹底するようになることは確

実に予想される．

したがって，水節約を促進する最善の手段とは即，企業が負担する水コスト（水単

価〕に社会的損失を含め，それを現在より格段に上昇させる手段，すなわちプライス

メカニズムを用いる手段と考えてよい。そこで， まず最初に，この水コスト上昇の手

段が現在の法制度の枠の中でどの程度の現実性をもっているかを解明することにす

る。しかし，後の論述で明らかになるように，水コスト上昇は現在の法制度において

決して不可能ではないにせよ，多くの制約が伴うことは事実であり，水質汚染，水不

足などへの対策を急ぐためには法制度の改正を待つよりは別の次善の手段を進めるこ

とも考えておかねばならない。 別の手段とは県や市の公害防止条例による使用水量の

減少命令，または企業との公害防止協定に基づく使用水量の削減のことであるが，次

にこれらの次善の手段の有効性と問題点についても検討を加えておくことにする。
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2. 水節約の徹底に必要な水コストレベル

一一社会的損失の計量化とその限界一一

上述のごと く，工場に水節約を徹底させる最善の方法は，工場が負担する水コスト

に社会的損失を含め，それを現在より格段に高めることであるが，その場合にもっと

もよ く考えられるのは社会的損失を計量化して，すなわち金額で表現して，その損失

額の補償を水利用者に要求する方式である。社会的損失を計量化する試みは過去の研

究でいくつかなされ，それらの研究によって，公害がどんなに多くの経済的被害をも

たらしているかが明らかになってきている。そこでまず，経済的損失についての今ま

での試算例を紹介して，社会的損失の計量化の可能な範囲，そして計量化し得る損失

の大きさを調べ，次に，その計量化し得た社会的損失を工場に負担させるだけで水節

約の徹底に必要な水コストに達するかどうかを検討することにしよう。

・2. 1. 社会的損失の試算例

(1）地盤沈下についての試算例1一一東京江東デルタ地帯の経済的損失の評価

地盤沈下の社会的損失については，東京都公害研究所が試算したものがあるペヘ

対象は東京の江東地区で公共，民間企業，家計の各部門における地盤沈下の被害額を

推定している。公共部門の被害額としては洪水や高潮対策のための外郭堤防，水門，排

水機場，下水ポンプ場の建設，堤防 ・橋梁の嵩上げなどの工事費のほかに，工業用水

道の建設費も含めている。工業用水道の建設費も被害額として扱ったのは江東地区工

業用水道の経営状態が悪し料金収入額が維持管理費に満たないからである。民間企

業や家計部門の被害額としては水道管やガス管などの地下埋設物の破損に対する工事

費，地盛りの工事費，入口，階段のひび割れの継ぎ足し工事費などである。以上の試

算の結果は第 1表のようになっている。昭和36～45年度の10年間の累計被害額は 870

億円である。その内，大半は公共部門のもので，民間企業や家計部門の被害額が占め

る割合はきわめて小さい。そして公共部門の中では港湾，河川，下水道，工業用水道

関係が大半を占めている。この工業用水道関係の損失額は本来は工業用水道利用者が

負担すべきものであるので，ここではこれを除外して考えることにすると， 10年間の

被害総額は約700億円となる。

このような被害をもたらした地盤沈下は地下水の汲み上げによって引き起こされた

ものであるが，江東テソレタ地帯で昭和36～45年の10年聞に揚水された地下水は約 2.4

億m3（天然ガス，かん水も含む）である。それゆえ，このデノレタ地帯の地下水汲み上

げと地盤沈下が一対ーに対応するとすれば， 1m3の地下水汲み上げは360円の経済的

損失を引き起こしたことになる。しかし，江東デノレタの地下水がその地域だけ独立し
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第 1表 江東デルタ地帯の経済的損失の評価

公共部 門

i港 湾関係

河 川 関係

下水道関係

工業用水道関係

その 他

民間部門

家計部門＊

メL
口 計

（単位.100万円）

昭和36～45年度の累計被害額

74,004 

12,339 

18,989 

10,953 

16,921 

14,802 

3, 700 

9,690 

87,394 

本家計部門については43～47年度の累計被害額を 2倍したものを示す。

て存在しているわけではなし周辺の地域の地下水とつながっている。関東地域の地

下水がほぼ一つの地下水盆を形成しているからである。したがって， 江東デルタ地帯

の地盤沈下には周辺の地区の地下水汲み上げに起因する部分も含まれており，とくに

42年以降，江東地区工業用水道への転換によってデルタ地帯の地下水揚水量は 2万r:rer
日台まで減少してきているので，周辺地区の揚水による影響がかなり大きくなってい

る。そこで，仮に東京都全体で・デルタ地帯の 2倍の経済的損失があ り，この損失領と

都全体の揚水量 53億fil/10年が対応すると考えれば， 1 filあたりの被害額は25円とな

る。

(2）地盤沈下についての試算例2一一地震水害の被害額の想定

上述の被害額の試算は堤防を嵩上げし，排水機場などを設置すれば，高潮，洪水に

対して江東デルタ地帯の安全を保障できるという前提に基づいているc しかし．残念

ながら，現在の堤防は親亀の上に子亀が乗った継ぎ足しのものが多く，強度の地震な

どによって決壊する危険性が十分にある。それゆえ，地盤沈下の被害額としては上述

の試算結果だけでなく ，堤防の決壌が生じた場合に失なわれる資産額も加えておかな

ければならない。

地震水害の被害額の想定については，今までいくつかの事例があるが，ここでは東

京都建設局が49年に試算したものを紹介することにしようペ対象地区は東京都東部

の低地帯であるが，この試算では今後20年の聞も引き続き地盤沈下が進行して（大半

の地区が20年聞に0.5～1.Smの沈下，一部の地区は2.0～2.5mの沈下），昭和68年時点

での東京都低地帯の地盤高がT.P -3.0～＋2.0m (T. P は東京湾平均海面）に達

するという想定で，この68年時点での地震水害の被害額を求めているc 地震と同時に
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高潮が襲って，潮位が T P. +3.5m になる場合を想定すると，低地帯で失なわれる

資産額は 1兆 3,000億円となる。この地区の資産額は47年度価格で4兆 8,500億円

であるから，全資産の27%が失なわれるという想定である。

この被害想定はいくつかの仮定を積み重ねたものであるが，地震水害の被害額は前

述の堤防の嵩上げなどの予防的費用に比べてはるかに大きいことがわかる。仮に，こ

の被害損失額を10年で補償することとし，その 1年分の補償額を東京都全体の地下水

揚水量と対応させることにすれば，地下水 1ffilの被害損失額は250円となる。

(3) 水質汚染についての試算例1.一一浄化対策費

水質汚染の被害損失額を試算した例はきわめて少ないよ うである。筆者が知ってい

るのは前述の東京都公害研究所が経済的損失評価の一環として江東デルタ地帯を対象

に試算した簡単なものだけである。これに比べて大気汚染についてはいくつかの試算

例があるが，特に有名なのは大阪市が41年K.行なった「公害によ る経済被害調査」で

あるべ大阪市は最近（49年3月）この調査を再度行なって， 47年度における大気汚

染の被害総額は180億円で，一世帯あたり年間2万円の支出を余儀なくされていると

いう結果を発表しているペ大気汚染の場合， クリ ーニング代， 医療費，空調機の購

入費，家屋類の修理費などの形で，一般住民から被害損失額をある程度明瞭な形で聞

き取ることができる。 しかし，水質汚染の場合は河川や港湾の沿岸に居住する人達を

除いて一般住民から直接的な被害額を聞き取ることがむずかしい。そのため，都公研

の調査で、把握したのは東京湾（東京都港湾局管轄域）および江東地区河川の後深清掃

費と隅田川浄化用水負担金だけという，きわめて事後的な対策費用だけにとどまって

いる円 39～47年の 9年間におけるこれらの浄化対策費用の支出額は計27億円で， 前

述の地盤沈下の被害額に比べてはるかに少額となっている。そしてその内訳をみる と

85%も隅田川浄化用水負担金が占めている。海や川の水質改善は本来， 排水規制の徹

底によって達成すべきものであるが，この浄化用水は汚れた隅田川の流量をふやすこ

とによって，水質濃度を下げるという，非常に場当り的な水質汚染対策とな ってい

る。その点で，本来，隅田川浄化用水は不要なものであるので，この負担金を除くと，

江東デルタ地帯の水質汚染の被害額はわずか4億円にとどま ってしま う。東京都から

江東デルタ地区河川へ排出される総排水量は約50万ffil／日と推定されるから， 1 m3当

りの被害額は隅田川浄化用水負担金を含めても 2円，除外すると0.3円となる。

(4) 水質汚染についての試算例2一一漁業の被害額

上述のように，一般家計部門，公共部門の水質汚染被害額を把握するこ とはきわめ

てむずかしい。これに対して，河川や海域での漁業被害額によって水質汚染の社会的

損失を計量化する方法が考えられる。直接の被害額は異臭魚の発生量や漁獲量の減少

などから推定される。例えば，瀬戸内海の45年の漁業被害額は54億円と見積られてい

る九このほかに，漁業権の補償額で漁業全体の価値を示す方法もある。 31～36年に
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行なわれた京築地帯の漁業補償を例にとると，五井，市原，姉崎地区の漁業権は合計

約150億円で買いとられているU。 当時の漁業組合員は3,300人であるから， 1人当り

平均500万円の補償金が支払われている。

瀬戸内海の場合，流入する工場排水の総量は4,000万rrr／日（海水を含む）であるの

で，工場排水 1rrrあたりの漁業被害額は0.4円にしかならない。一方，市原市につい

ては，すて寸こ京葉工業地帯の埋立てで、消滅している市原市沿岸漁業が仮に現在も存続

し，市原市の工場排水によって壊滅的な打撃を受けた場合を想定して， 1 dあたりの

被害額を計算してみよう。漁業権補償額を現在価値に直すために2倍し，さらにそれ

を10年間に分けて支払うものと仮定する。その l年分の支払額を現在の工場排水量で

割るとirrrあたりの漁業被害額は3円（工場排水に海水を含めた 270万rrr／日くただし

発電所を除く〉で割った場合）となる。後者は漁業の全生産額に近い数字を被害額と

しているわけであるから，前者に比べてはるかに大きし 10倍以上の値となってい

るのしかし，それにしても irrrあたり高々 3円にとどま っている。

(51 水資源開発についての試算例一ーダム水没による住民生活の破媛

水資源開発の被害としてはダム建設に伴う水没地区住民の生活破壊，ダム上流の河

床上昇および下流の河床低下，湖沼の水ガメ化による漁民の生活と自然の破擦などが

ある。ここではこのうち，ダム建設に伴う水没地区住民の被害額をみていくことにし

よう 。

ダム建設に伴って当然のことながら水没地区に対して補償が行なわれる。しかし，

その補償はあくまで田畑，農地，家屋，立木などの財産に対するものである。46年 7

月に補償交渉が妥結した草木ダムでは補償対象者240世帯に対して32億円の補償金が

支払われているヘ一世帯当り平均l,500万円ということになるが， 実際には所有土

地面積の差が大きいため，一世帯あたり最高7,000万円，最低250万円であった。この

ダムの建設費は約300億円で，約 1割が立退き補償に使用されているが， この 1割と

いう数字は他のダムに比べて小さい（一般には12～15%）。 このダムからは 5.6rrr／秒、

の上水， 2.2rrr／秒の工業用水， 4.srrr／秒の農業用水が生み出されるが，このほかに洪

水調節，発電にも使用される。このような多目的ダムの建設費の各目的への配分はア

ロケーションとよばれ，一定のノレールに従って行なわれる。現在のアローケγ ョンは

発電にとってきわめて有利な方式になっていて，大雑把な言い方をすれば，建設費の

半分は洪水部門，残り半分が上水，工業用水の負担となっている（農業用水の負担割

合も小さL、）。 この草木ダムについてもこの数字をあてはめると， 120億円が上水，

工業用水の分担金と推定される。 irrr／秒あたり 15億円であるが，毎年の減価償却費

＋利子をこの建設費の10%と仮定すると， 1rrrあたり 5円になる。立退き補償費はこ

のl筈ljであるから， 1 rrrあたり 0.5円である。 このように立退き補償に対する水利用

者の負担額はきわめて小さい．
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けれどもこの立退き補償は財産に対するものだけである。昭和48年10月に水源地域

対策特別措置法が制定され，立退き補償に生活補償も含められるようになったが，生

活補償も実施された場合，補償金額はどの程度変わるのだろうか。生活補償は水没前

の生活を再建できる補償のことであり，具体的には代替農地の提供，職業訓練，就職

あっせん，定収入が得られるまでの生活補償金の支払いなどを意味する。これらの生

活再建措置をこまめに講じても補償総額が飛躍的に増大するわけではない。というの

は，従来の財産権を中心とする補償方式は水没者の大部分を占める，財産の少ない人

人の強い抵抗を受けた結果，補償単価が上昇せざるをえなかったのであって，生活補

償に切り替えれば，それらの人々が財産補償単価の上昇に固執することが少なくな

り，補償総額はおそらく従来の方式よりも下回るであろうという意見があるからであ

る川。実際には代替地の取得の際，農地需要が増大する結果， 代替農地の地価がかな

り上昇せざるをえない場合もあるので，補償方式の改善に伴って補償総額がある程度

増大することも予想される。しかし，どんなに多くても現在の 3倍をみれば十分であ

ろう。3倍とすれば，利水 1miあたりの補償額は1.5円であるが，このように生活再

建措置を含めても水利用者の負担額は非常に小さい。

2.-2. 社会的損失の計量化の限界

(1) 市原市工場群についての検討

上述の試算例は既存レポートから，水 1miを使用することによる各種の社会的損失

がどれくらいの大きさになり得るかを示したものである。その試算結果を整理すると

第2表のようになる。

この試算例を参考にして，市原市工場群の水利用がどれくらいの金額の社会的損失

第 2表 試算例のまとめ

① 地盤沈下による社会的損失

a. 高潮，洪水対策費用および建物，地下埋設物の修繕費等…・… 1miあたり

25円（東京都の場合）

b. 地震水害の想定被害額一＂＂ """ 1 miあたり250円（20年後の東京都の場合）

② 水質汚染による社会的損失

a. 浄化対策費用..........…一一1m1あたり0.3～2円 （江東デノレタ地帯の場合）

b 漁業の被害額…………………………… 1m1あたり0.4円（瀬戸内海の場合）

c 漁業が壊滅的な打撃を受けた場合の想定被害額…...・ 1m1あたり 3円 （市

原市において漁業が現在まで存続していると仮定した場合）

③ 水資源開発に伴う社会的損失

水没地区住民の生活再建補償費 －… －－・・ー…............1 m1あたり 1.5円
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を引き起こしているかを考えてみることにしよ う。まず， ①の地盤沈下による社会的

損失のうち， a.は市原市ではまだ生じていない。市原市では10万rrf／日以上の地下水

が汲み上げられて，地盤沈下が引き起こされてきたことは周知の事実であるが，建設

物や地下埋設物の破損といった直接的な被害はまだでていないよ うである。まずこ，東

京江東デルタ地帯のような海面以下の土地がないため，地盤沈下に起因する高潮対策

事業といったものも行なわれていない。 それゆえ，現時点では市原市における①の

a.の損失額はゼロである。もちろん，地下水の汲み上げが今後も現在と同じように続

くならば，約10年後には海面近辺の土地が生じることは予想されるのであって，その

得点では防災対策事業の実施が余儀なくされ，①の a. の損失額はある大きさに達す

るであろう。次に①の b.の損失額も現時点ではゼロである。市原市の土地はいずれ

も海面以上のところにあるからである。ただし， 東京都の例と同じく，今後も沈下が

続いた場合の地震水害の被害額を想定するならば，かなりの金額が3草出されるであろ

う。しかし，この被害額はあくまで，災害が起こった場合を想定したものであって，

災害が起こらない限り，水利用者に負担させることはむずかしい。②の水質汚染によ

る社会的損失の うち， a. については市原市では浄化用水の導入は行なっていない

が，東京湾沿岸水域の清掃，波深はわずかながら実施している。清掃，竣深の費用を

江東デルタ地帯と同じとみれば， 市原市の場合は江東デノレタ地帯に比べて排水量が非

常に大きい（海水を含めると270万rrr／日）ので， 1 miあたりの損失額は0.1円以下 の

オーダーとなる。次に b ' c の漁業の被害額については，前述のごとく，市原市で

はすでに漁業権が買い上げられ，漁業自体が消滅してしまっている。しかし，市原市

の工場排水が東京湾の外海近くで営なまれている漁業に多大な被害を与えていること

は事実であるので，海水も含めた排水 1rrfあたりの被害額は現時点では瀬戸内海と同

じく， 0.4円のオーダーにあると考えてよい。そして，今後，汚染物の流出が以前と

同様に続き，漁民の生活を破壊してしまうならば，その損失額はー桁高くなると考え

られる。③の水資源開発に伴う損失額は河川水を水源とする工業用水道（実使用水量

34万rrr／日， 契約水量56万rrf／日）にのみ関わってくるものである。 1rrfあたりの損失

額は前出の試算例と同じ く1.5円程度と考えられる。

以上の考察の結果をまとめると第3表のようになるが，現在の市原市においては，

どの種類の社会的損失も金額におき換えるとかなり小さい。いずれも0.1～2円Infの

オーダーにとどまっている。それゆえ，現時点において計量化し得る社会的損失を水

利用者に負担させるだけでは企業の水コストはほとんど変わらない。すなわち，地下

水は現在の水コスト 3～8円／ffilに0.5円／ffil，工業用水道は 8～11円／ffilに2円／ffil,

海水は0.5～2円Infに0.5円／ffilプラスされるだけである。もちろん，今後も地盤沈下

や水質汚染が進行していけば，計量化される損失額はそけだれでは 済 まない。しか

し，その時点でも地下水，工業用水道，海水はおのおの30門／ffil, 13～16円／rrr,4～ 
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第3表市原市工場群の水利用に伴う社会的損失の推定

地盤沈下

・防災対策費，埋設物の修繕費

・災害が起こった場合の被害額

水質汚染

・浄化対策費用

．漁業被額

水資源開発

．水没による生活破壊

｜現状 ｜ 将 来

I 2.5門／rrt（東京都の場合と同額とほぼゼロ l
する）

阿ゼロ I2聞／rrt( II ) 

I O. lFl/rrt I同左

1 o. 4Fl/rrt I ~間町一と同額

li.5円／rrtI同左

6円／rrtになるだけである。このように，社会的損失のうち，計量化できる部分を工

場から徴収するだけでは工場の水コス トはせいぜい現状の1.5～3倍程度にとどまっ

てしまう。

(2) 絶対的損失の評価

以上のごとく，金額で表現できる社会的損失は意外と小さいことがわかった。しか

し，それは実際に起こっている社会的損失のほんの一部を示しているにすぎない。計

量化できない社会的損失，むしろ，絶対的損失ともいうべきものが存在しているから

である。次にその絶対的損失の内容を各現象についてみることにしよう。

① 地盤沈下：計量化し得る社会的損失として示した防災対策費はゼロメートル地

帯を高潮，洪水から守るために支出されるものであるが，実際に行なわれている防災

対策はいくつかの欠陥を持っている。例えば，堤防の嵩上げといっても基礎からやり

直すのは一部にすぎないため，強度の地震によって決壊する恐れのある堤防が少なく

ない。そのような堤防の決壊によって失なわれる被害額を推定したのが前述の試算で

あるが，しかし，そこで試算している被害額は資産の損失額であって，災害時に同時

に起こると予想される人命の損失は除外されている。人命の損失は償うことのできな

い絶対的損失であり，地下水の汲み上げによって引き起こされる地盤沈下は，そのよ

うな絶対的損失を生じせしめる可能性を内包している。

② 水質汚染 ：前述の試算例では漁業の被害額によって水質汚染の社会的損失を示

した。しかし，もともと工業などに比べて漁業の生産額は小さく，どんなに壊滅的な

打撃を受けようとも，その被害額はあまり大きな値になるものではない。漁業のもつ

価値をもっと別の面から評価することが必要で、ある。すなわち，漁業の衰亡はそのま

ま海の自然、の致命的な破壊を意味しているわけであり，漁業の存続こそが自然、の破壊

を防止する力となり得る。むしろ，市原市において工業開発が行なわれる前に埋立地
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造成のために漁業権が買い取られたことは生活をかけて海の汚染と戦う人々を失なっ

た点で大きなマイナスであった。もし，漁業権が現在も残っていたならば， 2年前に

水銀流出工場へ木更津漁民が押しかけたように，直接的な被害を受ける市原市漁民が

大量の汚染物質の流出をゆるさなかったであろう。このように，漁業の衰亡のもつ意

味は単に漁業生産額の減少だけで、表わすことのできるものではない。漁業が営まれな

くなった時，海の自然は破壊しつくされていると考えてよい。この点で，漁業の被害

額は取り戻すことのできない自然破壊の状況を示すパロメータでしかなしそのλロ

メータだけで水質汚染の社会的損失全体を表わすことはできない。

③ 水資源開発前述の試算例では生活再建措置を含めた場合の水没地区住民の損

失額を求めた。しかし，水没地区住民にとって生活再建措置さえ講じられれば，すべ

ての損失が償われるというものではない。生活再建措置とは経済面での将来の生活を

補償することだけであって，精神面での打撃を償うことはできない。なぜなら， 水没

地区住民の大多数を占める農民にとって，奪い取られた農地は何十年もの間，肥沃化

に精魂を傾けてきた血と汗の結晶であり，他の農地とおいそれと替えることのできる

ものではない。むしろ，農民にとって，日々の営為によってっくり上げた農地は無限

の価値をもっており，この点で水資源開発は常に絶対的な損失を伴っている。

以上のごとし水利用によって生ずる各現象とも，前述の計量化し得た損失以外に，

償うことのできない絶対的損失を含んでいる。地盤沈下は災害時に人命が失なわれる

危険性を内包し，水質汚染は海，川の自然を破壊し，水資源開発は農民の日々の営為

を無に帰してしまう。このような絶対的損失をみれば，前述の計量化し得る損失は本

当の社会的損失のほんの一部を示しているにすぎない。

(3) 徹底した水節約を進めるのに必要な水コストレベル

(2）で明らかにしたように，水の利用には必ず絶対的損失が伴っている。その点で，

水の利用者は少なくともこの絶対的損失の発生が最小となる ように必要最小限の水利

用を行なう義務がある。それゆえ， （1）で述べた計量化し得る社会的損失を水利用者に

負担させるだけでは問題は解決しない。その負担金が水利用者にとって取るに足らな

いかまたは水節約の費用より安ければ，水利用者は過大な水利用を続け，社会的損失

を放置するほうを選ぶからである。実際に現在の市原市において計量化し得る社会的

損失は企業にとって取るに足らない額（ 2～3円／rrr以下）であり，社会的損失をよ

り少なくするほうに進むことはありえない。

それでは，工場に必要最小限の水利用を行なわせるに必要な（単位水量当り）水コス

トはどれくらいのレベノレにあるのだろうか。工場の水負担能力は業種によってかなり

差があるが，各業種について，水コストと水節約の関係を調査したものはない。しか

し，一般に必要最小限の水利用を行なわせる水コストがかなり高いレベノレにあること

は次の 4つの実例からうかがうことができる。
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① 1 m1あたり75～80円の水を使用しながら，洗浄水の節約を十分に進めていない

工場の実例

実17Ua. N車体（神奈川県平塚市） … ・・昭和49年 7月の調査

上水道使用量 7,000ffil／日（このほかに地下水を1万4,000ffil／日使用）

上水道料金 78円／ffil

生産品目 中小型自動車

生産額 約800億円／年

この工場で寸主上水道を主に塗装関係洗浄水（塗装前処理洗浄水，電着塗装洗浄水，

水研ぎ用水，塗装ブース排気洗浄水〉に使用しているが，いずれの洗浄水も水節約の

余地が十分にある。第4章で示す東京都の水使用合理化基準を採用すれば，上水道の

使用量を少なくとも2,700m1／日まで減少し，上水道料金を年間約8,000万円節約する

ことができる。

実例 bA麦酒（東京都墨田区）－－ 昭和47年 2月の調査

上水道使用量 3,300m1／日（このほかに工業用水道をIOffil／日使用〉

上水道料金 75円／ffil

下水道料金 IO円／ffil

生産品目 ビール

生産額 約200億円／年

上水道の利用用途のうち，冷却水は冷却塔による循環をかなり進めているが，大半

を占める洗浄水は水節約があまり行なわれていない。洗浄水の中身はびん洗浄，タソ

グ，パイプ洗浄などであるが，これらの洗浄水に対して第4章で示す基準を適用すれ

ば，使用水量を現在の半分近くまで減らすことが可能と考えられる。それゆえ，上水

道使用量とその料金をそれぞれl,700m1／日， 4,000万円／年少なくすることができる。

② 1 m1あたり約15円の水を使用して，冷却水の節約を十分に進めていない工場の

実例

実例ck石鹸（東京都墨田区）・…一昭和47年 2月の調査

工業用水道使用量 2,20Dffil／日 （このほかに主に洗浄水と して上水道を 1,070 

ffil／日，地下水を180m1／日使用）

工業用水道料金 4.5円／ffil

下水道料金 10円／ffil

生産品目 食油，石鹸，界面活性剤

生産額 約80億円／年

この工場では冷却水を冷却塔で循環し，その補給に工業用水道を用いているが，こ

の冷却塔による循環はきわめて不徹底である。工業用水道の水源が下水処理水である・

7こめ，その水質が良好でないことを考慮しでも，循環率を高めれば使用量を現在の約
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1/10の200ffil／日程度まで減少するこ とができる。したがって， 工業用水道と下水道の

料金支払額を約1,000万円／年少なくすることが可能である。

実例d T興産（東京都江東区〕…一昭和46年 1月の調査

工業用水道使用量 l,500ffil／日

工業用水道料金 4.5円／ffil

下水道料金 10円／ffil

生産品目 鍋塊，鋳鏑（電気炉メーカー）

生産額 約30億円／年

この工場で、は冷却水が二系統に分かれていて，一系統は冷却第によ る循環を進めて

いるが，もう一系統は使い捨てになっている。この使い捨て方式を改めて，冷却塔に

よる循環方式に切り替えれば，使用水量を300ffil／日くらいにすることができる。それ

ゆえ，使用水量と料金支払額をおのおの1,300ffil／日， 600万円／年も減らすこ とが可能

である。

以上の 4つの実例から，水節約を進めるのに必要な水コス トレベルの一般的傾向を

取り出すととができる。

実例 c" d.などの江東地区工業用水道の使用工場は昭和40年ごろまで地下水に依

存していた事業所である。地下水から工業用水道ヘスムーズに転換できるよ うにこの

江東地区でも工業用水道料金は地下水コス トとあまり変わらない4.5円／ffilという低額

なレベルに押えられている。しかし，実際には工業用水道への転換と同時期に下水道

も普及したため，水コストは下水道料金も含めて 14.5円／ffilとなり， 多くの工場は冷

却水の利用方式の改善を余儀なくされた。けれども，その改善は実例 c" d から明

らかなように，冷却塔の部分的導入と不徹底な循環利用にとどまっている。すなわ

ち， 15円／oil程度の水コストレベルでは冷却水の節約は十分には進められないのであ

る。実例b.をみると， 冷却水の節約はかなり進んでいる。それゆえ，冷却水の節約

を徹底させるのに必要なレベルは20円／ffilと75円／ffilの範囲にあることが分かる。おそ

らく，その中聞をとれば， 40円／rrr以上であるこ とが必要であろう。一方の洗浄水は

実例 c" d.から明らかなように78～85円／ffil円の料金でも節約が十分に進められな

い。したがって，洗浄水の節約を徹底させるためには，おそらくその2倍の150門／ffil

以上の水コストレベルが必要で－あろう。

以上の指摘に対して，実例 a.～d.は，進んだ水節約方法をよく知らないために，

水節約に本格的に取り組んでいないのであって，水コス トのレベルの問題ではないと

いう意見もあろう。しかし，進んだ水節約方法はあまり一般的ではないとはいえ，一，

ニの工場で実施され，文献でも紹介されているものであるから，各企業が真剣に上水

道や工業用水道，下水道の料金支払額の減少を考えているならば，進んだ方法をすで

に取り入れているはずである。逆にいえば，現在の水コストは企業が料金支払額の減



島津水節約の行政的手段lこ関する検討 CI) 33 

少に真剣に取り組むには，低すぎる レベノレで、ある といえる。

ただし，このことは料金レベルが水節約の費用を下回っていることを必ずしも意味

しない。実例d についていえば，冷却塔を用いた場合の冷却水 1rri3あたりの費用は

2～3円であり 14.5円／ffilの料金よ りはるかに安い。また，実例 a の洗浄水につい

ても節約水量 1rri3当りの費用は高くとも40～50円どま りであり，水節約に取り組んだ

ほうが経済的である。このように，現在の水コストレベルは水節約の費用より低いわ

けではない。それにもかかわらず，水節約が十分に進められないのは企業が水を完全な

生産財として扱うには水コストレベノレが低すぎるからであると考えられる。実例 a.,

b.' c.' d.のおのおのの工場について全水コストが生産額に占める割合を求める

と， それぞれ0.2%（地下水のコストを 10円／ffilとする）， 0.4%, 0.4% （この内工業

用水道分0.1%),0.3%であり，主に工業用水道に頼るに， d.はともかし上水道

への依存度も大きい a., b.においても全水コストのウエイトはきわめて小さい。こ

のうち，実例 a.' b について冷却水のみならず洗浄水の節約も徹底させるために，

水コストレベルを150円／ffilまで上げると，この割合はそれぞれ1.2%,0.8%となる。

以上が水節約を徹底させるのに必要な水コストレベルについての一般的な考察であ

るが，これを市原市の工場群にあてはめる場合は多少の修正を要するであろう。水コ

ストの問題は業種による差があると考えられるからである。 48年の報告書1）で述べた

ように，市原市の工場では，工業用水道や地下水の水コストレベノレは 7～13円／ffilで

あり，その費用が生産額（製造品出荷額）に占める割合は0.1～2.2%の範囲にあるが，

-0.5%以下の工場が2/3も占めている。したがって，上述の考察から引き出された妥当

な水コストレベル，つまり，洗浄水の節約まで徹底させるに必要な150円／ffil以上まで

工業用水道料金を上げると， 2/3の工場では料金／生産額が1.5～7.5%以上となる。

この比率は実例ja , bの場合よりかなり高く，考察の結果を市原市工場群にあて

はめることはむずかしいように恩われる。 しかし，水コストを生産額との比率でみる

ことは実際には正しくない。なぜなら，実例 a., b.が扱う製品は自動車，ビールと

いった最終製品であり，市原市の工場群の多くが主に扱うものは石油化学の中間製品

であるため，生産の規模が同程度であっても後者の生産額は前者に比べてかなり小さ

く現われるからである。生産の規模を正しく現わす指標がないため，両者の比較はむ

ずかしい。そこで，ここでは一応，中間製品を扱う工場は同じ生産規模の最終製品王

場に比べて，生産額が 1/2になるという仮定を設けて，市原市工場群に前述の考察の

結果をあてはめることにしよ う。 すなわち，推定をまじえれば，市原市工場群におい

て，冷却水のみならず，洗浄水の節約を徹底させるためには水コストレベルを少なく

とも70円／ffil以上とすることが必要ではないかと恩われる。

2.-3. まとめ
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本節での検討の結果をまとめてみると，企業の水コストを上昇させる一つの方法と

して，水利用によって引き起こされている社会的損失のうち，計量可能な損失額を企

業に負担させることが考えられるが，現在，市原市の工場群の水利用によって生じて

いる損失額は 1m1あた り2～3円以下であり，この損失額の負担だけでは水節約の強

い刺激とはならない。しかし，計量可能な損失額は実際に起こ っている社会的損失の

ほんの一部を示しているにすぎない。地盤沈下，水質汚染，ダム水没の各現象におい

て， 取り返すことのできない絶対的損失が同時に生じているか らである。したがっ

て，水を利用するものは少なくともその絶対的損失の発生が最小となるように最小限

の水利用を行なう義務がある。この最小限の水利用まで企業に水節約を徹底させる水

コストレベノレは業種によ って差がみられる。市原市の工場群のように，主として中間

製品を製造する工場に対して冷却水のみならす・洗浄水の節約を徹底させるためには，

少なくとも 70円／ffil以上まで水コストレベルを上げることが必要と考えられる。

3. 水コスト上昇のための行政的手段

以上のごとし市原市において工場の水節約を徹底させるためには，水コストレベ

ルを70円／ffil以上まで高めることが必要である。それでは水コストをそのレベルまで

上昇させる行政的手段としてはどのよ うなものがあるのだろうか。一つは国がこれに

関係した法律をつくって，使用水量に比例した負担金を徴収することであるが，今の

ところ，そのような法律がつくられることはまずありえない。したがって，水コスト

を上昇させるためには県または市の自治体がイニシアティブをとって，何らかの行政

的手段をとるこ とが必要である。その手段と しては後に述べるように，分担金，地方

税などの徴収， 工業用水道料金の値上げなど，数穫の方法が考えられるが，自治体力工

法律の枠内でこれらの方法をどこまで活用することができるかを本節で検討すること

にしよう。この検討に入る前に，国の動きを一通りみておくことにする。

3.-1. 国のPP. P.法の限界

水コストに社会的損失を含めて，それを現在より格段に高めるという動きは国のほ

うでは今の ところほとんどないといってよい。 しかし， 同種の法律，つま りPP.P. 

(Polluter Pay Principle）に基づいて， 企業の活動によ って生じている損失の一部

を企業に負担させる法律が二つつくられている。公害防止事業費事業者負担法と公害

健康被害補償法である。そこで，このPP. P二法の内容を調べることによっ て，国

でも し水コスト上昇の法律がつく られるとすれば， 水節約を進める上でと．の程度の効

果を持ち得るものとなるかを占うこ とができる。そこで，まずこのPP.P.二法の内

法を検討しておく ことにする。

(1) 公害防止事業費事業者負担法の概要
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公害防止事業費事業者負担法は，昭和45年12月の通称公害国会においてほかの多く

の公害関係法とともに新しく制定された法律である。この法律のいう公害防止事業は，

モイ）グリーンベルト設置事業，（ロ）俊深，導水事業，。客土事業，同特定下水道事業，的

住宅移転事業およびそのほかこれらに類するもので政令で定める事業である。グリー

ンベルトとは大気汚染や騒音などの公害，工場災害の被害を軽減するために工場地区

と住民地区との間に設けられる緩衝地帯，俊j禁事業は港湾などにおいて堆積している

汚泥を除却する事業，客土事業は有害物質が蓄積した農業用地の土壌改良事業，特定

下水道（従来の特別都市下水路）とは工場排水の共同処理を目的とする下水道，住宅

移転事業とは工場の周辺で，公害で苦しんでいる住宅の移転事業である。これらの事

業のうち，制とのは被害がさらに拡大するのを防止するためのあくまで事後的な対策

であって，公害の発生そのものを防止するものではない。また，グリーンベルトや住

宅移転事業も騒音などの近隣公害に対しては有効であるが，大気汚染などの広域的公

害に対してはほとんど無力である。そして，特定下水道，つまり，工場排水の共同処

理が水質汚染対策としてほとんど意味をなさないことは，東京の浮間処理場の実例で

明らかにさhている。

すなわち，以上の公害防止事業のうち帥とけは事後的なものとしてどうしても必要

となることがあるが，その他は本来望ましい公害対策ではない。望ましい対策とは工

場の生産工程の改善，工場の移転などの発生源対策である。以上がこの法律の第1の

問題点である。第2の問題点はこの法律が定めている事業費の負担割合である。企業

の負損割合は例えば，グリーンベルトの場合， 1/4～1/2，客土事業の場合は1/2～3/4

である。したがって，企業の活動に伴って生す・る損失額は企業の全責任において負担

するという原則，つまりP.P.P.の基本原則はこの法律で、は貫かれていない。

なお，このような割合で定められた負担総額は公害原因物質の排出量などを基準に

して各企業に分配され，各企業はその負担金を事業施行者（国または地方公共団体）

へ納付する。もし，企業が定められた期限までに納めない場合は強制徴収の手段がと

られる。

(2) 公害健康被害補償法の概要

この補償法は（1）の事業費負担法より大分遅オL，昭和48年 9月になって制定されたも

ので（実施は昭和49年 9月から），公害被害者の救済を目的としたものである。しか

し，実際にはこの法律が被害者を救済する範囲とその救済の程度はかなり限定されて

いる。つまり，この補償法が救済するのは指定地域における指定疾病の患者とその遺

族だけであって，指定地域以外や指定疾病以外の被害者は対象からはずされる。例え

ば，東京都において補償法の適用が指定されたのは大田，品JI！，港，渋谷，千代田，

新宿，文京，江東の 8区だけであって，そのほかの区においては同じ輸息患者でも補

償を受けることができない。そして 8区で補償費を支給されるのは慢性気管支炎，気
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管支目指息，日常息性気管支炎および肺気しゅの疾病をもっ患者のみであって，そのほか

の被害者，例えば光化学スモッグの被害者（数ヵ月以上，手足のしびれ，頭痛などに

悩まされる被害者が少なくない）にはまったく適用されない。

この補償法に基づいて給付されるのは医療費，障害補償費，遺族補償費，i立i族補償

一時金， 児童補償手当， 療養手当などであるが，慰謝料は含まれていない。 （1）の法律

に比べてPP.P.が一応全面的に採用され，給付金の全額を企業が負担することになっ

ている。具体的には公害対策協力財団が各企業より徴収した賦課金を公害防止事業団

を経由して都道府県などへ納付し，都道府県などから被認定患、者に補償金が支払われ

る。この賦諜金は主に煤煙発生施設からの各種物質排出量に比例して各企業に割 り当

てられる。

(3) 現在の.P.P.P 法の特徴と限界

以上が，現在の二つのP.P.P.法である公害防止事業費事業者負担法 と公害健康被

害補償法の概要である。このP.P.P.二法のうち，前者の事業費事業者負担法の対象は

グリ ーンベルト，特定下水道事業のような公害防止事業と深波，客土事業のよ うな原

状回復事業の二つに分けられるが，公害防止事業のほうは本来は各工場が独自に行な

うべき ことを共同で進めるだけのものであるから，公害による社会的損失を加害者に

負担させる制度的可能性を検討する本節の対象にはならない。 そこで，ここでは事業

費負担法のうちの原状回復事業と被害補償法に焦点をしぼって3 国のP.P.P.法の特

徴をみることにしよう 。

このP.P.P.法で扱っている費用の種類は，形式的には次のよう に整理される。

A. 原状（擬）回復費用ー…－後諜事業，客土事業

B 被害補償費用

B.l. 健康補償費・・・医療費，療養手当

B.2. 経済的生活補償費－－－ 障害補償費， 遺族補償費， 遺族補償一時金， 児

童補償手当

A. の原状回復という言葉の聞に「擬Jという文字をはさんだのは港湾のヘドロの

波深やカドミ汚染農地の客土が正し く原状回復とはいえず，波諜に関しては海水の汚

染とヘドロの後始末，客土に関してはカドミ汚染土の処分の問題が残されるからであ

る。汚染物が一度排出されてしまうと，原状を取り戻すのは容易なことではない。そ

れはと もかくとして， このように整理すると，現在の PP.P.法が扱う対象はかなり

限定されていることがわかる。

まず第 1にいえることは，精神的生活補償費が抜けていることである。これは第 2

2きで述べた絶対的損失の範隠に入るものであり，その損失全体を貨幣価値で表わすこ

とは不可能である。しかし，その一部を慰謝料という形で表現することは可能であり，

公害の民事裁判では実績がし、くつかっくられてきている。例えば，四日市煤煙裁半I］で
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は交通事故賠償方式， つまり逸失利益（経済的生活補償費と健康補償費）と慰謝料の二

本立てで個別の損害項目を積み上げる方式がとられているし，まずこ，イタイイタイ病

裁判や新潟水俣病裁判では逸失利益は算定の困難さと不平等さを伴うことから，逸失

利益も含めた慰謝料を請求する形（一律請求）がとられている。そして，最近はさら

に熊本水俣病裁判で， 慰謝料とか逸失利益とかの個別の損害ではなく，「原告が受け

た総体としての損害そのもの」の賠償を請求する形（包括請求）さえ生み出されてき

ている。このような裁判上の動きをみれば，絶対的損失であってもその一部を慰謝料

などの形をと って貨幣価値で表現して企業から徴収することは法律的に可能である。

それにもかかわらず，企業の負担範囲を狭義の計量可能な損失額だけに限定している

のが国のP.P.P.法の第 lの特徴である。

第 2の特徴はP.P.P.法がすでに発生した被害または（好ま しくない）現象のみを対

象として，これから起ころう としている被害の予想損失額や（好ましくない）現象の原

状回復費用の予想額を対象から省いていることである。すなわち，現在のPP. P法は

あくまですでに起こ った公害に対する事後的なものでしかなく，予想、損失額を企業に

負担させて，公害の発生を未然に防止するという方針は取り入れられていない。もっ

とも，たとえこの方針が取り入れられたと しても，第 1の特徴として述べたよ うに企

業の負担範囲には絶対的損失はまった〈含まれていないから，公害の予防的な力とな

ることは少ない。なぜなら，そのような負担範聞ならば，十分な公害防止対策を講ず

る費用よりもその負担額のほうが安く済むことが多く，その場合に企業は汚染物の排

出を従前どおり続けて，その結果，住民の健康と生命が失なわれていくことになるか

らである。

以上述べた現在のP.P.P.法の二つの特徴から，水利用によって引き起こされる社

会的損失を企業に負担させる制度がたとえ立法化されても，その限界はすでに明らか

である。 すなわち，第2掌で考察した各種の社会的損失のうち，現在のP.P.P.法の

取り扱う範囲に含まれるのは第4表に示すものだけである。

第4表のうち，現在の市原市の水利用者に該当するのはすで、に述べたように④，⑤

⑤だけであり，それらの損失額を合計しても，水 1m'3あたり 2～3以下円にしかなら

い。①があてはまるのは東京の江東主主北地区などのゼロメートル地帯だけで、あり，そ

のゼロメートノレ地帯においても水害が起きない限り，②，③は該当しない。このよう

に， 絶対的損失の部分的な被害補償（慰謝料など）を排除し， さらにすでに生じた損

失額のみに補償対象を限定する現在のPP.P.法の基本方針が変わらない限り，社会

的損失を水利用者に負担させる法律が仮につくられたとしても，それが水節約の行政

的手段として機能することはほとんどないと考えてよい。第 2章で詳述したように，

水節約を促進するためには水 1m'3あたり 70円以上という負担金を水利用者から徴収す

る必要があるからである。
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第 4表

地盤沈下 i 水質汚染 水資源開発

A. 原状（擬）回復費用 l①すでに生じたゼロ ④港湾，河川の俊深，

B.被害補償費用

メートノレ地帯を水｜清掃費用
I 害から守るための1

防災対策事業（堤
防の嵩上げ，排水｜
機場の建設など）
の費用，埋設管の
破損などに対するi

修繕費用

B.l. 健康補償費 ②ゼロメ ー トノレ地帯
で水害が生じた場

｛ 合の負傷者の医療
費 l

B.2.経済的生活補③ゼロメ ー トノレ地帯l⑤漁業の収獲減少額⑥ダム水没によって
償費 で水害が生じた場l 失なわれる住民の

合の流出財産 財産

なお，このPP.P.法とは5JiJに，地下水だけに限定されるが，地下水利用者からの地

下水使用料の徴収を制度化しよ うと しているものとして地下水法 （案） がある。この

地下水法（案）は昭和50年 1月に建設省より提出されたが，この法案では従来，私水

として扱われてきた地下水を公水として位置づけるに伴って，地下水の採取料を徴収

するこ とが条文に掲げられている。 しかし，この法案によ って地下水採取料の徴収が

制度化されても，地下水利用事業所の水節約を進めることにはあまり寄与しないこと

に注意しなければな らない。すなわち， この採取料は地下水の観測l調査，地下水保全

事業およびその他の地下水管理のためのまま用の財源の一部にあてることが法案に記さ

れているので，地下水採取料の収入額がこれら地下水管理のための費用を超えること

はゆるされない。例えば，東京都における地盤沈下および地下水の観測調査の予算額

は年間 2億円以下である。 一方，東京都の地下水揚水量は合計 120～130万~／日であ

るから，地下水採取料の徴収が制度化されても，徴収料の高さは ldあたり 0.5円程

度にしかならない。このことはすでに公水として位置づけられている河川水において

明らかである。河川法第32条に基づいて都道府県知事が流水占用料を徴収して いる

が， 実際の徴収額はきわめて安い。 0.001~／秒あたり年間1,000～2,000円であって ，

1~あたりに採算すると， 003～0 07円にしかならないω。このよ うに，この地下水

法（案）による地下水採取料も水節約の行政的手段とはなりえない。

以上述べてきたように，国における PP. P 法などの内容を検討すると，水節約を

促進するために，企業の水コストを格段に上昇させる手段が制度化されることはまず

期待できない。公害の抑制手段としていわゆるチャージ（賦課金）制度が，近代経済

学者の間であれほど議論されてきたにもかかわらず，実施されるチャージ制度は被害
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補償法や事業費負担法のようにきわめて限られた粋の中にとどまっている。チャージ

制度が本来意図するところは汚染物の排出によって起こり得る社会的損失を汚染者に

負担させて公害の発生を未然に防止することにあるが，実際のP.P.P.法にはそのよう

な予防的な性格はまったくみられない。もともとチャージ論自体が，公害による被害

を簡単に貨幣価値で表現できるという前提で組み立てられたものであり，現実を踏ま

えない近代経済学者の机上の理論ではあるにせよ，慰謝料という形で絶対的損失の一

部を貨幣価値で表現するとかの工夫をはかれば，チャージ制度を公害抑制jの一手段と

して活用することは可能である。しかし，現実に立法化されるものは実際に生じた被

害額をいかに企業に割り当てるかということに目的が限られてしま っている。

もちろん，今後新しい目的を持つP.P.P.法がつくられる可能性がまったくないわけ

ではない。けれども，現在のP.P.P.法の内容をみる限り，水コストを格段に上昇させ

る制度が立法化されることはまずありえないと考えざるをえない。したがって，水コ

スト上昇手段の制度化を国に期待するのではなく ，自治体自 らがその制度化を模索し

なければならない。次に自治体におけるその制度的可能性を検討することにしよう。

3.-2 自治体の持つ行政的手段

自治体がと り得る行政的手段は，地方自治法などの法律によって一定の枠をはめら

れている。地方自治法第九章第三節では自治体が徴収可能な収入の種類を上げ，それ

ぞれについて徴収の条件を付している。そのうち，水コスト上昇の手段となり得るの

は次の3種類であって， それぞれ，次に示す条文が掲げられている。

① 地方税

「普通地方公共団体は，法律の定めるところにより，地方税を賦課徴収することが

できる」 ー・・・・・…・…－－ －… －－－－－－ ・・・…・・・・…・・……ぃ・… ・・・… －－ 第223条。

② 分担金

「普通地方公共団体は政令で定める場合を除くほか，数人または普通地方公共団体

の一部に対し利益のある事件に関し，その必要な費用に充てるため，当該事件lとより

特に利益を受ける者から，その受益の限度において，分担金を徴収すること ができ

る」 …・・…・・…ー……・・ ． ． ． ， 一.......・ H ・………・・・…・……・…・ …・・・ ー ・・ 第224条。

③ 使用料

「普通地方公共団体は…一行政財産の使用または公の純設の利用に つき使用料を徴

収することができるJ.・ ！・ ・・・・ －－ ……．．，… …・………・・・・…・・・・ ・…・ 第225条。

このほかに法的強制l力を持たす・に水利用者から徴収するものと して，④協力金の類

のものがある。これは制度的な裏付けを持たない代わりに，水利用者の間意、を得るこ

とが必要である。これら 4種類の行政的手段のうち，地方税と使用料については節を

改めて詳述することにして，本節では分担金や協力金がどの程度，水コスト上昇の子
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段となり得るかを考察することにする。

(1) 協力金

神奈川県の座間市では，水資源利用者協力金という名称で，地下水大口使用事業所

から地下水使用量に比例した金額を徴収することを検討中とのことである12l0 同様な

検討が同じ神奈川県の秦野市でも行なわれている。水利用に関して検討されている協

力金は今のところ，このこつだけであるが，協力金という形態は自治体の行なう公害

健康被害補償でよく用いられる。例えば，Jlli碕市や横浜市は昭和49年秋に前述の公害

健康被害補償法で救済されない患者の救済手段として独自の補償条例を制定したが，

その補償金は各企業からの厳出金によって賄われる。これはこれらの市が患者団体の

ねばり強い運動を背景に企業との聞に結んだ協定である。

しかし，これらの協力金はいずれも企業の同意を必要とする以上， あまり大きな金

額にはなりえない。川崎市の例をみると， 49年度の補償金総額は過去分補償のため約

43億円， 50年度以降は毎年2億円弱であり 13〕， それを負担する43工場にとって， 50年

度以降の隊出金はおそらく生産額の0.05%以下にしかならないであろう。同様に座間

市で検討中の水資源、利用者協力金の金額もかなり低い。計画によれば，最大使用工場

の日産自動車（株）座間工場は年間約800万円の協力金を支出することになるが， こ

の工場の地下水揚水量は日量2万4,000ffilであるから，水 1fillあたり 1円程度になっ

てしまう。

水コストの上昇によって水節約を促進するためには，生産額に占める水コストの割

合が企業にとって無視できぬ大きさとなることが必要であるが，企業の同意を必要と

する協力金の形態をとった場合，生産額における水コストの割合がそのように高くな

ることの同意を企業から得ることは論理的にありうることではない。協力金によ って

徴収し得るのは企業にとってたいして腹の痛まない金額でしかない。それゆえ，協力

金が水節約の有効な手段となることはないと考えてよい。

(2) 分担金

地方自治法でいう分担金は前述の第 224条で明らかなように，いわゆる受益者負担

金である。自治省の見解によれば，受益者K.f主例えば次のようなものがある 1(）。

①農道，用排水路，溜池などの農業土木工事を行なう場合，その周辺の耕地所有者

②筒易水道事業における給水区域内の住民

③特定の道路の工事または維持管理によりいちじるしく利益を受ける自動車所有者

③の例をみてわかるように，分担金徴収の範囲にー時的な建設工事の費用だけでな

く，維持管理の費用も含めること は可能である。しかし，この分担金の制度を公害によ

る社会的損失の企業負担に適用することは簡単ではない。PP.P.法に基づく社会的

損失の負担金の位置づけについて法律学者の聞でも確定した：意見がでていなし、からで

ある。負担金には従来から受益者負担金と原因者負担金の 2種類がある。前者の適用
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範囲は上述のとおりであるが，後者の方は例えば道路工事の必要性がほかの目的の工

事によ って生じた場合に適用されている。P.P.P.法による負担金，すなわち，前述の

健康被害補償法や公害防止事業費事業者負担法における負担金がこの 2種類の負担金

のいずれに属するかが問題であるが， 2通りの解釈は可能であろう。企業はまともな

処理をしないまま，汚染物を排出することによって利益を享受しているわけであるか

ら一種の受益者負担金であるし，また一方で企業は汚染による被害発生の原因者で

あるから，原因者負担金とも考えられる。しかし，最近の意見として， P.P.P.法によ

る負担金はこれら2種類の負担金の枠の中にはまらない，新たな公法上の負担金とす

る考え方もでてきている問。

このようにP.P.P.法による負担金の解釈について 3通りの考え方があるので3 この

負担金を地方自治法の分担金（受益者負担金）に結びつけることには多くの異論が出

ることが予想される。けれども， P.P.P.法による負担金の一つの側商と して受益者負

担金の性格を見出すことができる以上，地方自治法に基づく分担金として公害による

社会的損失の負担金の徴収をはかることは制度的に可能と筆者は考えている。

しかし，たとえ，水利用に伴う損失額を企業から分担金として徴収することが可能

だと しても，徴収できる金額はかなり小さな額になることが予想される。なぜなら，

現在の二つのP.P.P.法と同様，この負担金の範囲はすでに発生した損失額に限定され

るため， 市原市に関しては 1ffilあたり 2～3円以下の金額にしかならなし、からである。

以上のように，地方自治法に基づく分担金制度を水節約の行政的手段として活用する

ことは法律的に検討すべき問題が含まれているだけでなしたとえその活用が可能だ

としてもその有効性はあまり期待できない。 （次号へ続く〕
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