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イングランドおよびウエールズの水制度

市 川 新

1. はじめに

1974年4月1日付で実施されたイングランドおよびウヱールズの水機構の再編成に

より，かつて世界に類を見なかった画期的な水管理体制が生まれた。

これは，全国に10の水機関（WaterAuthorities〕を設置し，水の保全，上水道，

下水処理・ 処分，水質汚濁防止，内水排除と洪水調節，レクリエーション，アメニテ

ィ，漁業，舟運といった水に関するあらゆる面の管理をその水機関が行なうというも

のである。

本論文では，このような全く新しい水管理体制に至るまでにイングランドおよびウ

エールズの水制度がどのような経緯をたどったかを概説し，現体制lについて簡単な紹

介を行ないたい。

2. ケース・スタディ 一一NorthWestの水管理

イングランドおよびウエールズの水制度にふれる前に，実際に一地威においてどの

ように水管理が行なわれて来たかを， NorthWestを例として述べたい。

現在の NorthWest水機関は， Thames水機関に次ぐ 700万人という多く の人々

にサービスを提供する水機関で，実に以前の 231機関の機能を受け継いだ。

この地域の北部には風光明婦であり，かつ重要な水源でもある LakeDistrict，南

部には Manchester,Liverpool といった工業都市があり，過去それらをめぐって様

様な問題が発生し，いくつかの機関によって対応策が施されてきたが，現在も完全解

決に至らないものも少なくなし、。その中でも Manchesterの給水政策と MerseyJll 

の水質汚濁防止政策は有名である。
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第1図 Longdendale Valley開発の概略
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（資料） Water Management in England and Walesより。

(1) Manchesterの給水政策

Manchesterの水道の歴史は16世紀初め，泉水を半マイ ノレ離れた町区へ送ったのに

始まり， 18世紀後半に泉が澗れると， 1809年民閉会社として Manchester and Sal£-

ord水道会社が設立され， Gorton に初めて貯水池が作られた。 1847年には水道会社

が国有化され，水不足に対処すべく， Manchesterの西15マイ ル， Pennin山脈にあ

る LongdendaleValleyの開発（第 1図参照）が始まった。これは7つの貯水池，洪

水放水路，導水管の複合構造物の建設など高度な技術を要するものであったが， 1870

年代の水需要の急増の対応策として成功し， Manchesterは都市水道のパイオニアと

言われた。

しかし， 1880年代に入ると再び水不足になることが予想されたため，今度は北に

100マイルも離れている LakeDistrictに自が向けられた（第2図参照〕。

1876年 Manchester水道委員会は， Thirlmereの開発計画の実施を決定した。

1879年に法が成立， 1890年に工事開始となったのであるが，この開発は20世紀中ごろ

までのイングランドの都市水道事業の一般的な性質を如実に示している。それは次の

ようなものである。

(a) 湿潤な山地に水源を求め，大規模な貯水池を作った。



第2図 Lake District開発の級要
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(b）水源、を汚染から守るため，一般人の立ち入りを禁止した。

(c) 自然美を守るための開発反対運動が激しかった。

(d) 法で給水を義務づけられた水道事業者が，水が不足すると遠隔地に政府の援助

なしで水源を捜さなければな らなかった。
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その後またまた水不足となったため， 1940年代には Haweswaterから取水したが，

それは量的にも少なく付加的なもので， 1960年には Ullswater の開発計画が提案さ

れた。 しかし環境論者の激しい反対に合って一度は断念し， 1964年佐宅 ・地方大臣

(the Minister of Housing and Local Government〕に命令 （WaterOrder）を求

めるという形で再挑戦した結果， Ullswater,Windermereからの取水， Watchgate

処理場の建設が大臣決定された。

一方， Longdendalc Valley に敷かれる予定だったパイプライ ンは， A 6 Shap 

road沿いに変更を強要された。 Watchgate処理場は，水源である LakeDistrictへ
の一般人の立ち入り権を認め， それによって汚濁した水を処理するためのものであ

る。このように環境論者などの反対により計画は変更を余儀なくされた。かつての

Thi rim ere開発などでは土地の買収が困難であったが， Ullswater以後現在までは，

水没地区住民の立ちのき，優良農地の水没，森林の水没による生態系の破壊などに対

する反対が大きくなり開発自体がむずかしくなって来た。特に近年はアメニティが重

要されるようになって， 1964年設立の水資源局（WaterResource Board）がその問

題についても協議する場であったし 1974年の再編成後は，中央水審議会（National

Water Council）や水域快適環境委員会（WaterSpace Amenity Commission）が

国レベルでのアメニティ関係の機関として機能している。

Manchester水道会社は， 1974年の再編成により North West水機関に吸収され

た。この水道事業の広域化により Lake District の水の再配分などが可能になり，

水政策に柔軟性ができたが， North West 水機関では水が完全には自給できないと

いう問題をかかえており，水の移入が必要な状態で，改めて水管理ユニ ットの規模の

問題が議論されている。

(2) Mersey川の水質汚濁防止政策

Mersey 川はその上流の支流と合わせて約 2,000km2 の流域面積を持つが，そこに

人口と工場が集中し，特に支流の lrwell川は， Lancashire南東部とManchester東

部・南部の下水・廃水を受け入れており，その汚濁のひどさは一時「Manchesterの

恥」とまで言われた。

イギリスの他の河川と同様に，Mersey川でも本格的な水質汚濁が始まったのは，

18位紀終わりから19世紀にかけての産業革命によってであり， 19世紀の中期に入るあ

たりに漁業は全滅した。中心汚濁源は，綿・毛織物工場，その中でも漂白 ・染色・仕

上げ工程であったが，せんい工業の発展により， 染色 ・薬品工業も盛んになり，それ

らの工場が第2の汚濁源となった。またその後，重化学工業も汚濁源に加わった。

悪臭を発する黒いJll，魚も住めない川はついには公共の不満を招き， 1891年には，

河川水質汚濁防止法（RiverPollution Prevention Act 1876）に基づいて， Mersey
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and Irwell合同委員会 (JointCommittee）が設立された。委員会は，地方自治体に

下水処理場建設を働きかけ，それなりの成果を上げたが，工場排水についてはそうは

いかなかった。 1876年法の免責条項のため，工場側は単に図形物を沈殿除去するだけ

で廃水を放流していたからである。

1939年 Merseyand Irwell合同委員会は， Lancashire水系局（RiversBoard) 

となり，その後 Mersey河川局（RiverBoard), Mersey and Weaver河川庁（Ri-

ver Authority) と汚濁防止にかかわる機関は変わって来たが，地方自治体が廃水処

理への出費を渋ることに苦しめられてきた。

そして， 再編成により NorthWest 水機関が設立されたが，水機関が引き継いだ

下水処理場のうち満足の行く処理が行なわれているものは20%もなく，工場排水につ

いても違反排水が多いことがわかった。

下水処理場に関しては容量不足が当面の問題であり， NorthWest水機関は緊急対

策として，簡易処理場の設置や処理場の配置転換を進めている。しかし，これらはあ

くまでも一時しのぎの策であり，本来ならば下水処理場の新設および拡張が必要であ

る。ただ現在は資金と土地の不足から実現がむずかしい。また，工場排水については

下水処理場が過負荷であるにもかかわらず，河川庁の政策を受け継いで，下水管渠へ

の放流を奨励している。

一方， Mersey河口においては問題はより重大である。周辺の都市排水は全く処理

されず河口に放流され，同じく放流された工場排水と混合される。ここでは，しばし

ば脂肪のかたまりや油が浮いている。河口や干潮河川への放流は， 1951年河川（汚濁

防止〉法（Rivers〔Preventionof Pollution〕Act）による規制からは除外され，

1960年の清浄河川（河口および干潮部〉法（Clean Rivers 〔Estuaries and Tidal 

Waters〕Act）も， 1960年より前からの排水を規制jから除外した結果がこれである。

1974年水質汚濁防止法（Controlof Pollution Act）により，1960年よりも前の排

水にまで規制が広げられたが，実施は遅れ，その効果が現われるまでには持聞を要す

ると思われる。

非干潮河川，干潮河川，河口などすべてに共通して，処理施設の充実が根本政策で

あることは間違いないが，水機関は資金不足で既に実現はむずかしい状態にある。

3. インゲランドおよびウエールズの水制度の変遷

水管理を法制面から見ると，第3図に示すように，上水道，内水排除・洪水調節，

下水処理処分 ・水質汚濁防止の3系統の流れがある。

また，最初の水管理ユニットである治水局（Catchment Board）が， 河川局（Ri-

ver Boards），河川庁（RiverAuthorities）と変わって行くにつれて，責任範囲を広

げて来たことが示されている。
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第3図 水管理制度 ・機関の変遷と責任の収束
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（資料〉 Water Management in England and Walesを参考．
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以下では，それぞれの系統別に歴史を振り返ってみたい。

(1) 内水排除 ・洪水調節

治水関係は特に歴史が長く， 13世紀にはすでに，貴族 ・土地所有者といった人達が

農業改善のための排水に力を入れていた。早くから地方に治水に関する規制があった

こともあって，治水法（LandDrainage Act）が1930年には具体化された。

この法は，内水排除・洪水調節に関する規定を行なったものだが，それ以上に重要

なのは，最初の水管理ユニットである治水局（CatchmentBoards）を設置したこと

である。治水局は，流域の内水排除についての総合的な権限と，ある特定の主要河川

の洪水調節に関する権限を持つだけであったが， lユニットで， Iつの大河川流域あ

るいはいくつかの中小河川流域のグループをカバーするという考え方をしており，こ

れは現在の水機関（WaterAuthorities）による管理体制につながるものである。

治水法は以後多少の改正はあったものの，1930年の原型がほとんど変わる ことな く

現在に至っている。

(2) 上水道

イングランドおよびウエールズの水管理の広域化の第一歩になったのは， 1945年の

水道法（WaterAct）の制定である。当時は水に関して次のような問題があった。

(a）特に工業地帯において給水が水需要に応えるのがむずかしくなっていた。

(b）上水道 ・下水道に責任を負う多くの地方公共団体が互いに協力をしなかった。

(c）政府は水管理に関する地方の条例の内容や実施にほとんど関与しなかった。

(d) 河川水 ・河川本体に関する機関，責任，規制が混乱していた。

(e）水管理の国家政策は全くなく，管理のためのベース ・データもなかった。

水道法は水全般に関する法ではなかったが，これらの諸問題解決に大いに貢献し

た。

(a）水道法（WaterAct) 1945 

本法の特徴のひとつは，水資源の保護，適正利用，適正配分などの促進および水道

事業者の活動の保護に関する責任を厚生大臣（theMinister of Health）に持たせた

ことであり，これが本法の制定により国家的な給水政策が始まったと言われるゆえん

でもある。

特に大臣の力が発揮されたのは，責任が厚生大臣から伎宅地方大臣に移ってから盛

んに行なわれた水道事業者の再集合においてであった。 1945年には 1,186の水道事業

者があったが， 1956年には1,030, 1968年には260へと減り， 1974年の水機構の再編成

の直前には187にまで合併が進み，水機関の発足をより容易なものとした。

その他水道法で目立つ事柄は，それまで水道事業者には家庭用水のみの供給が義務
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づけられていたのが，工業 ・農業などの他の利用にまで広げられたこと，一部地域の

地下水のくみあげに免許制を取り入れ，取水免許制lのはしりとなったこと，本法の準

備機関であった中央水道審議会（CentralAdvisory Water Committee）が政府の顧

問機関として置かれたことなどがあげられる。

(b）河川局法（RiverBoards Act) 1948 

本法は管理ユニットとして河川局（RiverBoards〕を設置したという点では治水の

系統に入るが，その河川局の最大の任務が水資源の管理の総合的な責任を負うことで

あるのを考えれば上水道系統にも位置づけられる。言L、かえれば本法によって初めて

水に関する異質の機能の統合が始まったと考えられる。

河川局は全国に32置かれ，それまで地方自治体，治水局，漁業局に分かれていた権

限がここに統合された。河川局の任務は，内水排除・洪水調節，かんがい，漁業，水

質汚濁防止，取水・排水に関するデータ収集，河川測量などである。なお，法定水道

事業者の活動は，河川局の権限外であったので，新規水源の獲得 ・開発は自由であっ

Tこ。

(c）水資源法（WaterResource Act) 1963 

本法によ って2種類の新機関が設置された。ひとつは河川局にかわる河川庁（Riv-

er Authorities）， もうひとつは中央機関である水資源、局（WaterResource Board) 

である。

この法律でもまだ水のすべての側面の統合には至らなかった。

① 河川庁

河川局の持っていた任務に水資源の保護を加えた機関で， 主目的は，水資源の保

護・再配分・増大化であり， 29ほど設置された（第4図参照〉。

数があまり河川局と変わらなかったため，水管理の広域化という点では貢献しなか

ったが，管理ユニットとして初めて実質的に機能した多目的機関といわれている。

任務には，水資源の評価，水資源開発事業の実施，取水免許 ・排水免許の交付など

が新しく加わり，取水料金や免許料金を徴集する権限や土地収用力も与えられた。

新規水源の開発においては，従来どおり法定水道事業者に法的責任があったが，開

発の場合は河川庁発行の免許を必要とすることになった。

② 水資源局（WaterResource Board) 

中央機関ではあるが顧問機関というか研究機関であって強い権限は持たなし、。研究

目的の活動のみが許されており，建設事業などの計画を実行する力も，河川庁に協力

を求める力もないというような弱L、機関であった。

仕事は，合理的な水計画に必要なデータ収集に始まり，新規水源開発の研究，オベ

レーションズ・リサーチなどであった。

イングランドおよびウエ ールズの水資源については，開発 ・利用のみならずアメニ



市川 イJグラノドおよびウエールズの水制度 27 

第4図河川庁（RiverAuthorities) 

（資料） Regionali日 tionof Water Managemeutより。

ティに関しても助言を行なう機能を持っていたが，水質については責任の範翻外であ

った。貯水池を河川の流量調節に利用し，河川を水資源、の運搬路として使う。そして

その河川全長の間で取水と排水が連続的に存在するといった状況のもとで水資源を考

えるのに，水質は欠くことのできないものであり，水質管理が除かれていたことは，

水資源管理の任務を十分に遂行できなかったことを意味する。しかし，徐々に水質の

重要性が浮き彫りにされてきた。
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(3) 下水処理処分・水質汚濁防止

イングランドおよびウエールズで水質汚濁の問題がおこって来たのは産業革命以後

であり，それ以前は河川の自浄作用によって流入負荷を処理し得た。しかし， 19世紀

に入ってからは流入負荷が河川の汚濁容量を上まわり水質の悪化が進むところが多く

なった。

その原因のひとつは，いうまでもなく産業革命をきっかけに始まった工業汚染の急

激な増加であるが， 19世紀の中期以後，人口が集中してきた都市部で，本来雨水排除

用の排水管に家庭排水も流すようになった事も原因している。

(a) 河川水質汚濁防止法（RiverPollution Prevention Act) 1876 

19世紀に入って激しくなった水質汚濁を防止すベく制定されたのが本法で， 75年間

続いたが実際の効果は極めて少なかった。

本法では，廃棄物，下水，産業廃水，鉱山廃水の 4つを汚染源と規定し，河川への

投棄，放流を禁止する建て前だったが，既設工場が規制lからら除外されたことと，も

し排出者が排出物を無害化するために最大の努力を払ったと判断されれば罪にならな

いという事実上の免責条項があったことが原因で水質はほとんど改善されなかった。

本法の施行は，工業の利益などの保護と規制の問題にどう対処するかとL、ぅ極めて

むずかしい面を持っていたが，結局法の拘束が強すぎて，人間の都市生活や工業生活

を圧迫してしまった。そのためか本法に反対する機関が多かった。

また，法制度を実施する適当な行政機関が存在しなかったことも失敗の一因である

が，河川全長の責任をを多くの市町村の衛生機関が分割して持っていたので総合的な

管理がで、きない上に，それぞれの地方自治体自身が汚濁発生源であったという事実を

考えればいたしかたなかった。

(b）下水処分王立委員会（RoyalCommission on Sewage Disposal) 1898 

この委員会は1898年に設置されてから1915年までの聞に10の報告書を発表したが，

特に1912年に出された8番目の報告書では，下水の河川への放流水質について，世界

中に価値のあるガイドラインを提供した。その排水基準は，生物化学的酸素要求量

(BOD) 20ppm以下というもので，受け入れ前の河川水質はBOD2ppm以下，受け入

れ後の河川水質は4ppm以下，夏の低水量期でも河川流量が排水放流量の 8倍あると

いう仮定のもとに出されたものである。この基準が広がるにつれて，浮遊物質（SS)

30ppmとし、う基準も採用されるようになった。これらを両方合わせたものが，有名な

20/30基準である。

(c）河）｜｜ （水質汚濁防止〕法（Rivers〔Preventionof Pollution〕Act)1951 

本法は今まで排水を禁止する方向にあった水質汚濁防止政策を，排水に免許を与え

るという方向に変えたという点で重要である。

この免許を与える権限は，河川・湖沼・海域の水の衛生状態の維持・回復を任務と
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していた河川局（RiverBoards）にあった。 1951年以降，非干潮河川への新規の放流

は，免許を必要とする事になり， 免許交付の際に排水の量 ・水質等を定めた承諾条件

(consent condition〕を守ることを義務づけられた。

また，河川局には，河川ごとにすべての排水が従わなければならない放流水質を条

例によ って設定する権限が与えられていたが，基準値の決定が困難であるため全く実

施されず， 10年後にはこの権限は廃止された。

(d) 清浄河川（河口および感潮部〉 法 （CleanRivers 〔Estuariesand Tidal Wat-

ers〕Act)1960 

本法により， 1960年以後放流を始める排水については，河口や感潮河川へ放流する

場合でも免許が必要になった。なお， 1960年より前のものは，o 実質的な変更のある場

合のみに限られた。

(e) 河川 （水質汚濁防止〉法（Rivers〔Preventionof Pollution〕Act〕1961

10年前の法では除外されていた1951年より前からの排水に関しても免許制を実施し

た。ただし河口については除外した。

(f) 水質汚濁防止法（Controlof Pollution Act) 1974 

本法は1973年水法（WaterAct）の補遺として制定されたものである。以前からの

内陸河川水 ・湖沼水に加えて，地下水，感潮河川水， 海水にまで法的規制lを広げ，こ

れらすべてを‘relevantwater’と した。水機関（WaterAuthorities）が都市・ 工業

排水を規制する力を持ち，承諾条件のひとつとして処理施設の設置を要求する事もで

きるよ うになった。また下水管渠に放流されるものだけでなく，河川に直接放流され

るものでも料金を課することができるよ うになった。

規制l範囲が広げられたために，パイ プラインによる海への放流も免許なしでは犯罪

とされた。また主要道路からの排水や良業排水などに起因する非点源負荷にも対応、で

きるようになっTこ。

水質汚濁防止政策は，昔の違反探知と処罰中心から防止策中心へと完全に転換され

た。その表われが，国務大臣に水質汚濁を招く恐れのある活動をffjlJ限 ・禁止する権限

を与えた事である。

また河川庁（RiverAuthorities）の時代には，一般市民に対して全く といってい

い〈らい公開きれなかった水質に関する情報が，完全ではないにしても公開されるよ

うな方向になって来て， 一市民が水機関や国務大臣に訴える事もできるようになっ

た。そのため，地方衛生機関から老巧化した下水処理施設を引きついだ水機関は，も

し本法が実施されれば自らが犯罪者と して訴えられる危機に直面し，当時の不況もあ

いまって，本法の実施は遅れを余儀なくされた。



第 5図 水サーピス諸機関の相互関係
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4. インゲランドおよびウエールズの水機績の再編成

山水法（WaterAct) 1973 

現在の水管理システムの基盤となっているのが本法である。単一の機関による総合

的な水管理が必要であり，その管理ユニットの大きさは，河川流域あるいはいくつか

の流域群が適当であるということを基本原則として制定された（第5図参照）。

管理ユニッ トとしては， 全国に10の水機関（WaterAuthorities〕が置かれ，その

水機関が，水の保全，水道，下水処理・処分，水質汚濁防止，内水排除と洪水調節，

レクリエーション，アメニティ，漁業，舟遂など水が持っすべての側面を管理するこ

とになった（第6図参照）。

水機関の機能が拡大されたことに伴って，河川庁は消滅，また法定水道事業者も30

の水道会社を残すだけであとは水機関に吸収された。また地方に 1,400ほどあった下

水関係機関も水機関に吸収され，財政基礎の拡大 ・処理業務の合理化が可能になっ

た。ただし，処理業務を地方公共団体力：水機関の代理として行なうことが許されてい

る。

(2）水機関（WaterAuthorities) 

(a）水機関の構成員

水機関の議長（chairman）は国務大臣によって任命される。水機関の最初の議長の

内訳は，中央水審議会（NationalWater Council) の会長も含む11人のうち， 5人

が元の河川庁の出身， 3人が水道事業者で，残りは地方役人，工業関係者，水関係の

仕事に無縁の人がひとりずつで、あった。

また水機関のメンパーを見ると，議長と Welsh国家水開発機関のメンパーを除く

238人のうち， 99人が環境大臣 ・農林大臣によって任命され， 139人が地方公共団体

によって指名された。いかなる場合も大臣任命のメンバーの数は，地方公共団体指名

のメンパーの数よりも少なくなければならないことになっており，最大の水機関であ

る Thames水機関では，大臣任命16人，地方公共団体指名36人であった。なお地方

公共団体指名の 139人のうちi約40%が民間代表で，約60%が国営産業，環境団体，

地方公共団体といった公の代表であった。

行政長官 （chiefexecutives）と中央水審議会の総支配人（directorgeneral）は試

験によって選ばれたが， 11人のうち水に関係していなかったのは2人のロンドン会議

の出身者だけで，残り 9人は水機構内の人であって，その うち4人が河川庁出身， 3

人が水道事業者であった。また11人中7人が技術者であった。

以上のように再編成においては，河川庁出身者が重要な地位を占めているが，これ

は河川庁だけが，上水道 ・下水道の両方にかかわる機関だった事にも起因している。



32 

第6図 水機関（WaterAuthorities) 
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(b）水機関と政府の関係

水法には，水機関と政府の関係を規定する次のような条文がある。

第1条 国務大臣，農林大臣は水に関する国の政策を促進し，その効率的な実施を

保護する義務がある。

第3条 各水機関の議長は国務大臣によって任命される。

第5条 国務大臣，農林大臣は水機関に対しその任務の遂行について一般的指示を

与えることができる。

第23条 水機関は計画案に対して担当大臣の承認を得なければならない。

第26条 国務大臣は，水機関に純資産に対する利益率を定めることもできるし，別

に他の財政的義務を謀すことができる。

第28条 料金決定基準やそのシステムに関する指示を与えることができる。

流域の管理ユニットが水機関に変わっても，政府との関係はあまり変わらず，料

金，河川流域規模の計画，内陸水域のレクリエーションなどの点について水機関が力

を持つようになったのが変化といえる程度である。

しかし，政府は水機関との協議や意見交換を基礎としたソフトな指導が中心で，指

示を与える強い権限の行使は最後の手段と考えた。

(c）水機関と地方自治体の関係

水機関の活動が地方自治体に影響を与えるのは間違いのないことで，水管理には両

者の協力が不可決である。特に以下に示すような事柄においては，それが顕著である

と思われる。

① 財産と職員の移動

地方自治体が持っていた公共下水道，排水処理施設や水道会社の所有権などは1974

年4月1日付で新設の水機関に移された。それらの物質的な財産とともに，働いてい

た職員，これらが有していた機能や責任も水機関に移された。

② 下水道機能の代行

下水処理・処分に関する法的責任は水機関に移されたが，水法第15条は，地方議会

やロンドン議会（Londonborough councils）が水機関の代わりに下水道の職務を行

使することができるとしている。これに応じて，それらの地方当局は，水機関の出先

機関としての任務遂行に必要な職員を持ち，水機関の財政的援助を受けることができ

る。

③給水機能のチェック

地方自治体は，その地域内の水の供給が十分であり，衛生的であるかどうかを確か

めるために必要な手段を講じ，もし水が不十分であったり不衛生であったりした時は

水機関に通達する義務を持つ。
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④ 治水

治水に関しては，水機関は総括的な業務を行ない，流域治水委員会，地方治水委員

会，治水局によって実務が行なわれるように配慮する。なお，金の借入，負担金（pre-

cepts）の設定は水機関の仕事である。

⑤ 将来計画

水機関は20年以上先の水需要の推定を行なうことを要求されており，その結果を領

域内の地方自治体に対して報告しなければならない。また水法24条では，水機関は計

画や計画案の策定において，地方自治体と相談しなければならないとされている。

⑥ 地方諮問委員会（Localadvisory committees) 

水機関と地方のコミュニティの聞の情報伝達のために設けられる委員会であり，水

機関のあらゆる機能に関する情報が活発に送られることにより，水機関と一般市民の

関係がより近いものとなる。

(d) 水機関の管理組織

新しい水管理ユニ ットとなる水機関に対して，その組織の形態についてのガイ ドラ

インを提供する目的で， 1972年 Ogdenを委員長とするいわゆる Ogden委員会が作

られた。委員会は 1年後，報告書「新しい水機構管理と組織（TheNew Water In-

dustry Management and Structure〕」 を発表した。各水機関は，おおむねこの報告

書に従って内部組織を形成した。

① 委員会組織

できるだけ少ないメンバーで水機関の活動のほとんどを行なうために第7図のよう

な委員会組織が提案された。それぞれのメンパーは少なくともひとつの委員会に所属

することとされている。

③政策および水資源委員会（Policyand resources committee) 

水機関の中央委員会で，水機関の議長が当委員会の長となる。任務は，水資源開発

の合同計画，計画のプライオ リティの決定，水質汚濁防止政策の策定，料金の賦課，

年間の予算案と投資プロ グラムの準備，出先機関との協定，中央水審議会や地方自治

体との関係の調整，財源の管理 ・配分などである。

⑥ 水質諮問委員会（Qualityadvisory panel) 

水質に関して水機関内部のチェックを行なう。水機関の下水処理場から出される排

水の水質検査を行なうため，他の委員会からは独立した水機関直聖書の委員会になって

いる。水質に関する報告書を発行する責任がある。

＠ 水管理委員会（WaterManagement Committee) 

水サイクノレ全体を包含した総合的な水管理を実行する委員会で，水の保全，上水

道，下水処理 ・処分，水質汚濁防止，水機関の出先機関として機能する水道会社， 地

方自治体，ニュータウン開発公社などの監督についての責任を負う。



第7図 提案された委員会組織
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⑥ 漁業委員会（FisheriesCommittee) 

漁業に関して責任を持つ委員会であるが，これに加えてアメ ニティやレクリエーシ

ョンに責任を負う委員会を設置するのが望ましいとされている。これらの領威では特

に地方に関しての知識が豊富でないといけないし，地方に対して助言を行なわなけれ

ばならないため，地方諮問委員会 （Localadvisory committee〕を設置し水機関と

一般市民の接触を深める必要がある。

⑥ 流域治水委員会（Regionalland drainage committee) 

財政面を除いた治水関係の業務を担当する委員会である。

② 流域合同管理チーム（Regionalcorporate management team) 

流域レベルでの総合的な水管理を実行するため，水機関の上級職員の中でも各部門

の最高責任者によって構成される組織である。チームの最高責任者は行政長官（chief

executive）で，水機関の政策に対する重要なアドバイザーでもあ り， また水機関と

所属する役人あるいは一般市民とのパイプ役でもある（第8, 9図参照〕，

チームの他のメーパーは，水道，下水処理処分，河川管理のサービス提供の調整を

行なう運営理事（director of operations), 流域計画の責任を負う水資源計画理事

(director of resource planning), 財政理事 （director of finance）であるが，大規

模な水機関では，ほかに水機関や公共に対して水質に関する責任を負う科学業務理事

(director of science service）と，行政や法律などに関連した任務を遂行する行政理

事（directorof administration）を置き， 6人でチームを形成する。

(3) 国家機関

水機関は以前の管理機関に比べて大きな自由を持ち，固からはあまり干渉されない

ものとなるはずであったが，結局政府は， 国家政策を決め，すべての水機関に共通な

問題について忠告や援助を行なう としみ重要な機能を持ち続けた。これらを実行す石

ために，いくつかの新しい国家機関が作られた。

(a）環境省（Departmentof the Environment）内の新機関

水資源局（WaterResource Board）の任務を引き継ぐ機関として，国家的計画に

関する責任を負う中央水計画部（Central Water Planning Unit）とデータに関す

る責任を負う水情報部（WaterData Unit）が環境省内に作られた。

① 中央水計画部（CentralWater Planning Unit) 

流減計画の上位に位置する国家計画や，水需要予測に責任を負レ，大臣や水機関に

助言を与える。水機関の計画が互いに両立することを保証したり，流域間計画 ・国家

計画のフレーム ・ワークを提供するための一般政策を組んだりするほか，水資源を増

加させるよう努める。



第8図 提案された流域合同管理チーム（小水機関用〉
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第9図 提案された流成合同管理チーム （大水機関用〕
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② 水情報部（WaterData Unit) 

水資源局の水文データに関する責任，水技術総括官（DirectrateGeneral of Wat-

er Engineering）の水質と河川汚濁調査に関する責任，環境省の地方自治体や水道会

社からデータを収集する責任を引き継いだ後関で，その他必要なデータの収集を行な

う。水文データの収集と解析が中心である。細かし、任務は以下のとおりである。

③ 水機関によるデータ収集の標準化について助言を行なう。

⑥ 水機関の収集データに，国の要求するものが含まれるように助言する。

＠ 圏内の情報を収集し，閤の各団体向けに加工する。

⑥ 国のデータを出版し，情報サービスを提供する。

＠ データ収集 ・加工方法について水機関，中央水審議会，他の中央機関に助言を

与える。

① 情報を必要とする研究に関して中央水研究所（Water Research Center）に

助言を与える。

(b) 中央水審議会（NationalWater Council) 

1973年水法で規定されている中央水審議会の義務は次のとおりである。

① 国家の水政策に関するどんな問題についても検討し政府に助言を与える。

② 水機関の機能を水機関が有効に遂行することを促進し助成する。

③ 任意の大臣によって相談を受けた事項に関して検討し助言を与える。

④ 水道器具の検査と承諾のための制度を設立するためイギリス中の産業界の協会

やその他の組織と協議する。

⑤ イギリスで規定されている水サービスの任務に関連した訓練と教育のための青｜

画を策定する。

このよ うに政府に対する助言が任務のひとつという点では水資源局に似ているが，

その後身ではなく全く新しい機関である。すべての水機関の議長が中央水審議会に所

属しているため力は水資源、局より大きいし，関係領域も，水資源の量についてのみで

質には関与できなかった水資源局に比べて大きい。特に，職業訓練や教育については

外国にまで技術援助を行なうことを目的としている。

以前あった機関で、いうと，英国水道協会（BritishWaterworks Association）と水

道職業訓練局（WaterSupply Industry Training Board〕の仕事が，中央水審議会

の任務の一部となっている。

(c）水域快適環境委員会（Water Space Amen町 Commission)

1973年水法は水機関に次のような義務を課している。

① 自然、美の保護

② 植物，動物，および特に重要な地質学的あるいは地理学的な特徴の保護。

③ 建築や他の建築上，考古学上，歴史学上重要な事物の保護。
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④ 国民の立ち入り権利の保護。

水機関のこれらの職務の遂行に関して助言を与える目的で，水法によって設置を義

務づけられているのが，水域快適環境委員会である。当委員会の最大の任務は，水機

関に水域を多くの人々のレクリエーション空間として利用できるようにさせることで

あるが，他に国務大臣や自然環境調査審議会（NationalEnvironment Research Co・

uncil）にも助言を与える。

(d) 中央水研究所（WaterResearch Centre) 

研究やそれに関する活動を行なう機関である。水道研究所（WaterResearch Ass-

ociation〕，水質汚濁研究所（WaterPollution Research Laboratory），水資源局技

術部の任務を受けついでいる。

141 国家水機関（NationalWater Authority）の必要性

水機関の聞での水の輸送や複数の水機関による水資源開発などの合同計画において

は，コストの分配や実施手順の決定など国レベルで決定すべき問題が存在するが，国

家的な水政策を作成し，水機関をそれに従わせる権限を持った中央組織がないため，

合同計画に関与する水機関の利益が第ーとされ，国の利益は軽視されている。そのた

め，政府によって行なわれた再編成の見直しにおいて，国家水機関の設立が提案され

た。国家水機関は，中央水審議会，中央水計画部，中央水研究所のあとを継ぎ，英国

運河局（BritishWaterways Board）を合併した機関で， 次のような権限 ・義務を持

つことになるだろう。

(a）大臣に報告するために水サービスの20年後の国家政策を準備する。

(b）個々の水機関の計画を調整する。

(c）水機関の計画と予定について大臣に助言を与える。

(d）毎年の投資計画を準備する。

(e）流域間での水資源の配分の計画を大臣に進言する。

(f) 水機構のために料金政策 ・財政政策を作成する。

(g) 水機関の効率的な任務の遂行を促進する。

一方，国家水機関の権限が強すぎると，水機関の自治が侵される恐れもあり，十分

な検査が必要である。

(5）合同計画の実例一－ WelshSevern-Trentの合同計画

再編成により，複数の流域に及ぶ大規模な事業が行なわれる機会は増したが，合同

計画に深くかかわる国家機関がない，とし、う現状のもとで合同計画がどのように進め

られているかについて， WelshSevern-Trentとの合同計画を例として述べたい。

最初，この計画は， 1973年水資源局によって提案されたもので，その概略は第10図



第10図 提案された流域間水輸送計画
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に示すように，ウエールズ北部・中部で，既存貯水池の鉱張や貯水池の新設を行な

い， Dee,Severn, Wye Jllの流量調整をして下流での取水量を増やす。また水の一部

は導水トンネルによ って Dove流減， Thames流域に送る，というものである。

その中で， CraigGach貯水池の拡張は計画の中心をなす大事業であった。再編成

により貯水池は， Birmingham公社から Welsh国家水開発機関へと所有権が移り，

事業の運営と財政について Welsh国家水開発機関， Severn-Trent水機関， Thames

水機関の三者の協定が必要となった。しかし，初期の段階で Thames水機関が計画

からおり， Welshと Severn-Trent聞の合同計画となった。

計画は，人口増加や経済成長の推定の修正が行なわれたこと， Thames水機関が計

画からお りたことなどによりかなり縮小された。

再編成によりウ エールズの水料金が急激に上昇したため， Severn へ送られる水に

ついてプレミアムを課すべきではなし、かという意見も出たが，政府は1976年に出した

「イングランドおよびウエールズの水機構の見直し」において，プレミアムは水の 流

域間の輸送を抑制lし， 無理な自給自足を招くもので望ましくないと判断をくだした。

結局，当計画について両者で合意に達し， 1978年に着工した。工事その他の費用は

Welsh水機関 1に対して Severn・Trent水機関4の割合で出資することになった。

5. おわりに

1974年のイングランドおよびウエールズにおける水機構の再編成により，以下のよ

うな水管理体制が確立した。

(a) 水サイクノレ全体を包含する流域を管理ユニットとする。

(b）水機関がユエット内 ・ユニット間の水に関するあらゆるサーピすを提供する。

(c）各水機関は，ある程度の自治権を持ち，許容範囲内で独自の活動を行なう。

この再編成は，イングランドおよびウエールズが合理的な水管理に向かつて前進す

るのに貢献したと言える。

しかし，一方では，合同計画に対して権限を持つ中央機関がないことを主な理由と

して，国家水機関の設立を検討する動きも出てきている。まだ再編成から 6年しかた

っておらず，その成否についての結論に至るには今後かなりの時間を必要とするであ

ろう。わが国と しては，これからもイングランドおよびウエールズの水管理の状況に

注目しつつ，水管理体制確立に有益なものを吸収して行くべきであると思われる。
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