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10. 71<工作物または構造物の規制および保護に関する法制

（吋 ・法律的 ・行政的規定

私水の場合には，水工作物の建設は，行政庁の事前認可を受けたうえで，水体を侵

害せず，近隣に損害を与えないという条件付きで，沿岸土地所有者によって行なわれ

る130九 しかしながら 3 公共事業運輸大臣は，私的流水に関して，飲料水の供給のみを

目的とする工作物を建設することができる131)。県および地区の行政庁，そのクツレープ

ならびにそれらの連合体は，私的水流に係る護岸および敷地の保全のための工作物，

ならびに農業上もしくは水管理上の見地から見て緊急に必要とされ，または社会一般

の利益となる他の管理工作物を建設する132)。

公水の場合には，水工作物の建設は， 71<流に関して．公衆に対する水供給または運

河および航行可能水流もしくは筏流可能水流の改善をもっぱらその目的とする水管理

工作物を建設することができる特許権者または公共事業運輸大臣によって行なわれ

る1剖〉。また，県および地区の行政庁，そのグループならびにそれらの連合体も緊急に

必要とされ，または社会一般の利益となると思われる工作物を建設する134》。

航行不能水流もしくは筏流不能水流の水の状態に影響する工作物の建設の監督，水

の状態、を変更しない航行可能河川もしくは筏流可能河川における取水口の建設 の監

督，または，事前の認可を必要とする工作物の建設の監督は3 そのような工作物の設

置を認可する証書によって定められた期間の経過後，専任技師によって行なわれ

る135）。

地下水に係る水工作物の建設は，当該地下’水の存する土地の所有者によって行なわ

れる136）。しかし，地下水資源の保全の面からみると， 80メート／レを超える井戸の掘削

は， 一定の県においては，事前認可を得た場合のみ行な うことができる13円。

地下水採取用工作物の監督は主任鉱山技師によって行なわれる138）。特許を受け て

建設された公共用飲料水配分設備網のための当初の工作物は，地区当局の監督に服す

る13的。

私的水流に建設された水工作物の管理および維持は知事に引き継がれる140）。 し’か

しながら， 相当の経費は知事の監督の下に受益者によ って分担されるH日。水工作物

が，農業上のまたは水管理上の観点から緊急に必要とされ，または社会一般の利益と

なる場合には，工作物は，県もしくは地区の行政庁，そのク、ループまたはそれらの連

合体によって建設されるとともに財政的手当てがなされる川》。

公的水流に建設された水工作物の管理および維持は特許権者H3lまたは賃借権者川〉

によ って行なわれるが「regic （訳注・ー・公私混合企業に対する特許）」の場合には地

区行政庁によって行なわれる。

水工作物の維持に関する監督は，特定の公的水流および私的水流については公共事
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業運輸省が行ない，その他の水流については農業省が行な う凶》。飲料水とかんがい

用水とを合わせて分配する場合，農業用水の送水の場合3 ならびにパリ市およびセイ

ヌ県内の諸区に対して水を供給する場合を除いて，内務省もまた水供給の規制につい

て責任を負う14へ

(b) 技術的 ・経済的規定

水工作物および機械化された設備をもっ構造物の維持を可能にすることを目的とし

た地役権の設定については技術的規定がある。これらの規定は，かんがい用運河147)'

排水路148》および私的水流の工作物に関するものである149）。 これらの規定は主として

水工作物の維持経費に関するものである。私的水流の水工作物の維持経費の割当ては

知事の監督の下に決定され，知事によ って執行される。関係するその他の経費の徴収

は，直接税の場合における と同様の形式によりまた同様の保証を 伴って行なわ れ

るISO》。

公的水流に免許を受けて建設された水工作物の維持管理が行なわれるときは，特許

権者はその経費および実行について責任を負う 151)。製粉所または工場の所有者の直

接の利益となる航行用工作物， 堤防，ダム，水路および水門について維持管理が行な

われるときは，所要の経費は，法令上の規則に従って，国とこれらの所有者との聞で

分担される152）。地区の排水処理場について維持管理が行なわれるときは，経費は当該

地区によって負担される1問。

11. 保全区域・地区の指定に関する法制

作）水の収益的利用の場合

1964年水法は，水体が厳しく規制される「特別水整備区域 ｛leszones speciales 

d’amenagement des eaux）」の創設について規定する。これらの特別区域は，公的調査

の後，コンセイユ ・デタの命令によって設定される。この命令は，水配分計画に基づ

き建設し設置される施設の性質および位置に従って，特別水整備l孟域内の当該水配分

計画の公共的有益性を定め，認定する15<1）。 これらの命令の施行日以後，認定された導

水，分水または水の採取は，公的調査を行なったのちに，行政庁の認可を必要と す

る155）。

特別水整備区域内においては，導水または分水施設の所有者もしくは管理者または

水の状態を変更するおそれのある工作物の所有者もしくは管理者は，一定の範鳴の工

作物を除いて，自分の施設を公表しなければならない156九 その施設の存在および 管

理が配分計画および分水事業計画の実行を妨げる場合には，知事が， 命令に基づき，

調査のうえ，公共の利益となることを認定された水に影響する導水，分水および水工

作物に対する変更および制限を定めることができる規定が設け られている間〉。特別
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水整備区域内において政令により定められた目的を追求するために行政機関が設けら

れる158）。

政令によって採られた一般的措置が損害を惹き起こすときは，収用の場合と同様の

補償が行なわれる。しかし，責任ある行政庁は，水に関する権利が変更されるかまた

は無効とされる利用者に代替的な水供給を提供することによって，補償の支払いを部

分的にまたは全面的に回避することができる159）。

（ω 水質および汚染防止の場合

公衆衛生法』14は， 人間社会への供給を目的とする水のために，取水地点の回りの直

近，周囲および必要な場合には離れた場所に， 3つの保全区域を設けている16的。保

全区域の区域決定の基本的条件ならびに水質に直接，間接に筈を及ぼすおそれのある

あらゆる活動，建築物および施設の禁止または規制のような効果的保全を確実にする

ために課される措置については，政令で定められるltiD。

12. 政府の水行政およびその組織体制

フランスにおける水資源に関する規制について責任を負う行政組織は，流域レベル

における行政機能の中央集権化によって特徴づけられており，国レベルでの調整機関

と地域レベノレで、行政的，技術的単位を調整する知事とを中心として動いている。

(a) 国レベル

水資源、について資任を負う政府機関は以下のものである。

(1) 自然 ・環境保全担当大臣 （正式には3 首相の委任により自然および環境の保全

を担当することとされた大臣） (Le ministre de!Cgue aupres du Premier ministrc, 

charge de la protection de la nature et de l’environnement) 

この大臣は，全般的な水資源に関する調整機能を有し，特に，個人， 地減社会，大

企業または農業，商業もしくは工業活動から生ずるあらゆる種類の汚染および公害を

防止し，減少させまたは除去する責任を負う 16へこの大臣は，以前，漁業に関して農

業大臣に与えられていた権限および「計画 ・土地利用担当大臣 （正式には，首相の委

任により， 水に関することがらについての大臣間の調整と関連して，計画および土地

利用を担当することとされた大臣） (Le ministre charge du Plan ct de l'amenagemcnt 

du territoitoire, en cc qui concerne la coordination interministerielle dans le domain 

de l’eau）」に与えられていた権限を行使する16ヘ大臣は，表流水， 地下水および海水

の保全およびあらゆる種類の汚染の防止に関する法案および規則案の提出に関して，

関係大臣から協議を受けるものとされている山〉。大臣は，最高環境委員会（lehaut 

comite de l'environnement）および国家水委員会（lecomite national de 1’eau）の議長



58 

である16へ彼は当該委員会の決議を草案し，採mされた決定の履行を監督する166）。

大臣は「科学的調査，原子力および宇宙空間に関する事柄を担当する国務大臣（le

ministre d’Etat charge de la recherche scientifique et des questions atom1ques et spa-

tiales）」の代表者，ならびに内務省，大蔵省，施設整備 ・住宅省，農業省，産業省，社

会問題省および一般計画委員会 （lecommissariat general du Plan）の代表者を集める

大臣問水委員会 、lamission interministerielle de l'eau）によって援助される16円。大臣

問水委員会は，流域レベルにおける， 6つの受任委員会によって援助される＇＂＂九

(2) 国家水委員会 （lecomite national de l’eau) 

この委員会は，自然および環境の保全に関する促進的，調整的および規制的行為に

ついて責件を負う。委員会は，国家関連または大規模な地域的事業計画上の水管理お

よび水供給フ。ロジェクトのすべてについて，水資源、の分野における大臣問調整を必要

とする問題について特に責任を負う169）。国家水委員会は，種々の分野の利用者からの

同数の代表，市町村参事会の代表ならびに国の代表から成る諮問機関である川》。そ

の事務局は，水問題検討常任事務局におかれる。常任事務局は3 水資源、の汚染の程度

を決定するために必要なため， 1964年水法の公布の後 2年以内に行なわれるべきであ

ると規定された水資源の目録の調整を行なった山〉。目録調製12ヵ月計画はアート

ワ・ピカlレディ流域 (leArtois-Picardie basin）においては1970年10月 l日から始ま

り，セイヌ ・ノルマンディ流減 （leSaine-Normandie basin），アドクル ・グロンヌ

流域 （leAdour-Garonnc basin）およびローヌ ・メデ、イトクラネー・ コ／レシ カ流域

(le Rhone-Mediterranee -Corse basin）の各流域においては1971年 l月 l日から始ま

った172）。さらに， 国家水委員会と水資源目録との関係は，同委員会が1964年水法によ

って取り扱われたすべての事柄に関する文書を収集し， 勧告を行なうという責任を負

っている点；にある 173）。

担当大臣は，水資源プロジェクトの調整について，「地域活動およ び土地利用計画

問題に関する大臣間常設委員会 （lecomite interministeriel permanent pour ks prob-

le mes d’action regionale et l’amenagement du territoire) J，計画 ・土地利用担当大臣

および大臣問水委員会によ って援助される174)。プロジェクトレベルでの調整を行な

う場合のその目的には，中長期計画，公共の利益となる投資の資金提供，法律 ・規則

の草案作成および国家融資に関する事項が含まれる175）。

(3) 直接的間接的に水資源問題に係るその他の大臣問調整機関としては以下のもの

がある。

③ 地域活動および土地利用計画問題に関する大臣問常設委員会

この委員会は水に関して県聞の調整を必要とする問題の調査につい て責任を負
ュ176)ノ。

⑥ 最高衛生会議 （leconseil superieur d’hygiene publique de France) 
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この機関は，厚生大臣が自己の出す法令を付託して承認を求める諮問機関であ

る177山へ この機関は，都市計画を定めることを必要とする都市ならびに l万人以上

の住民を擁する地区および地区の集団のための水供給および排水計画について協議を

受け，またコンセイユ ・デタが，一定の生産物を水へ排出することを規制または禁止

する場合には，コンセイユ ・デタからの協議を受ける179）。

＠ ；陵高類別機関会議

この機関は，法律および規則によ って必要とされるすべての事案について助言を行

なうとともに，産業科学開発省、が問機関に付託することを適当と考えたうえで付託す

る類別機関に関する法制の改正およびその他の類別機関に関するすべての事項の改革

についての提案を検討する任務をもっている180）。

③ 最高漁業委員会

この機関は，関係各省大臣によって付託される内陸漁業に関するすべての問題を検

討するとともに，養魚税の徴収および割当てを行な う。 また，この機関は，魚の保護

を目的とする措置，養魚開発についての主要事業計画ならびに漁業および養魚に関す

る地方の連盟および協会の規制および調整のための措置に関して，公共的団体に助言

を行なう。

(4) また，以下の各省が水資源の分野において直接または間接の権限を有する。

＠ 公共事業運輸大臣 （leministre des travaux publics et des transports) 

同大臣の責任の中には，もっぱら公共的な水供給を目的とする水工作物の建設，洪

水防御，すべての水工作物の規制および一定の公的水流および私的水流における水警

察権の行使が含まれる山＇ .

⑥農業大臣 （leministre de l’agriculture) 

同大臣は， 一定の公的水流および私的水流における水警察権の行使ならびにもっぱ

ら公共的な水供給を目的とする水管浬用工作物以外のすべての工作物の規制または運

河および航行可能水流または筏流可能水流の改善および水の及ぼす有害な影響に対し

て必要な保全措置について所管する182）。農業大臣の権限に基づく水警察権の行使お

よび管理は，その代表者が宣誓のうえ就任する農業工学担当部によって，すべての県

において行なわれる183)0

＠ 厚生大臣 （leministre de la sante publiquc et de la population) 

同大臣は，飲料水として要求される属性を定める184）。地域社会へ供給する水の開

発過程における衛生上の検査手続および検査分析に要する経費を補填するための税金

についての事項は命令によって定められる185）。当該命令は，また，びん詰め水用のび

ん詰め設備の設置，維持および利用についての条件を定める目的。同大臣は，公衆衛生

法典の中の一定の規定に違反したために飲料水供給特許権の所持者が有罪とされた場

合には，水に関する権利の失効を宣言することができる187三水についての衛生上 の
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検査は，厚生大臣によって特に指定された試験所によって，行なわれる188）。

③ 内務大臣 （leministre d’mterieur) 

同大臣は，水資源問題に関する地区行政に対して一般的規制を行な う。 同大臣は，

特許権または賃借権に基づき行なわれる水利用に強制的に適用される標準細見ljならび

に免許に基づき行なわれる水利用に適用される期限および条件を定めなければならな

い。また，内務大臣は，｛也と合わせて分配される場合における農業用水の送水ならび

にパリ市およびセイヌ県の諸区に対する都市用水供給を除いて，国の名において，公

共の飲料水供給について技術的，行政的および財政的規制を行なうことについて所管

する。この規制は，土木工学 ・農業工学担当部の援助の下に，各県において知事によ

って行なわれる酬にさらに，同大臣は標準細則に基づく特許権および賃借権を承認

する。

＠ 産業科学開発大臣 (leministre du developpement industriel et scientifique) 

同大臣は，公害防止，汚染問題および類別機関の規則jについて所管する。同大臣

は，地下水および鉱水に適用される法律および規則の草案作成およびその施行に参与

し，大規模水消費産業および発電用使用に対して一般的な規制を行な う。 同大臣は，

また，水の工業的利用および需要ならびに工業による水汚染およひ’排水処理について

所管する。また，同大臣は3 電気の分野において国家権力を行使し，水力発電所およ

び発電用ダムを規制する。

⑦ 施設整備 ・住宅大臣 （leministre l’equipement et du logement) 

同大臣は，航行，運河の整備，洪水防御ならびに一般的なインフラストラクチャー

の整備および都市計画に関連する公共的水管理およひe水警察権の行使について所管す

る。

国レベルにおいては，水に関する権利は，政令およびコンセイユ ・デタの命令によ

り管理される。地方レベルにおいては水に関する権利の管理は知事に委ねられてお

り，知事は命令により裁定を行なう。私水の場合には，その利用に当たって事前に認

可を得る必要がある190）。地下水使用権は，採取の際に従うべきすべての条件を特定す

る事前認可をあらかじめ得なければならない191)。また，当局への届出を必要とし，当

局は，家庭用以外の目的のための地下水の採取を目的とする施設を，検査しなければ

ならない日ヘ特別水整備区域は，公的調査の後，コンセイユ ・デタの命令により指定

される193）。これらの区域においては，水の流動状態を変更するおそれのあるすべての

工作物は事前に認可を得なければならない。この認可は，当該工作物が従うべ き条

件，および採取される水の用途を特定する194)。
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(b）流域レベル

水資源の分野におけるすべての行政的および運営的機能は流域レベルに集中されて

いる。この目的のために， 6つの流域財政庁 （1’agencefinanciere de bassin）がアー

トワ ・ピカノレディ地域， リーヌ・メユズ地域，セーヌ・ノルマンデ、ィ地域， ロアノレ ・

ブリタニィ地域，アドク／レ ・ギャロンヌ地域およびローヌ ・メディト pラネアン ・コ

Jレシカ地域という流域または流域の集団について設けられている195》。国のレベノレで

は，流域財政庁を援助するために，調整 ・諮問機関が設けられている。

(1）流域財政庁196)

流域財政庁は公的な行政機関であり，財政的自立性を有し，当該流域および流域の

集団において共通の利益となるすべての活動を促進する任務を行な うことができる。

各流域財政庁は，同数の権限ある行政当局の代表者と地方の地域社会および水使用者

の代表者とによって構成される理事会によって運営される。流域財政庁は，共通の利

益となる水資源、の研究，調査および開発ならびにそれに係る財政上の問題について責

任を負う。公的な機関または個人もしくは私的な団体がそのような業務を行なう場合

には，流域財政庁は， 当該機関等に対し，当該機関等がそのような仕事について責任

の一部を軽減される程度まで，補助金および融資を行なうこ ととなってい る。 しか

し， 流域財政！？は受益者からその者が享受する利益に応じた水使用料および税金を徴

収する権限を有する。

(2）流域諮問委員会 （lecomite de bassin）山》

流域諮問委員会は，所管区域において提案された共通の利益となる事業の適否，地

域社会または関係ある集団の聞に生じた紛争ならびにもっと一般的に＇ 1964年水法に

よって取り扱われるすべての事柄に関して流域財政庁に対し助言を行なう諮問機関で

ある。本委員会は，同数の異なった分野の水利用者の代表およびその他の権限ある人

間の代表，地元市町村によって指名された代表ならびに行政当局の代表によ って構成

される。

(3）流域派遣団（Iamission deleguee de bassin) 1附

流域派遣団は，流域に関する諸問題に関して大臣間水委員会の仕事の準備をするこ

と，流域レベルにおいて種々の行政当局と技術機関との間の連結を行なうこと，中央

政府の考察に資するために一般的水資源管理を行なうため必要とされる情報を収集す

ること，およびそれらに関連する事柄に関して助言を与えることを任務としている。

コンセイユ・デタの命令に基づいて設置され，国の指導の下におかれる公的行政機関

は，流域レベルにおいて，水質汚濁の防止，水供給，洪水防御，私的な河川l，湖沼お

よび池の維持，整備，ならびに排水，かんがい用運河および溝渠の維持整備を行なう

ことをその目的としている印的。
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(c) 地域圏レベ／レ

フランスでは，国の領土は行政上21の地域圏に分かれ， 21の地域圏は各々さらに県

およびより小さな行政単位に分かれる。各地域閣の行政は地滅関知事が行な う。

(1）地域圏知事 (lepref et de region) 

各流域には水資源管理の適正を期するために数県が含まれ，流域は 2以上の地域圏

をカヴァーしている。各々の地域圏知事は，自己の管轄区域の流域開発計画およびそ

の計画の実施に参画する。知事の主たる任務は，水技術委員会の援助を受けながら，

中央政府の代表として地域執政官の職務を調整することである200）。

(2）地域圏水技術委員会 （leromit己techniqueregion) 

同委員会は，地域圏知事を議長とし，流域派遣団が主催する研究の促進，強化およ

び調整について責任を負う常’設の内部機関である。問委員会は，承認された計画の実

施を監督し，その準備を援助し，当該地域の水資源近代化 ・合理化計画の実施を管理

する20日

(3) 地域執政官

地域執政官は中央政府の支分部局である。その代表者は，地域園水技術委員会の仕

事を指導，調整，監督するために， 地域間知事によって地域行政会議への出席を命ぜ

られる20日。

(d) 地方レベル

(1) 地方における水利用権に関する行政

フランスの95の県はさ らに郡 （circonscription），区 （canton）および地区（district)

に分かれる。県は知事によって治められ，君1lおよび区は副知事，地区は地区長によっ

てそれぞれ治められる。

③知事

知事は，水問題について各大臣を代表する20幻。私的水流については，知事は公的調

査を行なったうえで水利用の申請に対し認可を与えるか否かを決定する203)0 知事は

また，私的水流の凌君主204》について，必要な調整を行ない，維持管理費用を受益者に分

担させる20日。公的水流については，公共水路の管理は権限の永続的委任を受けた主任

航行技師によって行なわれるため，知事の権｜授はより制限されたものとなってい

る206九 しかしながら，知事は命令により公的水流の範囲を定める207）。 知事は，また

公衆の健康の保護を図るためにその権限を行使する。知事はそのために，県内のすべ

ての地区に適用される衛生規則を定める208）。 知事の公衆の消費用水のびん詰めなら

びに私的な供給網を通じての飲料水の導水および分配を認可する権限をもっ209）。

⑥ 県衛生審議会 (leconseil departemental d’hygiene) 

同審議会は，知事が衛生規則の作成210＇，びん詰め水産業 ，製氷産業211>およびプー
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／レの運営に対する認可またはその撤回について協議する諮問機関である212）。同審議

会は，また， 工場等からの有害な廃棄物による水の汚染を防ぐために必要な予防手段

を研究し，必要な場合には，これによる危害を防止するために必要なすべての手段を

とる。

。県保健部長 （ledirecteur departemental de la sante) 

岡部長は監督的機能を果たすことを本来的任務とする。 同部長は，地区の行政庁が

“regie”を うけて官営で飲料水の収集や分配を行なうその水について適正な水質監視

を是非行なうよう，監督している213）。岡部長はまた，集合的水供給の途中において行

なわれるびん詰めに使用される水および容器ならひ1乙製氷に使われる水に関する監視

分析を監督する2山。

＠ 地区市町村長 (lamairie) 

地区長は，県知事の監督の下に，地区レベルで私的水流の警察215）ならびに伝染病の

予防および根絶216）のために必要な措置を講じ，保健上の観点から，小川，河川，池，

プーノレその他の水体の状態を監視する217）。ノξリ以外の地区においては， 地区長は，ま

た，河川｜，港湾および護岸における駐車および貯蔵について許可を与える218九 市レベ

ノレにおいては，市長は市参事会によって援助される。

＠ 市参事会 （leconseil municipal) 

市参事会は，知事の監督の下に，下水道料金の徴収について必要な 条件を定 め
る219)。

① 市衛生局 (lebureau municipal d’hy引をne)

市衛生局は，その管轄区域内において，県保健部長から委任を受け，その監督の下

に，当該県に委ねられた監督的機能を行使し，保健部長に責任を負う220》。

(2) 水利使用者団体

水平lj{吏用者団体には，かんがい組合221)，溝渠による土地の排水その他の埋立て222)

のための協同組合， および命令によって漁業上の共通の利害を有すると認定された私

的水流の沿岸土地所有者から成る協同漁業組合が含まれる却〉。

（巴） 国際的レベ／レ

フランスは国際的な水資源の沿岸者であ り，国際的な水資源のほとんどすべてにつ

いて国際協定が存在する。国際的河川委員会はラインJII，モーゼ／レ川，ザー／レ川およ

びジュネーフマ例についてのみ設けられている。このような委員会としては以下のもの

がある。

(1) ライン川中央航行委員会

同委員会は1815年6月9日のウィーン会議によって設立された。同委員会は規制権

限および管理権限を有する。問委員会は航行警察のための規則を策定するほか，航行
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警察を司る。問委員会は，航行を妨げる可能性がある限りにおいて，河川について行

なわれる種々の利用とともに航行自体を規制する。委員会によって策定される警察規

則に関しては，その規定が相応する園内法によって施行される場合には，当該関係国

を拘束する。同委員会は，また，水工作物に関する権限を有しs 構成国が航行の利益

になるため建設することを必要とする水工作物を特定し，また航行の利益を害する水

工作物を禁止する。また，問委員会は協定の適用に関するすべての苦情を調査する。

1968年のマンハイム協定の第45条は，問委員会は，ライン川の航行についての第 l審

裁判所の判決に対してなされた上訴について，最終決定をしなければならないと定め

ている。

(2) モーゼル川委員会

問委員会は， 1956年JO月27日付け協定の第32条に基づいて設立されたものであり，

モーゼル川における航行の状態について監督を行な う機関である。同委員会は，一般

的には，モーゼル川における航行のための好ましい条件を， 可能な最も高いレベJレに

維持するために必要な行為を行なう。具体的には， 同委員会は，通行料に関する手続

およびその徴収手続を定め，ライン川に関して適用される規定をモーゼ、／レ川に適用す

るために必要な決定を行なう。同委員会はまた，沿岸国によ って提出された水工作物

プロジェクトについて調査を行ない，航行の利益の保護のために，それについてコメ

ントを加える。司法的権限に関していえば，モーゼル川における航行に関する事柄に

ついて所管する第 l審裁判所は， 諸政府がそれを必要とみなす限りにおいて，特別に

設けられるか3 または既に国の司法制度の一部を構成している裁判所のう ちから選定

される。上訴については，関係当事者は判決：がなされた国の上級審裁判所またはモー

ゼル川委員会の不服審査会のいずれをも選ぶこ とができる。この不服審査会はモーゼ

ル川委員会から分離した司法機関であり，諸政府から独立している。同審査会は，刑

事裁判権および民事裁判権を有する。

(3) ライン川汚染防止国際委員会

問委員会は1963年 4月29日に署名された協定によって設けられ，その活動状況およ

びその管轄領域の地理的範囲からみて最も大きな河川｜に関する委員会の lつである。

(4) ザーノレ水保護国際委員会

同委員会は1961年12月20日付けの公式協定によって設けられた。

(5) ジュネーブ湖水汚染防止国際委員会

同委員会は1962年ll月16日付けフランス・スイス間協定によって設立された。

(6) 汚染水に関する三国常任委員会

同委員会は， 1950年 4月8日に署名された協定によって設けられた。構成国は，フ

ランス，ベルギーおよび／レクセンブツレクである。
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13，特別水資源開発機関および自治的水資源開発機関

（吋 国レベノレ

1946年以来，発電，送電および電力の輸出入は国有化されている22へ国有電気事業

等の管理は，「フランス電力（Electricite de France）」と呼ばれる公的機関が行なうこ

ととなっている。フランス電力の業務運営は産業大臣の報告に基づき出された命令に

よって 5年の任期で指名された15人のメンバーから成る理事会によ って行なわれ

る225）。

行財政的な運営に関していえば，フランス電力は財政面での自立性を有しており ，

その結果として，技術面および商業面において独立性を有している。フランス電気の

業務運営は，控訴院 （lacour d’appel）のリス トに登録されている者のうちから 大蔵

大臣によって指名された監査人の監督に服する。配電事業の経営は，すべての運営，

資本および投資に要する経費が償える方法で行なわれる。運営上の赤字は，それが物

価局の決定によって定められた料金表を適用したうえで生じたものである限り，少な

くともその一部を国家によって補填される226》。 フランス電気が得た利益は，その名を

もって関かれた勘定に払い込まれ国家電気開発基金となる。

（砂地域レベル

(1) プログァンス運河およびプロヴァンス地方の開発のための会社（laSociete du 

Canal de Provence et d’amenagement de la region provencale=S. C. P.) 

この会社は，プログァンス地方における水資源およびその利用について責任を負う

特別の自治的機関である。同社は半官半民の会社に関する法律および規則によって規

制される227）。 ｜司社は，特に，かんがいならひ‘に家庭用水，農業用水および工業用水の

供給によって，プログァンス地方を開発するために，同地方の管理を行なうことをそ

の目的とする四九 S.C. P.は，自己の責任で，または国も しくは地域社会の責任で，

特に合理的な水利用に関し全般的な経済の発展のために必要となる技術的，経済的お

よび農学的な研究を行なう。S.C.P.は，その責任で，社会一般の利益となる水工作

物を建設し， 管理する。その主要な任務は，最近においては，グァードンJiiの支川で

あるプログァンス運河の建設である。 S.C.P.は，また，水工作物の設計，建設およ

び管理に関して，第三者（地域社会，農業協同組合等）に対し援助をなすことができ

る。 国および専門機関と連絡をとりながら， S.C. P. は，現代的なスプリンクラーに

よるかんがい方式を研究，普及し，より良い穀物の選別を行なうための計函に参加

し，農作物の流通機椛の改善の可能性を研究する。最後に， SC.P.は，地域レベル

において， 田園地帯の土地利用管理を目的とする研究および計画に参加する。

S.C.P.は，このよ うに1963年 5月15日付けの一般的特許協定229）ならびに一般細則
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および特別の細則によって定められた条件の下で生み出され近代化された水工作物の

建設および管理について責任を負う。特許期間は75年間であり， 一般細見ljの条件に基

づき更新されることができる。 S C.P. の存続期間はその設立の日から99年間であ

る230）。 S.C. P.は理事会，監査人2名，政府代表 l名および総会によ って運営され

る。プログァンス運河の建設工事ならびにドュランス川流域の水資源および農業経営

に関する特許期間の存続中は， S.C.P. は，計画的な分水および一定の工業用工作物

による水の送水のために必要とされる水の貯留のために，農業大臣がフランス電気と

の間で結んだ協定の適用について，農業大臣のもつ権利義務を代行する231九

(2) ローヌ国営会社 （laCompagnie Nationale du Rhone=C. N. R.) 

同社は，特別の組織形態をもっ公共の共同出資会社である232)0 この会社の目的は，

特許に基づき， 水力発電，航行，かんがいその他の農業上の利用についての 3つの観

点から，スイス国境と海とを結ぶローヌ川を管理することである。一般細則は， 水力

発電のための河川管理，航行可能水路の建設，航行用工作物の改善，建設および農作

物の再定着の開発のための工作物の建設についての計画について特許が与えられると

している233）。特許期間は2023年12月31日までと定められており， 一般細則で定められ

た条件に基づき更新されることができる234》。会社の存続期間は2 その商業登記に登記

された日から99年間である。同社は，理事会，監査役 2名および総会によって運営さ

れる。国は，同社の管理および規制に参与する。この目的のために，理事会には電気

について責任を負う大臣の命令によって指名された5名の政府代表が含 まれる目白。

理事会の議長は，理事会のメンバーの中から選ばれ，コンセイユ ・デタの命令によっ

て指名される236）。また，電気を所管する大臣の命令によって指名された政府代表は理

事会に席を有し，総会においては政府を代表する23目。「国の出資比率が過半数を超え

る半官半民企業の会計監査委員会」は C N. R の会計監査および経営についての監

督を行なう責任を負う 238）。

(3) ガスコーニュ地方丘陵開発会社 （Compagnied’amenagement des Coteaux de 

Gascogneニ C.A.C.G.)

この半官半民会社は，特にかんがいならびに家庭用水，農業用水および工業用水の

供給によるガスコ一二ュ地方の開発の一環として当地方の丘陵地帯の農業開発を行な

うことをその目的とする239九この会社の機能には，投資前調査の実施，次の段階にお

ける工作物の建設および既に建設された工作物の維持管理が含まれる。これらの諸機

能は， 地域格差の除去を目的とする一般的な経済的，社会的な手段の lつである。理

事長，理事および理事に選任される関係機関の恒久的代表の指名は，大蔵大臣，内務

大臣および農業大臣の認可を得て初めて有効となる240》。国は3 理事会メンパーと して

命令によって選任された政府代表 l名を通じて，会社の経営に参与する241）。

当該会社の存続期間は，その設立の日から99年間である山〉。その規則は1959年 l月
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6日付けの政令によって認められた。ガスコーエュ地方丘陵開発会社に付与された特

許の存続期間は， 1960年 4月14日付けの政令により， 75年間とされており，更新され

ること均三できる243》。

14. ＊資源の財政面および経済面についての法制

(a) 政府の財政的関与

政府の財一政的関与は全面的な場合と部分的な場合がある。使用者団体の財政的関与

を伴って，経費が国によって保証される場合には，政府の財政関与は部分的である。

水工作物の建設についての部分的な融資は，洪水防御24'1および地方の飲料水供給事

業の実施のために必要な取水口の建設について行なわれる24日。水工作物の建設につ

いての全面的な融資は飲料水の供給246）， 排水網3 処理場247）ならびに給排水に関する

科学的研究について行なわれる248）。補助金に関する法律上の規定は，補助率，国の財

政上の義務が完遂されるべき日時，補助金の支払方法，補助金の支払について権限を

有する機関一一一都市部において実施される工事については内務大臣，田園音flにおいて

行なわれる工事については農業大臣または市町村参事会一ーを定める叫〉。

国レベルにおいては，農業大臣の援助の下に水供給網の整備のための国家基金が創

設されており，農業大臣によって管理される国庫台張において特別の項目を構成して

いる。農業大臣はこの国庫の管理台張については，政令によってその構成員の資格が

定められている諮問委員会の援助を受ける250）。当該基金の目的は，第 lに，農村部にお

いて飲料水を供給する地元地区によって支払われる年賦返済金の負担を軽減すること

であり，第 2に，これらの地区における飲料水の供給に関係する事業への融資を促進

することである251》。同基金の資金源は，飲料水の供給によって利益を受けるすべての

地域に割当てられる水の使用料金，同基金によって拡大された融資に対して行なわれ

る返済から生ずる利益および同基金によって登録された資金および寄付金である252）。

また，第 6 次経済社会発展計画 （ 1971~75年） は3 貯水および給水の状態を改善す

ることを目的とする各種事業に対する融資について国が相当の援助を行なうものとし

ている。水管理計画の認可に対しては， 120億フランの金が準備され， そのうち 7億

フランが地元市町村によって行なわれる共同水処迎プロジェクトに対して国が関与す

るため優先的に配分される253う

流域レベルにおいては，流域財政庁は，流域または流域の集団254) にと って一般的

な利益となる各種事業のために，事業の実施について，公的機関および私的機関に補

助金および融資を配分すること，または調査研究経費を交付することによって，便宜

を図らねばならないこ ととなっている。各流域財政庁は，行政庁の性格をもっている

が，同時に司法的権能と財政的独立性をもっている25日。同財政庁の目的はz同財政庁

が優先性をもっと認める活動に対して，当該事業の創始者が負わなければならない負
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担を相当程度軽減するために融資を行なうことである。平均して，地元地区に割振ら

れる同財政庁の補助金は当該事業経費の約25%であ り，一方，工業部門では，それら

は当該事業経費の約50%に達する。この数字の違いは，地元市町村が国の補助金を受

けるのに対し，工業部門は国の補助金を受けないことに拠っている。

第 6次経済社会発展計画 （1971～75年）は，流域財政庁が，インフラストラクチュ

アを整備しようとするプロジェクトに対する現在の財政的援助水準を少なくとも維持

し，その援助範囲を拡大しながら， 地元地区や産業の自己財政資金を軽減することを

強化するよう努めるべきであると定めている256）。

(b）水利用税および水利用料金

水利用税または水利用料金はいろいろな理由で支払われる。水門の操作，曳船，航行

許可ならびに乗組員および船長であることの証明のための料金のような，河川および

航行可能運河の使用に付随する料金の他に，水利用料金は，公共河川および航行可能

運河に関する取水権の所持者によっても支払われる257らその他の料金は，欽料水の供

給によって利益を受ける地区における水のi肖費に応じて課される258）。 これらの料金

は，その運営の形式がどんなものであれ，飲料水供給者によ っても支払われる259）。例

えば，飲料水供給設備網に関する特許権の付与の場合には，国有財産の占用および公

水の取水について国に支払われるべき料金は，当該特許権者によって支払われる260）。

漁業に関していえば，漁業権は，漁業組合または養魚組合に属する者，および国に

対して法令上の寄与の他に年間料金を支払う者によってのみ行使される。最高漁業委

員会がこの料金を徴収する。この場合その額は漁民 l人当たり 5～100フランの聞で

ある261)。

水力発電については，特許権者は，生産される電力の量に応じた料金を支払わなけ

ればならない262にまた，特許権者は，当該発電所が公共の河川の上に建設されるとき

は，固有財産に関する一定の年間料金を支払われなければならない263）。

飲料水供給事業26ペびん詰め水工場の経営者265）および製氷工場の経営者266）は，厚

生大臣の定める命令によ り決められた料金表に応じてその水供給に関する監視および

分析費用を負担する2叩。

排水網および排水処理場の使用者は3 相応の料金を支払う 26へ
危険，不健康かつ有害な建造物の所有者は，その認可または分類された建設宣言の

際に料金を支払わなければならない269）。

この料金は，第 l類および第 2類に分類された建造物については3,000フラン，第3

類に分類された建造物については1,000フランである。 また， その性格または活動量

によって2 環境に対して特別の危険を与え，詳細かつ定期的な監視を必要とする建造

物については年毎の料金が支払われなければならない。コンセイユ ・デタの命令によ
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って定められたリストに含まれる建造物で lつのまたはそれ以上の活動を行なうすべ

ての類別された建造物については年毎の料金が支払われなければならない。これらの

建造物は，その活動が一定のレベルを超える場合にのみ当該料金を支払うこととなっ

ている270）。この年毎の料金の基本料金は500フランである。例えば1973年の場合， こ

の年毎の料金および基本料金に付加される乗数率は政令によって特定された27D。

最後に，流域財政庁は，その流域において，水使用者が自然環境に及ぼす影響によ

って，取水または水の汚染が同財政庁の介入を必要としもしくは望ましいものとする

限札または水使用者が利益を受ける限度において当該流域の水使用者に負担を課す

ことができることとなっている。

15. 7]<；：去の施行および水管理行政の実施

(a）現存する水利用権の司法的保護

土地所有権に関する民法および刑法の規定は，私水については現存する水利用機の

司法的保護について定め，それらの水利用機については事前の認可を必要と しないと

している。また，農事法典は， 地役権の設定，水道管の敷設および通過される土地の

所有者に支払われる補償または排水を受ける土地の所有者に支払われる補償に関して

生じる紛争は，控訴院に申立てねばならず，控訴院は，当該事件を処理するに当たっ

ては，当該施設を操作することによる利益と所有権に基づく利益とを調和させなけれ

ばならないと定めている。当該手続は即決手続であり，専門家の意見が必要な場合に

は，控訴院は専門家 l名のみを指名することができる272）。

事前認可または特許によって公水について得られた水利用権の司法的保護は，公水

の使用を規制する法律上の規定によって定められている。例えば，飲料水の供給の特

許についての標準細則は，規定の施行および解釈について特許権者と行政庁との問に

生じた紛争は，コンセイユ ・デタには頼らずに，行政裁判所によって解決されなけれ

ばならないと定めている間三また，公共の水流および湖沼についての私的水利用権

は，もしこれが1566年の水車法（I’editde Moul ins）に先立ち合法的に付与されたも

のである場合または国有財産の売却によって合法的に取得されたものである場合に

は，適法なものと認められ，保護される問〉。

(b) 水利用権の修正または再配分

私的水流の場合には，工作物または工場の建設に対して与えられた認可または許可

は，国が法律によって特定された一定の場合にその警察権を行使する ときは，補償な

しに取消されまたは修正されるこ とがある275）。

しかし，公的水流の場合には，取水口その他の施設は，それが事前の認可を受けて

設けられたものであっても，いつでも修正されまたは取消されることがある。補償
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は，修正または除去が命じられる取水口その他の施設が合法的に建設されたものであ

る場合にのみ，行なわれる276）。

(c) 水裁判所，裁判所その他の水に関する司法的機関

フランスには，特別の水裁判所は存在しない。そのため法律規範の実施およびその

違反についての訴追は，通常裁判所の管轄に属する。しかしながら，フランスにおい

て行政法の体系を構成するコンセイユ ・デタの諸命令， 大臣問命令および大臣命令な

らびに通達の施行から生じる紛争を処理するために行政裁判所が設けられている何〉。

現在，フランス本国にはおの行政裁判所があり，それは，それ自体が最高の行政的司

法権を持つコンセイユ ・デタの監督の下で機能している。

行政的司法判決は通常の司法判決と同憾に執行力がある。

ω） 罰則

水法制の規定の不遵守または違反に対する罰則は，関係する法規の中の刑罰法規に

よって定められている。罰則には，損害の回復，罰金，拘留またはその他の併科が含

まれている。

行政法規に違反した場合には，さらに， 関係水利用権の修正， 中止または取消が罰

則に含まれている。公の機能を司る行政機関の代表権限の定めに対する「越権行為

(ultra vire~ ） 」 または行政法規の施行に対する「越権行為」に関しては，権限を有す

る行政裁判所は相応の懲戒措置をとるか，または，論争の的となっている規定の修正

または取消を行なう権限をもっ。コンセイユ ・デタへの上訴または特定の場合につい

ては上訴に関する独自の司法権が留保されている。

(e) 水法の施行

1964年水法の規定は，コンセイユ ・デタによって公布された諸命令により，その規

制の下で， 主務大臣によって施行されている。これらの命令の規定は，さらに地域闘

知事および県知事ならびに市参事会および市長によって出される命令，規貝lj，行政通

達によって施行される。政府行政機関の公務員は， 直接にまたは警察権の援助を得

て，これらの規定を施行する権限を有する。

【注】

119) 農事法典第128.5条。

120) 1964年12月16日付け法律第64-1245号 ；1973年 2月21日付け政令第73-219号。

121) 農事法典第46条～第47条。

122) 同法典第40条，1973年 2月21日付け政令第73219号。
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123) 同法』4第47条。

124) 同法典第48条。

125) 同法典第49条。

126) 1935年 8月8日付け政令； 1973年 2月21日付け政令第73-200号。

127) 1958年10月3日付け政令第 2条， 1959年 4月21日付け政令。

128) 鉱業法典第84条。

129) 地下ガス貯蔵に関するオルドナンス （1958年ll月15日公布）第 8条。

130) 農事法典第105条，第106条。

131) 1962年11月24日付け政令第62-1448号第 l条。

132) 農事法典第175条。

133) 1962年11月24日付け政令第621448号第 l条。

134) 農事法典第157号。

135) 1905年 8月 l日付け政令第 1条，第16条。

136) 民法典第552条。

137) 1 9351~： 8月8日付け政令第 l条。

138) 1937年 5月4日付け政令第10条。

139) 1947年 8月13日付け政令47-1554号第 6条。

140) 農事法典第115条。

141) 同法典第l17条。

142) 問法典第175条。

143) 1947年 8月13日付け政令第47-1554号第 9条。

144) 1951年 7月6日付け政令第51859号第 9条。

145) 1971年 l月5日付け省令によって改正された 1962年ll J~ 24日付け政令第62-

1448号。

146) 1964年11月9日付け政令第46-2483号第 7条。

147) 農事法典第128 6条； 1961年 6月13日付け政令第61← 605号。

148) 同法典第138-I条； 1961年6月13日付け政令第61605号。

149) 同法典第115条，第121条； 1959年 l月7日付け政令第5996号， 1960年 4月25

日付け政令第60-419号。

150) 農事法典第l17条。

151) 1947年 8月13日付け政令第47-1554号第 9条および第10条。

152) 公共水路法典第39条。

153) 地区行政法典第185条。

154) 1964年12月16日付け法律第641245条第42条。

155) 同法。
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156) 同法第48条。

157) 同法第49条。

158) 同法第51条。

159) 同法第52条。

160) 1964年12月16日付け法律第64-1245サ第 7条によって改正された 公衆衛生法

典第 L. 20条。

161) 1967年12月15日付け政令第671095号によって改正された 1961年 8月 l日付

け政令第61←869号第 4.2条。

162) 自然 ・環境保全担当大臣の権限に関する政令第 7ト94号 (1971年 2月2日公

布）第 l条。

163) 同令第 2条。

164) 同令第 6条。

165) 同令第 7条。

166) 同令第 5条。

167) 1968年 4月5日付け政令第68335号第 2条。

168) 同令第 5条。

169) 自然 ・環境保全担当大臣の権限に関する政令第 71-94号 （1971年 2月2日公

布）第 5条； 1964年12月16日付け法律第64-1245号第15条。

170) 1964年12月16日付け法律第64-125号第 5条， 1965年 9月 2日付け政令第 65-

749号。

171) 1964年12月16日付け法律第64-1245号第 3条。

172) 表流水目録調製計画に関する省令 （1970年 8月18日公布）第 l条。

173) 1964年12月16日付け法律第64-1245号第15条。

174) 1968年 4月5日付け政令第68-335号第 l条および第 2条。

175) 1968年 5月 8日付け通達。

176) 1968年 4月5日付け政令第68-335一号第 l条。

177) 1961年 8月24日付け政令第61987号。

l 78) 1960年 l月21日付け通達 ；1961年 8月 l日付け政令第6ト859号。

179) 1970年 9月25日付け政令第70-871号第 l条。

180) 1964年 4月 l日付け政令第64-303号第27条，その組織は1969年 9月 i日付け

産業科学開発大臣省令によって定められた。

181) 1962年ll月24日付け政令第62-1448号；1971年 l月5日付け省令。

182) 1962年ll月24日付け政令第621448号第 2条。

183) 同令第 l条。

184) 1961fj三8月 l日付け政令第6ト859号第 l条。
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185) ｜ぃ］令第 6粂，第 7粂。

186) f司令第13条， 1961年 8月10日付け省令第15条。

187) 公衆衛生法典第23条。

188) 1961年 8月 l日付け政令第61859号第13条；1962年 3月15日付け通達附属C。

189) 1946年ll月 9日付け政令第46-2483号。

190) 農事法典第106条。

191) 同法典第113条， 1935年 8月8日付け政令第ト 2条，第 4 5条。

192) 1964年12月16日付け法律第64-1245号第40条。

193) 同法第46条。

194) 同法第47条。

195) 1966年9月14日付け省令第 2条。

196) 1964年12月16日付け法律第64-1245号第14条。

197) 同法第13条； 1966年 9月14日付け政令第66-699号。

198) 1968年 4月5日付け政令第68335号第 3条。

199) 1964年12月16日付け法律第641245号第16条，第17条； 1969年11月19日付け

政令第69-1047号。

200) 1968年 4月5日付け政令第68335号第 4条， 1968年 5月8日付け通達。

201) 1968年5月 8日付け通達。

202) 1953年 9月26日付け政令第53896号第 1条。

203) 農事法典第67条； 1935年 8月8日付け政令。

204) 同法!JIJ,第115条。

205) 同法典第117条。

206) 公共水路法!JIJ,第30条，第31条。

207) 1970年12月 3日付け政令第70-115場第 2条。

208) 公衆衛生法典第 L I条。

209) 向法典第 L.24条。

210) 同法典第 l条； 1965年12月 2日付け政令第65-1048号第3条。

211) 1961年 8月 l日付け政令第6ト859号第 8条，第15条，第17条および第20条。

212) 1969年 6月13日付け省令第26条。

213) 公衆衛生法典第 L 22条。

214) 1961年 8月 l日付け政令第61-859号第 6条，第11条および第20条。

215) 農事法典第lI l条。

216) 公衆衛生法典第 L 2条。

217) 1898年 6月21日付け法律第21条。

218) 公共水路法典第38条。
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219) 公衆衛生法典第 L.35. 4条および第 L.3~. 5条。

220) 1961年 8月10日付け省令第 8条。

221) 農事法典第128.3粂，第130粂および第133条。

222) 同法典第137条。

223) 同法典第407～第410条。

224) 1946年4月8日付け法律第 2条。

225) 1953年12月17日付け政令によって改正された｜司法第20条。

226) 1949年 l月 l日付け法律。

227) S. C. P. 規則第 l条。

228) 同規則第 2条。

229) 1963年 5月15日付け政令第63509号。

230) s. c. P 規則第 3条。

231) 1963年 5月15日付け政令第63-509号。

232) C. N. R. 規則第 l条。

233) 1968年10月7日付け政令によって修正された1933年12月20日付け特許協定付

属の一般細則を定める1968年10月12日付け一般細則第 l条。

234) 同細則第31条。

235) 1959年 6月26日付け行政規則第10条， 1962年 3月初日付け政令第62358号。

236) 同規則第 8条。

237) ｜日l規則第 9条。

238) 1959年 5月6日付け省令第 l条。

239) C. A. C. G.規則第 l条，第 2条。

240) 同規則第17条。

241) 同規則第30条。

242) ｜百l規則第 3条。

243) 1960年4月14日付け政令第60-383号付属協定第 l条。

244) 公共水路法典第47条。

245) 1960年10月31日付け政令，農事法典第151条。

246) 1939年 4月21日付け政令； 1947年 3月初日付け法律第47-580号； 1947年 8月

14日付け法律第47-1501号； 1956年 8月 4日付け法律第 56-780号，1968年 7月

IO日付け政令第68-654号によって改正された1966年3月25日付け政令第66-173

号。

247) 1966年 3月25日付け政令第66173号。

248) 1967年12月 I日付け省令。

249) 1947年 8月 3日付け政令第47-1554号第 2条。
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250) 地方行政法典第408条および~4 10条； 1955年 IO月 22 日付け政令。

251) 同法典第408条。

252) 同法典第409条， 1956年12月29日付け法律第56-1327号。

253) 第 6次経済社会発展計画を承認する 1971年 7月15日付け法律第71567号付属

c 6 0 

254) 1964年12月16日付け法律第641245号第14条。

255) 1966年 9月14日付け政令第66-700号， 1966年 9月14日付け省令。

256) 第 6次経済社会発展計画を承認する 1971年 7月15日付け法律第71-567号付属

C6。

257) 公共水路法典第35条； 1948年ll月12日付け政令第48-1698号。

258) 地方行政法典第409号。

259) 1954年12月14日付け政令第54-1238号。

260) 1947年 8月13日付け政令第47-1554号第40条。

261) 1972年12月20日付け1973年度財政法第72-1121号。

262) 1919年10月16日付け法律第 9条。

263) 1935年10月初日付けコンセイユ ・デタの命令第38条。

264) 1961年 8月 l日付け政令第61-859号第 6条。

265) 同令第18条。

266) 同令第20条。

267) 1967年10月18日付け省令。

268) 1966年度財政法， 1967年10月24日付け政令第67-945号。

269) 1971年度財政法を改正する 1971年12月24日付け法律第71-1025号第12条。

270) 一定の類別された建築物に適用される年料金の賦課手続を定める政令第72-

1240号 （1972年12月29日公布）。

271) 一定の類別された建築物に適用される年料金の賦課を受ける諸活動を定める

政令第721241号 (1972年12月29日公布）。

272) 焼事法』4第125条，第128条および第138条。

273) 1967年 8月13日付け政令第47 1554号第50条。

274) 公共水路法典第23条。

275) 農事法典第109条。

276) 公共水路法典第26条。

277) 1968年12月18日付け法律；行政裁判所法典を発布する 1973年 7月13日付け政

令第73-682号および第73-683号。

（杉谷水資源開発公団管理部管理課長＼

山口： 建設省計画局国際課 ／ 
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