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今日の水問題

一一解明への手がかりを求めてーー

松浬譲

はじめに

昨年夏の北部九州をはじめとした全国的な渇水は，水資源の開発と節水型社会の形

成を水政策の主限とする政府にとって，施策推進の機会ともなったようである。景気

回復の期待を担って，莫大な予算をつけた公共事業重点策と相侯って，水源開発や下

水道整備に，一層の力点をおいて押しすすめられている。しかし，このために各地で‘

地元住民との聞にトラブルも起こり，実態は必ずしも順調には推移していない。

これまでのところ，ダム建設が水資源開発の主役であったが，ダム適地も限界に近

づいているといわれ，計画どおりの建設が行なわれでも首都圏，近畿圏や北部九州な

どでは水不足が避けられないとして，三全総では比較的水資源に余裕のある地域へ人

口を誘導，分散することをうたっている。しかし，国土計画の中で，他の諸条件が伴

わないで，水を求めて移動させることは不可能であろう。水は土地や住環境，経済活

動と密接につながっているのである。

水問題に対する最近の分析や問題指摘も，水開発や利用の技術的，制度的問題から

治水と水利用を一体とした機構上の問題，構造的変動のメカニズムへと移ってきてい

る。これは非常に重要なことで，現実の政策にそれを生かしてゆく努力が，それぞれ

になされなければならない。

水に対する一般の関心は，まだ渇水や水害時だけの一過性で終りがちであるが，今

日的意味での水問題に十分なメスが入れられないと， 5年， 10年先に大きな社会問

題，政治問題に発展する可能性があろう。私は水を専門に研究する立場でも行政官で

もないが，各地を回りながらこの問題を考えるとき，一つの重要な点は国土管理の諸

政策と水との関係があいまいなことではなL、かと思う。この観点から感じたことのー
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端を述べてみたい。

1. 都市で

(1) 福附市の教訓

昨年5月末，給水制限のはじまった福岡市を訪れて目をみはった。戦後，九州の管

理中枢都市として，中央官庁の出先機関や各企業の九州の処点が設けられ，“支店文

化”といわれる急成長をした。それでも私が住んでいた昭和35年ごろは，人口も60万

余りで，市南西部の広々とした台地は畑作地帯で，溜池が多く，背後の山林地域へと

つづいていた。南部は那珂川の水を引く水田がひろがっていた。それが15年余りです

っかりなくなっていた。密集する住宅団地とそれに通ずる道路，スーパーにかわっ

て， 100万都市へと変貌していた。当然都心部は高層ヒ、ルにかわり， ホテルがやたら

とふえていた。

福岡市は後背地に山がせまり，小河川しかなく，もともと水資源のとぼしいところ

である。それがこの急成長をしたのだから，よほど水計画を先手々々に考えてゆかな

ければ，不足するのは当然である。上水道は我が国でも例がないといわれる15固にわ

たる取水拡張工事をしている。うち10回は35年以降である。 1年半に 1回，ひとつ狂

えば後手にまわって回復する余地はない。その狂ったのが筑後川からの取水である

が，昨年5月からの時間給水は挺々と年を越し，今年l月末現在で渇水規模は実績で

7, 190%・日に達している。39年の東京オリンピックのときが2,700%・日， 48年の松

江渇水が3,930%・日だから，まさに未曽有の苦しみである。

ところで福岡市の上水道使用量の40%はビル，学校，駅などの都市活動用水であ

る。東京23区でも都市活動用水の割合は約30%であるから，管理中枢都市とはいえ，

如何に水を食う都市を作ったかがわかる。時間給水がはじまったころは，完全断水の

団地が出る一方で，貯水タンクに汲みあげているビ）レはいつでも水が出るというの

で，たいへんな非難の対象になった。

40%も都市活動用水に使うということは，それだけ住民の数に対してビルなどの都

市機能施設の比率が多いことになる。これらを十分機能させるためには，市以外から

も大勢の人がやって来ないと回転しない。福岡一大牟田聞を走っている西鉄電車沿線

の通勤・通学者数をみると， 5年間で福岡に通う乗客がく事っとふえている。かつては

中間の久留米市に通う数もかなりあったが，久留米への通勤者は減り，久留米以南か

らも久留米を越えて福岡に通う数がふえている。福岡周辺だけでは労働人口，ひいて

は住宅もまかない切れず，筑後水田地帯までも福岡のベッドタウン化して繁栄してき

たことを物語っている。

都市機能の過度な集中は，人口増以上の比率で水使用量を大量にふやすことを証拠

づけており，機能分散の必要性を示している。福岡市は今回の渇水経験から， 54年2
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月「福岡市節水型水利用等に関する措置要綱」を施行した。その制定趣旨にも「水は

限られた資源であることをさらに強く認識し，人口と都市機能の制御をはかり，資源

有限時代にふさわしい都市政策を推進すべきである」との前提のもとに水の安定確保

のために節水に協力するよう呼びかけている。とくに要綱の中で①節水型機器の使用

を奨励し，市長は水機器業者に対して節水型機器の開発，製造，販売を要請するこ

と，②大型建築物の新設には節水計画書を市長に提出させること，③渇水時には生活

用水優先の原則を明確にすること，④とくに大口需要者には節水目標を設定し，その

達成計画書を提出させること，など優先順位をうたって都市活動用水にきびしい注文

をつけている点が注目される。

(2) なぜ都市化を指向するか

都市計画法は「農林漁業との健全な調和を図りつつ，健康で文化的な都市生活およ

び機能的な都市活動を確保」するため「適正な制限のもとに土地の合理的な利用」を

はかることを理念としており，開発にあたっては地域の降水量などから排水や給水施

設が適正に設計されていることを条件としてあげている。このとおり行なわれていれ

ば，気象状況による多少の影響はあったとしても，福岡をはじめ多くの都市で起こっ

ているような水問題は起きないはずである。

各都道府県とも都市計画の中で，適正な土地利用，農林漁業との調和をうたっては

いるが，高度成長期に限らず，安定成長期を迎えても，いずれも地域の経済的基盤の

強化を目指して，都市計画区域を広範に指定し，各市町村はその中で・競って都市的繁

栄を目指そうとする。

最近になって水供給の困難さが顕著になるにつれ，首都圏などでは住宅団地の開発

を抑制するところが出ている。千葉県では水の手当ができない限り団地開発には応じ

られないとの方針を打ち出しており，神奈川県で・も水不足のため民間の問地開発をス

トップした例もあるという。埼玉県は48年5月に市街化区域の線引き凍結宣言をして

いる。人口の社会増に対する抑止策として出されたものだが，その背後には水不足問

題があるといっている。

埼玉県は全国一の人口急増県である。最近県がまとめたところによると，県の面積

は39位でしかないが，人口増加率が全国一だけでなく，この5年間の人口増加数，住

宅の増加率，市の数ともに全国一という急成長。このため基準地価の変動率も東京に

次いで2位。一方，農家数は減っている中で，キュウリ，ナス，ネギ，ホウレンソウ

の生産量はともに全国一，小麦3位，水稲17位と首都圏の食糧基地でもある。ゴルフ

場は93haで15位，水道普及率は91.8%で10位， 下水道は13位，人口10万人当りの医

師の数は46位と下から 2番目など，首都圏のベッドタウン化のひずみをあらわしてい

る。
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ところが，これら人口集中地区の先端にあたる都心から40～印刷圏の市町村では，

農家の減少を土地開発による人口流入でおぎない，経済力の強化，地位の向上をはか

ろうという空気が強い。大規模なニュータウンを誘致し，村の振興計画を策定してい

るところ，新駅開設にあわせて周辺の宅地化をはかるため農地を買上げようとして農

民の反対に遇った村，新交通機関の導入に伴って地価が急騰するのを県が規制する姿

勢をみせたため，開発に水をさされると警戒する町など，いくらも例をあげることが

できる。

その論理はこうだ。人口増は繁栄の基礎だから，まず人口の流入をはかつてベッド

タウン化する。それだけでは限界があり，地域の力はつかないので，産業を誘致して

職住接近をはかり，人口増をさらにうながす。しかし働いて寝るだけでは定着しにく

いので，文化娯楽施設や都市機能の高度化をはかるために公共施設を充実する。こう

してつぎつぎに都市が生まれてゆく。埼玉県に限らず，大都市圏の周辺では同じ現象

が起き，都市圏域が拡大されている。

このような指向の中では，県が人口の抑制をうたっても，流入する人口を抑える行

政の力は弱く，むしろそれにあわせて道路，交通網の整備，学校の増設，都市的諸施

設の充実に力を入れ，下水道整備や水洗化の促進につとめざるを得なくなる。当然、水

の需要はふえ，水道の拡張にはねかえってくる。まだ，このような傾向の大都市圏域

と地方の格差は，ちぢまる方向には向いていない。

(3）水道事業の体質

水資源の開発は府県や国の仕事である。水開発担当者は都市化に追われて「下水道

が整備されると水の使用量はふえる。水道の拡張をすると契約量，有収量をふやした

がる。これでは水開発のテンポと合わなし、」と歎く。水道事業の在り方にも問題があ

る。

市町村が都市化指向を強めるほど，水道施設の先行投資が必要になる。福岡市の15

固にわたる拡張がよい例だが，埼玉県下は地下水依存度が高かったため，上水道の普

及は全国平均に比べておそかった。上水道創設の大部分は30年代以降である。にもか

かわらず水道拡張計画は相次いでおり， 20年間で創設当初の計画給水人口を50倍にふ

やしたところもある。この投資は借入金に依存し，元利償還は水道料金収入でまかな

われる。したがって，投資額が大きくなれば料金値上げによって水道会計を維持する

ことになる。が，水道の公共性からいっても値上げはおのずから制約される。もう一

つの途は使用量をふやすことである。人口増を見越して先行開発したのだから，当初

は余裕があるはずだが，事業会計を維持するために完成時から能力いっぱいに契約量

くあるいは有収量〕をのばし，増収をはかろうとする。水の多消費は市民側の意識だ

けの問題ではなく，水道事業の体質の中にあることは重要な点である。
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人口急増地域の一つで‘ある千葉県野凶市の水道事業について，昨年4月23日「上水

道の普及が立ち遅れている野田市は，今年度から奨励金の交付をテコに『水を買っ

て』とばかり市営水道敷設の売り込みに乗り出した」との書出しで，次のような新聞

記事が出た。

野田市は井戸水利用の盛んなところで，宅地開発がすすんで人口 8万3,000人にな

ったが，給水人口は 3万 3,400人で普及率40%。54年から北千葉広域水道企業団から

1日4,500t，将来は 3万6,000tの水を買う計画だが，市民が水道をヲ＇＂、てくれない

ことには，この水を「飲みほす」メド．が立たず，折角黒字の白鼻がついた水道事業が

赤字に落ち込みかねない。そこで，水道管の引込み工事は受益者（市民〉負担になっ

ているが， 5世帯以上まとまって引込み工事をするならば市が半額補助することにし

たーーというもの。

さらに今年 2月3日にはこう報じている。

「北千葉広域水道企業団は今年6月から通水の予定だが，関係水道事業体から『高

くてまずL、』と不評を買い，予約水量は給水能力の21%にしかならなかった。このた

め県が補助金を出して， t当り 130円を予定していた料金を約70%の90円程度に引下

げて，需要を確保する意向一一」

これには経過があって，間企業団の工事が大幅におくれたため，各受給市町村が井

戸を掘って急場をしのいだために需要が落ち込んだ。そこで、地盤沈下防止のため，井

戸は予備水源として平常の取水を中止することとし，この予備水源の確保対策事業の

名目で補助金を出す，というからくり。（以上いずれも「朝日新聞J千葉版から〉

地下水汲上げがからんでし、るので，理屈が通らぬではないが，いずれも経営維持の

ために需要をふやそうとする“押売り”体質をもっていることを示している。

工業用水道も同様の体質をもっている。景気変動に左右されやすい用水であり，契

約単位も大きいので，先行投資分の売れゆきがおくれると痛手は大きい，と各自治体

はなげいている。

水道事業の在り方を制度的に再検討する必要がある。

(4) 宅地造成と水害の競争

昨年の建設白書は，神奈川県鶴見川流域の開発に伴う洪水流量の変化を試算してい

る。 33年には10%の市街地開発であった流域は， 50年には60%に及び，将来は80%に

達するだろうとしている。これによる下流落合橋での洪水流量は， 2日間で 308mmの

降雨（確率＇ ／..，）の降雨として試算すると， 33年の720rrr/sが50年には990rrr/sに上昇

している。現在の同川の改修目標は950rrr/sとなっており， 改修計画が完成しても溢

水はまぬがれないことになる。

すでに下流川崎市は人口密集地で，河川の拡幅は不可能である。そこで新たに住宅
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を建てる人は盛土をして浸水を防ごうとする。すると従来は浸水しなかった家まで水

害を被るようになり，盛土と水害のイタチごっこがはじまる。東京の石神井JI！，神田

川流域も同様で，都心部に水害が及ぶため，人命，財産の被害はかつての大河川lの水

害以上に大きくなる傾向である。

この傾向に何らかの規制を加えられなし、かというのが一つの問題点である。建設省

は53年度から総合治水対策事業を発足させ，流域の開発動向とあわせて治水対策をす

すめることとした。この中で浸水予想区域の公表も検討されたが，対応策がないまま

に公表することはいたす。らに不安をまきおこすだけだとの考えから実現しないでい

る。が，公表することによって，無計画な不良開発を抑える効果は期待できるので，

何らかの方法で実現させたい意向もあるようだ。また，埼玉県中川流域を流域管理の

モデルケースとして，土地開発と治水を総合的にとらえ，治水の面から開発の可能性

をさぐる調査をはじめることにしている。これらの考え方は従来の治水対策から一歩

前進させてはいるが，実際には，これによって開発がどこまで規制できるかはむずか

しい。

その例が見沼田園であろう。埼玉県桶川市に源を発し，大宮，浦和の東側を南下

し，川口市で荒川に注ぐ芝川の中流部は，見沼田聞と呼ばれる低地になっている。 33

年川口市街の大半を水没させる大水害を経験して，見沼田園の遊水機能が見なおされ

た。この地域を宅地化すると，その住民はもちろん下流まで含めて水害はまぬかれな

いので，見沼田闘の農地転用を規制し，芝川改修とあわせて流域の治水対策にしよう

とした。 39年になって周辺の地価高騰から見沼田圃も都市化の影響が強まり，行政指

導だけでは転用を抑えきれなくなった。 40年に見沼田闘農地転用方針（見沼三原則〉

を作り，明定化された。その方針は評価さるべきことだが，以後の経過も決して順調

ではなし、。上流県道沿いはすでに転用がすすんで、おり，中流部の規制に対しても私権

の侵害であるとして，行政不服審査や訴訟に発展する事態になった。たとえ県が敗訴

しでも三原則を維持することで市街化の波に抗してきたが，次第にその範聞を狭めざ

るを得なくなり，二重，三重の法規制でしばっているが，すでに流域の75%が市街化

区域になっている。いつまで三原則が守られるか，はなはだおぼつかない。

浦和市から大宮市の西部にかけて，大宮台地に割りこんでいる細い谷間，鴻沼地区

は泥炭地である。この湿田を改良するため28年から40年にかけてかんがい排水事業が

行なわれたが，乾固化するにつれて水田はつぎつぎに宅地化され，現在ではほとんど

市街地となってしまった。出水時はどうなるか，住んでいる人はどこまで土地条件を

承知しているのか，恐しさを感じさせる。同時に莫大な事業費をつぎ込んだ土地改良

区は，その排水施設をかかえて，農業の実態はなくなった。その資産はどうするかの

問題も今後に残されている。

都市水害の防除，総合治水対策といっても，現状の法規制，行政の姿勢の中で宅地
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化をおさえることはむずかしい。治水とし、う公共の利益と私有土地制度の接点がはっ

きり規定されていない。また湿地に家を建てる人はいないが，土地が乾いていると少

しでも地価を高くし，財産化しようとする土地所有者の意思が，都市化指向が，治水

をおしのけてしまう。

水が目に見えなくなったことが，このよ うな力を生んだのであれば，そこから新た

な対応策が生まれないものかと思う。

(5) 汚泥肥料は有望か

環境衛生の保持と公共水域の水質保全のため公共下水道の整備が急がれている。 51

年からはじまった第4次5ヵ年計画では，住宅対策を上回る投資である。整備自体は

意義のあることだが，最近とくに工場廃水と生活汚水の混合処理が，水質保全の目的

に反するとの批判が出ている。

昨年3月，横浜弁護士会は「下水道整備に関する意見書」を各自治体におくって再

検討をうながした。その要点は次のとおり。

「現在の下水道法は生活汚水も工場廃水もともに下水道使用強制の対象とされてい

る。工場廃水を直接公共用水域に排出させる場合は水質汚濁防止法はじめ私法的，刑

法的その他の規制が総合的に機能して公害防止の実をあげているが，下水道を通した

場合は同法による水質保全の最終的義務者は公共下水道管理者になる。下水道に排出

する工場廃水についても種々の規制があるが，それは下水道施設の保全を目的とした

ものが多く，公害規制法より弱L、ものになっている。かつ，下水道使用者自身に排出

水の監視を期待することは過去の経験からも困難であるし，暗渠になっているので，

住民や行政側で監視，違反を発見することも困難である。

下水処理の本来の対象項目であるBOD, S S等については，水質汚濁防止法より

ゆるい規制jとなっているから，直接公共用水域へ排出する場合よりも悪質な工場廃水

を受け入れ，下水道を稀釈の場として利用される。また終末処理技術の点で、重金属類

や窒素，りンを除去できないために，結果として自治体の責任で悪質な汚水を公共用

水域に放流することになる。総量規制が導入されても下水道管理者に対する規制lでし

かなくなり，原因者負担の原則がないがしろにされてしまう。混合処理する限り下水

道普及が水質保全に反することになるので，工場廃水は生活汚水と分離する方式をと

るべきである。一一」

ところで公害規制法によると，産業廃棄物と一般廃棄物とは区別されており，産業

廃棄物は自家処理するか許可業者を通じて指定の処理をしなければならないことにな

っている。ところが廃水は混合して自治体におまかせ，というのは矛盾している。

下水処理とは，混合物や溶解物で汚染された水を，汚物と水に分離することであ

る。大量の下水を処理すれば，汚泥として捕捉される汚物の量も多くなる。下水処理
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の水質が問題になる一方で，大量に発生する汚泥の始末がまた，下水道事業の大問題

となっている。

51年の発生汚泥の処分量は全国で年間約 182万rri3に達しており， 90%は埋立てや海

洋投棄されている。汚泥量がこれ以上ふえなく とも， 55年には埋立てなどの処分をす

る場所はなくなってしまうといわれている。このため52年末に地方自治体が中心にな

って下水汚泥資源利用協議会ができ， 主として農地への還元利用の調査研究等をする

こととなった。

日本では従来，し尿は肥料として使われてきたものであり，現在の化学肥料，農薬

の大量使用によって地力低下，酸性化などの障害が起こっているので，汚泥を肥料と

して還元できれば解決する，と一見考えられがちである。肥料化の実験もいくつか行

なわれているし，現に汚泥処分量の10%は農業に利用されている。しかし，発生汚泥

の全量を肥料化し，埋立てや投棄はゼロとし、う福岡市の場合，次のような問題点をあ

げている。

(a）活性汚泥法による下水処理では大量の石灰を投入するので，酸性土壌に対して

はpH調整の役目をはたすが，アルカリ性土壌には汚泥肥料は使えない。

(b) 汚泥肥料は肥料取締法によって特殊肥料に指定されており，重金属類など有害

物質の含有量についてはきびしい基準が設けられているので，工場廃水が多量に

入る下水では問題がある。

(c）製造販売体制lにおける行政責任区分を明確にする必要がある。福岡市の場合は

汚泥搬出以降は民開業者で肥料化，販売が行なわれているが，品質管理に自治体

がどこまで関与するか，施肥トラフ’ルが起きた場合の責任等も検討する必要があ

る。

以上の点から考えて，全国の汚泥量のうちどれだけが肥料化に適するか，肥料化す

れば農家が恒常的に使うのか，有料販売にすればさばけるのか，また農地の面積，土

質（酸性度など〕からみて，使用限界量はどのくらいか，などの問題を解決しなけれ

ば，たちまちゆきづまってしまうだろう。

福岡市下水道局は「農家にとって汚泥肥料は生産性をあげる要素であって，都市廃

棄物の処分先とし、う認識で肥料化したら利用されな くなるだろう。全国で肥料化がす

すめば，必ずゆき詰まる」と，早くも転身の気持をみせている。

下水処理で生活汚水と工場廃水を分離することは，この点からも必要であるし，農

業の在り方にも大きく左右される。汚泥処理は下水道関係者の一人相撲では解決でき

ない。差是政との連携が先決であろう。

2. 水源地域で

(1）水は力に流れるか
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都市の水問題は，都市をとりまく農村や水源地域など，農山村の地域計画とも密接

な関連をもっている。

私の郷里柳川は北原白秋の詩で有名な筑後平野の水郷である。先日， 10数年ぶりに

訪れておどろいた。豊かだったクリークは泥が堆積し，底の方に汚れた水がちょろち

ょろと流れ，水生雑草が茂っていた。九州ーの大河筑後川を抱いた筑後平野下流部

は，夏は水田，冬は繭草の栽培地帯で，有明海沿岸はノリ漁業である。同川の下流は

有明海の干満がはげしいため感潮区間となっており，満潮時に海水に押しあげられ，

海水の上にのったうわずみの淡水を農業用水として汲みあげ，クリークに引き込む

“アオ（淡水〉取水”とし、う独得の方法がとられている。 ところが近年は，先述のよ

うに青壮年が西鉄電車で、福岡に通勤し，いわゆる土日農業になったため，クリークの

保守ができなくなった。遂に自治体の費用でクリークの草とりをすることになった，

という話だった。

このような変貌を遂げると同時に，一方では足りなくなった福岡市圏の上水確保の

ために，筑後川の下流に大堰を作って取水する計画がたてられた。流域外への導水で‘

ある。これをめぐって反対する地元住民から工事差止めの訴訟まで出された。少くと

も大堰ができるときは，アオ取水や沿岸ノリ漁業への対策ができていないと，流域の

犠牲で福岡へ水を凶すことになる。筑後川流域は都市化の外にあり，流域外の福岡，

北九州から大分にかけての臨海地域が都市化され，筑後川の水をあてにする。あわせ

て筑後は福岡の労働力供給源とL、う関係一一ここでは上下流の問題ではなく，流域と

流域外の聞の問題としてとらえられている。

筑後川の流域は，水は豊富だが発展からはとり残されるというあせりがみえる。軍

隊とゴムの街だった久留米もいまは軍隊なしゴムも主体は関東に移った。炭都大牟

田は火が消え，柳川も水が汚れては観光客が遠のく。筑後の中心として久留米は，都

市の近代化，団地開発に力を入れているが，通過地点からは脱していない。地域主義

とか地方の復権といわれているが，大都市と地方の格差意識は自治体にも住民にも，

まだたいへん強い。

去る 1月の久留米市長選挙にあたって，近見市長はこうし、っている。

「筑後川水問題の基本姿勢は流域優先だ。利水は流域市町村が第一。その前に治水

事業がある。水の利用率を高めてなお余裕があれば福岡に持ってゆくことも考えなけ

ればならなし、。定住圏久留米の構想は，久留米市30万人，周辺を整備して衛星都市と

いった形で人口 100万の広域圏を形成しようというものである。者ll市化がすすめば汚

水が川に流れ込む。広域下水道も具体化してゆく。」

同じ月，北九州市長選に臨んだ谷市長はし、ぅ。

「昨年は水不足で市民に大変な迷惑をかけた。建設中の遠賀川河口堰や耶馬渓ダム

（大分県）はじめ，今後も級川ダムや筑後Jllからの導水も大きな政治力で解決した
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L、。」

武田福岡市助役は昨年の市議会でいった。

「筑後川の下流の沿岸地域の人々は分水に非常な抵抗がある。何 10万人の人々の生

活が筑後川の水にかかっている。したがって，理をつくし，情を尽くし，本当に理解

してもらわなければ 1tの水といえども，流域外に持ってゆくということは大変むず

かしい。」（以上，談話はL、ずれも「朝日新聞」西部版から〉

新聞は一一水問題が表面化するまでは自治体同士の交流は全くといってし、し、ほどな

かった。なによりも「水をもらう側」が主体的に水源地域と意思疎通を図り，都市機

能の分担も含めて振興策を打出すべきであろうーーと書いている。

しかし，これではまだ足りない。筑後川の水源地は上流の大分県日田市から九重山

地である。久留米とは国鉄のローカル線が一本走っているだけで，かつての天領自回

は，久留米の有馬涛に対しでも“水源は天領にある”と叫ぶ。杉の産地日田はいま林

業のピンチに追いこまれている。

かつて四国・吉野川の水を香川県に分水しようと計画したとき，当時の徳島県知事

は「蜂須賀藩（徳島〉は外様の苦しみを味わった。うまい汁を吸ってきた松平藩（香

川｜）に水は渡せなL、」といって，計画は長い間足踏みした。どうも水に関しては府県

や市町村の行政単位より，昔の藩湘l意識が支配しているのではないか。してみると，

筑後川の水も天領と有馬藩，黒田藩（福岡）の力が動かしているのだろうか。

それぞれの地域によって，自然地理条件，社会の発達の歴史も違うから，一概に結

論づけることはできないが，府県を越えた広域の中で，相互に分担発展する関係を作

ることが大事で，「力のある都市には水が来る」とし、う考えでは，今後は進展しないだ

ろう。

(2) 山の感覚は街にない

いまでも水資源開発のエースであるダム建設で，いちばん苦慮しているのは水没住

民対策である。ダム反対が必ず起こるのも，単に補償金のつり上げのためではなく，

永住の地を奪われることへの怒り，悲しみが強い。ダム地点はほぼ山村であり，山の

生活をつづけた人にとって，里は異国なのである。

先年，福島，山形県境の飯豊山系に登ったとき，山奥の木地師の部落で老人がこう

語ってくれた。

「わしらはな， 山に入ったら水場をさがすのに命がけで歩きまわったもんだ。それ

も凋れて出ないことがある。あんたらも，泊り場にはおそくとも午後3時までには着

くようにせに干し、かん。あてにして水場が澗れとったら， 1時間以上もかけて水さが

しにいかにゃならんからな。J
たとえ水道は整っていても，転勤を当然と考える都会人の感覚で考えては誤まる。
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一昨年来，全国知事会や町村会が水源地対策の強化を国へ要請したのも，この点が中

心であった。手元にあるいくつかの水没移住者の実態調査をみると，移住後に無職と

なった世帯主が非常に多い。

山口県阿武川ダムでは207世帯のうち， 7世帯だった無職が移住後は 25世帯にふえ

ている。移転先も臨海都市，県庁所在地，県外が 182世帯， 88%にのぼり，補償金は

45%が住宅の購入で消えている。 17%が生産資金など就職関係。

愛知県新豊根ダムの移住者69世帯（全部で81世帯）の調査では，無職が2%から11

%になっている。愛知，岐阜県境の矢作ダム移住者 177世帯でも無職は2世帯から51

世帯にふえている。移住先は豊田市の70世帯はじめ，名古屋沿岸工業地帯，県外が半

数以上を占め，農林業は91世帯， 85%も減り，サラりーマンは4倍にふえている。

ざっと数字をみても，山里から都市へ向かわざるを得ず，山村と都市の地価の格差

を考えると，住まいを手に入れるだけで精L、っぱいであろう。昨年9月，岐阜県に計

画中の徳山ダムで補償基準が水資源開発公団から示された。公団も「全村水没という

ことで，どうしても都市近くに移住しなければならなし、。その際徳山の地価と移住先

の地価が大きく違うことを考慮に入れたJと説明しているが，地元は，それでも移住

先の地価が補償額より高い，として反対している。現在の補償基準では少々配慮して

も，地価の格差を埋めることはむずかしL、。問題は地価，土地政策や職業政策と水政

策が全くかけはなれて動いているところにあろう。

一方，移住したあとの山林はだれが管理するのか。水源地域対策特別措置法で，ダ

ム周辺の整備振興策がとられるようになったが，多くはダム湖を素材にした観光開発

に向かっている。これをねらって周辺の山地や高原を大手私鉄や観光会社が買い占

め，結局観光資本に吸いとられるところもあり，観光化が不発に終って衰退したとこ

ろも出るなど，一億総観光化におどらされる傾向がある。これは水源汚染にもつなが

る。

三金総の策定にあたって国土庁の下河辺次官は「かつての薪炭林は遊休化し，一時

レジャー業界の進出もあったが，景気の落込みで再び遊休化し，過疎地帯となってい

る。この里山地帯は全国で500万haあり，国土利用のフロンティアとして，その活用

法を問いかけている」と語っているが，むしろ逆方向のカが強く｛動いている。いま夕食

ムに代るほどの水資源開発方法はないので，曲折を経ながらもダムは建設されよう

が，土地政策，林野政策とあわせて考えなければ，水源地対策の強化即補償範囲の拡

大や補償金アップという考えでは解決すまい。

3. 新たな行政への模索

地方自治体を回ってよく聞く言葉は，都市や地域の開発計画と水計画が連動してい

ない，相互に共通のノレールがない，ということである。また水行政内部にも部門聞の
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不統ーがある。水計画自体の後進性を指摘する声もある。が，それを正面切っていい

にくいことも，なかなか改善へ向かわない要素となっているようである。

中央官庁の水行政に関する不統一，ナワ張り争いについては，しばしば指摘されて

いる。水関係の立法経過にもあらわれているし，それぞれの省庁で国庫補助の制度や

補助率が違っているため，現地では合理的な計画が組みにくいとい うことも起こって

いる。このような法制上，行政組織上の問題も多いが，水問題は地域性の強いもので

もある。全国を統ーした形で，地域に密着した国土関係諸行政と水行政の共通ルール

を作ることはむずかしL、。むしろそれぞれの地域でまず考えるべきではなかろうか。

「防災からみた埼玉県南連絡市街地の整備構想」をまとめた埼玉県社会経済調査会

は，その報告の中で行政制度のあり方について，災害対策基本法にもとづいて県に防

災会議を置いて計闘を作成しているが，「この計画は，具体的な個別制度については

強力な指導権がなく，さらに事業実施の財源措置等に関して具体的な制度化の展開が

なされていないとともに安全なまちづくりへの具体的な方法が欠如している」「防災

の観点から見た横断的な連絡調整機能を有する防災都市整備課等の設置，県民との直

接的な，防災都市づくりを目ざすための県民会議を設けるとともに，都県聞の防災計

画を相互に企画計画することとなる協議会を設置することを提案するJと述べてい

る。

水行政も，まず府県単位で，水危機という観点から，土地利用，土地政策，都市計

画，林野，農業，工場立地など僕断的な検討を経て，水中心に組みなおしてみたらど

うなるか。行政がすべて水中心で動くわけではないから，結果をただちに実施するこ

とはできないだろうが，これまでと違った観点のルールや機構への手がかりがつかめ

ると思う。これに住民参加をどう取り入れるかも加えるべきである。

さらにこれを，隣接府県間で相互調整し，整合性をもたせる。 一つの地域，あるい

は水系単位のあり方がまとまるだろう。これらの中から全国共通の部分をまとめれ

ば，中央での水行政のあり方，ひいては水基本法の確立や国民全体の水意識の変革に

もつながるだろう。

まとまりのない断片的な感想、を書きつらねたが，水を他の諸計画と同列に置いて，

国土行政のあり方を考えることが必要である。国土行政に関連する他の諸部門との相

互関係にもっと目を｜旬け，問題点を追及すべきであるというのが，私の考えである。

＊ ＊ キ

〈追記〉 取材に凶った折の印象を中心にまとめたつもりであるが，各自治体や省庁

の資料，いくつかの研究論文，著書も参考にさせていただいた。直接の引用はな

かったと思うので， 一々の文献紹介をはぶいたが，多くの方々の労作に感謝し，

お許しをJliJil,、たい。

（朝日新聞調査研究室〉
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