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諸外国の水質管理制度（N)

一一イギリ スにおける制度と水質の現状（2）一一

内 藤勲

加 藤 久 和

6. 水管理のための機構一一地域水機関

さて，以上に述べてきたような水質管理の制度とその現状は，そのための法体系と

組織に裏付けられているはずであるが，それでは行政機構はどうなっているのであろ

うか。

イングランドおよびウェー／レズにおける氷質汚濁防止を含めた水管理行政の基本的

単位組織は地域水機関（RegionalWater Authorites) ＜注）である。主要河川流域ごとに

イングランドに 9つの水機関とウエールズに lつの全国水開発庁（Welsh National 

Water Development Authority）が置かれており，それぞれが当該流域における水資源

の開発，水道事業，水質汚濁防止，下水道整備 ・下水処理，内水排除と洪水調節等の

治水事業，水産漁業，舟運，レクリエーション，快適な環境 （いわゆるアメニティ

ー）の確保など，水管理のあらゆる側面について，包括的な権限と責務を有してい

る。各水機関の管轄区域については第 l図を参照されたい。

スコットランドではやや事情が異なっており，水質汚濁防止の側面は 7つの河川浄

化局（RiverPurification Board）と 3つの島しょ評議会（IslandCouncil）が所管してい

る一方，水供給その他の面は 9つの地域評議会（RegionalCouncil）と上記3つの島し

ょ評議会が分担している（つまり，3つの島しょ評議会に属するスコッ トランド北端

（注） Water Authority は“水政局”，“水管理局う“水管理機関”などとも訳されて

いるが，政府，地方自治体いずれからも独立していること，および理事会と事

務当局の二段構造になっていることを考慮して，ここでは一応，“水機関”とい

う訳例に従っておく。しかし“機関”が一般名称、であって水に関する何らかの

組織を意味することもありうるとい う点では，“水管理庁”としてもよい。
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第 1図 各水機関の管轄区域（イングランドおよびウエーノレズ）
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の島しょ部では，統合的な水管理が行なわれていることになる）（第 2図参照）。

各水機関の管理理事会l:l.次のようなメンバーから構成されている。

(a) 環境大臣が任命する理事長

(b) 水管理の経験者で環境大臣が任命する理事

(c) 農業，土地排水または水産についての経験者で農業水産大臣が任命する 2名以

上4名以内の理事

(d) 流域内の地方公共団体が任命する理事



第 2図河川浄化局および地域評議会の管轄区域（スコットランド）
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第 3図 水機関内部の委員会組織

水機関

水質議問委員会
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地区委員会 地区委員会

そのうえ，環境大臣および農業水産大臣によって任命される理事の数は， 地方公共

団体によって任命される理事の数より少なくなければならないこととされている（（a)

+(b)+(c）く仙）。理事長のみが有給 （パートタイム）の職で，他の理事はすべて無給で

ある。各水機関の総理事数には16名から62名と大きなひらきがある。

水機関はその職務の遂行の一部を， 委員会または小委員会を設置して行なう ととも

に，水機関の職員（事務当局）に行なわしめることができる。水機関の内部組織につ

いては1972年に Ogdenを委員長とするいわゆるオグデン委員会が作られたが， 現在

の水機関はほぼこの委員会の報告書の中で勧告された方式に従って組織・運営されて

いる。

水機関自身がいわば lつの委員会組織であるが，数少ないメンパーで多岐にわたる

流域内の水管理行政を円滑に行なうため，第3図のような委員会組織が提案され，採

用されている。各メンパーは少なく とも lつの委員会に所属することになっている。

また，事務当局としては事務局長（ChiefExecutive）が置かれるほか， 職員の構成

および所轄事務については水機関の規模の大小によって，第 4, 5図のような標準的

組織になっている。

7. 水機関の任務と権能

水機関はその管轄する区域において， 1876年の河川水質汚濁防止法制定以来1974年

の水質汚濁防止法に至るまで，約 l世紀にわたる法律制定と改正の歴史の中で逐次集

中させてきたすべての権能を行使する権限と義務を有している。



第4図事務当局の構成一一大きい水機関の場合
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第 5図事務当局の構成一一小さu、水機関の場合
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すなわち，水機関は3 従来河川庁（RiverAuthorities）が行使していた取水許可，土

地排水（内水排除）フ汚染防止（排水許可），漁業およびレクリエーション等に関する権

限をすべて引き継ぐとと もに，地下水を含めその管轄に属する地域内の水資源、の開

発，保全，配分に関し，必要なあらゆる措置を講じなければならないこととされてい

る。また，水機関は上水道により，良質の水を安定的に供給しなくてはならない。そ

の地域内に法定水道事業会社（statutory water company）が水を供給している場合に

は，水機関はこの任務を水道事業会社に代行させることができるが，この場合でも，

会社が水需要の増大に応じて十分な最の水を供給することができるよう，水資源の確

保と合理的な配分を図る責任を有している。

さらに，水機関は公共下水道を設置するとともに，下水処理場の建設および下水処

理体制の整備を図らなければならない。この後者の権能は従l前3 地方自治体によって

行なわれていたものであるが，現在も，水機関は関係地方公共団体との協定により，

下水道に関する職務のうち，公共下水管きょの維持 ・清掃の業務を行なわしめること

ができる （しかし3 下水の処理 ・処分に関する事項は委譲することができない）。これ

に呼応して，大多数の地方議会（di町 ictcouncils）やロ ンドン地区議会 ＼London

boroughs）は水道事業や下水道事業に関する当該地域の水機関の出先機関として職務

遂行に必要な職員をかかえ，水機関に状況を報告し，指導助言を得たり財政的援助を

受けたりしている。

以上のように，水機関は管轄区域内の家庭等からの下水を受け入れるため， 公共下

水道を整備しなくてはならないが，これは排出者または関係地方自治体が所要の経費

を負担することを条件としており，水機関は下水道使用者に対して適切な料金を課す

ることができる。その算定根拠については前述した方法が一般に用いられている（本

稿（ I）の 2章「排水規制」の項参照）。

公共用水域に直接排水し，あるいは公共下水道に工場排水を放流するに当たっては，

当該水域を管轄する水機関の同意が必要となることは先に述べたとおりである。水機

関は排水の許可に際して合理的に妥当と考えられる様々な条件を付することができる

が，排出水の水質基準や水量を定めることもその中に含まれる。その許可条件が不当

に厳しいと考える者あるいは不許可処分に対して不服のある者は，環境大臣に審査請

求することができる。水機関自身が排水する場合，たとえば水機関が自ら新たに建設

する下水処理場などについては，環境大臣の許可を要することになっている。また，

水機関はいつでも工場，事業場に立入って排水の水質等をチェックし，許可条件違反

に対しては，関係法令に基づき告訴することができる。

水機関はさらに，内陸水域における特定の漁業活動の維持，改善，発展を図るた

め，地域諸問委員会または地区諮問委員会を設立することができるとともに，スポー

ツ，レクリエーション利用の増進および快適な水域環境づくりのため委員会を設置し
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たりするが，後者については国の水域アメニティー委員会（WaterSpace Amenity 

Commission）の助言を受ける。

なお，内水排除および洪水防止に関しでも，水機関は管轄区域内で総合的監督権を

有しているが，内水排除については，負担金の賦課および借入金の運用以外のこと

は，すべて地域土地排水委員会 （regionalland drainage committees）および地区土地

排水委員会 （localland drainage committees）に委設されている。

最後に，水機関のもうひとつの重要な任務は，管轄区域内の水資源、，現在および将

来の水利用の目的および需要水量，水管理の手法等について調査を行なうとともに3

今後20年間の水需要予測を行なって，その結果を関係地方自治体に報告することであ

る。この調査は，管轄区域内の今後20年間における効率的な水質管理計画を含めた意

味での水資源管理計画の策定をうながすためのものである。また，治水面について

も，水機関は定期的に調査を行なわなければならない。これらの調査と並行して，水

機関はその多岐にわたる職務を遂行するための 7年を超えない期間にわたる一般的事

業計画を策定し，それを環境大臣に提出してその承認を受けることとされている。

なお， 1978, 79年の水機関のトータル予算は，水道会社を含めて約七400 （百万ポ

ンド）であり，うち約50%は水資源、および上水供給に， 45%は下水道および下水処理

に支出されている。河川水質のモニタリングおよびコントロールのための支出は約10

（百万ポンド）であった。

8. 国の機関

以上みてきたように，水管理に関するほとんどすべての権能が主要流域ごとに置か

れた水機関に集中しているといってよいのであるが，水機関相互間の計画や利害を調

整したり，水管理政策全般について国家的な見地から企画立案する機能は，やはり中央

政府の手に委ねられる必要がある。このため，環境大臣および農業水産大臣は水機関

に対して委員の一部の任命権を有しているうえ，水機関の任務の遂行あるいは権限の

行使についても一般的指示を与えることができる。その事業計画は担当大臣の承認を

必要とするし，料金決定の基準に関して準則を示したり，財政的援助を与え，または

財政的義務を課すこともできる。したがって，次には国のレベルでの水管理機構をみ

てみることにしよう。

(1）環境省

イギリスの環境省は住宅，建設，地方自治体財政まで統括する， いわゆる超大省

(super ministry）であるが，環境大臣および政務 ・事務次官（Parliamentary/Per・

manent Secretaries一一両者とも複数いる）の下に環境保護 ・水理技術担当次官代理

(Deputy Secretary）が置かれ，さらにその下に水管理関係の部局が第 6図のように配



56 

第6図 水管理関係の部局

中央環境汚染対策局
(Central Unit on Environmental Pollution) 

第 1課 （Division I) 

第 2 謀 （DivisionII) 

第 3 課 （DivisionIII) 

第 4 謀 （DivisionN) 

第 5 課 （DivisionV) 

第 6 諜 (DivisionVI) 

水資料部 （WaterData Unit) t水資料A謀 （WDU A) 

水資料B課 （WDU B) 

水担当次官補l(Under Secretary for Water) 

水政 1諜 （WaterDivision I) 

水政 2課 （WaterDivision II) 

水政 3課 （WaterDivision III) 

水政4課 （WaterDivision IV) 

水政5課 （WaterDivision V) 

水理技術1課 （WaterEngineering I) 

水理技術2諜 （WaterEngineering II) 

中央水計画局 （CentralWater Planning Unit) 

水資源計画課 （ResourcesPlanning Division) 

水管理課 （WaterManagement Division) 

置されている。

(2）中央水審議会 （NationalWater 

Council) 

国の水管理政策および地域水機関

による職務の遂行に関し，自らある

いは諮問を受けて，あらゆる助言 ・

勧告を行ないう るとともに，水道事

業会社その他の水関連産業界と協議

して水道器具の検査計画や教育 ・訓

練計画を立案する。

同審議会は全水機関の理事長およ

び環境大匡または農林水産大臣の任

命する10名以内の委員をもって構成

される。議長は環境大臣が指名す

る。すべての地域水機関の理事長が

これに所属しているため，水資源、の

配分や水道 ・下水道料金，排水許

可，投資計画その他に関する地域問

調整が図られると同時に， 産業界の

意見をも反映させることができるし

くみになっている。

(3）水域ア メニテ ィー委員会

(Water Space Amenity Commission) 

地域水機関には前述の任務および

権能とともに，次のような義務が1973年の水法（Water Act）によって課せられてい

る。

(a) 自然景観の保全

(b) 学術上重要な生態学的または地質 ・地理学的特徴の保護

(c) 歴史的文化的に重要な事物の保護

(d) 国民の水域へのアクセスの保護

本委員会はこれらの任務の遂行について水機関に助言を与えるとともに，国の水資

源管狸政策と関連する水域のレク リエーション価値およびアメニティ ーの確保につい

て，担当の国務大臣に進言することを目的として設置されている。環境大臣の任命す
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る委員と水機関の理事長とから構成される。

(4）内陸水路アメニティー諮問委員会 （Inland Waterways Amenity Advisory 

Council) 

この諮問委員会は，英国水路委員会（BritishWaterways Board）および環境大臣に

対し，ヨットなどの航行用水路の開設等について助言し，釣りなどレクリエーション

やアメニティーのための水路の利用，施設の整備等について助言・勧告することをそ

の任務と している。 12名以上の委員は，すべて環境大臣が英国水路委員会と協議のう

え任命する。

水機関の責務の一環としての快適な水域環境の維持・確保への配慮といい，上記（3)

の水域アメニティ ー委員会および本諮問委員会の存在といい，イギリスにおける内陸

水管理政策の一つの重要な力点がどの辺に置かれているかがうかがわれて興味深い。

(5) 水問題研究所（WaterResearch Centre) 

従来からあった水問題研究協会 （WaterResearch Association），水質汚濁研究所

(Water Pollution Research Laboratory），水資源局（WaterResource Board) の技術

部を統合してできた独立の研究機関であるが，政府，地方自治体，地域水機関その他

水関連産業から研究の委託を受け，水質・水量の両側面にわたる研究を行なってい

る。

(6) スコットランドおよび北アイルランド

~述のようにスコットランドでは水質汚濁防止の側面は河川浄化局および島しょ評

議会が地域を分担管轄しているが，全国レベルではスコットランド担当国務大臣を通

じて，スコットランド全域の政策の調整と実施が図られており，イングランドにおけ

るとは若干の違いはあるものの， 1967年の水法 （スコットランド）および1973年の地

方自治法 （スコットランド）に基づいて，ほぽ同様な行政組織ができ上がっている。

北アイルランドについては，北アイルランド担当国務大臣の事務局の中に，環境省

の施策を実施する窓口となる機関が置かれている。その運用の実態については，周知

のような政治情勢が長く続いていて，残念ながら詳しく知ることができない。

9. ＊質管理法制度の進展

イギリスにおける水質管理のための諸制度のあらましは，すでに述べてきたとおり

であるが，水質汚濁防止に関する現行の法制度は，数多くの法律の積み重ねの上に成

り立っている。古くは川48年および1875年の公衆衛生法 （PublicHealth Act）や1876

年の河川水質汚濁防止法（RiversPollution Preventtion Act）にまで遡ることができる
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が，現在もなお水質汚濁防止に関して効力を有している法律をみただけでも，ざっと

以下のよう になる。

(a) 1936年公衆衛生法

(b) 1937年公衆衛生 （事業場排水）法

(c) 1945年および1948年水法，1946年水法（スコットランド）

(d) 1951年鮭および内水面漁業 （保護）法（スコットランド）

(e) 1951年河川｜ （汚濁防止）法

(f) 1951年河川 （汚濁防止）法（スコットランド）

(g) 1960年清浄河）II （河口および感潮部）法

(h) 1961年公衆衛生法 （第 5部）

(i) 1961年河川 （汚濁防止）法

(j) 1963年水資源法

(k) 1965年河川｜（汚濁防止）法 （スコットランド）

(I) 1967年水法 （ス コットランド）

制 1968年下水道法 （スコットラン ド）

(n) 1973年水法

(o) 1973年地方自治法 （スコットランド）

(P) 1974年汚濁防止法

(q) 1975年鮭および内水面漁業法

1974年の水質汚濁防止法が，現在までのところのイギリスの水質管理市lj度を集大成

したものであるとはいい得るが，単に1974年法を読むだけではその全容をつかむこと

はできない。 そこで，この複雑な多重構造の法体系をより良く理解するため， 約 100

年前に遡って法制度の変遷の歴史を簡単に振り返ってみたい。

(I) 河川水質汚濁防止法 （RiversPollution Prevention Act), 1876年

本法により，廃棄物，家庭下水，産業排水，鉱山廃7l<の4つの汚濁源について，河

川への直接の投棄または放流が原則として禁止されたが，既設の工場 ・事業場が適用

除外とされたこ と，排出物を無害化するため最大限の努力を払っていれば免責された

こと，河川流域を総合的に管理する機関がなかったこと，地方自治体自らが大きな汚

濁発生源であって本法の実施に積極的にはなれなかったこと，などのため，ほとんど

河川の水質汚濁防止の実効は上がらなかった。

(2) 公衆衛生法 （PublicHealth Act), 1936年

本法は水管理当局に公共下水道および下水処理場を建設する権限を与え，この下水

道管きょまたは下水処理場の機能を損うような物質 （華氏100度以上の温排水およ び
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石油系油分を含む）を排出することを禁止するものであった。また，みだりに河川へ

灰， レンガ，ゴミその他の物を投げ入れることを禁じた。

(3) 公衆衛生 （事業場排水）法 （PublicHealth [Drainage of Trade Premises] Act), 

1937年，および公衆衛生法， 1961年

両法は下水道への工場排水の受け入れに関して規定している。 1937年法は工場等に

対し，下水道管理当局の承認を条件として，工場排水を公共下水道に放流する権利を

認めている。下水道管理当局は，下水道の機能を維持するため，排出者に対し，排出

水の水質および水量について条件を付すとともに，使用料を課すことができる。これ

に対し不服のある者は，所管国務大臣に審査請求することができることとされた。

(4）水法（WaterActs), 1945年および1948年，水法 （スコットランド） (Water 

[Scotland] Act), 1946年

これらの法律により ，水管理当局はその区域内の河川｜ ・ 湖沼等表流水および ＂~下水

の汚濁を防止するため，条例を制定することができることとなった。また， 1)<i事業

者はその管理に属する水の汚濁を防止するため土地を取得した り，工事をnお〉 こと

ができ，飲料水を汚染するいかなる行為も許されないこととなった。

(5）鮭および内水面漁業 （保獲）法 （スコットランド）(Salmon and Freshwater 

Fisheries [Protection] [Scotland] Act), 1951年，鮭および内水面漁業法 （Salmom 

and Fisheries Act), 1975年

スコットランドとその他の地域では，規制の内容が若干異なるが，両法により，魚

類の棲む河川等の内陸水を汚染するおそれのある行為が禁じられている。

(6) 河川｜ （水質汚濁防止）法 （Rivers[Prevention of pollution] Act), 1951年

本法の制定により，河川等への排水放流を原則として禁止するという従来の水質管

理政策は大きく転換され，排水には水管理当局の承諾（consent）を要するという現在

の排水許可制度がはじめて採用されることとなった。すなわち， 1951年以降は新設ま

たは改築された工場または下水処理場から非感潮河川への排出水の放流は水管理当局

の許可を必要とすることになり，水管理当局はこの許可にあたって排水の水質および

水量，排水方法等について条件をつけることができる。一方，排出者はこれらの条件

を遵守する義務があるとされた。

このH寺点での水管理当局とは， 1948.!fの河川局法 （RiverBoards Act）に基づく 34の

河川局 （River Boards）であった。また，担当国務大臣はこの法律の規定を，省令によ

り特定の感潮河川，河口部，沿岸海域にも適用できることとされ，テムズ川等の主要
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河川感潮部にも同様の規制が敷かれたが，既存の工場排水等については適用されなか

った。

(7）清浄河川 （河口および感潮河川）法（CleanRivers[Estuaries and Tidal Wa-

ters] Act), 1960年

1951年の河川水質汚濁防止法では除かれていた河口や感潮河川への排出水の放流に

ついても，河川局の許可が必要になった。ただし，この場合も 1960年以降の新規排水

についてのみ適用されることとされた。

(8) 河川 （水質汚濁防止）法 （Rivers[Prevention of Pollution] Act), 1961年

この法律は， 1951年法から適用除外とされていた1951年以前からの排水について

も，河川局の許可を要することとし， 1963年 6月以降，許可のないいかなる排水も同

法違反となった。ただし，再び河口部については除外されたので， 1960年以前からの

河口部または感潮河川への排出は，法の規制の網から取り残された。

(9) 水資源法 （WaterResources Act), 1963年

本法により，河川局にかえて水資源、の保護の権能を加えてイングランドおよびウエ

ールズに29の河川llT(River Authorities）が設置されるとと もに3 主と して水資源の

開発・利用に関する研究活動を行なうことを目的とした水資源局 (Water Rosources 

Board）が中央に置かれた。また，m川水または地下水の取水にあたっては，河川庁の

免許 （licence）を要することとされた。さらに，井戸， パイフ。等を通じて地下水を汚

染するような排出行為が本法によって規制されることとなった。

河川庁は水質源の開発 ・管理，取水免許 ・排水許可の焚付など幅広い権限を有する

ものであったという点で，今日の水機関の前身ともいうべき総合的水管理機構であっ

たが， 上水の供給，下水道の整備やアメニティーの確保に関することが除かれてお

り，管轄区域が小さく分かれていて広域的行政の実現には至らなかったなどの点で，

若干の制約があった。

(10) 水法 （WaterAct), 1973年

主要流域ごとに置かれた水機関による広域総合的水管理という現在の水質管理体制

は，本法によって確立された。地方自治体や水道事業会社の一定の役割は残されたも

のの，水管理に関するあらゆる面の最終的責任と権限が水機関に集中されるこ ととな

り，水域でのレクリ エーションやアメニティーに関すること も加えられた。
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{1U 汚濁防止法（注） (Control of Pollution Act), 1974年

本法はこれまでのイギリスの水質管理制度のすべての側面を強化・統合し，これに

取って替わることを目指している。本法が完全に施行されれば， 1951年河川水質汚濁

防止法および1960年清浄河川法は全面的に廃止され， 1951年と 1965年のスコットラン

ド河川汚濁防止法および1961年河川水質汚濁防止法も大半の規定が失効することとな

る。この法律はイングランドおよびウエールズだけでなく，ス コットラ ンドにも適用

されることとなっているからである。 しかしながら，あまりにも広範で厳しい水質汚

濁防止策と住民参加s 情報公開制度などを含んだものであるため， まさにその完ぺき

さと急進性のゆえに， 実質的な内容を規定する本法第 2部は，未だ施行されていな

い。産業界のみならず，水機関や農民，地方自治体からの抵抗が根強いようである。

まず，法的規制の対象をすべての内陸水と沿岸海域および政令で特定される地下水

にまで広げるとともに，陸上への排出水の排出も地下水汚染のおそれがあれば規制し

うるものとした。排水許可は， パイプラインを通じての感潮河川または沿岸海域への

放流 （これまでは適用除外）についても必要と され，鉱山廃水（同じく適用除外であ

った）も同様の手続を地域水機関に対して行なう こととなる。また，下水管きょに受

け入れられる工場排水だけでなく，河川に直接放流されるものについても，その水質

および水量に応じて料金を課すことができる。

さらに，意図的な排出行為だけでなく，有害物質の投棄や事故による流出をも取り

締まれることとするため，“排出 （discharge）” に代えて“すべての有害または汚濁物

質の流入（en廿ies）” という言葉を用いるとともに，環境大臣は水域を汚染するおそ

れのある物質を管理する者に対して事故または投棄予防に関する規制を定めることが

できるものとしている。こうして市街地 ・道路からの雨天時流出や農業排水などの非

特定汚濁源にも対処できることとなった。農業排水については，当事者が “適切な農

業慣行 （管理）”を行なっていることを証明すれば免責されるが，地域水機関は環境大

臣に協議のうえ改善命令を発することができ，当該農業従事者が28日以内にこれに従

わない場合は，本法違反の罪で告発されうる。

本法の規定による と，1978年以降，水路に直接汚水を排出するような構造のし尿貯

め，浄化槽等をそなえた船舶は，河川・ 運河なEの内陸水路を航行することを許され

ない （現在はこの規制は水路，船舶の大きさなどにより選別的に行なわれている）。も

ちろん，船舶内に貯留しておくことは認められる。

本法はまた， 水質管理に関する住民の知る権利と住民参加の機会を大幅に強化し

た。排水許可の申請に添付される排水の最，質， 排水処理施設の構造等に関する詳細

な資料は，すべて3ヵ月間公衆の縦覧に供されなければならない。 水機関は， その問

（注） 1974年法は公害一般の規制法であ り，第一部「廃棄物J，第二部「水質」，第三

部「騒音J，第四部「大気」等からなる。
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に提出された住民の意見に十分配慮しつつ，排水許可条件または不許可を決定しなく

てはならない。その決定に不服のある排出者または住民は環境大臣に審査請求する こ

とができる。また，水機関はこう して出された排水許可および許可条件を，定期的に

調査 ・再検討すると ともに，その登記簿を作って一般に公開しなければならない。

これらの規定を含む本法第 2部（水質規制）の完全実施に対する水機関あるいは地

方自治体の反対は，もっぱら上記の情報公開と住民参加の制度の導入に起因してい

る。というのも，従来は水機関と当事者との聞の協議にかなりの程度まで委ねられて

いた排水許可の条件が，一般住民の目 にもさ らされる ことになると政策決定に際して

伝来の柔軟性が失なわれるうえ， 下手をすれば水機関自身が手ぬるいとして批判され

る恐れがあるからである。また，必ずしも良好に稼働していない下水処理場をかかえ

た水機関は，自ら排水許可条件 （環境大臣の承認による）違反の罪を犯しかねない，

という現実的な理由もある。

水質汚濁行為の制限・禁止から未然防止策へと重点を移してきたイギリスの水質管

理政策の頂点に立つ本法はまた，水機関に対し，水質汚濁を防止し，水域とその生態

系の状態、を回復 ・改善するため，あらゆることを行なう責務と権限を付与するもので

ある。水域浄化のために水機関が行なう事業の費用は，法令違反の汚染行為を行なっ

た者から回収することができる。もしその排出行為が排水許可条件に定められた許容

範囲内であった場合には，当該水機関自身が費用を負担しなければならない。

1 o.イギリスにおける水管理制度と組織の変遷一一要約

最後に，以上みてきたよ うな水質汚濁防止に関する法制度の側面と上水道 ・下水道

および河川管理という面をあわせて，イギリスにおける水管理制度およびそれに基づ

く行政組織の移り変りを第 7図に示してみよう。

総合的水管理を目指したイギリスの政策発展の方向と，そのための組織の拡充 ・統

合化の方向が明らかに読みとれると思う。

おわりに一一イギリスにおける水質管理政策の特色

以上，前後 2回にわたってイギリスの内陸水を中心とした水質管理の制度と実態を

述べてきたが，この小論が一般には複雑とされるイギリスの水管理政策の理解に少し

でも役立てば幸いである。最後に，もう一度本稿を振り返って，筆者らの考えるイギ

リスの水質管理政策の特色とでもいうべきものを，簡単にまとめておく ことにしよう。

まず第 lに，水質汚濁防止すなわち水質管理が公共用水域，中でも淡水域の水資源

管理政策の一環として行なわれている点である。治水や利水 （舟運，スポーツ， レク

リエーションを含む）または都市排水 （下水道）などの問題と一体の ものと して，い

かにそれぞれの目的に応じ地域の実情に応じて良好な水質を確保していくか，これこ
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第 7図 イギリスの水管理制度およびそれに基づく行政組織の移り変り
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〈資料） 市川新 「イングランドおよびウェーノレズの水制度」（「水利科学」 No.132) の第3図に加筆したも

のである。
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そが水質管理行政に与えられた課題であり，組織函でもこれらが一体化して取り扱わ

れることを担保するような配慮がなされている。

次に，全国一律の排水規制といった考え方はとらず，実際、の規制値や排水許可条件

の設定はその地域ごとの水管理当局に委ねられている。許可条件は当事者間の協議と

交渉によって決まるところが大きく，その内容は外部にいる一般市民からは容易にう

かがい知ることができない。合意された排水基準値や条件の遵守についても，当局者

はもっぱら“友情ある説得”に努めることが多いようである。経験主義的な国民性と

公害防止における BestPracticable Means （最善実用可能手段）の伝統的原則に支えら

れて，これまで特に問題があるとは考えられてこなかったようであるが， 1974年の水

質汚濁防止法が完全に施行されればこの “良き伝統”も大きな変化を余儀なくされる

ことになろう。

第3に，流域を単位とした水質および水量管理の思想、が貫かれていることがあげら

れる。これは水質管理の上から最も合理的であるばかりでなく，地方自治の伝統を生

かして中央政府機関による画一的水管理体制を排する一方，水資源の開発と管理とい

う重要な行政分野においである程度まで広域行政の必要性を満たしてくれる“流域水

機関” の制度となって具現されている。

さらに付け加えるならば，上記3つの特色のコロラリーとして，全国的な“規命IJ'’

色の濃い「公共用水域の環境基準」の考え方がイギリスの水質管理行政の中では好ま

れていない点をあげることができょう。各地域ごとの実情と自主性を重んじ合理主

義と経験法員ljを生かした現実的で柔軟な政策の運用こそが重要と考えられるからであ

る。しかし l章「水質目標」の項でも触れたように こうした伝統的姿勢はイギリス

のヨーロッパ共同体加盟以来，いろいろな面で次第に変革を迫られている。流域水機

関では「水質目標」の制度を採用するところも増えてきているが，ただこの場合も水

質目標は中央水審議会が“勧告”しただけのことであり，具体的な目標値の設定と適

用は各水機関の自主的な判断に任せられている。有名な下水処理の基準“20 30”が

王立委員会の勧告以来， 長い年月をかけていわば慣習法上の基準として確立されてい

ったのと同様のプロセスを経るものと思われる。

ちなみに，イギリスでは公共用水域の水質汚濁の状況を把握 ・判断するのに水質目

標のクラス分類と同じ基準を用いて現状をクラス分けしたうえ，両者を並べて比較す

ることによってクラス 2から lへと上昇した河川延長が何 km，クラス2から3へと

水質汚濁が進んだ河川延長が何 km，変化なしが何 km，とい うふうにデータを一般に

も解りやすい形で公表しているが，これはわが国の水質j)!IJ定データの公表についても

示唆するところ大きいと思う。わが国の河川水質環境基準は AA,A, B, C など‘に類

型化され，類型ごとの環境基準の達成率（あるいは適合率）でもって水質の現状が云

云される仕組みになっている一一それも河川延長何 kmなどという単位では示されな
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いーーため，全国の河川の水質の状態がどうなのか，どれくらいが改善されつつあ

り，どの河川においてなお汚濁が進行し続けているのかを簡単に把握することが難し

い点を指摘しておきたい。

【参考文献】

久保魁「英国の水制度改革が示唆するもの(I）～（VI）」下水道協会誌 Vol.II,

No. 127, 1974～Vol.12, No. 134, 1975。

市川 新「イングランドおよびクエールズの水制度」水利科学No.132, 1980。

G. E. Eden et al“Water manag白nentin the United Kingdom，，“Water Quality 

Bulletin" Vol. 5, No. 2～No. 3, 1980. 

環境庁水質保全局訳「諸外国における水管理一一イギリス」 1978(OECD ・ WMG  

“Study on Economic and Policy Instruments for Water Management-Water 

Management in the United Kingdom'', 1975). 

OECD・WMG“Water Management in Industrialised River Basinsぺ1979（環境

庁水質保全局で翻訳中）．

イギリス環境省“TheUnited Kingdom Environment 1979: Progress of Pollution 

Control", 1979. 

イギリス中央水審議会“RiverWater Quality, the Next Stage-Review of Discha・

rge Consent Conditions" 1977. 

イギリス環境省“PollutionControl in Great Britain": How it Works. 

J内藤：環境庁水質保全局調査官 ¥ 

＼加藤：環境庁水質保全局水質管理課課長補佐／

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

