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まえがき

地下水利用 適正化調査と

自主規制の内包する諸問題

蔵 田延 男

地下水，という， 20年来，地盤沈下の目のかたきにされていた対象が，両 3年来，

地下水公水論を前提にした，建設省河川法関連の関係者の考えかたや，工業用水法で

はもの足り ないので，総合地盤沈下対策関連の立法措置を進めよう という，環境庁

一一国土庁筋の考えかたが新聞などで報道されて以来，同じ被告席とはいえ，いささ

か異なったムードで，日本の地下水が，多少なり関連のある行政，経済，民生の諸部

門あるいは，地域社会のなかで，格好の話題にされるようになってきた。

自主規制というのは，ほんとうに効果があるのか？

安全揚水量とい うのは，どこまで正確なのか？

地下水のかん測井は，何本掘ったらよいのか？

地下水を使っている場合，料金を取る とすると，どのくらいになるのか？

あるいは，ときには

規制して，地下水がだぶついたら，再開発をするのか？

というような，先取欲E盛な質問がとびでることもある。

こうしたなかにあって工業の用水関連の行政面では地下水問題そもそもの発端であ

る地盤沈下が，ほとんど工業用に揚水する地下水によって誘発されたものであり，ま
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た誘発される可能性が今後とも大きいという考えかたのもとに，工場や事業所のなか

の用水現場では，使用量の削減をはかり，無駄にせず使うことを，行政，技術の両面

から精力的に推進するとともに，多くのぎせいを払って，工業用に地下水を使用する

分を率先して規制してきた。

そして，今後もその方針の拡大充実によって，ほとんど大部分の問題地域において，

地盤沈下や塩水化など，地下水障害を克服できるのではないかという見通して、，工業

を中核とした地域社会の地下水使用の進めかたに注目しているのである。

本稿では，こうした過程において，実施されている地下水利用適正化調査と，その

結果求められる地域ごとの地下水安全揚水量を枠とする自主規制のプロジェクトをと

りあげ，その内包する問題点のし、くつかを紹介し，おおかたの理解を深めていただく

参考に供したいと恩う。

なお今日まで，この全国的プロジェクトを展開，推進することがで、きたのは，通商

産業省の山崎誠二君（現在，四国通商産業局開発業務課長）と，村下敏夫博士（現在，

地質調査所環境地質部主任研究官〕のご両人の不断の努力に負うところが，きわめ

て大きい。本稿をまとめるに当り，ご両人のご努力に対し深く敬意を表しておきた

L、。

1. 地下水利用適正化調査について

地下水利用適正化調査は，工業用水法制定後，約10年を経た，昭和40年 （1965年）

からすでにはじめられている。

当時，せっかく用水法によって地域指定を行なっても，代替水源になる工業用水道

の導入に時間がかかり，その聞に地盤沈下の方はおかまいなしに進行していくという

状態であった。ときあたかも経済の異常拡大期に当っていたせいもあって，指定地域

外にも，水位低下がひろがっていく傾向がだれの眼にも分るような状勢であったので，

放っておいたら，工業用水法の指定効果に影響するし，また新産都市や鉱工業特別措

置法に基づいて，代替水源のあてのないままに企業立地や工場誘致が活発に進められ

ている地域などで，第 2，第3の尼崎や川崎が生まれる可能性が予想できる。しかし

さりとて，地下水の使用をやめにしてしまったら，たちまちお手あげになってしま

う。どうしても，地下水を，そこの地域社会固着の水資源として，大事に使い，効果

的に生産，民生の需要に答えていく以外に手がない……とし、ぅ風に考え，そのために，

地盤沈下や塩水化などの地下水障害がまだ生じていない地域あるいは，生じそうな地

域を含めて，工業の集積度の大きい地域を順に選び，詳細に地下水理の調査を行ない，

そこでどれだけの水量まで使っても差支えないか，地下水障害を発生することのない

揚水量は，いくらであるかという，つまり安全揚水量を求め，その安全揚水量に相当

する水量を枠として，枠内で，地下水の使用者あるいは使用希望者がゆずり合ってま
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写真 1 地下水利用適正化調査のかなめになる水位かん測井の工事

かなっていくように仕向ける…ーという，当時としては，かなり思い切った行政施策

が，通商産業省の水担当部門によって講じられること となった。

もともと，筆者のかつて在職していた地質調査所では，昭和27年（1962年）から手

がけていた全国工業用地下水調査のプロジェクトが， 10年余りの間に，本州，四国，

九州の主要地域の大部分をカハーし切り，今後は，新水源の探索やかん測井あるいは

揚水試験井などを実際に掘さくしてかかる必要を痛感していたのであるが，研究調査

予算では経費的lこ思うにまかせずといった状態で、あったので， この予算費目を行政部

費にくみ替えてもらい，そのかわり，試験井，かん測井が掘さくできるような予算形

式にしてもらうようにしたというわけである。

とにかく，こうして，初年度，まず小手調べとして，ち ょうど 5年前から駿河湾の

塩水が，富士の山ろく平野になだれ込んで，自噴井の水と一緒に湧出する奇現象を呈

していた，製紙王国富士市岳南地域で，地下水利用適正化調査の第 l号調査がはじめ

られたのである。

そして，その第 1号調査によって，

「岳南地域の地下水は，都合4系統に区別でき，工業用に揚水されている地下水は，

富士市で， 30万ni／日，吉原市（このあと41年11月富士市に合併）， 87万rr!.I日，合わ

せて， 117万rr!.I日となっているが，水理解析の結果求めた安全揚水量は，熔岩流より

上の浅い方で， 80万ni／日であり， zoom以深の部分で， 9万ni／日と見込まれるので，
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現実の揚水量は，安全揚水量を， 27万rrl／日上廻っているj。

という結論をえることがて‘きた。

翌41年には，以前から水使用者の聞で，自主的な協議会ができていて，一定の目安，

基準のも とに，地下水の合理的な開発をしていた新潟県上越地域（現在の上越市な

ど〕，染色を通じて，工業用水ということばのそもそもの発祥地ともいうことのでき

る，愛知県一宮，西尾市などを含む一宮地区，さらに阪神工業地帯から転出，移動を

せまられるようになった企業群が，大挙進出してきた，兵庫県明石，加古川，高砂3

市を中心とする，東播地域の，都合3地域について，同じような趣旨で，地下水利用

適正化調査を行ない，以後毎年3地域ずつ消化してきた。49年には 5地域， 50年には，

山形県新庄地域など4地域をとり込んでおり， 51年 3月までで，通算34地域が地下水

利用適正化調査をすませたことになる。

（その全貌については，末尾に付しである，地下水利用適正化調査と地下水利用対

策協議会の概要および同付図を参照願いたい〉。

2. 地下水利用適正化調査の技術上の問題点

学理，理論と，実地の技術，とくに行政と深い関連をもっ必要のある技術部門との

間には，必ずしもしっくりいかない点が少なくない。むしろあえていえば行政に通じ

させるためには，あるていどの矛盾をわり切って筏術，技法を用いなければならな

し、。

30余地域で実施してきた，地下水利用適正化調査でも，それを痛感させられる。途

中から改めるべき点に気付いても，いったん行政部のプロジェクトになってしまうと，

仕様書も工法も，そうそう簡単には直せない。下手にだせば予算が削られ，もとも子

もなくしてしまう。

地下水利用適正化調査は，したがって必ずしも充分なものでないし，調査精度や，

安全揚水量そのもの，あるいは，その算出の仕方などに問題になるところが少なくな

い。学会の理論派にいわせると，行政にへつらってつくった模造品だといわんばかり

である。

筆者は，その最初から関係し，その多くの報告書について監修し，ときには原稿の

書き直し，補筆をしたりしてきたので，ここで若干の反省，論評をさせていただきた

いと思う。

ご存知ない方も少なくないと思うので，調査の内容のあらましを知っていただくた

めに，地下水利用適正化調査報告書のきわめて一般的な目次をまず紹介してみよう。
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00地域地下水利用適正化調査報告書

目

1. 緒言

2. 調査範囲

3. 調査方法

(1) 水文地質調査

(2) 水位かん測井の設置工事

(3) 既設井の調査

(4）水位かんiJ!lj井および既設井によ

る水理解析

。揚水試験

O水質試験

4. 気象

5. 地形

6. 地質

(1）地表地質

(2）地下地質

7. 帯水層

(1) 帯水層の区分と分布

次

(2) 帯水層の水理定数

(3) 比湧出量と湧出指数

8 地下水

(1) 静水位

(2）補給と流動

(3）地下水の利用状況

9.水温と水質

(1) 水温

(2）導電率

(3) 化学成分の特徴

(4) 水質の組成

10.地下水系統と安全揚水量

(1）地下水の系統

(2）地下水流動量

(3) 安全揚水量

11. 総括

なおこれに伴って，たいてい次のような図表の調製が要求される。

調査地域図 i静水位等高線図

調査要図 ！市町村別，水道用地下水使用量の構成

年平均降水量等高線図 ｜市町村別， 自噴水量の構成

月別降水量グラフ ｜市町村別，工業用地下水使用量の構成

年平均可能蒸発散量等高線図 i市町村別，農業用地下水使用量の構成

水位かん測井および既設井，さく井，柱 ［非かんがい期における地下水総使用量の

状記録（地質 ・断面 ・電気検震 ・温度検 ｜ 構成

層図など） ｜かんがい期における地下水総使用量の構

地表地質図 ｜ 成

A層～B層～C層・・ 基底面等高線図 ！ メッシュ ~IJ ， 地下水汲上げ量分布図

推定地質断面図A-A' B-B’一一 ｜水温分布図

地質断面パネノレダイヤグラフ ｜導電率分布図

透水係数等｛直線図 ｜深度と水温図

比湧出量分布図 I pH分布図

湧出指数分布図 ｜硫酸イオン分布図
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ケイ酸分布図 i水理定数一覧表

そのほか所要の水質分布図 ｜市町村別，用途別地下水使用量

水質組成キーダイヤグラム ｜用途別地下水使用量

地下水系区分図 l水質分析結果一覧表

調査地域および周辺の気温・降水量・蒸 ｜地下水系別，帯水層別，地下水の流動量

発散量・余剰水・月別集計表 ｜地下水系別，帯水層別，地下水の安全揚

地質層序表 ｜ 水量

かん誤u井の地磨区分と特徴 ｜地下水の水収支表

（ 〉の部分は右欄の市町村別，用途別地下水使用量で‘代表されることもある。

地域々々で，中身の地名，数字の相具はあるのはむろんであるが，調査費，単価，

仕様書，調査工程，調査対象，調査規模，成果の表現などは，ほとんど似たもので対

象地域の面積，地元の協力（協力のための県負担分の支出，たとえば国費3に対し県

負担分2というようにー・），請負施工業者の理解力や表現能力の相異などによって

中身に多少の開きはあるが，外観は大同小異。行政はあくまで，異常や抜きんでるこ

とを禁じているのでやむをえない。

ところで調査のなかで，経費的に根幹になるものは，地下水位かん測井を掘さく設

置するという部分である。もともと工業用に揚水している地下水の問題は，地盤沈下

対策を標ぼうして出発しているので，深度150m, 200m，場合によると300mあるい

はそれ以上の深度の深井戸を掘さくし，それを用いて，ほかの既設井では求められな

い，ある特定の深度の 1層だけの揚水試験を実施し，井戸の限界揚水量や帯水層の透

水係数，ウエルロスなどの算出を行ない，そのあと，自記記録の水位計や水盤沈下計

を装着して，あとあと水位や地盤の収縮量を，かん測記録できるように仕組むのであ

る。

このかん測井のもたらす記録が，その地区の水使用者たちに，地下水の変動を率直

に訴え，水使用に重大な関心をもたせる貴重な動機を与えてくれるのであるが，こう

したかん浪u井設置工事が，かん測機器，それらの保護工を含めて，一番経費のかかる

仕事になっている。 1地域3～6本の深井戸かん浪u井を設置することになるので，適

正化調査全体を，水井戸さく井の専業者に請負わせる慣習になっている。

行政予算として，何千万とL、う予算となると，深井戸工事のような，見栄えのわり

に金のかかるものが，積算上都合がよいが，そのかわり，地域差のない周一額の予算

がつけばついたで，こんどは所定のメートル数を必す守掘さくしなければならない。ま

た150mの深度の孔を掘って， 50mから140mまでストレーナを切ったのでは，揚水試

験井にもかん測井にもならないので，結局は， lOOm以下の深いところで， 15mか20
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mの帯水層にストレーナをあてがうことになる。

目的とするのが，深層の被圧地下水であってみれば， これでよいのであるが，どの

井戸もそうした深いところの帯水層を対象にしてしまうので，いきおい浅いところの

水層，たとえば，地表面下lOmまでとか， 30m以浅とかの，地表水と関連の深い地下

水を含んでいる帯水層は，相手にされなくなってしまれしたがって，最終的に求め

られてくる数字も，深部の被圧地下水についてのそれであり，それらをかん養し，あ

るいはかん養を直接はしないにしても，その直上にあって，帽子の役割を果たしてい

る，伏流，E参透水，浅井戸の地下水などを含めた，地下浅部の水は除外された格好で，

安全揚水量なるものを算出せざるをえないということになってしまう。

したがって，使用している水量と安全揚水量とを比較する場合，片方で，浅井戸，

深井戸の区別がはっきりしており，深度別に使用量が分っていれば別であるが，それ

が不明確だとこまることが多い。

水位かん演lj井の掘さくによって，静岡市の場合のように，未開発の深部帯水層が発

見された例もあるが，概して深部のほうは，水質，水量ともに悲観的な結果を示して

いることの方が多い。

次に，揚水試験に関しての問題がある。水位かん測井の掘さくにより，ある特定の

予告水層の揚水試験を行なって， 透水係数などの水理常数を求めるが， 何十kmz, 何百

回2のところに， 限られた本数のかん測井しかっくれないので透水係数などの値は一

部分に限られる。 この透水係数にたよって安全揚水量を求めるためには，細かし、地理

的密度で，帯水層ごとに，透水係数が分っていることがのぞましいが，到底数が足り

ない。そこで，地域内の既設井数十ヵ所について，その使用者から短時間借り受け，

揚水試験を行なうことになっている。しかしさく井業者の習慣で何層もの帯水層を串

ざしにした，いわゆる多層取水井に仕上がっている井戸が多いので，せっかく透水係

数をだしても，どの層の値であるか分らなくなってしまう。さらに水位が測れないよ

うに，孔のなかが整備されていない場合や，また東北，北陸の方だと，防寒の意味も

あって，井戸が密閉されていて，測定ができない。水量を測定するにも，装置もつけ

られないし水を流す場所もないというような，さまざまな阻害条件があって，短時

間の借用期間中に，水位上昇試験などを行なって，正確に数値を求めることに，しば

しば難儀するのである。

地下水利用適正化調査ではこれら新設のかん測井や，調査の対象とした20ヵ所から

60ヵ所ていどまでの範囲の井戸について，JI Sの工業用水試験法による水質分析を

行ない，それに基づいて，キーダイアグラム上に，水質組成図を描くことになってい

る。既設井は別として，かん測井のほうは，正味5～6ヵ月間の工期のなかで，かん



蔵田； ：地下水利用適正化調査と 自主規制の内包する諸問題 61 

測井の掘さく工事に手間どると，その分析用の水試料の採取が，工期末に近づいた時

期になり，それから10日なり 2週間なりの分析に必要時間を加え，キ｛ダイアグラム

作製，そして報告書印刷となると，その時点の忙しさは，経験してみないと分らない

類であろう。

地下水使用者個々についての調査は，請負会社だけにはまかせられないので，たい

てい， ZIJに地元市町村が協力するか，あるいは市町村自体が行なっている。さく 井年

次，深さ，孔径，ポンプ能力，ポンプデリベリー，水位の記録，揚水量， 1日のうち

のポンプの運転時間，年間の使用状態などが記入される。工場，事業所以外の水道や

公共施設，銀行，ピノレ，大規模商店，養魚池，消流雪用などの井戸までは対象にする

ことができるが，中小規模の商店や家庭用となると，なかなか実態把握がむつかしく，

さらに農業用となると，自治体としても治外法権で，いっそう調査しにくくなる。い

きおいそうした方面の地下水使用状況は組み入れられず，農業用井戸を除いた使用量

といった具合にして，収支を求めなければならない。こうした点て、も，偏った不充分

な結論しかえられないといわれるゆえんのものがある。

3. 安全傷水量の評価

地下水利用適正化調査の一番のとくちょうは，前節で、ふれたように，現場調査によ

って帯水層別に透水係数を求め，それを用いて地下水の自然、流動量を計算し，安全揚

水量を定める。そして他方， 調査票調査によって，その時点における地下水使用量を

知り，両者の比較から地区ごと，帯水層ごとの地下水収支を明らかにすることが終

局のねらいであるという ことである。つまり この点が地下水利用適正化調査としては，

一番肝心のと ころであり，同時に，金と時間とをかけて求めたデータの浮沈が，

で一挙に決まるのである。

これに関連して，次に述べるような，し、くつかの間題がある。

まずその第1は，必要な断面における，地下水の自然流動量を，ダルシーの公式，

q=KA Iから求めるということに関連している。

q=KA Iのうち

q ：透水断面通過水量，つまり求める自然、流動量で， fill秒単位とする。

K ：透水断面における透水層の透水係数で，m／秒単位であらわすとして，透

水層の性質によっては，場所や部位によって違っており，なるべく多数の

測定値が必要になる。

A 透水断面の面積，すなわち透水部に当る，帯水層の厚さ， X，断固の長さ

（地表の延長） ' m単位。

I 揚水していない状態での，付近の地下水面あるいは地て下水頭の示す勾配。
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写真2 水位かん測施設がすっぽり入る保護工もまわりの景観との調和

を考えてしだいに立派なものができるようになってきた（佐賀

地域の水位と沈下のかん測所，中央平たし、屋根の建物）

ここで，まず調査地域のなかで，どこにどの方向にどれだけの長さ断面を選ぶかと

いうことが，非常に重要な意味をもっ。問題地域に向かつて地下水が流入してくるよ

うなところで既設の井戸が相当数あり，その試験結果が利用できるような…，，そうし

たところでないとまずい。かん測井も，その揚水試験結果を使うため，想定される断

面線上にあるか，それに近い位置にあることがのぞましい。しかし現実には，土地を

無償に近し、かたちで借用でき，しかもかん測管理しやすいところに選ばなければなら

ない面もあるので，かん担I］井のデータを断面計算のとき，ずばり使えるというケース

はきわめて少なくなる。たいていの場合は，その付近の，，ー・ということで，転用する

とし、うことlこなってしまう。

その肝心の透水係数Kは，ふつう× io－•か × 10→ででてくる。 断面積Aは10万dと

か50万dといったオーダーの数値で，また，勾配 Iは1/100前後から 1/700～1/800て

いどまでの数字があてはめられる。しかし水収支をだすのに必要と思われる断面上で，

地質記録，透水係数，地下水面勾配などがそろっていて，これならまずは大丈夫とい

う状態で，タルシーの公式を使えるという事例は，なかなか遭遇できない。

数回の断面上， 2～3ヵ所の井戸の地質記録から，断面積Aを求め， 1～2ヵ所の

透水係数測定値を普遍化して，地形勾配を地下水面勾配の代弁者として用いるなどし

なければならないし，相当距離はなれた井戸の測定値を，断面上の測定値に転用して

計算に臨まなければならないことが珍らしくなし、。
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とくに透水係教の敏いは，すてーに述べたように，その値をそのまま用いることの妥

当性ということが問題になる。堆積相のはげしい変化がみられる，日本の沖積，洪積

層中で， 3×102だ， 5×10-2だといって， 一つ一つは正確に求められていたと して

も，そのどれを採択するか，それぞれに対応するブロック別にして計算するか，ちょ

っとした手際で，安全揚水量は，倍になったり，1/3になったりするというわけであ

る。むろん 4～5kmの断面で一つの帯水層の透水係数が， 2.0～2.6 × io - •m／秒とか

いうような範囲で， 3点か4点でてきたとなれば，これは，お見事といえるであろ

う。

地下水面勾配も 自然、水位を測定して，絶対標高にかん算して求めれば，簡単に求め

られる理くつではあるが，自然水位の分らなくなっている多くのところで，しかも稼

働している井戸が随所にあるなかで，正確に自然流動勾配を求めることは，難事中の

難事である。しかも地下水面勾配もまた1/350をとるか1/700をとるかで，安全揚水量

が倍にもなり， 1/2にもなる微妙な数字である。

このようにずい分J悪条件のなかで，自然流動量をまがりなりにも計算し， 80%とい

う安全係数を乗じて，その結果求められる水量を，安全揚水量としている。これは井

戸 l本ごとの揚水量について，隣接井の影響を受けない状態で，水位が継続して低下

しない限度での揚水量を求めるとき，現場での測定値に80%を乗じて，その水量で，

常時揚水するのがよいと指導している，その80%と関連のある意味をもっている。つ

まり電源などの送配水施設に生じる変動に対応するポンプ揚水量の変化の帽を見込

み，今後隣接井あるいは周辺の井戸の揚水の影響を受けるようになったときの余裕に

もというわけで， 80%とし、ぅ安全係数を用いているのである。

4. 水収支の比較の問題

このようにして，悪条件のなかで苦労しながら安全揚水量が地下水利用適正化調査

の最終段階として求められる。そして，現実の地下水揚水量と比較されるわけであ

る。原則はあくまで，帯水層ごとに，また地域内地下水流動状態によって区分された

地区ごとに，両者の比較が行なわれ，。）地区のB,D層と，伺地区のD層は不足，つ

まり揚水過剰，付地区のB層は，若干余裕ありというような結論がでてくる。そして

この揚水過剰の分については，その地区の地下水使用者に情報を流し，地下水につい

ての理解を深め，節水，使用量の削減を促がすとともに，これからその帯水層の水を

さく井をして取水することにブレーキをかける何らかの処置を，みんなで決めるよう

話しかける。そしてその話し合いの場が， 00地域地下水利用対策協議会の幼核とな

るわけである。

ところで，安全揚水量の地区別，層別および総計の最終決定，使用水量の地区別，
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層別の区分，安全揚水量に対応させる手際はときには，かなり高等微妙な技術を必要

とすることがある。

本文末に添付しである，地下水利用適正化調査と地下水利用対策協議会の概要の表

のなかで，調査時点での地下水揚水量が，調査によって求められた安全揚水量の数値

を下まわっている，つまり余裕があるという風に示されているところが， 2～3ヵ所

見受けられるが，これは全体として余裕があっても，地域内の一部あるいは，特定の

帯水層が集中的に揚水されているため，そこで，重大なピンチが発生しているという

場合もあるしまた調査時点での使用量調査が，使用者を限って行なっていたため少

なかったが，その後調査対象をひろげたため，使用水量全体が増え，安全揚水量との

差がなくなってきたというような場合もある。

駿河湾東部を除くと，事実ほとんどすべて両者は開きがなく，使用量の方が安全揚

水量を上まわっているという結果になっている。細部において，行政的色づけがまっ

たくなかったというと，嘘になるが，水位の低下，地盤沈下の現実発生などの傍証を

考慮しながら，また可及的忠実に調査結果を尊重しながら，揚水の調節～規制lを必要

とする事由を数字の上で，明確に打ちだすことが，この適正化調査の使命であってみ

れば，その行政要求に対しある部分は割り切って，またある部分には問題をのこ し

ながらも，可及的良心的に，数字を調整せざるをえないのである。

しかし数字を調整するときに，一番問題になる頻度の高いのが，農業用水の関連数

字である。表のなかでもでている岐阜県西濃地域の場合，工業用，ビル用，水道用に

関する限りでは，安全揚水量を40%以上も下まわっているが，これに農業用水の地下

水分全量を加えると，一挙に逆転し， －大揚水過剰地域になってしまう。内陸地域の

とくちょうとしてこうした例がほかにも少なくないが，この場合，前にもふれたよう

に，適正化調査の方は，深部の被圧地下水のみを対象にしているのに対して，片方農

業用水の方は，むろん深いのもあるが，深浅区別のつかないままの数字が比較の対象

にされているということがある。

深井戸しか使っていない工業用だけに対して，安全揚水量が多いとか少ないとかい

う場合，あるいは，水道用，農業用を含めても深井戸が支配的に多い場合には，差支

えないわけであるが，愛媛県の道前地域とか，長野県の松塩地域あるいは，宮城県の

仙台～名取地域のように， 農業用に浅層の地下水が大量に使われているような場合に

は，深度別の区別が明確で・なければならないところが，なかなか，その区別がむつか

しく， 2om, 30mのところで，どちらに入れて扱うかといったことで混乱してしまい，

安全揚水量に対して対応させる範囲が容易に定められない場合がある。

また，農業用水，流消雪用水，あるいは養魚用水など，季節的に限って使われる場

合，その地下水の使用量をどのように取扱って日々の安全揚水量に対応させるかとい

うことも常に問題になる。
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たとえば，農業用井戸による揚水量が夏季用水期には，工業用，水道用，そのほか

の用途の水（l、ずれも使用量のピーグにあたる）に加わって，かるく安全揚水量を超

えてしまうが，非かんがし、期になると，工業用，水道用などを合わせただけで、は，安

全揚水量以下で，余裕があるとし、う場合もある。農業用水のなかには施設園芸用の水

源が増えており，今後はこうしたものが，かんがし、期以外に実質的に他の用途の使用

量lこ加わってくることが考えられるので，そうした用途の水が，非かんがい期の使用

量にプラスされ，安全揚水量に近づいてくるという風な，調整も必要になってくるの

である。

また，流消雪用水の場合にも，こうした同じような問題があり，要するに，ある限

られた時期（多く西日本の地域では，夏季）に，安全揚水量を超えることが確実であ

り，またその可能性が大きしそうした安全揚水量を上まわって地下水が揚水される

期聞が， 2週間， 3週間あるいはそれ以上にもなるような地域は，年間を通じて過剰

になっていると ころと，同じ条件として扱っていくことが，地下水の利用適正化の趣

旨からみればむしろ当然だと考えられる。

なお，この地下水利用適正化調査は，現在までに，国のやりかたに則って，長野県

や群馬県でも行なっており，しだいに地方自治体独自に実施する傾向が助長されてく

るものとみられる。

5. 地下水利用対策協議会の実態

地下水利用適正化調査の結果求められた安全揚水量と，地下水の現実の使用量との

比較から，過剰な揚水が行なわれている場合，その減少，削減，さらに今後新設する

井戸の規制jを中心課題として，使用者たちの協議会結成がはじめは自治体から呼びか

けられ， 1年～2年後に00地域地下水利用対策協議会というのができあがる。

地下水を従来無料で占用し，湯水のごとく使ってはばからなかった一部の人たちに

は，寝耳に水で、おれの土地におれが金で、掘った井戸を，おめえ達がガヤガヤいう必要

はない…・・というような人たちもいれば，首をしめられるようなことはご免だとさっ

さと逃げる人も少なくない。しかし， 「あなたの水にしても，まわりが開発されると

だんだん奪われていってしまいますよ。あなたのところの井戸をまもるためにも，ぜ

ひみんなで情報をきき合って，それに応じた自衛策を講じて下さい－－－」というふう

に自衛のためのやむをえない規制であるということから説明していくうちに，「地下

水しかないおらのところは，地下水を野放しで使っていては，おっつかねえや・・ー」

という人もでてきて，何とか協議会が成立するものである。むろん政治的，あるいは

自治体聞の利害関係なども，しばしば介入して，中央との間に入った地方通産局の関

係者や所在県の関係者たちの絶え間ない呼びかけの結果ょうやくにして実を結ぶとい

う楽屋うらがあるわけであるが。
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写真3 地下水利用適正化調査のあとを受けて結果の報告説明会。ここ

ではじめて規制ということが参集した地下水使用者たちに告げ

られる。緊張した場面につながる。

昭和51年3月までに成立，運営されたことのある協議会ば，自主調整の先輩格であ

る，上越および尾西を含め，地域にして23，協議会の現存実数は20に達しており，協

議会加盟会員数は，昭和51年5月現在3,800を上まわる事業所になっている。

各協議会 1年 1回の総会のほかに，それぞれ幹事会，専門委員会を設け，新設井戸

の審査基準を決め，新着の企業や水使用者が申請してくる井戸について，基準に照合

して許可するか，拒否するかを決定する。通したときはそのさく井に当って，申請通

り設置されかるどうかをきびしく 監視する。常時は，各使用者から，水位，揚水量の

月々の報告をとりまとめ，協議会によっては，塩水化に対し， 1年または隔年に，水

比抵抗あるいは直接クローんを分析して，結果を会員にしらせている。水位かん測井

は県あるいは市町村の管理に委ねられているので，その水位変動の記録が年ごとの総

会のときに報告される。

協議会相互に視察団を出し合い，そのほか地下水問題の関連現場をみてまわったり，

講演会，研究会を開いている。水使用合理化の技術指導が積極的にできるのも，この

協議会を通じてである。

地方の各協議会の交流や関係省庁との連絡業務を行なうため， 東京に全国地下水利

用対策協議会を設けており，機関誌『天の水地の水』を発行して，会員全体の啓蒙

を行なっている。すでにその発行部数は4,000を上まわるよ うになっ ている。
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きく井届から場水まで

審査・確認の事務取扱基準

附図 1 ー届出 ~さく井工事開始

附図2.ー さく抱京克了 」 揚水開始

（揚水機設置前）
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昭和 48年 6月

東播地域地下水利用対策協議会

写真4 協議会のなかで，さく弁届から井戸の使

用をみとめるまでの取扱基準がきびしく

行なわれている。東播地域の説明書

6. 自主規制に果たして永続性ありや一一ーその意義と問題点

国会の周辺に地下水関連の立法問題が顔をだした，昭和49年の秋ごろから日常地下

水に関連する，自治体や事業所のなかから筆者らに寄せてくる質問の内容が少し変わ

ってきたことは，確かである。そのなかで，
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写真5 岳南地域の地下水利用対策協議会総会。毎年5～6月に各

協議会の総会が開かれる。このほか東京で中央総会さらに

当番制でどこかの地域協議会が秋の総会の会場を引受ける

ことになっている。

自主規制はほんとうに効果があるのか？

という質問が，それに関連した質問を含めて，守、わぬ人たちの口から発せられる。

筆者はそうした一連の質問に次のように答えることにしている。

自主規制！というのは，現行の地下水使用の慣習が，やみくもな開発や需要に追われ

ているなかで，地下水を使っている人たちが，自主的に使用の調節を行ない，自衛上

新規の参加者には，一定の基準でしか，水を取らさないようにしている仕組みであ

る。放っておけば，どんどん水位が下がり，地盤沈下や，地下水の塩水化などの障害

が進行するのを， 10のところを 6なり 7なりで食い止めて，水位の下がりをにぶらせ，

時聞をもたせているというのが正直なところである。 47～48年ごろまでのように，野

放図な開発が日本列島全体に進められつづけたとすると，いくら自主規制が効果をあ

げようとしても，代替の水源手当てに見込みのつかない限り，なかには窮境に立たさ

れるようなところもでてくるかも知れない…・・と答えることにしている。
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水道にしても，工場にしても，地域の開発が，これでもう満杯，あとは増やさない

という確かな取り決めがない限り，限られたせまい日本の国土のなかで，地主主の開発

ぼう張はさけられないとなると，いくら地下水が土地に固着している一定量の天然資

源，無尽の泉であるとはいえ，一定の時間に揚水できる量は限られており，それがせ

まい土地に群をなして，使用されるとなると，有限の水資源という ことになり，自主

規制をしても，なおおのずからなる限度ができるというのが，むしろ当然というべき

であろう。

使用量の削減がうまくいき，自主規制jの限度の前後のところで，外来水の導入が可

能になれば，自主規制は，そのままで，恒久的に定着してしまうであろう。

法令による規制lの場合は，もともと強引に規制だけというわけにし、かない水資源が

対象であるだけに，不可避的に代替水をもって臨むか，あるいは，水の量の方は，そ

れ以上増やさないような，特別な手段で，地主主社会の維持繁栄をはかるように仕向け

るか，いずれかの入りかたをするであろう。も ともと地盤沈下対策の基本には，国土

保全ゅう先という大義名分があるので，場合によれば，代替水なしにでも規制を強行

しよ うという，環境庁的な考えかたすらでてくるわけであるから，地域によっては，

基本的に考えざるをえない問題になってこよう。

代替水をダムや分水によってうみだしてくるためには，もはやひとむかし前のよう

には，簡単に受入れられなくなってきている。きわめて根気のいる待時間と，おくれ

ればおくれるほど高い水価とが要求され，安心して水の計画がつくれない，不安な年

月が何年とつづいてしまう。規制の方は，法令でやろうと，自主規制でやろうと，代

替水の導入の方は，多かれ少かれ同じような迷路にふみ込まざるをえない。国にして

も県にしてもやる気があればできるものとはいっても，現在のような国民感情，財政

および政治力からみれば，これにもおのずから限度があるとみなければなるまい。

してみれば，地下水使用者として法令規制でされる場合，あるていど国まかせの気

安さもあるにしても，はるかにそれにまさる，きゅうくっさ と不安感とを感じないわ

けにはいかなくなる。

ところで，ここに別な意味で問題になることが， 自主規制の場合に指摘される。多

くの地域協議会の対象地域内には，工場，製造，事業所用のほかに，水道用，かんが

い用などの地下水使用者が含まれている。静岡県の大井川や岳南地域，徳島県の北部

吉野川流域などには， うなぎ，あゆ，ますなどの淡水魚養殖池にふんだんな量の地下

水が使われており，数百の会員が協議会に加わっている。こうした方面では，水の使

用条件が複雑で簡単に水量の削減ができないにもかかわらず，地域によっては，その

ために安全揚水量が脅威を受けている場合すらある。流消雪用水の場合にも同じよう

なことがいえる。そしてさらにもっとわるいことには，協議会の会員に入らずに，地
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写真6 協議会の機関誌『天の水地の水』（紺青色の表紙）

下水をけっ こうな量使っている，いわゆる， アウトサイ ダー的立場の地下水使用者が

少なく なく，せっかくの自主規制lをこわしにかかっているとこ ろもある。

ついでにいわせてもらえ；乙水道水源が飲料水ゅう先の大義名分を利用して，洗車

や撒水やし尻処理場の用水まで，親切にまかなうため，過大な揚水を承知の上で、つづ

けている。それに口がはさめない協議会のよわさという こともある。法令で規制した

としても，代替水を入れてやらない限り ，現行の水質万能の水道法に盲従している水

道事業では，同じことであろう。

こうした規制への不調和な水使用者たちに，強く働きかけることは，効果をあげる
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ためとはいえ，たやすくはし、かない。結局少しずつ理解し合って，協力のムードのな

かに引きづり込む以外に手がないように思う。

ところで，工業用水法施行の場合でも同じで，も しそれを施行するに至らなかった

ら，各地で地盤沈下が，はるかに激化していたことは必至であろう。法が施行きれな

かった場合とし寸， 比較する対象がないのだから，その効果のほどを，数量的に示し

て評価する術がない。自主規制も工業用水に限っていえば，あえて工業用水が率先し

て，身をただし，他に範を乗れる立場に立つ気概にもえて，地下水利用対策協議会の

場を通じて， i監開発になるのにブレーキをかけたことは，それはそれなりに大きな効

果をもたらしているとみられるわけである。もし10年前にさかのぼって， 自主規制lを

実施していなかったら，そして40年代の経済巨大化の波にあらわれていたら，符、島県

の吉野川下流や，兵庫県の加古川，高砂あたり，あるいは新潟県の上越市などは，塩

水が沖積平野を占領し地盤は広い範囲にわたって，海抜ゼロメートル化し， とてもい

まのような地域社会の繁栄はのぞめなくなっていたとも考えられる。

幸いなことに，公害問題に端を発しオイルショックに側面援助されたかたちで地域

社会の生活環境ゅう先の政策が，日本列島全体に差是透していくようになったので，規

制の効果があがりかけていたところに拍車がかけられ，直下型の地震説までとびでて

くるというおまけまでついて，地下水使用者がちょっとばかり考えてくれれば，地下

水障害は喰い止められるどころか，多雨の時期にめぐまれれば，むかしの状態に近い

ところまで戻しうるという実証ができる自信がついたとい うわけである。

今後，これをきっかけに，地下水使用者たちの心意気がたかまれば，自主規制Jによ

って充分やっていける地域が多数でてくるのではなし、かと，ひそかに思う昨今である。

参考のための図表および資料

地下水利用適正化の調査地域の一覧図，地下水利用適正化調査地域と地下水利用対

策協議会の概要を示した表とを次に掲げる。

そのほか，自主規制のそもそもの原点になっていた，千葉県五井，市原地域 （現在

の市原市域，京葉臨海南部地域として，昭和49年6月まで自主規制， 6月28日から工

業用水法の指定地域となった）における，自主規制そのもののおいたちの経緯と，関

連の深い文書の若干を掲載し，おおかたの参考に供したい。

“紳士協定”から出発した干葉県五井・市原地先の地下水自主規制

昭和30年（1955年）前後のころ，東日本への進出計画に基づいて，用地物色中であ
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った旭化成（現在富士市に立地）が，千葉県五井町（現在の市原市の一部）地先で，

井戸の揚水によって，掘抜の自噴井が広い範囲に影響を受ける危険性が大きいことを

感じ，静岡県の方に用地を手当てしてしまった。ちょうどそのあと，今度は，旭硝子

が，ほぼ同じ土地を工場用地に見当づけ，さく井を行なって，揚水試験などを行なう

ことになった。たまたまそこに，丸善石油などが加わって五井，市原地先の 埋立地

660万m2~こ対する，工業地帯形成の原核ができてきた。

現在では，もはや想像のしようもないが， 1958～59年ごろまでは，かつては県内に

2万数千本あったという上総掘りによる掘抜の自噴井が，海岸ー帯にあって，飲用，

のり洗いにさかんに使われていたし，沖合にかけては，のりしびが見渡す限りつづい

ていたのである。したがって，工場が用水を地下水によってえようとすると，必然、的

にこれら掘抜井戸の自噴を殺してしまし、，さっそく補償の問題がだされる。

これを， 深度の面でさけながら，地下水が開発できないものかという ことで，掘抜

井戸の一般の深さ（50～60mまでのものが多かった）よりはなれた 150m以下の水層

の水のみを滋む，これに加えて井戸同士，水の奪い合いをしないようにするために，

工場ごとに水の割りあてをしたらどうかという，提案……といってもはじめは素朴な

考えかたが，現地の工場建設関係者たちの聞から示されたのである。
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地下水利用適正化調査地主主一覧図

。
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県および地
域名

地下水利用適正化調査と

所在市町村

静岡県岳南 富士市，原町，富士川町

新潟県上越

愛知県一宮

！富士宮市

上越市，新井市，柿崎町 i41 
ほか 4ヵ町村

一宮市，西尾市江南市ほ I41 
か 1市 1町

兵庫県東播 i明石市，加古川市，高砂 I41 i市』劫 1市 2町

静岡県西遠 l 浜松市，新居町，湖西町 I42 
ほか3ヵ町村

富山県高岡新 ｜高岡市，新湊市ほか 2ヵ I42 
湊 町村

徳島県北部 l徳島市，鳴門市， 北島町 I42 
iほか 3町

静岡県大井川 ｜島田市，藤枝市，焼津市 I43 
下流 ！ほか5町 ！ 

大阪府泉州

愛媛県道前

泉大津市，和泉市ほか 3I 43 
市 6町

西条市，東予市

a品
τ

必
uτ

A仏
τ

4
4

津

町
更

水

木

清

市

村

市

原

町

島

市
ヵ
一
一
一

FLhd
 

市

か

市

葉
ほ
津
か

千
市
沼
ほ

海

湾
臨

河

葉

駿

京

県

葉
部
阿
部

千
南
静
東

高知県仁淀川
下流

静岡県中遠

香川県讃岐

岐阜県西濃

au宅

p
h
u

に
d

FD

A

U

τ

a

A

τ

s

q

a

伎

町

市

寺

市

野

井

通

ロ

春

袋

益

口

か

S
6
 

町

市

市

市

野

川

村

出

島

伊

掛

町

奴

町

羽

ヵ
っ
“

市

市

5
市

か

市

佐

田

か

亀

ほ

阜

町

土

磐

ほ

丸

市

岐

幻

I i調査時の｜安全揚 ｜ ｜ 
！按娼水揚i水量 : 協議会の名称 l
I 代万rn3／日〉｝（万！！＇.＇！ 日）I I 

40 I 140. o'. 89. o岳南地域地下水利！

I i用対策 ！ 
77.1 52.0 （上の一部） ｜ 

I I I 

9. 91 

43 

11. 2上越水資源開発利l

！用 i
36. 31 60. o＇ 尾西地方工業用水！

I l対策 ! 

17. 6: 4. s＇東播地域地下水利！l用対策 ｜ 

22. l酋遠地域地下水利
；用対策 I 

22. o; 6. t圧川下流地域地下
｜ ｜水利用対策 I 

97. s' 41. 7吉野川下流地域地
｜ ｜下水利用対策 I 

183.613.5～ 1大井川地域地下水！
I 39. o＇利用対策 ｜ 

ベ 7'1 - i 
15. 6; 18. 2道前地域地下水利i

I i用対策 I 
37. 61 28. 0 （工業用水法指定

！ 1地域に組入れ） I 

69.5' 63.0賞瀬川地域地下水！
｜ ｜利用対策 ！ 

… 川 ｜
23. 8 17. 5中遠地域地下水利

｜ 用対策 ｜ 

11.0' 3.4中讃地域地下水利｜

i l用対策 ！ 

306.51 150.01西濃地域地下水幸IJ~ 
｜ 1用対策 I 
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地下水利用対策協議会の概要

協 議 会！協議会 ｜
設立年副 会員数 ｜ 取水基準など協議会の実績

（昭和51年 5月現在）

地域の主
動観測井

42 

(46) 

34 

36 

43 

44 

45 

44 

44 

48 

49 

47 

48 

（井戸時（300m＜川ンプ吋径ω剛（ 00 
～65(100～150）～50，工水に先に転かんするものに工
水料金の一部負担 26万d

(46年から岳南地域の一部として加わる，ただし取水
基準は別〉

49i井戸の新設変更は専門委員会のみとめたもの47～48年
に20%削減てんかん済み

2341 f (300m ＜） ～l,500m1／日 （150～300）～1,000(100～ 
l150）～756 (lOOm＞）～禁止

1061 ( (300m ＜）～1,000m3／回（150～300）～750(100～150〕
｛～500(>lOOm）～禁止。井戸の新設変更をきびしく規
l制

6661井戸間隔， ポンプの吐出口断面積などを詳細に規定し
ている

351ストレーナは制限せず南部で2,000ffil／日北部で 1,000
ffil／日に制限

281揚水量を最大下流で2,000ffil／日，上流で1,500m1／自に
規制，50年度中に工業用分 1/2に削減

1, 0731 2つの地区で88, 52, 37cm2 のそれぞれが最寄りの既
設井の88, 52, 37cm2のものと75～zoom以上はなれて
いなければならないと規定している

241地区により日量1,000, 1 , 200および2,400m1 以下に告~
限

4 

4 

2 

2 

3 

3 

9 

4 

3. 

4 

531工水法組入れられる前3年聞は地区ごとにストレーナ ｜ 3、
ポンプ吐出口を制限

136 

261［井戸間隔ポンプ吐出口断面積などの詳細な基準を設計
｜規制

so: 800m1／日以下に制限。水利用合理化によっても足りな
lいときに限り認められる

1171 揚水量l ， ~OOffil／日 ， 5, 00ffil／日ごとに 4 地区に分け， そ
｜れぞれポンプ吐出口の径（80～65mm），ス トレーナ深
1度（70～25m以深） と規定している

4 

& 

4 

5 

3, 
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域県お名よび地 所在市町村 調年 地下水揚 全揚l「安 1水量 水量
！ 査次l: 〈万四3／日〉 （万m3／日〉

協議会の名称

長加師｜松本市塩尻市間 ／45 / 27.21 
訪 ほか 5ヵ市町村

千葉県醐 市川市船橋市間 46 37.21 13.6 （工業用時服
市ほか6市 地域に組入れ）

徳島県上板麻｜｜板野町，上板町ほか2町 46 （徳合島県七部地域吉下野水川下流地域地
名 にまれる）利用対策

茨城県鹿島 神町栖村町，鹿島町ほか5ヵ 47 9.5 3.6 

静岡県静清 ｜静岡市，清水市 47 53.2 46.81静用対清地策域地下水利

佐賀県佐賀 ｜佐賀市，大和町ほか4町 I47 I 2. 51佐賀市地下水利用
自主調整

青森県青森 青森市，蓬田村 48 13.3 19.4 

長野県善光寺 長野市，中野市，須坂市 48 16 4 
平 ほか4町

石川県手取 金沢市，松任市，辰口町 48 63.7 85. 
川，さい川 ほか6ヵ町村

山形県米沢 米沢市，南陽市ほか 49 12.4 12.3 

新潟県長岡 長岡市，小千谷市ほか 49 37.5 11 01 ー

富山県富山 富山市，婦中町ほか 49 43.6 53. 91富山地域地下水利
用対策

香川県高松 ｜高松市，志度町ほか I 49 I 7.8中讃地策域地下水利
｜用対協と合同

群馬県東毛 伊勢崎市ほか 49 16. 16. 61 

山形県新庄 新庄市，金山町ほか 50 

宮城県仙台名 仙台市，名取市ほか 50 8.3 
取

山梨県甲府 甲府市，山梨市ほか 50 37.6 

北海道釧路 釧路市ほか 50 

（注） 1. 取水基準は例として一部を示した。静岡県では昭和50年以降県条例が制定され基本的には条例：三

よるようになったので部分的にはいままでの基準が変更されたと乙ろがある。

2. 観測井の数；ま乙のほかに地方自治体独自のものが多数存在している。



協議会｜協議会
設立年次｜会員数
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取水基準など協議会の実績

現地にはすでに地下水利用対策協議会ができている I 5 

3 

6 

51 ｜約 500 5 

48 11 46年の取水実績により52年を目標年次にして削減計画 ｜ 5 
を進めている

現地ではすでに協議会ができて規制を行なっている 3 

4 

b 

6 

4 

49 4 

49 3 

4 
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井戸 1本当りの揚水量は，旭化成の試験井戸から求められたが，井戸と井戸との間

隔をいくらにすれば，井戸同士の閑の水の奪い合いを最小限lこ抑えられるかという点

になると，観測井を併置した試験で分るものの，実際に井戸群として， 660万mzの土

地全体として銭かう場合に，実際にいくらにすればよいか，なかなかむつかしい問題

であった。

ところが，たまたま，千葉市内に県内大手先着企業として， 川崎製鉄の千葉製鉄所

があり， 印綴沼の水利権交渉未解決のまま， 30数本の深井戸を使って，日量4万fillほ

どの地下水を揚水しており，井戸の揚水量は，排砂のあるなしの境で推測し井戸同

士の間隔は，さく井群を仕上げる途中の経験から 300mはなせば，おおむね問題がな

いという，実地の成果をえていた。こんな関係が分ったので，地下水理的に一連，ほ

とんど同じようにみられる場所柄， 60nlI時， 30Qm間隔とし、う井戸の揚水条件を，先

に述べた150m以深のみから取水するということとあわせて，深井戸を掘ろうという

新来企業のみなさんにはかるような仕組みになったのである。このところ，実際に第

1期11社の関係者の聞をとりもって，熱心に説得しまわったのは，当時の丸善石油の

渡辺鼎氏であり，どこでも何でも， 1人プロモー トする人がし、るかし、ないかで， こ

との成否が決まるように，ここの場合にも，同氏の奔走努力によるところすこぶる大

きいのであるが，とにかく，外に自噴井の脅威，内に渡辺氏らの努力があって，企業

関係者同士で話し合いをしようという機運がでてきたのである。

昭和31年（1956年）工業用水法の制定がなされ，それに前後して，地盤沈下の脅威

と被害の実情が，マス コミに広くかっ深刻にとりあげられていたので，企業関係者の

関心も，新天地を尼崎や川崎のようにしてしまっては台無しだという危慢があり，そ

れが地下水の使用について，かりに一時的であるにせよ，深い関心を寄せざるをえな

いように仕向けていた・－－ということも忘れることはできなL、。

とにかく，こうしてわずか11社であったにかかわらず，ほとんど 2年間ああでもな

いこうでもないの議論がたたかわされて， 1960年初頭になってはじめて，地下水利用

自主調整委員会が発足する運びに至ったのである。

企業者たちが，それぞれ紳士であり，紳士は申し合わせ事項に対し，よほど特殊な

事情のない限り，誠実に守り抜くという，いわゆる“紳土協定”なるモラルの上に立

って各社問に調印が行なわれたのである。委員会の名称は，時節柄地盤沈下防止を標

ぼうした名称となったが，中身は要するに，“後世”の地下水利用対策協議会のモデル

になるようなものであった。

モデルとはいっても，ある意味では，試行錯誤のくり返しで， 60nl／時， 30Qmの上

に660万d全体の揚水量を， 日量 6万nl以内という枠を冠せたが，委員会発足後，入

会してくる小面積の企業者が，この条件では自分の敷地に井戸を掘れる場所がなくな

ってしまうとか，隣接地が公共用地のような場合， 30Qmの井戸間距離を活用させて
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もらわなければ，取り損ないがでるから，そうさせろとか，少ししか使わないのだか

ら， 50mに間隔を縮めてもよろしいじゃないかなど，さまざまな派生問題に，私たち

委員は，頭をなやまされつづけたものである。 1962年，まる 1年後には，五井，市原

地区として，さく井基準の改正を行ない，さらにその後，いく ばくもなくして姉ヶ崎

地先に至る出光石油などを含む広範な南部一帯に，この“紳士協定”を拡大するように

なったのである。

なお，今後の参考のため，この初期の地盤沈下予防対策協議会の関連する協定書，

委員会規則および取水基準ならびに工場建設委員会から地盤沈下予防対策委員会への

問題提起などについて， 若干の重要点を当時の公文書から拾いあげてみよう。

協定書は，昭和35年（1960年） 1月， 地盤沈下予防に関する協定書と して， あっせん

役としての知事（当時柴田等）を含め，12者の間でとりかわされている。

その第 l条に，委員会は各社の工場用に供する地下水取水による地盤沈下の予防を

計ることを目的と し，揚水水位の限界を維持するため，過度の揚水を防止する措置を

講じるものとし，必要な指示勧告を行なうものとすること。…－とあるが，ここで揚

水水位の限界を維持するためい…ということばがある点に留意していただきたい。地

盤沈下や塩水化，とくに地盤沈下が，その地区のあるレベル以下に揚水水頭が下がっ

てしまうと，発生進行し，そのレベル以上に保たれていれば，沈下しないとい うこと

は明らかな事実であり，これを当時まっ先に協定書にうたい込んだということは特筆

に値するといってよろしかろう。五井，市原の場合，地表面下 6mのレベルをその限

度目標深度とし揚水井のなかでは，ウエノレロスなどを考慮し， lOm前後まで下がっ

てもよいという判断をしていた。当時自噴していた新設井は60ttl／時の揚水量に見合

った水位降下は4～6mの範囲内であったので，それに見合って充分余裕があった。

委員会規則は1962年11月制定，知事に県職員，各社選出者，学識経験者のほかに，

お目つけ役というわけではないが，通産省関係職員を加え， 23名で，半数以上出席で

委員会成立，出席委員全会一致で議決できるという態勢であった。事務局は結局県の

商工労働部におき，現地といっても，建設初期で，適当な場所もないので委員会はい

つも県庁舎で関かれていた。

こうして，とりあえず，目安と して60ttl／時， 300m以上の間隔をもってきく井がはじ

められたが， 1963年になって，委員会あてに，工場建設を担当している現場の人たち

の集まりである，千葉地区工場建設協議会から，地盤沈下対策に関する取水基準の問

題点、という次のような書翰が届いた。この書事者は，当時の規制上の問題点をよく網羅

しており参考となると思われるので，その全文を次に掲げておく。
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〔地盤沈下対策に関する取水基準の問題点〕

千葉地区工場建設協議会において地盤沈下対策に関する取水基準を検討の結果，次

の如く問題がありましたので，委員会において早急にご審議願います。

記

1. 取水面積90千dが妥当かどうか水準点，観測井等の資料により再検討願いたい。

2. 現行取水基準で規定されていない40ffil／時以下の取水取扱いを検討の上決定願い

T、こし、。

3. 揚水量規制の方法。

4. 量水器検査の方法。

.5. 規定に関連した事項。

(1) 基準の規定中解釈の紛らわしいもの，境界線の定義等，不明確な規定があるの

で，条文の整理をお願いしたい。

(2）井戸の深度による，さく弁割合について規定すべきではなし、かと考えられる。

・(3) 本韮準の適用除外につき規定化されたい。

（委員会規則第 2条によりポンプ口径（2lcm2）にて規定されているが取水量に

より明示して頂きたい）。

{4) 干渉半径が他工場に及ぶ場合において，同意を得れば，さく 井出来る様規定化

願いたし、。 以上

こうして， 1964年 8月，ようやくやや本格的な取水基準が委員会の議決をえるに至

ったのであるが，既成の工場団地などの規制と違って，新しく次々にできあがってい

く過程にあってその都度あてはめていかなければならないので，きわめて流動性に富

んでいないと追いっかないという実状であった。

最近の各地の協議会の取水基準の古典ともいうべきものであるので，その大部分を

次に掲げておこう。

〔五井市原地区取水基準（38.9.25一部改正〕

この基準は，地盤沈下予防に関する協定書（昭和37年 9月30日）第4条第 2項の規

定に基づき定めるものとする。ただし，地区実態の把撞が行なわれるまでの間，暫定

的に適用するものとする。

1. 揚水量

最大揚水量は井戸 l本当り60n1/H (1, 440rr1 ID) /90, OOOm.2とする。

2. 井戸の間隔

モ｛） 井戸相互の間隔は少くも300mとする。

ω 隣接工場の境界線付近に掘さくする場合は原則として少くともその境界線から

150mの距離をとるものとする。
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3. 工場用地の地形等により 2によることが困難な場合には次によって揚水を行なう

ことができる。

(1) 井戸間隔250m（隣接工場の境界線から125m）のときは井戸 l本当り最大揚水

量は50rrt/Hとする。

帥井戸間隔200m（隣接工場の境界線からlOOm）のときは井戸 l本当り最大揚水

量は40irf/Hとする。

付井戸間隔が200m以下の場合にはθ）および帥を前提と して次のとおりとする。

(a）井戸間隔175m（隣接工場の境界線から87.5m）のときは井戸1本当り最大

揚水量は30irf/Hとする。

(b）井戸間隔150m（隣接工場の境界線から75m）のときは井戸 l本当り最大揚

水量は20rrt/Hとする。

ただしこの場合においても工場内の全揚水量は 1で定める割合を超えることはでき

t.r.し、。

4. 2または3の基準によっては工場内の全揚水量が lで定める割合に達しえない場

合においては上下 2層の採水層から別個に取水すること より 2または3の規定にか

かわらず井戸相互の間隔を150m以下にすることができる。

ただしその場合においては次の条件によるものとする。

。） 工場内の全揚水量は 1の割合により計算した量を超えることができないこと。

帥上部採水層からの取水と下部採水層からの取水はそれぞれ別個の井戸により行

なうこと。

。 下部採水層を利用する井戸は不透水層以浅のうわ水を完全にしゃ断すること。

採水層の定義

μ） 上部採水層は概ね150m以深特長のある粘土層（真理谷，金剛地層）上限まで

の間にある採水層

伺 下部採水層は特長ある粘土層の下限以深の採水層

〔隣接工場用地以外の地域に干渉半径が出た場合における取り扱い規定〕

ω 前面が公有水面である場合

(1）公有水面に援する工場地の対岸までの最短距離が300m以上の場合においては，

別段の制限を加えない。

(2) 公有水面に接する工場地の対岸までの最短距離が300m以下の場合であって，

かつ対岸が協定に加入している会社の工場地である場合においては，当該距離の

線の中心を両者の境界点とし，境界点を結んだ線をもって境界線と し， 取水基準

1の帥を適用するものとする。

(3) 2個の工場用地が隣接し， その地先が公有水面である場合においては隣接点の
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公有水面に対する 2等分線をもって境界線とし取水基準 1の帥を適用するものと

する。

(B) 工場用地の隣接地が公共用地である場合

公共用地の向側が協定に加入している会社の工場である場合には当該公共用地の

中心線をもって境界線と し，取水基準を適用する。

む） 隣接地が協定に加入していない会社の工場用地または住宅地である場合（その中

間に公共用地を介する場合を含む） 境界線から150m以内（公共用地を介する場合

においてはそれを含んて：・15om以内）においてさく井を行なう場合においては， 委

員会規制第4条第 2項の規定にかかわらず委員会の指示ないしは勧告があるまでは

さく井を行わないものとする。

なお，隣接地が田畑その他これに類した地域て、あって将来当該地域に工場ないし

は住宅が建設される見込みの地域については準用する。

（財団法人水利科学研究所顧問研究員，理博）
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