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司会 本日はお忙しいところをお集まりいただきまして，ありがとうごぎいま し

た。水資源にかかわらず，最近は資源問題という ことが，非常にやかましくなってい

ます。 これは， これまでの経済の高度成長期を通じて，われわれは資源というもの

が，手を出せば必ず届くところにあるというふうな考え方であったのが，石油ショッ

ク以来，その資源、手当の推移が国の経済の消長にもかかわるような重要な問題になる

ことがわかり，にわかに資源問題がクローズアップされてきたものと考えられます。

私どもにとっては，土地と水というものは，石油と違って，国土資源、として天から授

かったものですが，これも資源問題という点では同様なことがいえるのではないでし

ょうか。とくに日本は，昔から豊葦原瑞穂国といわれるように，量質ともに豊かな水

のなかではぐくまれてきた民族で、ありますから，日本民族の性質も文化も風俗も，す

べてそういうところにゆえんがあるような気が致します。そういうことで水問題とい

うものを，豊かな水を背景にした文明というものが，今後とも繰り広げられるであろ

うという前提で考えておるような気が致します。しかしながら，それは容易なことで



40 

ないということのようでございます。現状において，すでにわれわれが容易に手の履

くところの水はほとんど使い切ってしまっております。これからわれわれが得ょうと

する ものは，非常に高価な金のかかる，まさに資源というにふさわしい貴重なものに

なりつつあるというような感じが致します。また，今後の水の使い方，使われ方，生

み出し方といったものについても，これから日本民族が発展してゆく上で，英知と努

力なしには解決できない問題ではないかと思います。そういった意味で，担当されて

おります皆さん方から，忌惇のないご意見を伺いたということで，この会を進めさせ

ていただきたいと思います。とくに，このような情勢を背景に国土庁ができ，水資源

局ができたということは，水資源問題がわが国の政策のなかでもきわめて重要なる柱

の一つであるということの現われではないかと思われます。そのようなことから，そ

れでは，話の口火を北野水資源計画課長からお願い致します。

北野 私，経済企画庁の水資源課長から，昨年6月の国土庁発足とともに国土庁水

資源、局の水資源計画課長として，今まで約2年間，水資源問題に携わってまいりまし

た。この聞の諸情勢を踏まえて痛感主主しますことは， 48年の全国的な渇水，さらにそ

れに続く石油ショックを契機と致しまして，水問題全般について，企業を含めて国民

一般の認識がし、ぃ方向に変わってきたというふうな感じを受けるわけでございます。

こういった転換期に，国土庁に水資源局が復活したということは，非常に時機を得た

ものであると思っております。ところで，現状の水問題というものの，ポインを 2,3

申しあげますと，やはり全国的な水需給の逼迫状態ができているということが，まず

第1の問題でしょう。とくに大都市圏においては，慢性的にその症状が悪化しており

ますし，地方都市におきましても，突発的な危機を内蔵しております。これは48年の

全国的な渇水によって，そういう構造的な欠陥が自然現象によって暴露されたという

ようにいわれることからも明らかでございますし，とく に大都市圏などにおける水資

源につきましては，昭和60年あたりに焦点を合わせて考える場合には，一応の限界性

といったことを抜きにしては水需給というものを論ぜられないと思います。これは48

年の建設省の「広域利水調査第二次報告書」あるいは経済企画庁の「巨大都市問題と

その対策」でもそラいう問題が提起されております。

そういったことを踏まえますと，これからの水行政全般については，発想の転換が

必要であるという ことが次の問題といえます。これはマスコミ などでもよくいわれて

おりますが，われわれ主しましでもまさしく，従来の路線上に将来の問題点をそのま

ま置いて考えることでは水問題の解決はできないということでございます。

そこで，石油ショックをベースにして，まずわが国の経済運営全体の転換というこ

ととともに，あわせて水資源、についての価値観の見直しが同時並行的に行なわれなけ

ればならないということです。つまりここで私どもが水行政の現状を考える場合に，

やはり過去の水行政の展開か白現状を認識じ， 一将来どのような方向に進むかという，
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一つの歴史的な過程において水問題をとらえることが必要でございます。そういう目

でみますと明治政府以来，今まで水行政にとっては4つの大きな段階があったと考え

られます。すなわち，初期の利水萌芽時代，大正10年から昭和10年代にかけましての

河水統制時代，それから昭和20年代から30年代にかけての河川総合開発時代，それか

ら30年代から現在に至るまでの水資源開発時代です。そういうことを跨まえて，それ

では50年代か白60年代にかけてはどういう時代になるのだろうかということを前提と

して，現状認識をじなければいけないと思います。

ここで私の個人的な認識でございますが，明治30年代と昭和30年代というのはち ょ

うど水行政について大きな節になっていたと思います。明治30年代といいますのは，

明治29年に河川法が制定せられ，あい前後して水道条例とか森林法とかあるいは下水

道法とか，わが国の水についての技術開発とともに，いろいろな水に関係ある法律が

できております。これはようや‘く日本が自主独立の道を歩むようになったということ

で，そういう自覚が生まれてきた結果ですが，戦後はご承知のように，国土総合開発

法以降，昭和30年前後にいろいろな縦割りの水関係の法律ができております。これは》

戦後の混乱期を脱して復興時代から高度経済成長時代に移るとと込K.，水の需要も急

速に増大し，それに応じて各省がそれぞれの立場から縦割りの法制をつくってまいり

ました。しかし，これでは，ますます増大する水需要に対し，十分な対応はできない

ということで， 36年に水資源開発促進法ができ，公団法ができ，さらに39年には河川

法の全面改正をやって，法律制度上において，はじめて水系一貫管理の思想、が打ち出

されたということでして，明治30年代と昭和30年代がーつの節になってきているわけ

です。

そうい節を踏まえて振り返りますと，明治時代の利水萌芽時代から戦後の河川総合

開発時代にかけては，治水て利水を一体化して，水を有効に使うということで，デム

というものを媒介としてコントロールしようといち思想が生まれてきたのですが，今

後も，やはり水資源の開発はダムなどを主軸にして行なわれなければなりませんが，

そうして生み出された水を，し、かに有効にかつ，高度利用するかという，水資源開発、

高度利用時代に入っているといえます。その段階において， 何か新しい水の基本法的

なものが，必要な時期に来るのじゃないかというふうな，予測がされています。

すなわち，具体的に申しますと，現在の水利体系を尊重しながら，ーより効果的な地

域連帯性を確保し，将来における理想的な総合水管理体系を確立す7るということを前

提として，自然、の水循環システムのなかにどのように人工の水開発 ・利用システムを

組み込み得るかについてのィ技術的 ・制度的な検討が非常に急がれる時期に来ている

ということです。そういうことで，昨年，国土庁水資源局ができましたが，そこで，

いま最重点、でやっておりますことのー勺が全園長期水需給計画の策定で、あります。そ

してこの計画を足場に，先に申しましだ技術的 ・制度的検討を進め；次の新しい時代
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の水問題に対処しようとしているわけでございます。

司会 水資源問題について，一般国民の受けとめ方は，現在の時点でどんなものな

のでし ょうか。 ここしばらくの間， 全国紙なんかでも水について相当な取り上げ方を

しておりますし，毎年のようにきまって起こる渇水期には，それなりの対応を社会が

しているわけですが。ところで，この前の石油ショックで石油がこないとい う現実を

自の前にして，日本国民の資源確保というのは宿命的な問題であるということを，は

じめてみんなが気付き出したわけで、すね。その時に私，ある人から聞いたんで‘すけれ

ども，石油を大きなタンカーで運んで来るんだけれども，行きは常に空である。あれ

に日本の世界一うまい水を輸出したらどうか。行き先のサウ ジアラピアlとしても，イ

ランにしてもまさに水がない，こちらのガソリンが向こうの水に匹敵するぐらいの価

値があるものだから，ひとつ水を輸出産業に育てたらどうだというような意見を出し

た人がいるわけです。そういうふうに水がわれわれに与えられた貴重な資源て、あると

いう認識は，一つ持っているということですが，反面，それが世界に類がないほど良

質で，しかも豊富であるというような感覚を，まだ，みんな持っているんじゃないで

しょうか。したがって，われわれは水資源問題というものを，渇水が起きた時にはじ

めて，しかもにわかに気がつく ようなことでしょうけれども，民族としてはそれほど

深刻に考えていないのではないか，というような気がするんですが，それはどうでし

ょうか。むしろ，まだまだ豊富であるという感じが強いのではないでし ょうか。だか

ら，そういう現状認識について，何かご意見があればおっしゃっていただきたいと思

います。それと住んでいるところによって，非常に水に対する印象が違うんですね。

同じ日本であっても，そういう感覚が全体的なものなのかどうかは，私もよくは存じ

ませんけれどもね。

北野 それは広域利水の報告書の前段にも書いてあることですね。

山内 そうなんです。したがってわが国の人口1人当りの水資源が欧米の約 ＇Isし

かなく ，きわめて少ないということは，読めばみんなわかるんですけれど，それが身

近な形ではなかなか感じていないということではなし、かと思うんです。最近は，いろ

いろな本にも書かれてはいるのですが。

掲 そのことについては，たとえばイン ド，パキスタン，それに東南アジアでも西

のほうの地域でしたら，季節変化が雨期，乾期の二つに大きく分かれています。一

方，日本の場合は四季ありまして，雨が降らない期間というのは，継続日数では非常

に短いわけです。それに雨量も比較的多い。もちろんそれは，人口 1人当りにすれば

小さな数字ですけれども，渇水の継続期闘が短いということから，全体としてはやは

り水は多いという認識になるのではないでしょうか。ただ，渇水の時には，流量変動

が激しいから，結局のところ，どえらいピンチがくるのですが，その時はその時で我

慢をして来ていたということでしょうか。いずれにせよ，水問題については，人口
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3,000万人とか，そういう時代のなごりの点があって，水に対する深刻さは世界的に

みれば，水の少ない，たとえば地中海とかインド，パキスタンというところからみた

ら，そう深刻には考えられていなかったと感ずるんですが，どうでしょうか。むしろ

日本の場合は，これだけのマンモス都市がいくつもあるというのが世界で例のない現

象であって，その都市問題をとらえた場合に，水問題というものが非常に深刻な問題

になって来ているというふうに思われます。

たとえば，アテネの郊外にマラソンダムと申しまして，これは1925年にできたダム

で，非常にきれいなダムですけれども，これは流域がほとんどなくて，約40億トンの

水を溜めています。流域がほとんどないという意味は，全部他流域からの渓流取水で

ポンプアップしているということです。もうーっさらにギリシャではそノスというダ

ムを造りまして，これも容量が約20億トンぐらいのダムを，今造っているわけです

が，それがアテネまで，えんえんと 250kmぐらいの水路で‘持って来ています。ですか

ら世界的にみますと，水がないところはほんとに水がない。そういうところは逆に生

きるために水に関するいろいろな施策が行なわれています。日本というのは，今まで

水に恵まれ過ぎていたがために，急、に問題が都市問題といっしょに起こって来たとい

う見方もあるのではないかと感じます。世界的にみた場合には， 今いろんな説があ

り，ある面では恵まれている点がありますけれど，都市問題という目で、みた場合には

水問題は非常に深刻なものになっています。ただ，いつもは水が多いということから

今までどうしてもその対策が遅れがちになって来たという感じはありますね。

相原 交通機関で，たとえば道路とか鉄道だと，事が混むとか電車が混むとかいう

のは，じつは毎日の話なんですね。ところが水の場合は，雨がよけいに降る年と降ら

ない年とあって，ある程度以上降っている年は，あまり水のほうは問題にならない。

したがって，何年にーぺんか， 断水騒ぎが起きるという形で，「災害は忘れたころに

くる」というけれども，少し時聞がたつと忘れられてくるとしづ面が一つあります

ね。もう一つは，同じ都市なら都市で，かりに，水道の給水制限などが行なわれても，

ある地域はわりあいに何とかなっている，ある限られた地域に非常にきつくなる。た

とえば，水道の水圧を10%ぐらい制限したとしても，たぶん水圧のある程度あるとこ

ろは，あまり実質的に響かない。しかし非常に高台にあるところは，事実上の断水に

なるというようなことで，給水制限そのものでも局部的にひどく差がでてきます。ま

た，都市をとってみても，たとえば高松市などは，少し渇水になりますと，中心街の

トイレはほとんど閉鎖というようなことがしょっちゅう起きるわけです。ただ，そう

いう強度な渇水が起きるところの都市が少なかったというようなことから，日本全体

をみればわりあい水に対する認識が薄かったということだと思います。

しかし，最近は関東などを例にとってみても，これまでは何年に一度かという渇水

が， 2' 3年おきくらいになりつつあるし，だんだん現実の問題としてとらえられて



44 

L来たのではないかと思います。また同時に，大阪周辺でも，昭和48年の渇水の時には

だいぶ節水の問題の議論が出て，その結果と してa 相当の節水が行なわれたというよ

うなことも聞いておりますし， 最近の新開などのP.R.もあって， しだいに水資源と

いうものに対する認識が高まっているというのが，現状ではなかろうかというふうに

感じます。

川合 実際に，今，みなさんがいわれたように，ある意味では水が非常に豊富だと

いうことも確かなんでしょうね。 しかし， 一方でみてみますと，オリンピック渇水と

いわれる39年の渇水で相当騒いだ。その後も48年の渇水ということで渇水になると騒

ぎ出すというような現状があることもまた事実なんです。

また，現時点の水利権をみてみますと，暫定放水水利権として，全国で年間42億ト

ンぐらいの水利権を与えているようです。これは実際に渇水になりますと水を取るこ

とができない水利権ですけれど，そういった綱渡り的な水利権を与えて，急場をしの

いでいるというような状況からみますと，やはり水が足らないわけで，輸出できるよ

うな水があるというような認識が，ちょっとできないのではなL、かという気がするん

ですよ。そういうことを考えますと，先ほど北野さんがいわれました水資源の限界と

いうこととも関連するのですが，需要の限界をどこに置くかとい うことも考えてみる

必要があるのではないでしょうか。たとえば広域水利の二次報告なんかでも，生活用

水について 1人1日当り sooeぐらいの原単位をみているわけですね。一方，ヨーロ

ッパでは，それが200eから300eぐらいにみているのではないでしょうか。その点で

は日本では，非常に大きな限界を取っているともいえます。といし、ますのも，やはり

昔から，水はいくらでも使えるのだという，日本人一般の認識がある ものですから，

今後の需要を想定するにあたっても，文化的に生活をするためには，たくさんの水が

いるんだというような認識にたつものですから，この辺をもう少し節水することも考

えれば，実際にはもっと水の需要をおさえられるのではないでし ょうか。もちろん，

それはそれで，また非常にむす．かしい問題でしょうけれども。 いずれにせよ，もう少

し考えてみる必要があるのではないかと思います。

北野 みなさん方のご意見は，それぞれ正しいと思います。私は，先ほど歴史的な

経緯を申しま したけれど，やはり日本の民族というのは水田耕作を主体に， 3,000万

人の人口を徳川時代からずっと明治の初めまで養って来たわけです。そう いう ことで

すから，慣仔水利権と してずっと今までも続いておりますが，主な河川の表流水とい

うのは，その渇水流量のほとんどが，農業用水に使われて来ております。しかも関西

から西のほうでは，溜池がたくさんあるということは，それでも足らなかったと ころ

があったという ことでしょう。 しかし， なぜ最近になってこれだけ水が急に足らなく

なったかといし、ますと， 結局，都市用水といるものが急速に，かつ，集中的に特定の

，地域でふえて来たということでしょう。それまでは一般の生活用水というのは，ほと
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んど地下水の湧き出るところに集落ができていたため，地下水を利用しており，工業

用水についても，四大工業地帯は，ほとんど地下水でまかなっていました。したがっ

て，水が不足して来たというのは， やはり30年代から現在にかけての，民族の大移動

とでもいうベきものが，そうし、う地域で行なわれて来たため，地下水にも限界をきた

し，そこで急速にその水源を河川表流水に頼らざるを得なくなって来たわけで、す。そ

のために大量の水資源開発というものの必要性が起こって来たともいえます。

そこで豊富だという認識と豊富でないという認識と両方ありまして，一般の都市の

人間は，水道法でいう豊富，低廉，清潔ということが念頭にあって，どこに行っても

水道というものがあるんだ，またあるべきだという考えを持っているんだと思いま

す。 30年の初めに水道の普及率が確か30%だったと思います。現在，84%になってい

ますが，水道も急速に普及して来ています。しかも，背から渇水のたびごとに水の争

いをめぐって農民の血の雨が降ったという苦労を知らない若い人たちが，都会｛こ集ま

って来て水道のせんをひねればいつでも水が出るんだということで，どんどんアメリ

カ型の消費形態で水を使って来ました。しかし， そういう認識は政策的に転換してい

かなければならない時期に来ています。ょうやく最近になって国民のそう しづ認識が

徐 に々変わって来ていますので，これを行政にどのように具体的に反映して行って，

制度化に結びつけるかということが，いま一番大事な時期に来ているのだと思います。

先ほど川合さんがおっしゃったようなことにも通ずると思いますが，私，そういう感

じが致しております。

司会 だから，昔だって血の雨が降るといわれたように，水争いという ことが非常

に社会問題だったし，昔ーでも決して湯水のごとく使える状態じゃなかったんで、すね。

だから3,000万人から 1億1,000万人に人口がふえた段階で，やはりそれだけの為政者

の努力があって，まだ豊富だという国民の潜在的な認識があるかどうか知りませんけ

れども，そういった形になって来ているのだと思います。と ころで， 際限なくふえ続

ける水需要にこたえられるほど水は豊かでないということは，限界的にわかるわけで

すが，さて今の段階でどう なのかということになりますと，結局，今の需要の状態が

供給余力とは関係なしに，社会的に発生しているよ うですから，せっせとそれに合う

ような水の供給システムをつくって行けば，今の水需要は少なくともまかなえるとい

う段階なのか，それとも豊富だといわれながら，どうやら限界であるとい うふうに認

識すべきなのか，その辺についてはいかがでしょう。

北野 今，全国で約6,700億トンですか，これはわが国で1年聞に降る雨の量を平

均したのでてすがふ要はそれしかないんです。これから蒸発量や，地下への浸透量を除

いたものを人口で割りますと，国民1人当り，毎日およそ13トンの水が使える計算に

なります。これはある意味では国民1人当りの利用可能だ極限水量です。これに対し

て現段階ですでに約2～3トン使っておりますね。広域利水の二次報告をみますと，
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45年の実績水需要量は年間約 800億トンですからね。これは絶対量からいって，およ

そ，その 1/6を使っていることになります。一方，現実の供給可能量はマクロでどう

かということになりますと，さっきいった報告では， 1,300億トンから1,400億トン程

度です。それに対して昭和60年には，供給量は予定どおり行けば l,000億トン以上に

なるんです。そうすると供給可能量の 7割ぐらし、いってしまうんだという ことがござ

いますが，これはあくまで全国的なマクロの話で， しかも供給には経済性そのほかで

限りがあるという考えにたち，だいたい 1年サイクルでならしました時にそういうこ

とになるということです。一方，今，利根川のフルプランの策定作業を行なっており

ますが，利根川，荒川はじめ首都圏には大きな水系が 7つございます。そういったも

のも昭和60年の需要想定に対する，供給可能量はどうか，いわゆる河川の利用率はど

の程度上がるかということを試算してみますと，河川によっては70%から80%ぐらい

になってしまうものもあります。物理的に70%から80%というのは，河川の利用率と

しては供給限界だという一方の試算もございます。それ以上になりますと，べらぼう

に大きな経年貯留の，非常に不経済なダムをつくらなければなりません。だいたい，

常識的に70%から80%，これは神奈川県の相撲川の開発が進みますと，だいたいその

くらいになるようですし，酒匂川，多摩川などもほぼそのくらいに近づくようですが，

この辺が河川にとっては利用の限界でございますね。そうし、う実例もございますので，

私はやはり，大都市圏周辺の河川｜からだんだんとそういう限界に近づいて来つつある

というふう に感じます。

川合 その70%から80%というのは，流域に降った雨を70%から80%まで使ってし

まうという ことですか。

北野 そうではなくて，河川の平均流量に対する利用率というふうにみてもらえば

いいと思います。 したがって， 利根川では年間の流出量約 130億トンに対して，利用

量が80億トンから90億 トンになりそう ですから，やはり 6～7割の利用率になります

ね。

山内 利用量というのは農業用水の計算の仕方で，だいぶその数値が違うんです

ね。とくに反復利用が多いものですから。

堀 そうですね。しかし，いずれにせよ 7～8割の利用率といったら，計画対象年

よりひどい渇水が来たらアウトですね。今のことをもうちょっと数字で申しますと，

利根川の栗橋でかんがい期毎秒 140トン，非かんがい期毎70秒トンという数字があり

ます。これは既得水利ですから，まずこのベースを満たさなければなりませんね。そ

の後の第一次フノレプランから，今のフノレプランというのは都市用水が主体です。そう

いたしますと第一次フルプランで40トンなんです。これは，すでに終わっているんで

すが。それから今見直しているのは，二次，三次あわせまして，栗橋から上流の利根

川水系ではおよそ70トンぐらいでしょう。
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山内 一応， 45トンから60トンぐらいではないでしょうか。下流の開発を含めた利

根川全部ですとだいたい140トンから150トンの間になると思います。

北野 そうすると，かんがい期は，だいたい毎秒320トンから330トンになるんです

よ。年間 130億トンの流量というのは，ならしますと毎秒 400トンですね。だから毎

秒 330トンということは，これはもちろん，かんがい期なのですが，渇水年というの

はだいたい平均年の 7割程度ですから，ならしてもその流量は 280トンぐらいにしか

なりませんので，かんがい期にはこれを越える利用量になるわけです。つまり，いく

らダムを造っても入れるものがないという ことですね。

川合 今は開発量のほうから限界をはじいた話で、すね。しかし，水の価格が非常に

高くなると水をあまり使わなくなるかもしれないわけですね。実際に今後開発する事

業には相当多額の費用がいるだろうし，その水は非常に高いものについてく るでしょ

う。水価格の限界と需要の限界というものは，やはり経済的な水需給のあり方にもつ

ながるのではないでしょうか。

北野 ええ，確かに水の需給というのは，やはりコストを媒介としてのチヱツク・

アンド ・バランスで進行しますので，今のお話も重要なことなのですが，それとは別

にとにかく供給量がどのくらいのコストで，どのくらいまで可能かを検討し，そこま

で需給が伸びて来るかどうかは併行して検討しなければならない問題ですね。結論的

には，需要に供給を合わせるか，あるいは供給に合わせてもっと需要をおさえるかと

いう問題ですね。

山内 今の水価格の問題ですが，現在の水料金があまりにも安すぎるのではないか，

もっと適正な料金を課せば需要を減らすこ とにも役立つはずだという声が，とくに最

近はあちこちで聞かれるのですが。

北野 確かに料金は全体的に安いのだけれど，弾力性の理論からすると，あまりき

かないのではないか。というより，きかないほど，安いんだということかも知れませ

んが。

山内 いってみれば，弾力性が出るほど，料金があがっていないということでしょ

うか。その点，今後，東京都あたりの水道料金の値上げが需要にどの程度，影響する

のか，十分，分析してみる必要がありますね。

司会 このように，水を経済的問題としてとらえられるような価値を，社会がどう

位置っ・けしてくれるかということですね。

堀 水政策と土地政策を比べた場合，本来は水政策の方が，非常にメリットがある

はずなんですね。それが，今はまったく逆の歩みをしているような気がするんです。

その辺を料金問題と結びつけて，何か検討して行く必要があるのではないでしょう

tうミ。

相原 そうですね。 1トン 500円もするようなら，使うほうも随分と考えるでしょ
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うね。

川合 水経済というものに，どのようにアプローチして行くか，またどのように解

決して行く のか， いろいろ問題はあると思うのですが，いずれにぜよ，今後の水問題

の解決を図るためには，避けて通れない問題ではないかと思います。

司会 農業も米作ということで，水の多消費型ですね。そして経済の構造も また，

産業が豊富な水をよりどころにした消費裂が，非常に多いわけです。 都市の使用をみ

ても，やはり水が豊富にあるという前提の生活形態を取っており，いってみれば社会

構造そのものが，水を大量に必m要とするような体質を，すでに形づくっているわけで，

これをにわかにどうこうするという ことは，とうてい不可能なのではないでしょう

か。そうすると，それなら水の供給システムさえ確立されれば，需要に追いつけるか

というと，部分的には，たとえば利根川周辺といういい方をすれば，これは限界に近

づきつつあるといえます。しかし全国的にみれば，水は天からの授かり もので，非常

に変動が多いし，水の需要もまたそれとは関係のない変動が多いわけですから，両者

がうまくかみ合わないと， 需給問題のバランスがとれないわけですけれど，そういっ

た政策とか，開発などをう まく組み合わせてさえいけば，まだわれわれはそういった

消費型社会構造を変えずに，水需給のパランスを取っていけるというふうにみていい

のか，それとも，もうこれは社会構造を変えなければどうにもならないというふうに

みるべきなのか，これはこれからの行政の進め方にも，非常に影響があると患います

が，その辺についてはどうでしょうか。たとえば，東京とかあるいは首都圏とかそう

いうと ころに人が集まって来るというこ とは，一つの避けがたい社会現象であって，

それまでひっくり返すという ことは，とうてい不可能なことですね。やは りそれはそ

れであとで追認するような形の政策でカバーして行かなければいかぬわけですが，そ

れらとの関連において，どういうふうに水問題の話を持って行けばいし、のですかね。

北野 結局，そういう水の足りない地域では限られた資源を，何回にも使う，つま

り1の水を3倍にして使うというようなことを，政策として真剣に取り上げて行かな

ければならないのではないかと思し、ます。

司会 そういたしますと，今いった社会の構造までを変えなく ても，まだ水需給の

バランスを取る手だてはあるというふうに考えてもよろしいのでし ょうか。もちろん

遠い将来は別にしまして， 今はまだ現状認識での話ですので。

北野 現状認識ではそうですね。先ほど，今の延長上に将来の姿を描くことはなか

なか無理だ，転換をしなければいかぬといL、ましたけれど，これは 180度転換という

ことはあり得ないんで，やはり徐々に変えて行かなければいけないんですね。たとえ

ば，まず使うほうの政策として，工業用水と水道用水の使い方についての検討を進め

る必要がありますね。農業用水は横ばいでしょう。水図面積も減る傾向にあります

し。だからこういうところではむしろ野菜供給基地として，必要なかんがい用の用水
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ず三けを重点、にみればいいのではないでしょうか。

司会 しかし，農業政策としては今，畑作かんがいにも非常に力を入れているよう

ですね。やはりそういう点では，農業用水も微増はするんですかね。

北野 微増はし、たしますけれど，それは農業用水の合理化とか，都市化する農地で

減る用水と，ぼくはある程度キャンセルするのではないかと思っています。

司会 農業政策上， そのような水資源問題はどういうふうに認識しているのでしょ

うかね。まだ開発すればあるとし、う前提の農業構造を考えているのですか。

北野 農林省さんのほうは，土地改良10ヵ年計画で，やはり水は今いったようなこ

とで，まだいるんだとおっしゃっていますね。

司会 まだ水はあるという考え方ですか。

北野 いや，あるというのではなくて，いるんだということですね。 しかしそれに

はいるほうと，農業用水の合理化によって生み出された水を都市用水に回せるほうと

を，総合的に検討していただかなければいけないと思います。

司会 しかし， 農業用水だって消費量としては，そのウェイトは非常に大きいわけ

ですよね。

山内 しかも，これから新しく必要となる農業用水は冬場にもある程度水がし、るん

ですね。

堀 その辺は単なる農業というよりも，どうも都市対農業というとらえ方で考えて

いかないとまずいのではないでしょうか。同じ水の開発をするにしても，たとえば都

市用水だけを得るためにダム開発をするという，そういう計画は現実にはあり得ない

んで，やはり水源地あるいは地域開発もいっ しょにやるということも必要なんです

ね。地域の産業の基盤をつくって行くというふう になると，どうしてもそれに伴って

都市への野菜を供給するために畑かんがし、が出てくると思うのです。ですから，単な

る水問題ではなくて，一つの地域問題ということになってく る感じがしますね。です

から，どうも農業だけを切り離して， その水を確保するということはその認識がいか

んということではないでしょうけれど，地域問題として都市と農業とを地域全体のな

かでどう調整を取って行くかという，一つの大きな議論があって，そのなかで水問題

が出てくるのではないて、しょうか。ただ， 今までそうし、う全体のフレーム議論をする

侍に，やはり水が豊富だという認識があって，ちょっとそっちに視点が置かれすぎて

いたんだと思います。しかし，この辺が「広域利水第二次報告書」あたりが契機とな

って，いま視点がそっちに注がれており ，国土庁のほうとしても長期水需給計画でそ

ういう点をフ ォローしていこうという感覚を持っているのです。

相原 今おっしゃられたように，豊富であるかないか， h有限であるかないかという

議論が出ていま したけれど，たぶん現状のままで日本の平均という見方をすれば，ま

だ余地がある という議論はあるのだろうと思Lいますが， ただ，水のあるところといる
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ところが偏在している。したがって，今までのままで水問題の解決をしようとすれば

人間の住むところあるいは工場の立地するとろをかえなければL、かぬという議論，先

ほどいわれたように，水が社会の発展の一つの柱と考えなければならないという議論

が出てくると思います。しかし，現実にある形で進んでいる社会を，ある方向に急激

に変えるということは，事実上，不可能でしょう。それからしばしばいわれることで

すが，たとえば関東なら関東で水が足りなければ，水が豊富である周辺地区から水を

持って来いという議論が，簡単に出てきますけれども，現実にそういうことを行なう

ということは，かりにできたとしても非常に手聞がかかるはずです。いま，有限であ

るとか供給がどうだといっているダムの建設一つにしても， なかなか予定どおり には

できないとしづ現実を踏まえてみますと，当然，総論的な理論以外に，東京とか大阪

とかし、う大都市地域では，何らかの形で水利用の合理化というか節水というかそうい

う方向が，同時に考えられなければならないというのが，実態になりつつあるのでは

ないかと考えます。

司会 それと水対策の遅れとい うことも現状だけを踏まえてみれば，やはりあるの

ではないでしょうか。

相原 確かにいろいろと政府のほうでも，水資源開発を利根川や淀川などの重要な

水系では，それぞれ水系ごとに水需給のフルプランなどをつくられて， 供給目標を定

めており，それに基づいていろいろな開発事業を予定されているわけですが，現実に

はいろいろな事情でなかなか工程が遅れていて開発が順調には進んでいないというこ

とも，また大きな事実としてあるということはおおうべくもないし，今後，ただちに

これらが急速にもとに戻って開発が順調に進むかということについては，いろいろな

むずかしい問題があるようです。

司会 いろいろご意見を伺いま したが，結局のところ基本認識と しては，将来の供

給余力は決してないとはいえない。しかし，これまでの水の供給システムが，今の社

会の需要構造にはまったく合わなくなりつつあるということも事実だと思うのです。

それて、はどうすればいし、かということなんですけれども，水というのは非常に属地性

が強い。したがって，簡単によそのところにあるからそれをそのまま持って来るとい

う形での，水の移動は非常に困難であります。もう一つは，気象条件から，せっかく

の水が十分利用されるような形で，確保されていないということが，今日の渇水とか

いう，水需給バランスが大きく崩れた原因の一つであろうというふうに考えます。そ

れでは，水の供給策として，どういうふうな手立てがあるかということですが，逆に

今までどういうことをして来たかということも含めて，現在は，そういったさまざま

な社会問題を解決しながら，水開発をして行かなければならぬという，非常に苦しい

立場にあると思うのです。それから近年のダム開発にとっての資金不足とか，そうい

った問題について開発を担当しておられる広瀬さんのほうから何かお話しいただきた
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いと思し、ます。

広瀬 その前に，先ほどから水が極限であるという議論を聞いていたわけですけれ

ど，私自身の認識とすれば，日本において水が極限だというのは，将来の国土利用構

想を考える場合には，まだいうのは早いのではないかと思うのです。しかしながら，

水問題を考える過渡的な段階として，水問題には極限性があるということをいうのは

非常に有意義であるとは思っています。たとえていいますと，裏日本にはまTご利用さ

れていない水がだいぶありますが，表日本にはほとんどありません。これは水の属地

性ということを取り払えれば，十分に供給できるわけです。それでも何も， 日本が裏

目本から表日本に水を持って来るということが，世界的にみて膨大な工費がかかるわ

けではありませんし，たとえばアメリカあたりで、は，もっと大規模な導水事業もでき

上がっています。もう一つは，社会が水問題というものを，あまりにも今まで考えな

さすぎてきたということです。たとえば，農業政策一つ取ってみましても，用排水分

離とし、う政策を推し進めています。つまり水を今までの 3倍から 5倍ぐらい使うよう

な結果になるんですね。それから畑かん政策ということが，先ほども議論がありまし

たが，それと水資源との結びつきをどういうふうにして行くのでしょうか。また工業

問題に振り返ってみましても，工場のなかで循環水を使うことと，新しい水を使うこ

ととどちらを採用するかということを，いわゆる公害問題とか水資源問題とかいうこ

とよりも，ややもすれば採算性の面から考えがちであります。さらにもう一つは，人

口とか産業の配置を地方分散とするか趨勢型とするかということもあります。これは

水問題ということが，実際問題としては相当に結びつくわけですね。企画庁の試算に

よりますと，趨勢型といし、ますか，いわゆる現在の三大都市圏に，工業が趨勢として

集中してくるという方向のほうが，水問題としてはかえって問題が少ない。少なくと

も全国的にみた場合，水の総需要としては少なくてすむという結果が出ています。

そういうことをいろいろ考えてみますと，日本の水問題というものは，今まで水の

重要性ということを中心にして考えていなかったのではないか。そのためにいろいろ

な問題が蓄積されてきているのだというような一種の反省期をつくる意味から，水が

有限性であるということも考えていいのではないかという，基本的な考え方に私とし

ては立っております。

では，今まで何とかやって来た水が，なぜ急、に足りなくなったかといし、ますと，私

は三つの要因があるのではなし、かと思います。一つは都市問題と水源池の農業の問

題。第二点には，地下水で今までまかなって来ていたということ。第三点は，私は衛

生問題が非常に大きいのではないかと思います。たとえば山間地でありますと，これ

は環境問題とからむわけですけれども，従来，川の水をそのまま生活に使っていたわ

けです。ところが，水質問題が悪くなったことと衛生思想の発達したことがからみつ

いて，従来のように川の水をそのまま使えなくなったとか，あるいは利便性というこ
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とから，それらが水道にのりかえた，これは下流部においてもしかりです。このよう

な三つの要因がからみ合って，日本の水問題というものが，急に不足したという印象

を与えているのではないかと思うのです。

次に供給側の話になりますけれども，マクロ的な話としては，現在，建設省の所管

事業として，実施計画調査と建設中のダムが 171ダムございますが，これによって開B

発できる水の量というのは年間約142億トン。この142億トンというものがどういう位

置づけにあるかと申しますと，最近の建設省の試算によりますと，昭和60年度段階で

は新規に年間約 270億トンの水が河川に依存する必要があるとしていますし，経済企

画庁あたりのいろいろな試算によりますと，これが年間 200億トンから 240億トン必

要であるとしています。いずれにせよこれらの数値からみますと，先ほどの開発量は

相当に少ない水の量であるといえます。それでは 171ダムについては順調に開発がな

されているかというと，これはまたそう ではございませんで，いろいろの難関がござ

います。その難関というものをマクロ的に分類してみますと， 3つのカテゴリーに入

るかと思います。第1番目は財源調達の問題，すなわち非常にお金が足りないという

ことです。 2番目には，ダム建設をしますと，水没者が多数出ますけれども，その生

活再建対策というものが，現在の補償金では必らずしも十分でないということ。第3

番目には，事業量の増大に対応して技術力を開発，結集していかなければならないと

いう， 3つの問題があろうかと思います。

第1番目の，財源調達の問題ですけれども，本年度だけに限ってみましても，われ

われ建設省の水資源開発関係の予算が，約1,000億円ございますけれども，その1,00ひ

億円にプラスいたしまして，約 900億円の，これは今年の予算額とほぼ匹敵するよう

な金額でございますが，不足が予想されている，ということがいわれております。 2

番目の水没者の再建関係というのは，例の水源地域対策特別措置法ができまして，国

土庁を中心に，いろいろ水源地対策を進めてくれておりまして，非常に明るい見通し

にはなってきましたけれども，これに今後，魂を入れなくちゃならないと思います。

仏はつく勺ましたけれども，魂を入れるのは，今後の問題ではないかということで，

これもいろいろの施策を，国土庁を中心に建設省はじめ，各省、が参加する形で，現在，

進めているわけでございます。 3番目の技術力の開発，結集というのは， 2つござい

まして， 1つは，現実にダムをつくる技術力がいろいろ不足しております。 具体的に

申し上げますと，ダム地点が非常に逼迫いたしまして，地質問題が非常にたいへんな

ところまで、ダムをつくらなければならぬということになりますと，技術者の土木知識，

それも非常に練達の技術者が不足して来ております。これは一朝一夕ではなかなか養

成することができませんので，過去において，ダム建設に従事していたような人たち

を結集して効率的にかつ，集中的に活動していただしという場をつくる必要がある

のではないかというふうに考之ていまず。 2番目には，ダムができますと，それで終
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わりではなくて，ダムがで、きることによっていよいよ水問題の本来の操作が始まるわ

けですが，これを管理する技術者が，また非常に不足しております。それでこれはい

ろいろ現在，検討中でございますけれども，いわゆるシ ミュレーターというものをつ

くりまして，技術者を中央に集めまして，集中的に教育する必要があるのではなL、か

ということで，その開発を進めておるわけです。以上， 町財源調達問題，水没者の再建

問題，技術力の開発，結集というものが，現在あるいは今後のダムの事業を推進する

上においての， 3つの大きな問題ではないかというふうに，認識しております。

相原 私のほうの水資源開発公団ではいわゆる指定水系と呼ばれた5大水系，じつ

はこれに昨年，荒川が水系指定されましたので6水系になるわけでございますが，従

来はこの 5大水系で，政府から指示された水資源開発施設の建設に当たっておりま

す。ところで，今20ほどの建設事業をかかえておりますので，その面からいろいろ，

供給施設建設上の血路とか，そういう点について，先のお話と重複す、る点があろうか

と思いますけれども，お話してみたいと思います。

先ほどからでておりますように，たとえば現行の利根川のフルプランでは， 50年度

までにいくつかのダムが完成しなければならないはずであったのですけれども，実際

にできたのは利根川河口堰一つしかなく，そのほかは遅れ遅れになっているのが現

状です。その第 1の問題点は水源県と受益県とし、いますか，地域の聞での問題があろ

うかと思います。そういうものについて関係者の聞でのいろいろな問題の同意が得ら

れないために，着工までに時間がかかっているということです。ところで地域問題と

してはどのような問題があるかと申しますと，一つにはいわゆる南北問題というよう

な性格，つまり 自分のほうは過疎地場でありながら，非常に繁盛している都市になぜ

水をやらなければならないかという問題がありますし，あるいはまた水の単価が，開

発が進むにつれて高くなるのでー般的にはむしろ貧乏な地域のほうが，あとから水を

開発するケースが多いため，実際に水を受け取る時には結果として非常に高い水を買

うというような問題があろうかと思いますし，そのほかに水源地域開発の問題などが

やはりあろうかと思い主す内そういう問題が 1っと，も う1つは，やはり補償の問題

が出て来ます。これは確かに水没されるほうにとっては，急にダムができて来て，そ

のほうにこれまで住んで・来ていた地援の生活状態を急に変えなければいけないという

ようなことですから，きわめて大きな問題でございます。そうし、う考え方でみますと

現在の補償基準は，どちらかといえば財産補償的な性格が強いものですから，どう し

ても貧しい人々の生活再建という点で，いろいろな問題があるわけです。もっとも，

現実の問題としては，現在の補償要綱というものを極力運用して，目的を達するよう

に努力しておりますけれども，そうしみ問題があるということです。これらの問題に

ついては，今後，まだ解決すべき問題が残っておりますけれども，これまでにも，い

くつかの施策が図られております。 1つは水源地域対策特別措置法ができまして，水
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源地域の整備計画の実施について，受益者側もその事業費の一部を負担するというよ

うなことも含めて，計画が進められるようになったこと，あるいは従来，都市用水を

目的とするダムについては，固定資産税に相当するものが，地元の町村に入らなかっ

たのですが，最近，法改正によりまして，固定資産税に相当するものが入るようにな

ったというようなこともあれその隆路はしだいに除かれつつあります。しかし，そ

うはいっても今後，まだまだむずかしい問題がたくさんあろうかと思L、ます。

とくに最近になって，一番ひどい自に合っていると申しますのは，景気が停滞して

いるというようなこともあって，一方で・は国の予算の伸びが非常に鈍化しておりま

す。その一方，地価はもうこれ以上，上がらないだろうというような思惑もありまし

て，現実にやっている補償がどんどん片づいて行っております。それに物価の値上が

りなどもありまして，一つのダムとか一つの事業で補償が片づくと 100億ぐらいの資

金がすぐにいる，というような事態でございまして，公団自体についていえば，現在，

200～300億ぐらいの負債は負っているような形で，あと払いみたいな形で・過ごしてい

るというようなことでございます。ではこれが今年だけの現象かというと， 今後，や

はり何年かにわたっても続くだろうというようなことになりますと，今や財源的なも

のも，まさにダム建設の大きなネックになっているというのが現状でございます。こ

の際政府などでいろいろな施策をお考えいただし、て，せっかく好転しつつある水資源

開発が順調に進むように，ご配慮いただきたいと考えております。

司会 そうすると当面の課題も将来の問題も含めまして，水需給ギャップを埋める

政策については，十分に成案がある。成案があるけれども，近年の絵濡要抑制などの

一般的な政府投資の落ち込みをもろにかぶって，非常に停滞している結果になってい

るということでしょうか。したがって，この成案がなるかどうかは，固として，水資

源問題をどういうふうに認識するかにかかっていると思うのですが，いかがでしょう

か。いわゆる資源配分， 投資配分といし、ますか， 手立てはあるのではないか。 しか

も，非常にダム建設を中心にした周囲の環境が好転しつつある。 しかもなお停滞して

いるのは，資金が不足しているからである。そういうような問題について，水の資源

配分という面から北野さんからお話いただきたl，、と思いますが。

北野 私は戦後の高度経済成長を支えて来たのは，水と石油であると思っていま

す。石油につきましては，外部に97%頼っているわけですが，やはり水は輸入できな

い国土資源であるわけです。過去，国民総生産であるGN Pと水の消費量というのは

パラレルで来ております。これが将来，どういう姿になるかということですが，人口

につきましては20～25年ぐらいで，わが聞の人口は 1億4,000～1億5,000万，だいた

い静止人口になるともいわれております。そこでわが国の経済成長は，これから安定

成長といっていますが，やはり豊かな国民生活を営むためには，工業生産というもの

を上げて行かなければいけないし，輸出もしなければいけないでしょう。そうな りま
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すと，農業用水については，都市と農村地域の開発という問題がございますが，いず

れは水使用量も限界に来るでしょう。また生活用水についても，ヨ ーロッ パの現状は，

イギリスでもフランスでもだいたい，需要が横ばいですが，いずれ私たちのほうも，

水利用の合理化， 節水といったことから，結局，ある一定限度で；横ばいになって来る

ことになるでしょう。そういたしますと，やはりわが国の将来をささえる水資源とい

うことで，何だかんだといっても，生産増にどの程度水資源が振 り向けられるかとい

うところが，長期的には今後のわが国の将来の発展のかぎを握っているともいえるの

ではないて、しょうか。

最初のお話に出ましたように，国民1人当りの水資源は，アメリカとかソ連の＇／.

だということをいわれてお りますが， ＇！.の水を 5倍にして，対等にいけるかどうか

ということは，やはりこれからの技術開発と新しい制度によって考えて行くというこ

とでしょうか，そういうことを前提において考えてみますと，所得倍増計画以来，わ

が国の経済計画のなかで，水資源という柱が今のところ樹てられていないわけです。

そういうことで供給側である建設省のダム事業と，需要側である，農林，通産，厚生

省、の供給事業というものが，水の需給という面からタイアップした形で， たとえば“水

資源”という柱で経済計画のなかで位置づけするべきだと思います。水需給というの

は将来を見通して非常に長期の計画のもとに重点的に投資をしていますので，これら

がぱらぱらでは非常に具合いが悪いわけです。そういうことで，わが国の経済運営も

高度経済成長から安定成長へと，だいぶ情勢が変わって来ておりますので，この際，

土地とか水とかいった国民生活に密着した新しい柱を新経済計画のなかに樹てること

が必要であると思います。そのなかで水資源関係の公共役資の資源配分を，国として

最重点で考えるにはどのよう lとすればよいか，現在，関係省庁と内々に相談している

というのが現状です。

司会 もう一つ，話題として上げていただきたし、のは，やはり水の利用 方法です

ね。今はもっぱら供給方法として問題をとらえたわけで、すが，利用方法についての政

策といいますかね。

北野 節水，合理化の問題ですね。

川合 水を使うということは，蒸発してなくなる分もありますが，結局，汚すとい

うことにもつながることなんですね。先ほどからも水資源開発といっておりますけれ

ども，それは河川の流量をできるだけ平滑化して， 濁水になった時にも使いたい水が

安定して取れるようにするということなんですが，これはもちろん必要なことですし，

今の時点では水を得るには一番安い方法ですし，したがって，一番急がなくてはなら

ない事業だと思うのですけれど，一度使った水をきれいにしてもう一度使うというこ

とも考えなくてはいけないということですね。先ほど北野さんがいわれましたよう

に，下水の再利用とか工場廃水をきれいにして使うとかいろいろですが， このような
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再利用という事業も一種の水資源開発であるという見方で，ダムをつくることと同じ

ように，あるいはそういうことと合わせて，水の開発を一つ考えて行きたいし，行か

なくてはならないのではないかと思っています。

司会 何か具体的なお話はありませんでしょうか。

川合 現実の問題としては，下水道の処理水を工業用水に直接再利用しているとい

うのは東京や大阪でありますけれど，本来，河川の環境や流況そのほかを考えますと，

下水の処理された水は，原則的にはふたたび河川に返すべきだと思っています。と申

しますのは，もともと，下水の汚い水は処理場がなければ，汚れたまま河川に入って

き，自然の浄化機能や待釈によって浄化還元されてふたたび河川の流況を形づく って

いたものですから，本来ならば河川tc返すのが原則ではないかと思うわけです。 した

がって，そういう ，本来河川に返るべき水をきれいにしてもう一度使うというような

ことは，先ほど北野さんもいわれましたように，やはり総合的な水管理といった目で

河川の環境そのほかを考えまして利用を図るべきだと考えています。利用函で，何か

具体的にといわれましたが，先ほど申しましたように，直接下水処理水を利用してい

るのは東京の江東工業用水道など全国で数カ所ございますけれど二現実に今いし、まし

たような総合的な水管理のもとに再利用をやっているというのは，今のところはまだ

ありませんが，将来はそういうふうな目で、みた下水の再利用を図って行かなくてはな

らないのではないかと考えているのです。

堀 数学的にいえば， 下水道の再利用，いわゆる開放循環系における水利用という

のが一つの問題だろうと思うのです。たとえば，現在，ある東京圏の下水処理場から

あと何年かたつと 1臼して 1,000万トン以上の下水が出るようになるわけです。これ

はみんなが使った水が全部，下水に出てくるという勘定だから，そのくらいの量にな

るわけですが，当然，それはそのまま海に流してしまうのではなし何らかの方法で

ふたたび利用しなくてはならないと思います。 しかし問題は，現在のところ，東京で

は三河島の下水処理場から江東の工業用水へ送っている処理水とか，品JI！の芝浦処理

場から新幹線の品川車庫に送っている処理水の利用などを全部合わせても，1日に約

15万トンぐらいにしかなっていないと思うのです。したがって問題は，現実に処理水

を使う場合，それをどうやって処理し，どこからどこの利用先に送ってやるかという

あたりが，非常に問題になるのだと思います。またそれをやる前にも，たとえば家庭

内における節水を進めるとか，建物内における循環利用を促進するとか，さらに団地

内における水の循環再利用を図るなど，いわゆる開放循環系でない，一種の閉鎖循環

系での利用のなかで合理化を図るなど，水の合理化についてのメニューはほかにもた

くさんあるわけですね。それらを実際にやるにはどういう制度で対応するか，どうい

う方法で水に対する国民的認識を高めて行くのかという問題がすでに起こっているの

ではなし、かと思います。その意味で，先般，水の消費側サイドの都府県や市を中心に
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水利用合理化推進協議会というのができたということは，非常に喜ばしいことで，将

来の水問題に対する布石が投げられたという感じがしています。ただ何せ現在のとこ

ろは，先日東京都の調査結果などが，日本経済新聞に出ていましたけれども，下水処

理水を再利用するにはトン当り 500円から300円のコストがかかり，しかもなお最近の

物価上昇を考えるともっと高くなるというような観測もありますので，やはり都市に

おけるピノレ用水などについては，そのような下水処理水の再利用なども図りつつ，河

川における水資源の開発も合わせて推進して行くというふうに，排水も資源だ仇雨も資

源だということで，事の両輪でやる制度が望ましいのではないでしょうか。そういう

ことで国土庁と しましでも長期水需給計画の策定を今やっていますが，その辺の感覚

をどういうふうにこれに織り込んで行くかということを考えております。これはもち

ろん作文でなくて，実現の問題としてどの程度に織り込んで行くかということですが，

これについては，今後とも各省を通じていろいろと協議いたしまして，そういうもの

をつくり上げていく予定ですけれども，作業をいたしますここ 2年ぐらいの聞はこの

辺が大きな問題であ り，議論の焦点にもなるかと思います。計画に対する一つの大き

な方向づけではないかというふうに思います。

司会 ところで最後になりましたけれども，現在，水資源として貴重な存在である

地下水につきましては，今，地盤沈下というような障害としての現象面が強く出てき

ており，くみ上げの抑制，それは結果として代替水源の確保といった問題に返ってく

るのであろうかと思うのですが，地下水もまた大きな水資源の貯蔵庫になっているわ

けですから，その辺をどういうふうにお考えになっているのか，川合調査官からお話

し願いたいと思います。

川合 現在，水源を地下水に依存している水の需要量は， L、ろいろな数値があげら

れておりますが，およそ年間 130億トンぐらいであると，一応いわれているわけです

ね。これは工業用水，農業用水，上水道に使われているものを合わせての数字でござ

いますが，そういう現状のもとに，日本各地で地盤沈下あるいは地下水の塩水化，地

下水位の低下というような，いわゆる地下水障害という現象が各地で発生しているわ

けです。その結果，最近騒がれておりますように，これらの地盤沈下などに対して何

らかの対策をやらなくてはならないということが，大きな社会問題になっているわけ

ですね。つま り，そういう地域の地下水のくみ上げを規制しなければいけないという

ことでございます。ところで現在，いろいろと議論されております地下水制度案のな

かでも，規制をする場合の代替水源の確保ということが非常に大きな問題になってい

るわけで、す。先ほど年間およそ 130億ト ンの地下水が現在とられていると申し上げま

したが，で~ft，そのなかでどのくらいまでをおさえられればいいのかというのが，重

要な問題なのですけれども，それをどれだけにおさえて，そのうちどれだけの分を河

JI！からの代替用水といったもので補わなくてはならないか，ということが問題になっ



58 

てくるわけでして，それに対する数字は今のところはっきりしたものが出ておりませ

んけれども，われわれと しては，きわめて大ざっぱですが，全国で年間約34億トンぐ

らいの地下水をおさえなければならないのではないかというようなことで，今は考え

ているわけです。しかし，このような地下水の代替水源ということになりますと，や

はりダムの開発やそのほかの手当てが必要だということになり まして， 地下水も水資

源でありますので，それをおさえるためには，やはり別の水の手当てが必要だという

ことで，また水資源開発にはね返ってくる問題になってくるのではなし、かと思うので

す。

司会 それから，地下水を重要な資源として，将来とも単なる保全だけではなしに，

やはりある程度は利用して行かなければならないと も恩われますが，そういう面から

みてどういう将来構想がおありなのでしょうか。

川合 確かに地下水を資源として，ある程度は利用すべきであるとし、う考えもござ

いまして，来年度，一応調査といいますか，われわれが考えておりますのは，いわゆ

る河川の豊水時の水を地下へ人口涌養しまして， 渇水のときにその水を取り 出して使

えるよ うなシステムを作りたいということでございます。今，申しました人工涌養の

システムの把握とその溜養実験のうち，深層地下水を対象にしたものにつきましては，

すでに大阪市で昨年からですが，近畿地建の手で実験をやりはじめておりますけれど

も，それに加えまして，来年度からは新しく浅層の地下水を対象にした地下ダムとい

った構想で‘しょうか，そういう考え方に基づきま した，人工涌養の調査をやって行き

たいというふうに考えているわけです。

司会 まだまだ， いろいろとご意見もおありかと思いますが，いずれにせよ水問題

についての見通しとしては，手立ての成算はあるが，そのためには，今後，解決を図

って行くべき問題がまだ山積しているという感じですので，水問題を担当されるみな

さん方の今後のご努力を期待するということで，それでは時間もまいりましたようで

すので，この辺で座談会を終わらせていただきたいと思います。いろいろと貴重なご

意見をありがとう ございました。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

