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利根川下流部の利水問題

膏藤芳雄

はじめに

利根川下流部の利水問題は千葉県側の問題として古くからあったが， 戦後利

水開発との関連では昭和36年に制定された 「水資源開発促進法」により，利根

川水系が開発指定され事業化されたことにある。その端緒は「印擁沼開発」（昭

和21年～37年 ：農林省， 38年～43年：水資源開発公団 〔以下 ：水公団と略称〕

が承継）となるが，これに続く「利根川河口堰開発」 （昭和40年～46年：水公

団）が問題を大きくしさらにこの新規水源の配分により大半が域外送水とな

ったことから，その役割を担うべき「北千葉導水事業」（昭和49年～現在建設

中：建設省）が問題を一層複雑にしている。

その主因は従来からの水資源開発が，河川の上－中流域での「ダム建設Jを

基本としたのに対し，建設適地の減少と開発の困難性から，河川管理者が下流

水の有効利用を大義名分に河川の「維持流量開発」や，これまでになかった複

数河川との連携による「流況調整河川開発」とし、う手法を導入したことにある

と考える。

この流況調整河川開発としての北千葉導水事業も近く完成に向けて，平成9

年の秋には 「試験通水」が予定されてし、る。これらに関する利水問題はすでに

『何が北千葉導水事業の問題か』（大利根用水運営委員会発行）や『利根川の水

利』 （新沢・岡本）等で議論され，以来一定の前進はみられたものの，なお今

後へ残された課題も多い。

そこで，この機会に本稿では両開発事業に関わるこれらの水問題を風化させ

ないためにも，また今後の水管理に向けて新規利水が既得利水との水利秩序を

正しく維持 共生するためにも，かつてこの水問題に関わった者の一人とし

て，まず潜在する疑問等をここに提示しあわせて利水管理のあり方について
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図 1 利根川水系水資源開発施設概要図

提案するものである。

1. 利根川河口堰開発と水問題発生の背景について

1) 堰建設の必要性とその経過及び施設概要等

河口堰建設の発端は，昭和33年の利根川大潟水を契機に大口利水者である関

係土地改良区並びに周辺市町村等が，「取水の安定化と海水の逆流による塩害

防止」を目的に，国（河川管理者等）へ請願したことにある。

ところが我が国は当時高度経済成長の進展から，首都圏の水需要が著しく増

大し水資源開発は逼迫した課題となっていた。そこで河川管理者はこの請願を

単なる「防潮堰」建設ではなく，大量の水資源開発を見込んだ「河口堰開発」

と多目的化することで建設が容易に促進できると判断したが，ここに水問題の
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ルーツがある（『利根川事典』〔森田〕）。

この背景及び経過を知るには，まず当時の東京都における水需給の状況や水

資源開発の緊急性について把握しなければならない。以下，『利根川水系農業

水利誌』（農業土木学会発行）によれば，都が水需要のため本格的に水資源開

発をしたのは，多摩川水系の小河内夕、ム（昭和13年～32年）にある。ところが，

このダムの貯水効率が極めて悪かったこ とに加え，水需要は当時江東地域の地

盤沈下や隅田川の河川浄化の面からも，大量の確保が急務とされていた。この

ため，建設省は昭和33年にこれらの水資源確保と利根川の治水を目的に「利根

川開発計画」を策定し， 34年に多目的ダム として 「矢木沢ダム・下久保ダムJ

の建設を計画 （生活用水： 16.6トンの水資源開発，以下本文中の「ト ンJはす

べて 「単位 m3/secJの略記）したとされる。

一方，我が国としても昭和39年に「東京オリンピックJの開催を控え， 東京

都への水供給は緊急課題で、あった。そこで政府は， 36年11月に「水資源開発公

団法並びに水資源開発促進法」の2法案を成立 （経済企画庁所管）させ， 37年

8月に「利根川水系における水資源開発基本計画」を閣議決定し， 建設省も工

事中であった上記の両夕、ムを水公団に移管することにした。また緊急事業と し

て， 両ダム関連の「利根導水路事業」 （昭和37年～42年，主要施設．利根大

堰武蔵導水路等，水公団）が追加要望され， 38年 2月に「関係知事への意見

聴取」を終え3月に閣議決定し，ここに東京都は多摩川水系と利根川水系との

連携を実現することができたのである。

その後，経済企画庁は39年 2月に水需給の中期計画として「利根川水系にお

ける水資源開発基本計画」 （昭和45年目標総需給量121トン）を公表しここ

で「利根川河口堰」がそのー供給施

設として位置付けられた。このた

め， 39年10月にこの計画の一部変更

が行なわれ，同河口堰の正式追加決

定を受けて， 40年 1月に建設大臣か

ら堰建設の実施方針が水公団に提示

され，水公団は事業実施計画を策定

し40年10月に認可を得て，その12月

写真 1 利根大堰（建設省利根川下流工 に河口堰の本体工事に着手した。 水

事事務所「利根川の水利用」） 公団は，以後約126億円を投じて46
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表 1 関係都県への水配分と施設概要 （単位：ト ン）

~ 東京都 埼玉県 千葉県 計
施設概要

（堰の位置：河口より 18.5km) 

水道用水 14.01 1.15 3.60 18.76 。堰形式可動堰

工業用水 。 。 1.24 1.24 。堰 長 ：843m 
（可動部465m，固定部369m) 

言十 14.01 1.15 4.84 20.00 。門扉形式：ロ ーラゲート

農業用水 。 。 2.50 2.50 門数： 9門，径聞のm，高 7m

合計 14.01 1.15 7.34 22.50 

注 農業用水は河道貯留による500万m＇を 利用しての開発量

年 6月に同堰を完成させ，現在その管理運営にあたっているが，堰建設により

開発された都市用水20トンの配分先と施設概要は表 1のとおり。

ただしこのうち立地的に江戸川筋で取水せざるをえない東京都及び埼玉県

に，千葉県分の一部0.60 （工業用水）を加えた「15.76」トン（以下，この水

量を特に「域外開発量」と略記する）が，後述する「水問題の中心部分」をな

すものである。

2) 河口堰建設による開発論旨と計画時の流況事情

しかしこの開発論旨はこれまで設定されていた河川維持流量の50トンが，

堰建設により30トンで可能であるとし残りを単純に新規水源に転用したもの

だが， 実はその時の「計画維持流量Jに問題があった。このため，堰の完成で

塩害問題はほぼ解消したものの，これからの利水運営に大きな影響を与えるこ

とになった。

写真2 利根川河口堰（建設省「利根川の 写真3 布川流量観測所（園の河川管理施

水利用」） 設観測所付近の状況）
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そこでまず，この水資源開発を評価するにあたり当時の「河川流況」がどう

であったのか，また「基礎調査」がどう実施されたのかについて，文献や資料

からその状況を掛酌して紹介したい。 例えば，『利根川河口堰工事誌』 （水公団

発行）によると，干塩害が昭和30年， 31年， 33年， 34年， 36年及び42年と相次

いで発生し，潟水量もすでに年々減少の傾向にあり，かんがし、期の栗橋流量

（埼玉県栗橋町地先）で40トン，「布川流量」（千葉県我孫子市布佐地先）で20

トン程度まで減少することが少なくなかったこと。中でも昭和33年 7月は既往

最大の渇水とされ，水公団の別資料によれば栗橋地点で6.07トン，布川地点で

6.53トンまで減水したと報告されている。

そのうえ当時は，上流からの自然、流量もすでに減少傾向にあり，河川水位の

低下に伴い河川管理者が改修を行ない，低水路部の拡幅整理等をした結果，下

流地域では海水の侵入が激増し，特にかんがし、期での渇水が続くと「農業用水」

と「生活用水J（佐原市等）は取水不能だったので‘ある。なお，農業用水の主

な地区概要は表 2のとおり。

したがって，こうした下流部の水問題と東京都への水供給問題を同時に解決

する有効な方法として，河口堰建設が実現することになった。

一方， 同工事誌によると 「既得利水」の大宗を占める「農業用水の実態調査J

は， 昭和29年から32年にかけて実施されており， その結果， 「実測使用量」は

既得水利権の最大使用水量よりはるかに少なかったとし具体的には布川地点

（河口から76.5Km右岸）～河口区間で，最大取水量に対する比率はかんがし、

期平均で31.6% （最大は 7月上旬で56.6%）であったとしている。また，基礎

調査の中で「水理調査Jは昭和36年から39年にかけて実施され，利用計画調査

での「流況調査Jは37年から39年に実施しているが，既得利水の安定度を検討

するための低水調査等の項目は記されていない。

表2 主な農業用水の地区概要

用水地区名 ｜事業年 Iifi~ょ~k l 告んが岩崎＊；~fl I諜 ｜ 管理団体者名

大利根用水 Is.12～261右岸26km 6,300 ha I 10.33トン｜千葉県 ｜大利根土地改良区

両総用水 IS.18～40 40 21,000 I 14.47 ｜農水省 ｜両 総土地改良区
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2. ::lt千葉導水事業の建設概要と施設機能について

1) 事業の計画概要

北千葉導水事業は建設省のパンフレット 『北千葉導水事業について』（昭和

55年： 利根川下流工事事務所刊）から要約すると，この事業は利根川下流部と

江戸川を連絡する流況調整河川を建設し，内水排除・河川水質浄化及び特別水

利使用者に対する都市用水の供給の確保等河川の流況の改善にある。

そこで「都市用水」については，利根川下流部及び江戸川等の流況の関連に

おいて，既存の水利に支障を及ぼさない範囲で利根川下流部より最大30トン導

水し，江戸川において最大10トンの新規開発水量を含め最大30トンの都市用水

の供給を図るとし「河川水質浄化」については，利根川下流部の余剰水を手

賀沼等へ最大10トン注水し，手賀沼等の河川水質浄化を図るとしている。な

お， 補足すると新規水源の配分先は表 3のとおりである（内水排除の関係は治

水につき省略）。

以上の目的のため，利根川下流部の利根川河口堰湛水域の上流端 （河口から

75.5 Km）である我孫子市布佐及び印西市発作地先（木下地点）から，江戸川

写真4 北千葉導水機場付近（千葉県「千葉県と水」）



38 

表3 新規開発量の水配分状況

東京都 （上水） ｜ 埼玉県 （上水）

2. 79 2.30 

（単位 トン）

千葉県 （上水 工水汁 一子

4.91 10.00 

の松戸市主水新団地先に約30Kmの水路を建設すると概説されている。

2) 事業の内訳及び施設機能等

① 取水口及び第一機場ー 一手賀沼から利根川へ最大80トンの内水排除及び利

根川から最大40トンを導水する。

② 第一水路…ー第一機場から第二機場に至る約16Kmの管路で，40トンの

導水 （管路内径が3,200mmからなる，2条の水路）。

① 第二機場ー・手賀沼へ最大10トンの浄化用水注水を含め最大40トンの導

水。

④ 第二水路ー ー第二機場から坂川上流部に至る延長約 8Kmの管路で40トン

を導水する （治水関係は省略）。

r工

戸

Ill 

利線運河

図2 主要施設模式図

（建設省 「事業パγ7 レット」）
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⑤ 工期及び事業費等・・…昭和49年に事業着手し平成10年度に完成する予定

で，事業費は現在2,940億円。このため，9年の秋には上記導水施設に対

する「試験通水」が予定されている（注： 96/6/4 読売新聞朝刊記事）。

3. 両事業計画に関わる水問題と河川行政の対応について

1) 河口堰の維持流量開発と計画基準年の流況事情

新規利水はその地域にと って，産業経済の発展や生活文化の向上を図る上で

発生するのは必然的なことである。しかしながら，その水資源開発が同一県内

で供給される場合は問題も少ないが，県外を含む 「域外導水」が絡むと調整は

深刻となる。このことは，他の事例からも明らかであろう。特に当河口堰によ

る水資源開発は，結果的には前記のとおり従来からの維持流量の 4割を新規水

源に転用し，しかもその約8割近くが域外に配分されるなど，『水資源開発公

団30年史』（水公団発行）をみても他にこうした事例はなし、。そこで，本稿で

はまず次の点に絞り疑問または問題点を提起したい。

その第 lは，正常流量に対する状況把握についてである。

通常，「正常流量」は維持流量に既得利水量を加えたものとされるが，問題

はその維持流量が果たして当時新規水源に転用できる状況にあったかどうか，

また既得利水量が低く報告されているが正当に評価されたかどうかにある。こ

れらの点は転用開発の成否を決定する重要な要因だからである。特に前者につ

いては，前掲の著書等でも大きく論ぜられているが，『利根川河口堰工事誌』

（前掲）をみても昭和30年代の前半から干塩害が相次いで発生し，栗橋流量で

40トン・ 布川流量で20トン程度まで度々減少した状、況て‘の開発で、あったこと。

また，既得利水の実測使用量が低く報告されているが，当時は流量減少による

取水障害がなかったかどうか，正常流量の把握には甚だ疑問が残る。

そこで，河口堰開発計画の基本となった 「利根川の利水基準年」の流況が当

時一体どうであったのかを具体的に検証したところ結果は表 4のとおりであっ

Tこ。

つまり，問題となるのは表中14半旬のうち河川維持流量と して30トンを確保

可能なのは 4半旬に過ぎず，その達成度は30%にも満たぬことが実証された。

したがって，この河口堰建設による維持流量を転用する水資源開発は，利水安

全度確保の面で明らかに無理があったのではなかろうか。
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表4 利根川利水基準年 （昭和35年）の布川流況表

①月半旬 ②布川流量 ①既得利水 ①新規利水 ①＝①ー①＆① ⑥堰下流量 ⑦＝①⑥  ⑤不足水量 備 考

6 1 150. 7 30.0 20.0 100. 7 30.0 70. 7 不足ナン／。 ③今30トンの既得利

2 94.8 ，， ，， 44.8 ，， 14.8 ，， 。 水は利根川の自然流

3 50.6 ，， // 0.6 It -29.4 量をも って取水許可

4 52.0 ，， ，， 2.0 ，， -28.0 が与えられている水

5 72.5 ，， ，， 22.5 ，， 7.5 利権水量である。

6 64.0 ，， ，， 14.0 ，， -16.0 

7 l 35.3 ，， ，， -14.7 ，， 44.7 ただ し 表記水量

2 48.4 ，， ，， 1.6 ，， 31.6 はかんがい期の最大

3 143.6 ，， ，， 93.6 ，， 63.6 不足ナシ。 （ピーク）量。

4 167.7 ，， ，， 117. 7 ，， 87. 7 ，， 。

5 50.6 ，， ，， 0.6 ，， 29.4 

6 59.6 II ，， 9.6 ，， 20.4 

8 l 79.8 λy It 29.8 ，， 0.2 

2 48.3 ，， ，， l.7 II 31.7 

注 1. 流量単位。 （？：～（りは トY。
2. ゅは大利根用水 （10.3'.l)＋両総期水（14.47)＋その他沿岸用水"730と試算。
3. ゅは河口堰開発による水量。
4. （~）I:!:.堰開発後の維持流段。なお， ①の場合河口I擾の貯溜調節容量が 1 4万 m＇ 弱のためこの不足fil Q）調節は無理で，運用は困難。

5. 筆者は農業用水制IJのi人であるが， 本稿ではそのことで「既得利水」 をことさら強調するものではなし、。
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その第2は，水源配分と取水形態についてである。

この開発計画は『利根川水系農業水利誌』（前掲）からみても，また当時の

政策的建設背景からも「先に開発量ありきJで決められた水資源開発であり，

水配分だったと思量されるからである。通常，河川と人間生活との関わりで

は，古来上流優位の関係は否定できず，下流側は立地上の宿命とはし、え利水や

治水で常に大きな犠牲を払いながら，今日まで共存している現実がある。それ

ゆえに，水資源開発ではこうした下流部の地域特性や河川環境等が十分検討さ

れ，その上で適性量が開発されるべきだったが，この場合果たしてそうであっ

ただろうか。

次に，取水形態への疑問である。つまりこの開発計画時点で下流部に約30ト

ンの既得利水（大利根用水・両総用水等 前掲）が存在し，すでに取水に支障

が生じていたにもかかわらず，本川筋で取水のできない東京都－埼玉県並びに

千葉県の一部水源である，いわゆる「域外開発量」（前掲）の取水形態（後述

するように，河口堰の湛水最上流から収奪的に北千葉導水事業で域外へ送水さ

せる）から生ずる影響は考えなかっただろうか。

その第3は，新規開発水と暫定取水についてである。

利根川水系では暫定水利権の許可水量は約70トンあり，この殆どが上水道水

源である（注：『大利根用水史』 〔同用水運営委員会発行〕に掲載された河川管

理者側の広域水管理担当官公表数値）。これは河川管理者が利水予定者の水源

施設が完成しなくても，費用負担が確定し水需要の緊急性に鑑み，特に例外的

に基準渇水量をこえる部分の流水を取水の対象とし，水利秩序にしたがって安

定水利権に劣位する旨の条件付きながら取水を認めていることにある。そし

て，この暫定取水は現状から止むをえぬ行政措置と考える。

ところが，東京都及び埼玉県が河口堰開発で配分された水量（15.16トン）

は導水施設が間に合わぬために，前記「利根大堰」（河口堰とは関連はない）

から暫定取水とはいえ以来25年余，現在なお先取りしているがこの妥当性はど

うみるのだろうか。また暫定取水が前例としてこのように長期化していいのだ

ろうか。

さらに，暫定取水には当該権原以前の既得水利や確定水利（一般的にダム等

が完成し得た場合の水不IJ) より劣位の取水条件が付与されるものの，その殆ど

が上水道用水となると問題が大きい。河川管理者は渇水時にはこれらの暫定水
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利に対して，厳し く条件を守らせることになるが，現状は行政指導により既得

利水に対しても程度の差こそあれ節水協力を要請するわけで， 利水者聞の自主

的協議などの場はない。とすれば，暫定取水に付与した条件にどんな歯止めが

あるのだろうか，対応は形骸化されないよう望む。

2) 北千葉導水事業と流況調整開発への疑問

その第 1は， 北千葉導水事業の性格についてである。

この導水事業は前述したとおり，河口堰開発水量のうち利根川本川筋で直接

取水のできない「域外開発量」を江戸川筋へ導水することに第一の目的があっ

たはずだが，そのための専用導水路で、はないこと。このため『何が北千葉導水

事業の問題か』（前掲）から推察するように，下流部の利水問題を複雑にし

かっ一層不安定なものにしたといえる。つまりこの事業は，河川管理者が流況

調整河川という新たな河川を築造し，河口堰開発後の本川流況と江戸川・中川

の3流況を調整し合い，江戸川筋で新たに10トンの水資源開発をし，あわせて

手賀沼等への水質浄化用水を見込むなど正に「新手の多目的開発事業」であり，

これらの 「複合施設」となったことにある（注 ：この事業手法は昭和47年 6月

の河川法第70条の 2の追加改正したことで可能とされたもの。したがって，河

川管理者が河口堰建設当時この導水事業を一体的に計画し公表したとは考え難

く，またこのことは『利根川百年史』〔建設省〕による事業化への経過からも

明らかである）。

そのうえ，『利根川の水利』（前掲）ではこの流況調整による水資源開発には

重大な問題を提起している。 つまり， ①，河口堰開発以上に利水基準年の流況

からどう説明がつくのだろうか。また，②，北千葉導水事業完成により，現在

「利根大堰」で暫定取水している東京都及び埼玉県の取水分 （前掲）が，今後

木下地点（前掲）に確実に転流されるかどうかである。これは下流部の全利水

者にと って，正に重大な問題である。

その他の指摘としては， ③，北千葉導水事業が「域外開発量」に加え，新規

利水開発のため時季により本）｜｜から相応の取水をすることから，下流部に大幅

な減水を生じさせないだろうか。しかも， ①，特に直下流で実施された先発の

「印施沼開発」（注：前掲補足・この開発要旨は布川流量で一定以上が確保さ

れ，下流部の既得利水に影響を及ぼさない範囲で，本川流量の最大20トンを限

度に沼へ導水し，県工業用水の5トンとあわせて沼周辺への農業用水2トンの



斉藤利根川下流部の利水問題 43 

開発を含め全体としては Qmax=19.12トンを安定供給させる開発である〔治

水関係は省略〕） への影響がないだろうか －－等である。

その第2は，流況調整開発による利水安定度についてである。

はじめに，で述べたように水資源開発の基本はダム建設（調整池を含む）に

あると考える。これはし、うまでもなく，渇水時への貯水容量を確保しているこ

とにあり，しかも河川の流況に応じ放流が可能な点にある（注：『水利権実務

一問一答』〔建設省〕では，ダムによる流水の貯留について貯留権の許可を受

けた者は，貯留された流水について専用権を有するので，成立の順序が優先す

る他の水利権者に対しても，貯留水の取水については優先するとしている）。

しかし河口堰開発や北千葉導水事業などの「流況調整型開発」はこの点全く

期待できない。そのうえ，この開発手法は近年の小降雨現象や流域の荒廃化並

びに地域開発の進行等を考慮するに，水資源としての降雨浸透及び保水機能の

低下は避けられず，将来益々不安定化することが必須である。したがって，こ

の手法は利水安定度の面ではもともと無理があり，ましてや河口堰は『利根川

の水利』（前掲）が指摘するように，ダム開発や他の調整池開発との補完機能

として捉えるべきものであろう。

また，河口堰建設による水資源開発は本来堰止めによる「河道貯留量見合し、」

とすべきで，導水の位置も下流部の利水運営を配慮すれば，さらに下流で堰背

水位が確実な区間内とすべきだったと主張したい。いずれにせよ低水管理への

十分な調査もなしに，大量の維持流量を転用した開発は妥当だっただろうか。

しかもこの手法による水利権を安定水利とするには問題がないだろうか。それ

は，この開発手法が前述したように 2河川以上を連携し時季により豊水河川

側から送水し合うことから，実態は正に「豊水水利」だからである（豊水水利

とは基準流量の範囲をこえて取水を希望する者がし、る場合，基準をこえる部分

すなわち余剰水を取水の対象として許可される水利）。 つま り計画論として，

恒久的な安定水利権としての資質に欠けるのではないだろうか。この種の開発

は，既存の水利秩序を混乱させるだけに，事業化・開発量とも最小限に止める

よう望みたい。

その第3は，事業の施設機能と浄化用水についてである。

それは前述したように， ①，都市用水として最大30トンを導水するとしてい
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表5 事業概要と都市用水の水分配

開発事業名 事業年 事業主体 開発方法 全開発量

霞ヶ浦開発 S. 43～H. 6 水公団 水位の嵩上げ貯留 23.36 

霞ヶ浦導水 S. 59～H. 5 建設省 流況調整河川開発 12.70 

Z十 36.06 

るが，このうち「域外開発量」分（前掲）は容認するとしても，残る施設容量

14.24トンは新規開発と される 10トンも流況が数値で開示されないため問題で、

あり，そのうえ4.24トンもその後になって「震ヶ浦開発Jや「震ヶ浦導水」に

よる東京 ・埼玉及び千葉への一部水配分が含まれる とされるなど，水利の実態

からしても釈然、とし難いものがある。

つまり， 「域外開発量」が両開発の水配分の結果， 20トンに増量されたもの

となったこと。そのうえ，「震ヶ浦開発」による水質は極めて悪化しており，

4.24トンが利根川本川へ導水されると しても配分された側がこの汚染水を受水

するわけではない。実態は，北千葉導水路により水源振替えの形で先取するこ

とから，下流部の利水者へ今後これらの納得し難いツケ （量及び質の両面）を

負わせたことにならないだろうか。なお，両開発事業と都市用水への配分状、況

（茨城県を除く ）は表 5のとおり。

②， また，最大30トンを導水するとしながら，導水路の機能が利根川の第一

機場から江戸川への第二水路まで一貫して40トンとした理由が不明瞭な点にあ

る。 何故ならば，その差10トンを仮に浄化用水とすると，その前提は利根川及

び江戸川の両流況が良好な場合となり，その場合は利水として江戸川へ導水す

る必要性は殆どないからである。それ故に下流部の利水側にすれば，状況次第

では河川管理者側の裁量により利水として30トン以上の取水もあるのでは。..・・・

とし、う不安が常につきまと うことになる。

さらに，利根川下流部の余剰水を活用して手賀沼の水質浄化を図るとしてい

るが，①，その余剰水の存在状況が不明確（夏期かんがし、期が問題）なうえ，

湖水は現在水質面で全国ワースト ・ワンとなっている。したがって，導水分が

そのまま汚染水として本川に送流されることになる。このため，北千葉導水地

点から河口堰聞で取水する大半の利水者は手賀沼（上流）と震ヶ浦（下流）の

両浄化排水で、既に相当な影響が懸念される。
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（単位。ト ン）

東京都 埼玉県 千葉県 E十 備 考

1.50 2. 76 4.26 本文の4.24トン4はの東合京計－埼玉分
1.40 0.94 1.26 3.60 に千葉の工水0.

2.90 0.94 4目02 7.86 

3) 水資源開発に対する河川行政側の対応について

その第 lは，これらの開発経過において河川管理者側に，手続き的に問題が

なかっただろうか。その理由は，河口堰操作開始に絡んで千葉県議会では重要

な議論がなされていること。昭和51年 9月召集の『千葉県議会会議録』による

と，土木部長（当時は建設省からの出向者で河川管理者の意向を代理答弁する

立場）は維持流量の目安的存在を認めながらも河川管理者として確保義務（責

任）はないものと答弁していることにある。

さらに，農林部長（既得利水の大宗を占める農業用水側の立場）はこの河口

堰開発は河川法第38条の但し書きの適用（注：当該水利使用で損失を受けない

ことが明らかな者，又は当該水利使用に同意した者・・この場合前者の意）を受

けるとして，河川管理者から県に対し意見聴取はなく，したがって県は関係利

水者に照会しなかったと答弁している（注：質問者は県議会議員で当時大利根

用水土地改良区理事長の岩井氏である）。

しかし『水利権実務一問一答』（前掲）によれば，この適用で水利調整の手

続きを取らずに処分もできるが，実務上は関係河川使用者の同意を得ることに

よって水利調整の手続きを経ずに処分されるのが通例であるとしている。とす

れば当時水問題を生じさせた原因の一つは，行政手続きになかったかと考え

る。つまり，関係河川使用者に対し十分な説明や適切な流況資料の提供等「情

報開示や対応面」で配慮に欠けたのではないだろうか。生活用水が約9割を占

める水源が，河川管理者として確保義務（責任）もない不安定な維持流量で，

しかもこれを安定水源として開発してよいものだったろうか。加えて『利根の

水利』（前掲）等から推考するに，この水資源開発は極めて理解し難いと同時

に河川管理者側が余りにも「事務的」に処理しようとしたとしか考え難いので

ある。

また，河川管理者は利水者に対し「水工一体」（流水の占用許可〔河川法第
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写真 5 大利板用水機場（S.45～H. 4の国

営更新事業で香取郡東庄町に新装さ

れた機場の正面）

． 

r暗句輸』唱

写真 6 両総用水第一揚水機場（S 18～40 

の国営事業で佐原市に設置されてい

る機場正面）

23条〕と工作物新築の許可 〔同26条〕，土地の占用許可 〔同24条〕を同時に申

請する手続き行為で，水工分離は一般的に認めていなレと されている）を求め

ているが，河口堰計画時に北千葉導水事業を一体計画として公表しなかったの

は何故だろうか。もし同時に公表していたなら当時も っと大きな問題となった

のではなかろうか。 何れにせよ河川管理者がこ うした点に十分な配慮もせず

に，渇水等の協議・調整をするとしたら，今度は自 らが不安定な北千葉導水事

業の利水開発者でもあり，その対応は一層複雑なものとなろう。

その第 2は，既得利水に対する安定度確保についてである。

前述したとおり，『利根川河口堰工事誌』（前掲）を見る限り，既得利水に対

する安定度確保のための諸調査をした形跡はない。しかし河川管理者は当時

における既得利水側の事情を勘案した場合，そのための諸調査は不可欠だった

はずである。そうでなければ，既得利水に対する配慮に欠けたのではなかろう

か。というのも，昭和30年代以前は大都市の多くが渇水を経験していないこと

もあり，生活用水の開発は殆ど無く， 利水開発といえば歴史的経過から専ら農

業用水側や発電用水側が，実績を築いてきた。そしてそれまでの河川行政は治

水が主流であり，専ら高水対策にあったといえる。

我が国の都市用水開発への気運は，当時の社会情勢を知る うえで利水関連の

法律成立面からみると，昭和30年に「愛知用水公団法」 31年には「工業用水

法J. 32年には 「特定多目的ダム法」と「水道法」が制定され，河川管理者が

利水面へ本格的に関わるのは， 39年に改正された現行 「河川法」 で利水条項が
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明確化されて以降と思量される。

仮に以上のことは憶測とされても，本稿で指摘した「、河口堰開発と北千葉導

水事業開発に関わる流況問題と水質問題」等は，この機会に既得利水者側へ「意

のある説明」が不可欠である。さもなければ，今後これらの疑問を払拭するう

えでも，また良好な水利秩序構築のためにも「誠意ある管理姿勢」を明確に示

してもらう必要がないだろうか。利水は古くから関係各者の意志が強く尊重さ

れ，この合意で今日の水利秩序が形成されてきた経過があり，この経過こそが

正に「法の利水精神」でもあろう。しかも新規利水は，この既得利水の安定が

確保されてはじめて成り立つものだと考えるからである。

4. 今後の利水管理と協調運営への方策

1) 今後の利水管理のあり方について

新規利水が誕生した場合，利水管理の基本理念は河川法の趣旨から解釈し

て，新旧の利水者が自 ら協調 ・協議し，如何に新しい水利秩序を確立するかに

ある。その場合新規利水者は自らの水源施設が完成しても，実態は河川管理や

水事情の面から直ちに取水が好転しないことを十分認識する必要がある。利水

問題の殆どは当然のことながら，夏期渇水時にある。このため，渇水時への協

調関係を構築しておくうえで，地域に利水運営等の連絡協議会があれば平素か

ら意志の疎通を図っておくべきである。

「利水管理」 の究極は，流域内の各利水者が合理的かつ永続的に必要水量を

確保できるよう運用調整することにつきる。特に競合し合う夏期の場合は，自

由度の高い農業用水側が常に大所高所の立場で新規利水に配慮してやり，また

一方，新規利水側はかんがし、期に取水ができるのは，利水量の大宗を占める農

業用水側の存在があって流下量が確保され，その高い自由度のお陰であるとい

う謙虚な姿勢が，運用調整のカギとなろう。

つまり，「河川水利秩序の原則」では，新規利水は既得利水に影響を及ぼさ

なし、としているが，夏期渇水時には農業用水等の既得利水の犠牲なしに供給は

不可能なのである。

2) 新規利水への管理要請と協調運営

以上種々の疑問等を提起したが，にもかかわらず下流部には両事業の結果30

トンの新規利水が設定されている。そこで，今後既得利水側を安心させるため
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にも河川管理者側に対し北千葉導水事業の本格共用開始前に，以下の実現を提

案しておきたい。

その第 l点は，河川管理者が策定する同事業に係る「管理規定や操作規則」

に向け，運用面で既得利水者側 （代表格の機関）が何らかの方法で明確に参画

できる仕組みの提案である。 河口堰も稼働して既に25年余になるが，これまで

は塩分対策を始め印施沼開発等に絡む運用調整であり，この点では「暫定操作」

だったと解される。したがって，今後は北千葉導水事業の完成で河口堰との連

携による「本格操作」 への試行が開始されるが，その意味では下流部の水問題

は正にこれからであろう。この点から，かつてこの水問題に関わった一人とし

て， 新しい水利秩序構築のためにも提案するものである。

その背景には県内問題として，すでに前記既得利水に対する新規利水との取

水競合問題が内在していることがある。つまり，北千葉導水地点と河口堰区間

内に表6の利水地区が介在し，夏期渇水時は下流部の宿命とはし、え大変厳しい

状況になっているのである。

これらの新規利水事業は水源として表記建設済みの施設のほか，不足分は現

在建設中とされる「湯西川ダム・渡良瀬遊水池－八ッ場ダム ・戸倉ダムJ等に

も負担をしている事業がある。したがってこう した状、況から，渇水時に貴重な

流下量が布川地点に到達したとしても，今度北千葉導水事業の完成で「河口堰

及び震ヶ浦並びに震ヶ浦導水」の各開発による域外への開発量 （20トン）が，

正規の利水だとして県内上流部（木下地点）から堂々と先取りされるとなると，

県民感情として許さない事態も予見されるのである。

その第2点は，現設の「利根川布川下流水利使用千葉県連絡調整協議会」（通

称「布川協」とされ，事務局：千葉県，構成は県関係部局 ・関係主要土地改良

区建設省及び農水省の関係出先機関の17会員からなる。なお，この協議会は

建設省から県土木部を通して「北千葉導水事業計画」を知らされた下流関係土

地改良区が危機感を抱き，結束して強く要請した結果，難産のすえ昭和56年12

月に問題協議の場として設置されたもの）に対し，今後は上述の懸念を取り除

くためにも当協議会を発展的に改名改組し，河口堰開発並びに北千葉導水事業

による利水者である東京都や埼玉県にも参加を願い，全体で毎年度の流況や運

営状況等を自主的に評価し合う場とする提案である。したがって，河川管理者



表6 主な新規利水事業名（利恨川筋系列）

事業名 事業年 利水台目、的 平均取水量 水源施設名 事業主体 管理者名
（及びかん い面積）

北総東部用水 S. 45～55 農業用水 4,272 ha 3.56トン 河口堰・霞ヶ浦開発 水公団 北総東部土地改良区

成田用水 S. 46～55 3,327 1.56 川治ダム ，， 成田用水土地改良区

東総用水 S. 49～63 2,804 1.06 霞ヶ浦開発・奈良俣ダム ，， 東総用水土地改良区

北総中央用水 S. 63～H. 9 4,132 1.53 河口堰・震ヶ滞開発 農水省 北総中央土地改良区

房総導水 S. 45～H. 5 都市用水（上水＋工水） 7.00 川治ダム・霞ヶ浦開発等 水公団 水公団

県営水道用水 S. 41～54 上水専用 13.08 河口堰－奈良俣 －霞ヶ浦等 千葉県 千葉県

県営工業用水 S. 42～57 工水グ 8.76 印施沼－河口堰 －霞ヶ浦等 ，， ，， 

計 35.55 

注．管理者名，一部略称す
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側にはその方向での賛意と行政指導をお願いしたい。それは全利水者が一堂に

会することが利水者「本来の姿」であり，今や潟水が恒常化しつつあることを

踏まえれば，まずお互いを理解しあうことが何よりも大切だと考える。この姿

勢があれば，やがては利水者聞に「互譲の精神」も醸成され， 今後新たな問題

が生じたとしても将来に向けて柔軟かつ前向きに解決されていくと確信する。

おわり に

地域の産業や経済の発展，人間の豊かな生活文化の向上のうえで水資源確保

は不可欠であり，そのため利水運営には新旧利水者の相互理解と協調もまた不

可欠である。それにしても流況調整型の水資源開発は，既存の水利秩序に大き

く影響を与えることから慎重であるべきで，少なくとも関係者には十分な説明

をし意見聴取して大方の合意で実施するべきであった。今夏もまた首都圏で

の潟水による取水制限への対応ぶりが報道されたが，不安定な水資源開発と際

限のない暫定取水許可はこの際見直しされるべきである。

先般の河川審議会でも 「21世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方

向について」答申され， これまでの河川行政の限界を指摘し河川管理者が地域

住民や関係省庁との相互的な関係を再構築するなど，河川行政についての発想

を基本的に転換するよ う提言していると報道されている。正に，これからは発

想の転換が必要だと考える。

そうした意味からも，今後の新規水需要に対する利水対応も開発指向ではな

く，可能な限り現行利水量の枠内で合理化や再利用，そして水源施設や利用形

態の再編対策を含め，如何に「節水型社会」へ改革するかにあろう。そのため

にも既得利水の大宗を占める農業用水の改善は急務で、あり，これを実現するに

は内部の理解と外部からの支援・協力が不可欠である。また，各自治体も水供

給面で水源を他地按に依存しての発展計画はスローダウ ンするなど是正もする

べきであろう。このことが「限りある水」と多くの「資源環境」を守ることに

もなる。その結果水需要量が抑制されれば，強引な水資源開発もなくなり，ま

た社会全体としても排水総量を削減できれば，水質汚濁防止や地域環境の保全

も期待され，利水技術の果たす役割は大きいと考える。
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