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3.-3. 水利用税徴収の可能性

前節で述べたように，企業の水コスト上昇のために自治体が徴収できるものとし

て，協力金，分担金，地方税，使用料の 4種類があるが，このうち，協力金ば企業の

向意を必要とする以上，小さな金額にしかならず，水節約の有効な手段となることは

ない。そして，分担金（受益者負担金）についても徴収できるのはすでに発生した社

会的損失に限られるため，市原市に関しては港湾の後渓費，漁業の直接被害額，ダム

水没者の経済的生活補償費の分しか徴収できず， 1 ffilあたり 2～3円にとどまってし

まう。これに対して，水利用税の形態をとると，1 ffilあたりの徴収額をすでに発生し

た社会的損失に限定せず，水節約の徹底に必要なレベルまで高めることは可能であ

る。つまり，自然の破療などの絶対的損失が最小となるように，工場が必要最小限の

水利用を行なうレベル（市原市に関しては少なくとも 70円／ffil以上〕まで，水利用税

の徴収額を高めることができる。これが水利用税という形態をとることの最大の利点

である。そこで，つぎに自治体が地方税として水利用税を徴収することの制度的可能

性を検討することにする。

(1) 地方税の体系と法定外普通税

自治体が徴収し得る地方税は，地方税法によって細かく規定されている。地方税法

により定められている地方税の現行体系は，次のとおりである。

〈都道府県税〉

① 普通税＊・都道府県民税，事業税，不動産取得税，都道府県たばこ消費税，娯

楽施設利用税，自動車税（軽自動車を除く），料理飲食等消費税，鉱区税，狩猟免

許税，固定資産税（大規模償却資産のみ〉，法定外普通税

② 目的税＊：自動車取得税，入猟税，軽油引取税，水利地益税

く市町村税〉

① 普通税市町村民税，固定資産税，軽自動車税，市町村たばこ消費税，電気ガ

ス税，鉱産税，木材引取税，法定外普通税

② 目的税都市計画税，水利地益税，共同施設税，国民健康保険税，入湯税

地方税法は，以上の税目の種類以外に各税の目課税率も定めている。その規定の仕

方は税目の種類によって異なっていて，一定税率が定められているもの，標準税率

（通常よるべき税率）と制限税率（税率の最高限度）のいずれかまたはその両方が定

められているものなどがある。 このように，地方税法によって細かく税目と課税率が

（注） ＊普通税とは地方公共団体の一般経費を支出する 目的で徴収される税金であ

り，目的税は特定の経費を支弁する目的で徴収される税金で，その目的以外の用途

に税収を使うことができない。たとえば，都市計画税は都市計箇および区画整理事

業の財源にあてられる。
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定められているため，地方税に関して各自治体が独自の裁量で動かし得る範囲はきわ

めて限られている。したがって，以上の地方税の体系において都道府県または市町村

が自ら水利用税というものを創設しよ うとすれば，法定外普通税の形しかとることが

できない。法定外普通税の創設は都道府県，市町村のいずれにおいても認められてい

るが，しかし，その創設は自治大臣の許可を必要とし，後に述べるように許可の3条

件を満たさなければならない。

現在，実施されている法定外普通税は道府県の場合は石池価格調整税（沖縄）だけ

であるが，市町村税としては犬税（実施している市町村数18〕，広告税（ 7），商品切

手発行税（14），林産物移輸出税 （7），文化観光施設税（ 2），砂利採取税（ 6）が

ある。東京都で実施しているのは特別区における商品切手発行税だけであるヘま

た，最近は自治体の財政危機のため，種Aの法定外普通税の新設が各自治体で検討さ

れている。

この法定外普通税の制度を水利用税と同様，社会的是正のための行政的手段に活用

しようという動きがでている。それは昭和48年1月に出された東京都新財源構想研究

会の報告であるが，この報告は法定外普通税と して高速道路適正利用税と航空機煤煙

削減課徴金の新設を提案しているヘ前者は公共サーピスの既存供給能力下での効率

的利用をはかるための混雑防止税の一例で、あって，高速道路の混雑現象を抑制して最

適な交通量を確保するために，高速道路を利用する車に対して課税する。後者は企業

活動あるいはその生産物による社会的損失を企業に負担させるための公害防止税の一

環として，煤煙を排出する航空機の離着陸に課徴金を課し，一方， 機材を改善して予

防措置をとっている航空機に対してはこれを免除するというものである。とくに航空

機煤煙課徴金はここで検討している水利用税と主旨がまったく同じであり，この公害

防止税の新設ができるならば，水利用税を新設することもまた可能である。

(2) 地方税と しての適格性

法定外普通税として新しい税目を起こすことが制度的に可能かどうかを知るために

は2つの問題点を検討しなければならない。 1つは租税学的にみて地方税としての適

格性を備えているかどうかであり，もう 1つは具体的に自治大臣の許可条件に適合す

るか否かである。まず，前者の問題から検討していく ことにしよう。

地方税としての適格性を議論するためには地方税の課税原則を明確にしておく必要

があるが，この原則については必ずしも租税学者の間で統ーしたものがあるわけでは

ない。こ こでは井藤半弥による地方税の原則のう ち，主要なものを紹介する九

① 負担配分の原則 ．負担能力のほかに応益性も加味すること。

② 収入安定の原則：年度関の変動が少なく，安定した税収が得られること。

③ 普通性の原則：税源が一地域に偏在しないで， 全団体に普遍的にある税種で

あって，かつ地方団体の課税の相違によって地域間に移動を
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生ぜしめないこと。

水利用税がこの三原則に適合するか否かを検討すると，まず①の原則については水

利用税は水利用によって得られる利益に対する一種の応益税であり，また.2.一 2.

で詳述したように，市原市で75円；r-rrの水利用税を徴収しても大半の工場の水利用税

／生産額はたかだか 1%くらいであるから，課税対象者の負担能力は十分にある。し

たがって，①の原則にはあてはまる。しかし，②に関しては水の節約が十分に行なわ

れた段階では税収が当初より大幅に減少してしまうし，また，③に関しても各自治体

が共同して水利用税を新設するならばともかく，各自治体が独自の判断でその新設を

進めていく限り， 自治体聞の差は生じざるをえない。このことは水利用税だけでな

く，ほかの公害防止税についても同様で，原則②，③には適合しない。もともと，こ

れらの地方税の原則は自治体に合理的で安定した税収を得させることを目的として考

案されたものであるので，行政的手段としての活用を意図した公害防止税とは本来の

発想が異なっている。すなわち，これらの原則への適合性の有無だけから，地方税と

して適格か否かを判断すること自体が間違っているといえる。水利用税や公害防止税

は従来の税目とは目的がまったく異なる新しい税目なのである。

実際は，従来は安定した税収を得ることを目的として設けられてし、た税目に，行政

的手段としての目的が付加されることがある。たとえば，農地に対する固定資産税に

ついては昭和46年度に税制調査会より， 市街化区域の農地には状況が類似する宅地並

みの固定資産税を課税するという答申が出された。実際にこの答申の内容は大幅に後

退した形でようやく実施されつつあるが，目的は，市街化区域の農地の宅地への転用

を促し，農地を寝かして地価の上昇を待つことを抑制することにある。この場合に固

定資産税は市街化区域の農業従事者を他地域に移動させることもありうるので，③の

原則に不適合な面がでできているといえる。そして，②の原則に関しでも不適格な税

目がある。たとえば，前述の法定外普通税のうちの犬税は 18市町村の 合 計 で 年 閑

1,500万円（昭和－±7年）の税収を得ているにすぎず，自治体の財政を潤すにはほど遠

L、。

以上のように，水利用税は安定した税収を目的とする従来の地方税と異なり，行政

的手段としての活用を企図したものであって，もともと地方税の原則のすべてに適合

する条件を備えていなL、。しかし，この原則についてはすでに不適合な税目を見出せ

ることから考えて，地方税の主要原則のすべてにあてはまらなくても，水利用税を新

しい型の地方税として創設することは可能と思われる。

(3) 自治大臣の許可条件

前述のように，自治体が法定外普通税を新設する場合，自治大臣の許可が必要であ

るが，その許可の条件は次のとおりである（地方税法第261条， 671条）。

① 国税またはほかの地方税と課税標準を同じくし，かつ住民の負担がし、ちじるし
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くならなし、こと。

② 地方団体聞の物の流通に重大な障害を与えないこと。

③ そのほか，国の経済政策に照らして適当であること。

まず，①の条件については水利用税は従来の租税と異なる新しい税目であるから，

当然、満たされる。次に②の条件については仮に使用水量 1ffilあたり75円の水利用税を

徴収するとしても，水利用税が工場の生産額に占める割合は（水節約の結果） 1 %ど

まりであるから，水利用税を徴収する地域だけ，製品の価格が上ることはない。それ

ゆえ，②の条件も満たされる。問題は③の条件である。こ こでいう国の経済政策のな

かに国の企業優先の水政策も含まれると考えられるからである。この企業優先の水政

策とは産業保護のため，工業用水道の建設に多額の補助金を投入し，工業用水道料金

を 5～10円／ffilとし、う非常に低廉な額に据え置く政策のことであるが，そのような政

策が水の浪費を生み，種々の社会的損失を引き起こしてきたことはすで、に述べたとお

りである。国の水政策がこのような方針で進められている限り，水利用税の徴収，と

りわけ75円／ffil以上という金額の水利用税の徴収は国の水政策に抵触し， 国の経済政

策に照らして不適当と判断されると考えざるをえない。すなわち，国の企業優先の水

政策が根本から改められない限り，水利用税の徴収について自治大臣の許可を得るこ

とができないのである。

以上のように，水利用税を法定外普通税として新設し，水節約の徹底に必要なレベ

ルまで課税額を高めることは理論的には可能であるが，法定外普通税の新設に対して

自治大臣の許可が与えられるのはあくまで国の経済政策，水政策に反しない範囲内で

あり，水利用税の制度的実現は現段階では不可能に近い。

3.-4. 工業用水道料金の大幅値上げの可能性

前節まで、の検討によって，自治体が企業の水コスト上昇のためにとり得る 4つの手

段，協力金，分担金，地方税，使用料のうち，協力金と分担金は大幅な水コスト上昇

に有効ではなく，また地方税も制度的実現をはかることが現段階では困難である。そ

れでは，最後に残った「使用料Jという手段はどの程度の有効性を持っているのであ

ろうか。地方自治法は自治体の徴収可能な使用料を行政財産または公の施設の使用料

と規定している。水道や下水道の料金はいわばこの公の施設の使用料に相当するもの

であり，河川法による流水占用料もこの規定に基づくものと考えられる。しかし，こ

の規定によれば，民法第 207条「土地の所有権は法令の制限内において，その土地の

上下に及ぶ」に基づいて私水と して扱われている地下水についてはその使用料を徴収

することはできない。したがって，水コス ト上昇のための行政的手段として，水使用

料という形態を選択するならば，その対象は市原市においては工業用水道だけとなる。

そこで，次にこの工業用水道に焦点をしぼって，その使用料すなわち料金を現在より
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格段に高めることは制度的にどこまで可能かを検討することにする。

(1) 工業用水道料金変更の制約条件

工業用水道事業は産業育成事業かつ公営企業で、あるので，その料金の変更について

はいくつかの制約条件が設けられている。まず，工業用水道事業法の第17条に次のよ

うに料金に関する規定が示されている。

「地方公共団体たる工業用水道事業者は，一般の需要に応じ供給する工業用水の料

金その他の供給条件について供給規定を定め，あらかじめ，通商産業大臣に届け出な

ければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。

2. 前項の供給規定は次の各号に適合するものでなければならない。

一，料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らして公正妥当なものである

こと。

二，料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。

三，費用の負担区分及びその額の算出方法が適正且つ明確に定められている こと。

四，特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと。」

以上の規定によれば，市原市の工業用水道のように地方公共団体（千葉県）が事業

者の場合は上記4つの条件に適合する範囲において料金の決定と変更は事業者の自主

的判断にまかされている。通産大臣による許可制ではなく，届出制となっているから

である。

けれども，市原市の工業用水道も含めて多く の工業用水道事業には国の補助金が建

設費の20～30%も投ぜられているため，その面から料金決定と変更は通産大臣の承認

が必要となる。工業用水道事業費補助金交付規則（通商産業省告示第 323号）の第 6

条に次の規定が設けられている。

「第6条補助金の交付を受けた地方公共団体は，次の各号に掲げる場合において

は通商産業大臣の承認を受けなければならない。

1, 2, 3 （省略）

4 補助金の交付に係る工業用水道の料金を定め，または変更しようとする場合。」

このように工業用水道の補助金政策が自治体の自主的な料金決定の障害となってい

るわけであるが，同時にこの補助金政策が工業用水道料金を低廉にし，水の浪費を助

長している。 まさしく，補助金政策こそが工場の水利用のあり方を根本的に改めてい

く上で最大の隆路となっている。

ただし，ここし 2年の傾向をみると，工業用水道料金を値上げする県，市が相次

いている。たとえば，大阪府は昭和48年4月より，基本料金を従来の5.；：；円；rirから 9

円；rirへ， 川崎市は49年4月より従来の8.7円；rirから11円；rirへ値上げしているヘそ

して，東京都も50年9月より工業用水道料金の値上げを実施する。このよ うに値上げ

が相次いで行なわれてきたのは，工業用水道事業の多くがひどい赤字経営に悩まされ
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てきたからであるが，その赤字経営の原因は最近まで料金が通産省によってまったく

の政策料金として，経営状況とはあまりかかわらず，きわめて低廉におさえられてき

たことにある。しかし，通産省としても各地区の工業用水道事業の累積赤字が増大し

続ける状態を目の前にして従来の政策料金方式を原価方式に改めざるをえなくなって

きている。この通産省の料金認可方式の切替えがここ 1～2年の値上げラッシュを生

んできたわけである。けれども，その値上げ幅は東京都のような例外ネを除いてあま

り大きなものではない。なぜなら，工業用水道の料金原価自体が補助金政策と工業用

水道の特殊条件（給水対象が少ないため配管費用が安いことなど）により，料金に比

べてそれほど高いものではないからである。とくに，千葉県の工業用水道の場合は赤

字分をすでに負担金という名称で企業から毎年徴収しているので， 原価方式の料金に

かわっても企業の水コストの上昇にはつながらない。

このように，基本的には従来と同じ低料金政策を貫く国の方針をみれば，料金水準

を現在の原価，すなわち単に物理的に水 1rn3を得るための原価から，社会的費用も含

めた真の原価へ格段に上昇させることについて通産大臣の承認を得ることは水利用税

の新設と同様，不可能といってよい。この問題についても国の工業用水政策が根本的

に改めない限り，今後の前進を望むことができない。ただし，ここではより詳しい検

討を行なうために，仮に通産大臣の承認が不要であったとして，工業用水道の料金を

高めることが公営企業の観点からどこまで可能であるかを考察しておくことにする。

(2) 料金決定の理論

（注）キ東京都では昭和50年 9月より江東地区工業用水道（下水処理水）の基本料金

が4.5円／rn3から 10円／rn3へ，城北地区工業用水道（河川水）の第一種基本料金が5.5

円／rn3から 15円／rn3へ，第二種基本料金が 8.5門／rn3から30円／rn3へ改定される 0) （第

一種は契約水量中，井戸から転換した水量の半分，第二種は契約水量中の残りに適

用される）。全般的；こ値上げ幅大きく，特に城北地区は値上げ率が約3倍で，他の

県の工業用水道よりかなり高自の料金となる。というのは東京都の場合，他の県で

は例をみない超赤字経営になっているからである。東京都の工業用水道では建設費

に対して一般会計から多額の出資（国庫補助以外に20%の補助〉をしているにもか

かわらず，料金収入は総括原価の%にしかならず，残りの引を一般会計で穴埋めし

てきている。今回の値上げの目的はこのような状態を改める ことにあるが，その大

幅な値上げにもかかわらず，穴壊めできるのはせいぜい今後の赤字発生分だけであ

って，今まで一般会計から繰入れられてきた建設費への出資金十赤字補填金約 170

億円はそのまま放置される。このように国庫補助金以外に，一般会計からも多額の

補助金を投入して，企業の優遇策をとっている工業用水道は全国でもまれな例であ

ろう。
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前述のごとし工業用水道事業法第17条に料金の適合条件が示されているが，その、

適合条件は上水道事業にも共通している。水道法第14条に同様の規定が設けられてい

る。上水道の料金問題については今まで多くの検討がなされてきているので，ここで

はこの上水道料金に関する検討結果を参考にして，この適合条件の意味を調べていく

ことにしよう 。

まず，適合条件のーによれば，料金は事業の能率的経営を前提とする原価が基礎に

なっていなければならない。 この条件は水道事業が地域的独占事業であり，かつ高度

の公益性を有することからして， 当然、のことといえる。水道事業者が料金を怒意的に

高くして，利益を食るよう なことがあってはならないからである。 上水道については

維持管理費，減価償却費，支払利息，事業報酬けを合計して総括原価とし，これを料

金収入額lこ等しくすることが望ましいとされている。しかし，すでに繰返し述べてき

たように，総括原価を物理的費用のみに限定することは水使用に伴う社会的損失を考

慮、しない非常に狭い考え方である。 この総括原価には社会的損失額も算入しなければ

ならない。

けれども，社会的損失には第2章で詳述したように，すでに発生し，損失額が明確

なもの (I）と，今後損失の発生が予想されるものまたは貨幣価値による評価が困難

なもの（II）がある。 ( I ）の社会的損失を総括原価に算入することは比較的容易で

あろう。この場合は工業用水道事業者（県）が水利用者から被害額に相当する額を料

金の一部として徴収し，それを被害者に支払う形態をとることになる。ただし，この

算入額をすで、に発生した損失額だけに限定してしまうと，市原市の工業用水道料金の

上昇はわずかな率にとどまる。前述のごとく ，市原市の場合はすでに発生した損失額

が 1ffilあたり 2～3円にしかならないからである。

水節約の徹底に必要なレベルまで工業用水道料金を高めるためには（II）の社会的

損失，つまり今後発生が予想されるものや絶対的損失の一部を総括原価に算入しなけ

ればならない。しかし，この場合は〔料金収入一物理的費用ー(I）の社会的損失額〕

は水道事業者の利益になってしまう。これは公営企業の趣旨に反する。そこで，この

利益分については県の一般会計へ算入して，税収と同様に扱うことが必要となる。実

際に，赤字経営の上水道事業や工業用水道事業で、は赤字を埋めるために一般会計から

の支出が行なわれ，税収が事業経営に使われているのであるから（たとえば東京都の

上水道事業と工業用水道事業），逆に事業経営の利主主を一般会計へ算入することは可

（注）＊水道事業の事業報酬とは給水サービスを維持増進するために事業内IC内部留

保されるべき額のこ とであるが，一般には次の式により求められる。

事業報酬＝施設改良費＋配水施設拡充費＋企業債償還金一減価償却費等による内

部留保額
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能であろう。

総括原価に算入する社会的損失をすでに発生した損失額のみに限ったとしても，料

金を現在よりかなり高める方法がもう一つある。それは料金体系の工夫である。この

問題に関しては前述の適合条件のーと四で公平さのみが記されているだけで あ るか

ら，社会的不公平ささえ失なわなければ，事業者の判断で料金体系を変えることは可

能である。上水道の料金体系の決定方法として主張されている原則には個別原価主義

と限界費用主義の 2つがある。個別原価主義は料金体系の客観的妥当性を確保するこ

とを目的として， 個々の利用者の料金はそのサービスに要するおのおのの原価をもと

に決定されるべきであるとする ものである。これをもっとも強く主張したのは臨時東

京都水道料金及び下水道料金調査会（昭和37,38年に活動〉である目。 しかし，費用

というものは規模が大きいほど，単価が安くなるため，その主張から出された料金の

算定例は大量使用者ほど 1m3あた りの料金が若干安い仕組みになっている （ただし，

家庭用については救済措置が少しと られている）。 東京都では当時，知事が革新系に

かわったことによって，この調査結果は料金体系の改定には利用されなかった。かわ

って取り入れられたのが，限界費用主義である。限界費用主義とは料金決定の一方法

として従来から主張されてきた負担力主義（利用者の負担能力の差異に応じて料金を

決定する方式）を近代経済学の立場から理論的な根拠を与えたものである。限界費用

とは近代経済学の用語で，供給量を 1単位増加するのに要する費用のことである。平

均費用の長期的な逓増現象が生じている水道事業においては水の大量消費が行なわれ

るほど，限界費用が増大せざるをえない。そこで，各利用者に限界費用に等しい料金

を支払わせることにすれば，大量に水を消費するほど料金が高くなる料金体系がつく

られるヘ東京都における上水道の料金体系は主にこの原則に基づいて30～180円／m3

の段階制料金（50年9月以降）となっている。けれども，利用者の種別と使用水量が

まちまちな上水道においてはこのような限界費用主義による段階制料金をとって，水

需要の抑制の手段とすることは可能であるが，工業用水道，とりわけ市原市の工業用

水道の場合は利用者がいずれも工場であり，また大口使用者であるので，このような

方法をとることは困難である。できるとすれば，工業用水道事業と上水道事業の経営

をいっしょにして， 家庭用料金を比較的安くへ工場などの大口消費者の料金を高くす

る段階制料金を採用することであろうが，実際には雨水道事業はそれぞれ別個の法律

で規制を受け，JJIJの所轄官庁つまり厚生省と通産省によって監督されているわけであ

〈注）＊家庭用水といえども，その水利用は水資源開発に伴うダム水没者の生活破壊

などを引き起こしているわけであり，無駄な水利用はゆるされない。大口消費者と

比べて相対的には安くても，水需要を抑制するよう， ある程度高額の料金を徴収す

べきであろう。
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るから，両者の合体は現実問題と しては不可能と考えざるをえない。しかし，もとも

と，工業用水道事業は産業基盤整備および地盤沈下対策のために，上水道より格段に

安い水を供給するためのものであり，その低廉な水の供給が水の浪費を生み，多くの

社会的損失をもたらしていることを考えれば，工業用水道の存在価値はない。上水道

に併合されていくべきものである。

以上，社会的損失を原価に算入して工業用水道料金を現在より格段に高めることの

可能性について筆者の試論を展開してきた。しかし，いずれにせよ，工業用水道の料

金改定は通産大臣の承認を必要とする以上，現段階では大幅な値上げ実現は不可能と

考えざるをえない。それを実現するためには法定外普通税の場合と同様，国の水政策

の180度の転換を求めなければならない。

3-5. まとめ

以上の4節にわたって，水コスト上昇のための行政的手段について検討をすすめて

きた。その検討結果は次のように整理される。

① 国のPP. P 二法である健康被害補償法と公害防止事業費負担法をみると， P

P.P.法の本来の目的は貫かれていない。具体的に現われる被害損失額だけではな

し絶対的損失の部分的評価額や今後起り得る損失額も含めて企業に負担させ，公害

の発生 ・悪化を未然、tc.防止することにP.P.P.法の本来の目的がある。しかし，現在

のPP.P.法は過去においてすで、に具体的に現われた損失額だけを加害者に割り振る

ものにすぎない。 このような国の P.P.P 法の限界から考えて， たとえ水利用に伴

う社会的損失を水利用者に負担させる法律がつくられたとしても，それによる水コス

トの上昇は2～3円；r-rr程度にとどまる可能性が強く 3水節約を促進するカとはならな

い。したがって，国に新しい立法を期待することよりも，自治体自 らが水コ スト上昇

の行政的手段を模索しなければならない。

② 国の方でも建設省の地下水法（案）のように地下水採取料の徴収を法文化しよ

うという動きがある。しかし，この採取料は地下水の管理及び謁査の財源の一部にあ

てるものであり，東京都の場合を例にとると， 1rrilあたり 0.s円くらいにしかならな

い。同様な性格をもつものとして，河川法に基づく流水占用料があるが，これは 1rril 

あたりわずか001～0.02円のオーダーにある。

③ 一方，自治体が取り得る手段として考えられるのは地方自治法に基づく地方

税，分担金，使用料と制度的裏付けのない協力金の 4種類である。このうち，協力金

は神奈川県の座間市などで検討中であるが，これはあくまで企業の同意を得て金額を

きめるものであるから，水節約を促すほど，水コストを上昇させる ものになることは

ありえない。座間市の案では ldあたりたかだか 1円である。また，地方自治法でい

う分担金は受益者負担金であるが，公害による社会的損失の負担金がこの受益者負担
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金に該当するかどうかは法律学者の間でも意見が分かれるが，仮にこの分担金制度を

水コス ト上昇の手段に用いることが可能だとしても，国のP.P.P.法と同様，それに

よる水コス ト上昇は市原市では 2～3円／rriしかならない。

④ 自治体力：地方税として水利用税を新設する場合は法定外普通税の形態をとるこ

とになるが，法定外普通税の新設は自治大臣の許可を必要とする。水利用税は他の一

般の税目と異なって，税収の確保を目的とするものではないので，地方税の原則を必

ずしも満たしていないが，最近は同様な政策手段として用いられる税目もあるので，

水利用税の新設は租税学的には可能である。しかし，自治大臣の許可の条件のなかに

国の経済政策に照らして適当であることという条件が含まれている。国の経済政策と

は即，水の浪費を促す工業用水政策であるから，水利用税の新設は国の経済政策に抵

触することになり，自治大臣の許可を得ることは不可能に近い。

⑤ 工業用水道料金も地方自治法に基づく使用料の一種である。市原市の場合はこ

の料金の変更も国の承認を受げなければならない。工業用水道事業に補助金が投入さ

れているために料金変更は通産大芭の承認を必要とするからである。それゆえ，料金

原価のなかに社会的損失を含めて，料金を現状より格段に高くすることは国の工業用

水政策が根本的に変わらない限り不可能といえる。

以上のように，工場の水節約を徹底するための最善の手段はプライスメカニズムを

活用すること，つまり，工場の水コストを現在より格段に上昇させることにあるが，

その制度的実現の道はきわめて険しい。国にそのような制度化をほとんど期待できな

いだけではなく，自治体自らが法定外普通税としての水利用税の新設または工業用水

道料金値上げにより，その制度的実現をはかろうとしても，国の工業用水政策との抵

触により，国の許可を得ることができないのである。すなわち，自治体の工業用水政

策は国の政策によって一定方向に固定されており，その変更，修正は法律で強く束縛

されている。したがって，水コスト上昇の制度的実現をはかるためにはまず国の工業

用水政策の不当さを糾弾し，その基本的方針の誤りを社会に強く訴えることからはじ

めていかなければならない。この運動を長く強く展開していくこと以外に水コスト上

昇の道はない。

4. 水節約の；欠善の行政的手段

一一一条例による勧告と命令および協定一一

水節約を進める最善の方法は企業の水コストを現在より格段に高めることにある

が，第 3章での検討で明らかなように，法制度面での制約が多く，ただちに実施する

ことは不可能に近い。そこで，次善の行政的手段として，プライスメカニズムによら

ない方法，すなわち，条例に基づく勧告や命令または協定によって水節約を進めてい

く方法が考えられる。本章ではこの勧告や命令または協定によってどこまで水節約を
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進めることができるか，またはこれらの方法にはどのような問題点が含まれているか

を考察することにする。

4. -1. 条例による勧告と命令

(1) 一律カッ ト方式の問題点

プライスメカェズムによらずに，勧告や命令などによ り，工場の使用水量の減少を

はかる場合， 一般にもっとも考えられやすいのは使用水量の一律カットである。各工

場とも現在の使用水量を何%か減少させる方法であるが，この種の方法は二，三の県

で地盤沈下対策の一環として採用されようとしている。しかし，この方法は水節約に

努力している工場もしていない工場も一緒くたに扱う点できわめて非合理的であり，

得られる効果が少ない。冷却水を例にとって考えてみると， 48年度の報告書7）で詳述

したように，まったく の使い捨てをしている工場では冷却塔を導入して循環利用を徹

底すれば，冷却水の使用量を現状の 1/100～3/100くらいまで減少することができる。

しかし，現在すでに冷却搭による循環利用を行ない，ある程度濃縮運転（たとえば 3

倍）を行なっている工場の場合は濃縮度を 5倍まで上げても使用水量は20%弱しか減

らない。現状での生産を維持することを前提にする限り，使用水量減少の勧告や命令

はいす．れの工場でも技術的に実施可能なものでなければならない。それゆえ，一律カ

ットの方法をとれば，後者の工場における20%弱という数字が一律カ ット の上限とな

る。この工場にとって，これ以上の節減は生産カットを伴うことを意味するからであ

る。しかし，一方，前者の工場は技術的には使用水量を2ケタ下げることが可能なの

であるから， 20%弱という減少幅はきわめて緩いものとなる。

このように，一律カットという方法をとれば，進んだ工場も遅れた工場も同一条件

で扱うことになり，そのカ ット幅は進んだ工場のほうの値で上限をおさえられる。そ

のため，一律カットによって減らし得る水量は現状の10～20%のオー ダーにとどまっ

てしまう。一律カットは考えられやすい方法であるが，それが非常に簡単であるだけ

に，逆に得られる効果も少ない。

(2) 東京都の方式

東京都の公害防止条例には地下水利用事業所に対してその揚水量の減少を勧告でき

る条項（第36条）がある。東京都では地盤沈下対策の一環として，この36条に基づく

地下水揚水量の減少勧告を実施するための作業を 3年前より進めてきている。この勧

告において採用する方法は上述の一律カット方式ではない。各工場ごとに水節約を徹

底した場合の最小必要水量を算出し，その最小必要水量まで各工場の揚水量を減少さ

せる方法を採用している。この方法の採用は，現在の水使用合理化技術の開発状況と

各工場の生産工程ごと の水利用状態を詳しく把握することが前提となっているので，

一律カットのように短期間のうちに実施することはできなL、。かなりの期聞をかけて



島津：水節約の行政的手段に関する検討 （！） 71 

第 5表 東京都における作業経過と今後の作業予定（対象工場：地下水揚水

量LOOOnr／日以上の約70事業所〈合計揚水量約21万n:r；日〉）
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水利JIJ用途の水節約h辺、

J；；よびその不王；＇kit：二ウ1、

ての柑tilt

49ij'-6月

水節約の技術的な1<;!-V＜を定めるための対｜吋淵笠および公害対策帯ぷゴ？に

よる基準笑の検討

公害防止条例施行規則としての地1、水使用合開化法準の策定

地下水使用合理化基準による各工場ごとの最小必要lklii:のt):,'L:;.;＿；：ゴそ

のj設小必要永むまで・の揚水量減少勧告の5t地（Wl限2Jj'f問）

存一l士号より減少釘~~；－に対応した拐水量削減，l[-CTlrH五よぴ＊節約；没liiii呼入計

匝ljのf足"11

各Cr:!J；へ＇F2～3回立八；調1t，勧；！「およびJIillTIどおりに水節約：n:怖をJ隼

入して揚水量；を削減しているかどうかのチエ－~ 'l'および:tkltii*'PJれHil1'0

指導

勧告に｜分に従わなかった工場に刻する制法措択として，その工場おを
八＿，，.
'.L-7.<之

〈注） ホ東京都の場合は現在，勧告しかできないため，勧告期限（ 2年間）の後 に，

唯一の制裁措置として，勧告に十分に従わなかった工場の名前を公表することにな

っているが，今後，より強力な措置をとるために，勧告に従わない場合は命令まで

出せるよ うに条例の改正を検討する必要がある。
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水節約技術の開発状況と対象工場の水利用状態について詳細な調査を行なうことが必

要である。東京都ではこの二つの作業に 1年半以上の歳月を費している。東京都にお

ける今までの作業経過と今後の作業予定は第5表に示すとおりである。

東京都はこのような手順によって減少勧告を実施し，それによって第 1回目の勧告

対象工場（地下水揚水量 1,00'.lrrr1/日以上）の合計揚水量約21万rrN日をその仙の 7万

n:r；日以下まで減少する予定である。東京都の方式は一律カット方式に比べてたいへ

ん面倒な作業を必要とするが，それだけ得られる減少幅は比較にならないほど大きい。

なお，東京都ではこの揚水量の減少勧告を実施するために，工場が遵守すべき水節

約の技術的な基準を定めた。基準の内容については別稿「東京都の地下水使用合理化

基準とその考え方」（次号掲載予定）を参照されたい。

(3) 東京都の方式を踏襲する場合の問題点

以上のように，東京都で、は公害防止条例に基つeいて地下水揚水量の減少勧告を実施

しているが，他県の公害防止条例にも東京都と同様の条項がある。千葉県の公害防止

条例では第39条第 2項において知事はとくに必要があると認めるときは地下水採取の

量を減少すべきことを命ずることができることになっている。それゆえ，千葉県にお

いても東京都と同様，条例に基づいて地下水利用事業所の水節約を促進することは可

能である。ただし，千葉県の場合も，また，東京都の場合も水節約の勧告や命令の対

象はあくまで地下水だけであって， 工業用水道，海水などの他水源には及ばない。工

業用水道，海水などの使用水量を減少させるためには条例を改正して地下水と同様の

条項を設けなければならない。しかし，いずれにせよ，この条例の改正は自治体の権

限で行なえることであり，東京都の地下水揚水量減少勧告のように，自治体が条例に

基づいて水節約を促進し，かなりの成果を収めることは可能であるヘ

ただし，東京都の方式を他県が踏襲する場合，この方式には次の 2つの問題点がる

ることに注意しなければならない。

第 1の問題点l土（2）でも述べたように，各工場の最小必要水量をきめて，勧告また

は命令を出すまで長い準備期間を要することである。東京都の場合は水節約のための

調査を開始してから勧告を出すまで2年半以上の年月が経っている。この 2年半のう

ち，約 9ヵ月は水節約の基準の規則化に関する局内調整に費されている。自治体の公

害行政は東京都の場合も分業化の進行により大きな組織にふくれ上っており，新しい

内容の規制方法を採用する場合は局内の組織問の調整に多くの時間が消費される。こ

のような組織上の問題による時間の消費を別にすれば，東京都の場合，調査開始から

勧告実施まで約2年間の準備期間を必要としていたことになる。

この準備期間のうち，もっとも時聞を食う作業は対象工場における水利用個所ごと

の使用水量の実測とその指導である。対象工場が水を生産財の 1つとして考えている

ならばともかく，手に入る水をあるだけ使っている状態においては水に対する関心昇
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きわめて薄く ，ほとんどの工場は生産工程内の各水利用個所において何rrN日の水が

使われているかを把握していなし、。このような状態においては水利用個所ごとの水量

の実測を一片の文書で工場に要求するだけでは目的とするデータは得られない。工場

を一つ一つ回って，生産工程内部まで立入り，水利用個所ごとの測定方法とそのまと

め方を指示しなければならない。そして，さらに，提出してきた測定データをチェッ

クして，不十分な個所を再度実測させることも必要となる。このような作業を通 じ

（注）キここでは条例によって使用水量の減少を命令で‘きるという前提で話を進めて

いる。しかし，この問題については異論がないわけではなし、。異論は国の法律との

兼ね合いである。すなわち，憲法第94条は「地方公共団体は・・…・法律の範囲内で条

例を制定することができる」とし，自治立法権の根拠を示しているが，ここで「法

律の範西内」の意味， つまり条例制定権の範聞と限界をめぐって議論が分かれるの

である。 ところで，今のところ，水節約の義務化の内容を含んだ法律はまったくな

い。ただし，通産省が工業用水使用適正化法案の立法化を検討中ということであ

る。そこで第 1t＜：：.問題となるのは，法律で規制していない事項について，いわば法

の空白状態において，条例で規制lを加えることが可能かどうかということであり，

第2に問題となるのは適正化法案が立法化された段階においてその規定を超えた減

少命令を条令で行ない得るかどうかである。まず第 1の問題については行政権力作

用を内容とする条例の制定は個別的な法律の委任が必要であるという意見が従来は

あったが，現在では国の法令に違反しない限り，何ら法律の個別的委任がなくても

行政権力的な条例の制定が憲法第94条によって保証されているという意見が支配的

となっている。 しかし，第2の問題については法律学者の間で意見が分かれる。と

くにこの問題は適正化法案が徹底した水節約を目指したものではないだけに重大で

ある。適正化法案がどのような問題点を内包しているかはすでに48年度の報告書で

詳述しておいたが，簡単にいえば，水の浪費を促す工業用水道の普及計画と別個に

論じられている適正化法案はむしろ工場の水の浪費に対する社会からの批判をかわ

すための防波堤の役割を果たすものにすぎない。それゆえ，この適正化法案による

水節約の基準は東京都の基準よりはるかに緩いものになることは確実に予想される

のであって，もし，この法案が立法化され，その制約を受けることになれば事態は

深刻である。しかし， この問題についても最近は，法律による規制基準は国民の健

康と生存を保護するための必要最小限度を定めているのであるから，条例でそれ以

上の基準をつくることは可能という意見が法律学者の聞で、有力となってきている。

したがって，ここではこれらの意見に立脚し，使用水量の減少命令に関する規定を

条例に設けて，徹底した水節約を進めることは法的に可能と考えて，話を進めるこ

とにする酌， 9）。
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て，工場に水に対する関心を深めさせるとともに，行政側も工場における水利用の状

況を詳しく把援することができるのである。

市原市の場合， 48年度の調査において各工場の節約可能水量を試算したが，これは

あくまで限られたデータから求めたものであり，最小必要水量までの減少命令等を出

す場合は東京都と同様，水利用個所ごとの使用水量の実測を指導し，その測定データ

を提出させて，正確な最小必要水量を算出する必要がある。もっとも，市原市におけ

る大口水使用工場は約30事業所で，東京都の対象工場数の約半分であり，また，東京

都の経験を踏まえることにより作業の簡略化が可能であるから，水利用個所ごとの使

用水量の実測とその指導の作業は東京都のように 1年半以上の期間を必ずしも必要と

しないであろう。おそらく， 9ヵ月前後までの短縮は可能であろう。しかし，それで

も水節約方法の検討期閉そのほかを含めると，命令実施までの準備期間としてやは

り1年半前後の期聞が必要と考えられる。 このように，東京都の方式，つまり各工場

の最小必要水量を算出して勧告または命令を出す方式の第 1の問題点は，1年半前後

という長い準備期聞を必要とすることである。

第2の問題点は水節約の方法とその限界を行政側が検討しなければならないことで

ある。東京都では各種設備メーカーの協力を得て，水節約の最新の方法についての調

査を進めるとともに，進んだ水節約方法を取り入れている工場の実態調査を行なっ

て，水節約の技術的基準を作成してきた。 しかし， この水節約の方法，つまり生産工

程内部における水利用方式改善の方法は本来，企業自らが試行錯誤を繰り返しなが

ら，見つけ出すべきものであり，行政側が水節約の方法とその限界をすべてま日ること

はむずかしい。そのため，東京都においても染色整理用水などの 2' 3の用途につい

ては水利用方式の改善が保留となっている。このように，有効な水節約方法が明らか

でなく ，また，その実例もない一部の水利用用途については，水量の減少をあまり進

められない場合が生じる。これがプライスメカニズムを用いない方法の最大の欠点で

ある。なぜなら，もし，企業の水コストを格段に上昇させる手段を講じることができ

るならば，どのような水利用用途であれ， 企業が自ら努力して，もっとも進んだ水節

約方法を開発し，それを取り入れることになるだろうからである。

市原市の工場の多くは石油化学工場であり，東京都の勧告対象工場とは業種がかな

り異なる。それでも，冷却水，排気洗浄水などの共通用途があり，これらの用途につ

いては東京都の水節約の萎準をそのまま取り入れるこ とも可能であろう。しかし，冷

却水に次いで，使用水量のウェイトの高い製品処理および洗浄用水は石油化学工場に

おいては生産工程ごとに特殊性を持つものが多く，その水節約方法を知ることは簡単

ではない。もちろん，丹念に水利用の状況を観察する とと もに，設備メーカーからの

ヒアリング，文献調査，同じ業種の工場の比較調査を行なえば，適切な水節約方法が

浮び上ってくる水利用用途も数多くあると恩われるが，それでも，これらの方法によ
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ってどこまで水節約の可能性を明らかにで－きるかは今のところ未知数である。

以上のように，東京都の方式は調査開始から勧告または命令を出すまで長い準備期

間が必要で‘あること，そして，現在，水節約方法が明らかでない一部の用途について

は使用水量の減少をあまり進められない場合があることの 2つの問題点がある。しか

し，この方式はあくまで法制度の面からの制約によりプライスメカニズムを用いるこ

とのできない現状下の次善の手段であり，多少の問題点が存在することはやむを得な

い。このような問題点があっても，この方式によって使用水量の大幅な減少を進める

ことは市原市においても可能と考えられる。

4.-2. 自治体と企業との聞の協定

もう一つの方法として，条例にはよらず，企業との聞の協定によって水節約を進め

ていくことが考えられる。いわゆる公害防止協定であるが，この方法は公害防止の有

効な行政手段として多くの自治体で用いられている。公害防止協定は主に2つの長所

を持っている。1つは法律にほとんど束縛されないことである。つまり，国の法律に

よる基準を超える規則を条例で課すことはできないという意見が国のほうにあるが，

協定の形をとると，国の法律にはまったく左右されずにより進んだ規制内容を取り入

れることが可能となる。もう 1つの利点は柔軟性があることである。条例による規制

基準は一律基準的なものになって，各工場の特殊性に十分に対応できない場合が多い

が，協定は各工場と個別に調整するため，おのおのの特殊条件を加味することができ

る。

水節約は生産工程内部における水利用方式の改善であるから，各工場の条件に左右

される面が強い。東京都の場合も水節約の技術的基準を設定しているが，その基準の

運営に当たっては各工場の条件によってケースパイケースの判断をしている。したが

って，水節約に関しては柔軟性のある協定のほうが一律基準よりも有効に働く場合が

少なく ないと考えられる。とくに千葉県の場合は今まで公害防止条例よりもむしろ協

定によって公害防止行政を推進してきたことが多いので，水節約についても協定で進

めたほうがなじみやすいかもしれない。

ただし，協定で水節約を進める場合も一律カット方式は有効ではない。 やは り，東

京都の方式と同様，行政側が各工場ごとの最小必要水量を知っていなければならな

い。そのためには，前節で・述べたように，各工場における水利用個所ごとの使用水量

の実測の指導と各種水利用用途の水節約方法に関する検討が必要である。それゆえ，

東京都の方式の問題点，すなわち，調査開始から最小必要水量算出まで1年半前後の

長い準備期聞を必要とすることと，一部の特殊な水利用用途については水節約を進め

られない場合があることの 2つの問題点は協定で進める場合もそのままあてはまる。

プライスメカニズムに額らずに，使用水量の大幅な減少を進めようとする限り，この
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2つの問題点をさけることはできない。

それでは，水節約の促進は条例によっても協定によってもまったく同じ成果を得る

ことができるかというと決してそうではない。公害防止協定の法律上の位置づけにつ

いては，紳士協定説，民事契約説，行政契約説という異なった意見があるが山，協定

は自治体と企業の間の一種の契約であると考えるのが妥当であろう。契約は相手の同

意を得なければ締結することのできないものであるから，いかに世論がパックにある

にせよ，条例による勧告や命令のように行政側の考えを企業側に一方的に押しつける

ことはむずかしい。そのため，協定によって水節約を進める場合は条例に基つく場合

に比べて水節約が不徹底にとどまる危険性が十分にある。このことが協定；こよって進

める場合のもっとも重要な問題点であるヘ

4.-3. まとめ

以上，水節約の次善の行政的手段として，条例による勧告と命令および協定がどの

程度有効であり ，どのような問題点を含んでいるかを考察してきた。その考察によっ

て次の 3点が明らかになった。

（注）＊この問題点とは別に，行政側が水節約の重要性について正しい認識を持たな

いために地下水や排水に関して不十分な内容の協定が結ばれることが多い。 その一

例として， O年3月28日に千葉県及び市原市と企業との聞に締結された「地盤沈下

及び水質汚濁防止に関する暫定覚書」（公害防止協定の細目をきめるまでの暫定措

置）を挙げることができる。

この覚書は次の 2点において進んだ内容を含んでいる。その一つは工業用水法で

は市原市の工場の地下水汲み上げ停止が新しい工業用水道，すなわち房総臨海工業

用水道が布設されてからの予定であったのに対して，この覚書では房総臨海工業用

水道の給水開始を待たずして，工場の地下水湯水量を 8.9万／r.rf日（現状）から 1.3万

rrr／日に減少させることである。もう一つは水質汚染対策として， 工場の排水量 の

固定化を行なし、，排水量の増大による海域のいっそうの汚染にブレーキをかけたこ

とである。しかし，この覚書の内容が48年度の報告書で指摘した水の浪費に伴う種々

の問題点を踏まえた上のものであるかというと，決してそうではない。地盤沈下及

び水質汚染の該本的な改善策は工場に水の節約を徹底させることにあるが，この覚

書では排水量をほぼ一定としている以上，水節約を進めることはほとんど考怒され

ていない。それゆえ，地下水汲み上げ量の減少も，水の節約よりはむしろ既存の工

業用水道の中でのやりくりで進められるものと考えられる。もともと，五井市原，

五井姉崎，千葉の 3工業用水道は契約水量が合計約56万r.rf／日に対して，実使用水

量が34万r.rf／日であるから，既存工業用水道のなかのやりくりで地下水の代替水を
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① 使用水量の一律カット方式は有効ではなく，大幅な減少を目指すならば，東京

都のように各工場ごとの最小必要水量を算出して，その最小必要水量までの減少を進

める必要がある。

② しかし，この方式は最小必要水量の算出まで 1年半前後の長い準備期間が必要

であるこ とと，水節約方法が今のところ明らかでない一部の特殊な水利用用途は水量

の減少をあまりはかれない場合があることの 2つの問題がある。

③ この方式は，条例による勧告 ・命令または協定のいずれの手段でも進めること

が可能であるが，条例の場合は工業用水使用適正化法案が立法化された段階て司法律と

の調整の問題がでてくることが考えられるし，協定の場合も協定があくまで相手方の

同意を必要とする一種の契約である以上， どこまで徹底した水節約を進められるかの

疑問が残される。

このよ うに，条例による勧告 ・命令または協定とい う手段でも水節約の目的をかな

り達成することができる。もちろん，プライスメカニズムを用いる手段にかわる次善

の行政手段である以上，上記②のような問題点がでてくることはやむをえない。否む

しろ，自治体がプライスメ カニズムによる最善の手段をとることが国の企業優先の水

生み出すことが可能である。このように，水節約の徹底という 手法が取り入れられ

ていないこととの裏腹の結果として，排水処理の方法についても基本的に誤った認

識がみられる。排水量を固定化した上で、高度の処理装置，一部のヱ場では三次処理

装置を設置させるのが覚書の内容であるが，流出汚染物質の大幅な減少は単に処理

装置の高度化だけでは達成することができない。現在，市原市の工場は生産工程か

ら排出される種々の成分を含む大量の排水をごたまぜにした後，活性汚泥処理K－通

しているところが多いが，この場合に活性汚泥処理によっ て除去されるのは一部の

汚染物質だけで，大半の汚染物質がそのまま通過してしまう例をいくつかみること

ができる。排水量が大きいだけに流出汚染物質の総量もきわめて大きくなってい

る。このような工場にさらに三次処理装置を設置しても流出汚染物質が若干減少す

るだけで事態はあまり変わらない。種々の物質を含む大量の排水をごたまぜにして

処理すること自体が間違っているからである。流出汚染物質の極小化を目指すなら

ば，水の節約を徹底して排水量を十分に小さくした上で，各種排水を細かく分別

し， それぞれに対して適切な処理を行なうことが必要である。この適切な処理が非

常に高度なものであっても，処理水量が十分に小さければ，その導入が経済的に可

能となる。このよ うに，生産工程まで立入って，そこでの水利用方式を改善し，細

かい対策を講じることが排水処理の基本原則であるが，この点で，今回の暫定覚書

はこの基本原則を踏まえないものとなっている。
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政策によって束縛され，その制度的実現への道がほとんど閉ざされている現状におい

ては，工場の水利用の実態を一つ一つ細かく調べてから工場の水節約を促進していく

という，たいへんめんどうな作業を必要とするこの方法しか自治体に残されていない

のである。

この小論は市原市水資源課と水利科学研究所の協力を得てまとめたものである。デ

ータの入手に関しては水資源課の方々にたいへんご面倒をおかけした。また，法律的

問題に関しては宮野勝至氏（前水資源課）より多くの助言をいただいた。厚く謝意を

表する。
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