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戦後公共事業の変遷
鹿野

それでは私が御指名によりまして司会を務めさせていただきます。

題は「水 と公共事業」 ということで，お集まりの皆さんは，いわば水に関
する公共事業の最高峰の方々でございまして，これから十分にうんち くを吐
露していただきたし、と思います。
最初に口火を切るとし、 L、ますか，糸口をつけると しづ 意 味 で ， 私から 一言
だけ申し上げさせていただきます。
水といっても，ここでいわれている水というのは主として雨を もとにする
淡水のことを予定しているのだろうと思います。 日本の雨量は世界各国に比
べて非常に豊富です。外 国が大体年平均 l
,0
00ミリ以下 ぐ らいであるのに対
して，日本は 1
,000ミリないし 2,000ミリぐらいの雨量をも っている 。それだ
けに非常に水というものに恵まれすぎている点がある わけで、す。片や水が雨
量として与えられている与えられ方には非常に片寄りがあって ，季節的な変
動とし、 L、ますか，季節的な集中度が激 しいとい うことが，非常に豊富な 資源
を与えられながら， 逆にそれが国民経済に対しで も一つ の不幸 の原 因にま で
なっていると しづ実態があるのです。いわば水と公共事業 という 面から L、
L、
ますれば，その豊富な水をなるたけ害をなくして，一滴 の水といえど も，余
さずに利用 していこうということが水に関する公共事業の基本的な態度にな
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るのではないかというふうに考えております。まあそうし、う意味で水に関係
のある公共事業をやっていらっしゃる方々に，それぞれのお仕事の面からい
ままでの公共事業のあり方，あるいは現在やっておられると ころの問題，さ
らには将来に対するお考え，あるいは他部門の関連において，いろい ろ御要
望される点などを御説明願いながら座談会を進めていきたいと思います。
川村

ただ、いま鹿野さんから御説明がありましたように，日本の位置 とい

うものがちょうど台風の進路に当っておりますし非常に台風のため に，異
常な天然現象 と
し
、 L、ますか，降雨量が多く て被害を受ける可能性もあ ります
し，それと同時に日本特有な梅雨前線とかいうことのために，非常に局部的
な豪雨がありまして，異常な災害が起ると L、う事実がございます。そのため
に山が荒れたり，下流のほうの沿岸が荒れたり，非常に災害を受けているわ
けでございます。建設省の統計でみますと，大体昭和2
1年から30年までの統
計の年平均でいきますと，被害額が 2,400億円にもなるという，こういう膨
大な被害を与えている実情でございます。それに対しまして，やはり 河川改
修ならびに k流において，水系一貫主義の建前から L火、まして治山， 砂防，
ダム，こういうことにより まして十分に治水工事を行ないたい，こ ういうこ
とになっているわけでございます。それと同時に下流におきましては，現在
いろいろな工業用水の問題とか，水道の問題，それから農地のほうの早期栽
靖によって，水の利用の状態が違ってきておりまして，非常に潅概用水の水
も重要になってきております。そのために利水の面もあわせて考えていかな
ければならん ，こ うしづ状態になっておりまして，水と公共事業とは関連が
深い状態になっております。
若江

その場合に， 昔
ー からの治山，大きくいえば治水を含めた治山 治水の

目的は，本来災害の防除と L火、ますか，国家経済的に見て ，損失のほうを防
止しようというふうな面に重点がおかれておった。 これは，非常に水が豊富
であ ったということから，水利用はその片側で十分にやり くりがついて おっ
たということもありましょう 。 ところがだんだん水の需要が多くな って き
て，水利用の面からも，対策をたてる必要が出てきて，総合的に利水と災害
防除を調整 していかなければならんというのが現在の要請と いえまし ょう。
このことは端的にい って ，昭和28年の基本対策要綱でも，流域を一貫した災
l
水面 との調整 というふう な こと
害 防除という ことはうたっており ますが，矛j
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は必ずしもうたっておらなし、。と ころが昭和 32年の経済計画のときに初めて
利水との調整をやらなければならん ということで，治水と利水の調整という
ことが，水の公共性に対応する大きな課題であると いうふうに考えられてき
ております。
鹿野

水の資源のとうとさ ということが，最近だんだん高く世の中 で評価

されてき ております。ちょうど エネルギーの問題が，現在非常に論ぜられて
おりま すように，やはり水資源の問題は，それに匹敵するようなウ エイトで
だんだん論ぜ られてきているというふうに痛感するわけです。そうしづ意味
で，この水資源としての水をどういうふうに守り，かっ利用 してい くか とい
う非常に大きな使命がやはり現在の公共事業には課せられて い る と 思 い ま
す。広くいえば，今日はお集まりになっ ておらないわけですが，工業用水の
問閣も電力の問題も非常に関係してくるわけです。今日はむ しろその水を直
接利用する前の形の ，治山治水，利水 とL、う問題が主として中心になっ て話
が進められ ることになり ましょうが，そこで一応水との関連 と
し
、 L、ますか，
全般的；こ過去を振り返って，公共事業がどういうふうな変遷をたどってきた
か とい うことを，私から簡単に一応申し上げますが，そのあとで皆さんから
一つずつの問題を深く掘り 下げ ていただ、きたし、と考えます。
ご承知のように公共事業 とL火、ましても，もともとそれぞれの要素 として
河川事業なっ ，砂防事業なり ，農業水利事業 という ものは，いわゆる公共事
業 とし
、 う言葉で戦後取り上げられ る前からもちろんあったわけです。ただ戦
後公共事業 とし、う 言葉で特殊なくくり方を して，こ れらの事業を見 るように
なってからの性格の変遷を振り返ってみま しょう 。
まず取り上げられたし、きさつから申 し上げれば， もうすでに皆さんも ご存
じのことでございますし，まただいぶ古いことになりますけれ ども ，終戦直
後の日本の混乱期にあって ，失業者が非常に発生するんじゃないか。実際
に
， おそらく 200万から 250万ぐらい の失業者があり ，それをなんとか して
救済しなければならんということから公共事業とし、う考え方が取り上げられ
たわけで
、
す。その当時約 100万以上の失業救済ということを一つの 目標に し
て取 り上げられたのですが，実際にやってみます と
， 失業者 とい うものが顕
在的に発生 しませんで，当初の目的 と若干ずれまして，公共事業の本来の焦
点がむしろ当時でし、う開討を中心とたし食糧増産などの即効的な生産効果を
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あげる ということに焦点が向かい ました。そ の後22年
， 23年 と，ご存じのよう
に，ア イオン台風とかキ ャスリン台風とかいう台風に伴なって，非常に大き
な災害が発生 した。それに従いまして治山治水の関係のお仕事に公共事業の
重点が移っていったわけです。片や災害復旧についても非常な多額の金額が
没後の荒廃 した国土の復旧なり保全という
払われて復旧を急いだ。そうし、う i
ものが中心になって，大体公共事業というも のが昭和2
2
, 23年ごろから，昭
和2
7
, 28年ごろまで進んできたように思います。昭和27年ごろからだんだん
と，公共事業費の性格とし、し、ますか，焦 点が，若干現在やかま しくいわれて
いる道路 とか港湾というものに移 っていくような形になって，当時私も公共
事業の関係をや っていたのですが，突を申しますと 2
7
, 28年ご ろにはそう い
う切 りかえが非常に強く行なわれるのではないかと思っていたのですが，そ
うしづ雰囲気が出たとたんにあの28年の異常な大災害が起ったわけで
、
す。そ
こで再び治山治水に対する認識を改められたということがし、えるんじゃない
でしょうか。 しかし全般的に国力が回復するにつれて
， 産業基盤 としての道
路，港湾、とし、う問題が，全 体の公共事業の 中に占めるウエイトがだんだんと
高くな ってきておるのも 事実 でし ょう。
さて ，前にもどりまして ，水に対しての考え方とし火、ますか，水資源のと
うと さということについては， 最近各工業地帯等における用水不足の状態か
ら
， 再び 積極的に水をどういうふうに確保し，利用 していくかということが
やかましく諭せ、られてきております。
水を利用 される お立場のほうで，福井さん，何かお話をひとつしていただ
ければ・−−−
−。
福井

ただし、まお話にご吉いましたように，公共事業の中で終戦直後は食

糧増産，特に開拓が非常に大きな比重を占めたわけでこ、ざいますが，当時は
戦後の食糧不足と，それから外地から引き揚げられた人，あるいは工場閉鎖
に伴なう失業者の雇用という 点か ら，非常に開拓に重点がおかれて ，現在い
われております土地改良としづ部面はむしろ従的な立場に立っておりま し
た。その後開拓そのものへの反省と ，さ らに早急に食糧関係をまかなうに
は，開拓よりもむしろ農業水利の改良というほうが手っ取り早いとし、う関係
もございまして ，土地改良のほうがだんだんとウ エイト が増 して 参 り ま し
て，開桁よりも逆に土地改良のほうが比重が大きくなってきております。戦
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後当初は公共事業の中で 50パーセントのウエイトを 占めておりました食糧増

7
,2
8年程度のウ エイ ト
，
産関係の予算も漸減いた しまして，近年では昭和 2

6
,1
7パーセント をずっと占めていますが，その中で
数 字で申し上げます と1
の土地改良は大体開拓に比べま すと，仕事量で約倍ぐらいの比重を占めてお
ります。 と申しますのは結局す るところ，私どもの担当 して お ります公共事
業 の中での 水のウ エイトが非常に大きくなったとい うこと が
し
、 えるのではな
L、かと思い ます。特に最近にお きましては，他事業，他種水利 との関係が非

常に深くなって きておりまして ，総合開発的な水利用，水の多目的利用とい
う点から農林省で計画しておりますような事業も，他種事業 との関連のもと
に総合化すると L、
う 傾向が強く なっております。昭和30年度から開始し てお
ります愛知用水公団のような組織によ る総合開発事業も ，それを象徴する一
つのものだと存じます。農業だけで独自に水を利用している一一これは歴史
的なも のでございますけれ ども，とにかく水の利用について農業関係は非常
に大きなウ エイト を占めております。 これはおそらくあとで皆さんから話が
出るだろうと思いますので，先に申 し上げておきますが，水の使い方が農業
は少 し激しすぎるの ではないか，こう L、う時勢には少し自省し て もらいたい
というふうな印象を一般にもたれていると思い ます。その点も否定はい たし
ませんけれども ，旧来の取り入れ方法でござい ますと，水を確実に取り 入れ
ることがで きるかどうかという点に非常に不安がございますから ，ど うして
も農民は水に対する安心感を得たいとし 、う欲求から ，心理的にも多今ますま
す弁ずる 主義になる。 これが必ず しも生産力を上げておるかどうか疑問があ
るんです。かえって下げておる面もあるのではないかと思いま す。そういう
川の 水に対す る不安，治水の不安から ，なるべくあるとき には取っておこう
というの が習慣になって ，と にかく 必要以上に取 る向きもないではないと思
います。 これは最近のように水利用が高度化して参り ますと ，やはり自省し
。さ
て，生産力を高めるととも に，他産業の発展にも使わなければならな L、
っきおっしゃったように，水というも のは公共的なものですから ，農業は昔ー
から取り入れているから ，それは自分のものであるとしづ考え方は考え なお
さなきゃならん。 これは農家の方には しかられるかもしれませんが， 国民の
一 員 として 考えなおして貰いたし、と思い ます。まあ話がそ れ た と 思 い ま す
が，農業の立場から申し上けナこ次第です。
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武 藤 お話が先に進む前に，いま鹿野さんのお話にも福井さんのお話に
も，終戦後，公共事業を取 り上げた当初は失業救済とし、う色合いが濃かった
とL、うのでありますが，公共事業のおのおののもつ役割のほかに，失業救済
とし
、 う役割をだいぶもっていた。それがだんだん変遷してきて ，いわば公共
事業の性格が，本質的な問題かどうか知りませんが変ってきているというよ
うに承っておりますけれども ， この際鹿野さんから，公共事業の性格は，簡
単にし、し、ます とどういうふ うに定義づけたらいいの でござい ましょう か，ち
ょっ とお話し願ったらと思いますが… …。時代とともに変遷し ていく ものな
のでございましょうか。
公共事業の役割
鹿野 非常にむずかしいお話なん ですけれど も，公共事業の実体面からの
性格と ，いわゆる概念的な性格と ，二つあるように思うん です。公共事業と
いう 言葉 で定義せられて いる 概念の中には，いわゆる財政上のテクニック前
な要素が発生的にも多分にあるわけですね。 アメリカで公共事業が非常にや
かましくいわれたのは，ニ ューデ ィールのときで，そのときの公共事業は，
やは り失業救済と いうよりも，要するに景気の調整，景気に刺激を与えると
しづ意味での政策の中心に公共事業が取り上げられていったのです。つまり
総体的につかんだ意味での公共事業というのは，国民経済に刺激を与える ，
あ るいは国民経済の激しい変動を調整 してい くというような意味で眺められ
る性格をもっているわけです。それはちょうど現在の日本でも景気変動がな
かなか激 しく， 経済白書などにも論ぜられているように問題になっているわ
けですね。そのときに財政の立場からいって ， どういうふうな調整をやって
いくかと Lヴ 問題があるわけで、す。そのときの一つの役割を，現在の公共事
業費に大いに期待しているわけですね。 まあ簡単にし、えば，国民経済に対す
る財政政策の一つの手段として，公共事業とし、う概念，いろんな国及び公共
団体が行なっている ，端的にいえば建設投資ですかね，そういうものを一つ
の手段として使っていこう ， こういうことになるわけです。 ところが実体の！
ほうの問題からいうと ， さっき申し上げたのは，内容的な一種の変遷という
ような こと をたどって考えたわけですが，内容そのものからし火、ますと ， こ
れはなんていいますか，それこそアダム ・スミスの時代から論ぜられてい
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る，いわゆる個人なり一企業がなかなかやり得ない よう な，公共的な色彩を
もった施設なりの建設ということが，本質的には公共事業の内容としても っ
ているわけですね。それは現在の 日本の公共事業でい えば，河川 事 業 で あ
り，道路事業であり，農業水利事業であり ，漁港修築であるという ことにな
るのではないかと思 うんです。はなはだわかりにくい御説明をいたしました
けれども …一。
福井

ただいまの お話ですと ，公共事業費の全体の国家予算の中で占 める

分量ですね，それは全体の景気変動をある程度調整し得る範囲 で，何か比重
がある と思 うんですが，そういうお考えがあるとい うことですか，私し ろう
とでわか りませんけれども ……。
鹿野

まあ繰り返し 申し上げれば，発生的にはそう L、う調盤ということ

で，公共事業というまとまった概念がア メリカでで きて，それがこっち ；
こ治
入されたということでしょうね。ですから ，公共事業の総体が非常に大主〈
ふくらんでいくか ，あるいは縮ん でいくかとい うこと は，やはり非常に大き
な影響を与えております。 まず第一に，金額そのものより精神的に，国が積
極財政にな るか，消極財政を組むかとし 、う現われ と し て 見 ら れ て お り ま す
ね。たとえば29年のとき でしたか， 1兆円予算を組みましたが，それはお年
の行きすぎた一つの経済の膨張を 引き締めようとしたわけで
， 1兆予算と と
：突があるわけです。それ と
もに公共事業そのものも非常に引き締められた毒 i
相反して，今年の 34年度の予算を振り 返ってみると，やは り33年度の引き締め
のあとを受けて，ある 程度安定的な成長を期待したと L、う前提に立って手を
打っておりますから，公共事業そ のものも非常 に全般的に見れば順調なやわび
をもって予算措置が とられているということもいえます。 ですか ら過去を探
り返 ってみても ，公共事業全体のそ うい った調終的な役割を期待される措置
というも のがとられてい るわけですよ 。 しかし その金額が，たかが 200億ふ
えた， 300億減 ったと いうこと で日本経済全体が左右されるか どう か という
気持も一方じゃもたれるわけです。 しかしそれは一つの非常に端的な現われ
としてそこ に出 るものですから ，精神的 とL、
L、
ますか全体の雰囲気には非常
に大きく影響しましょうね。 また公共事業費そのものの額は 200憶なり 300
憶なりに，前後の フレであっても ，それに関連する地方財政や，財政投融資
の面まで入れますと， t：.· ~ 、ぶ幅が大 きくなりますから，そこでやはり一つの
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役割を果しているということになって参りますね。
若江

鹿野さん ，その場合公共事業の性格主 L、し、ますか，そう L、う経済調

整政策 としての効果，こ れは終戦直後，雇用対策，失業者救済とし、う形で現
われたわけで、すが，そうし、う性格の変化の中で，投資の対象を選択する場合
には，やはり必然的に経済効果の高いものを重点的にやってい こ うというふ
うな傾向があうたと思いますね。 ところが 7
）＜.を対象とした事業は，洪水防禦，
災害防禦という目的があって，その目的を達成するということと，経済効果
の結びつきが把握が困難だということからして ，治山治水対策 とい うものが
公共事業のわくの中で，経済効果の高いものを選んで，残ったものが伸縮性
のかなり高い治山治水対策にあてがわれてきたといううらみがあるのじゃな
いでしょうか。 これは治山治水対策の面からいって ，なるべく的確；二効果を
つかんで，その効果を高めると L、う方向に，概念的には進んでいますが，具
l
水事業になると定量的にかな
体的には定量的な把握がなかなか困難です。矛j

］
くと，両
り効果が把握できると いう面から ，治山治水事業も ，水害防止と利 7
面性を強調 しながら， 特に利水事業の経済性を強調していって ，そこに伸ぴ
んとする活路を見出だしていると L、うのが現在の状況 じゃな いでし ょうかご
災害があれば，なるほど次年度ぐらいはふえる 。 しかしそのあとは減る とい
うふうな伸縮性が治山治水事業の悩みともいえましょう 。 この場合，水を利
用する面からいえば，必ずこの量だけは確保しなければならん とLづ 利 水 の
量的な面が強く出て くる 。だから治山事業もそうしづ 而 での協力 を考えてゆ
かねばならんと考えておりますが……。
鹿野

そうですね。最近の公共事業 とい うのは，私はしばらく離れ；
ておる

ものですからあまり内容的に詳 しくないのですが，むしろ 4' 5年前に比べ
二事業費ということになっております。そ の前
れば全体にゆとりをもった公安i
にいまおっしゃられたような意味で経済効果がし、 L、ものをまず取って，残り
が治山治水的なものに使われたと L、う感覚よりも ，むしろ国民経済の底力が
だんだん現在のように出てくるまでの公共事業の性格というものは， いわば
国土に対する 2合 5勺の配給的な性格をもっていたと思うんです。む しろそ
れでやらなければならんのは， まず災害の復旧である 。それからこ う災害が
こら れたんじゃ困るから，どうしても治山治水をやらなきゃいかんというこ
とで，むしろ経済効果云々の観点か ら，ゃれ道路だ，港湾だとし、う問題が優
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先したのではなく，治山治水や災害復旧に公共事業の焦点があったというふ
うに私は感じております。あれだけ大きな災害があれ、て，それをほうってお
くと L、うわけにいかないし， またそのために費やされた国費は莫大なもので
すねっ もし道路だ，住宅だというような方向に投じてあれば，ずいぶん世の
中も変ったてやしょう 。
武藤

いま若江さんの言われた，経済効果ということだ、けでは公共事業に

ならな いのですから ，若江さん の言われた意 l
朱は公益効果 といえども経済効
果に換算できなきゃ ならないが，その際換算容易な もの と換算困難なもの と
がゐる。換算困難なものはとかく置き去りにさ れる ，そうい うように解釈し
たのでございますが・・−−−。
若江

そうなんで・す。

武藤

そうし ますと ，どうしても治山治水というような ものは，これだけ

改修工事をやった，こ れだけ山に木を植えたからこ れだけの経済効果が得ら
れたという こと は出しにくいの でございますね。そんなことから従来予算前
に十分な援助は得られなかったのではないか と，こ んなことをわれわれも感
じますが，そこへいきますと ，農業水利のほうは非常に効果をあげておりま
すので…
・
一。（
笑）
福井

それでナこいへんうまくな L、。わからないほうが L、いのじゃないか。

わかる ために不利な面が出てい るんじゃないかと， 最近われわれはそういう
感じをもちますがね。
川村

結局農業用水の水利と L、
L、ますか，効果より，現実に農薬や肥料の

ほう が L、いのじゃないかとし、う議論も出てくるんじゃ ないですか。
福井

最近 4年間 の豊作というのは，もちろん農薬，肥料，土地改良等，

それらの総合的な効果ですね。私ども 土地改良だけの効果とはし、 L、ません
よo L火、ませんけれども，とにかく戦後 10年の農地の条件整備で農業が底力
を よ うやく発揮しだしてきたといえま すね。
若 江 操業の面で，畑潅なんかかな り水の要請が深刻 で は あ る で し ょ う
が，む しろ 水田操業の中 で排水不良のために生産が予期したほ どあがらない
というふうな 内在的な問題もあ るのじゃないでしょ うか。
福井

そうですねっ排水不良なところを改良しなければならんものもかな

万町歩位でしょうか。まあ水がふえる
り問積 としてはご ざいますね。 50〜60
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ほうは，今後やはり 60万町歩ぐらい，畑潅で……。
水ヨ；；~ごとの流域計画の必要性

川村

そう L、う問題は，畑潅をやるべきだとしづ説があるかもわかりませ

んが，要は水の資源がいかにあるかとし づ 問題 ですね。水資源がな くて畑潅
をやろうと いっても無理じゃないかということになりま すし，利根川の例を
とりましても，水資源の点、が，利根川の場合は年間の総流出量が1
3
0億トンぐ
らい流れているわけです。そのうち有効にいろいろな農業用水とかそういう
ものに利用 されている量は年間16億ト ンですね
。 総流出 量に対 して大体12パ
ーセ ントしか有効に利用 されてい ない。 あと 88パーセントは全部海に流れて
いる，こうしづ現状ですね。それをどういうふうに有効に用水を確保する
か，こ うしづ問題が今後大きな問題にな ってくるのではないかと，こう思う
んですがね。結局それには上流に貯水池式の夕、ム，いわゆる多目的の洪水調
節と農業用水，工業用水，治水，そういうものをあわせた，そうし、う貯水池
を作 って，結局不断に水をためて，洪水をためて，有効水量を増すようにし
ないと水の利用ということはできないのではないかと，こういうことになる
わけですね。 その場合にダムだけ作っ ても困るわけです。上流の砂防，治山
を並行してやっ ていただし、て，夕、、ムの埋没を少なくする 。早く 埋まらな いよ
うな措置を してもらう 。 こういうことは総合的な，一貫 した計画を立てるこ
とが必要じゃないか，こういうことになると思いますね。一応建設省で考え
ておりますのは大体下久保， 矢木沢 とかいうダムとか，それから現在できて
実ダム ，その 四つの夕、ムで28億トンぐらいの水が利用できる 。
いる藤原，相i
130 ｛：~トンに弁すして 22 パーセントぐらいの水が来リ 用 できるようになる。こ ti,

にしても相当有効な措置ができるのではないか。こういうことになってきま

II
の場合は22年のキャスリン台風で毎秒17,000ト
すと ，洪水に対しても利恨J
ンの洪水量が出た。それに対して上流のダムで毎秒 3,000 トン調節して下流
で 14,000トン流す。こう L、う計画でやっているわけですね。相侠と藤原の
両方の〆ムでそのうち 750トンしか調節できなし、。それを下久保と矢木沢が
できれば， 3,000トンの うちの85パーセントぐらい調節できるようになる。
こうい うこ とになれば，多目的のダムと 関連 して水の有効需要を増すような
措 置をとる ことができる ようにな ってくるのではな いか。それができ？ない
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と，利根川の沿岸のいろいろな農業のほ うからい っても ，榛名赤城の改良の
問題，それから東京都の水道とか，それから京葉工業地帯の工業用水，そう
いう問題が解決つかないのではないか，こ うしづ 考えがあるん ですG
それで河川 改修の立場から し火、まして計画を立てる 。結局現在 よ りは思く
ならない建前で計画を立てますから ，当然上流の治山，砂防によって 流山土
砂が出ないよう な前提のもとに考えて いかな きゃ計画が立ちませんから ，そ
うL、うためにやはり一貫 した，お互いに連絡した計画でやっていかない と十
分な措置ができ ないと思うん ですね。その点で非常に最近は各省間に連絡が
うまくいくようになったんじゃない でしょうか。
それと同時に農林省農地局の農業用水の関係からいたしまして も，ずいぶ
ん川のほうとしていろいろな問題があるわけですね。その点では農地局と十
分連絡をとってやるようになってお りますから，そ う惑い影響がないように
努力しております。お互いに総合的に仕事を連絡してやるようになりま した
から，片一方は独自な建前でやる ということ がなくなっておりますから，そ
の点、の欠陥は，最近は昔よりはなくなっ てきて いるんじゃないでしょうか。
鹿野

それは川 ごと の，相当徹底 した総合開発計画というものは流域 ごと

に現在でき上っていると見ていい のですかね。
川村

まだ完全なものはできていないと思い ますね。いままだ調査をや っ

てい る段階で，調査が片づいてい くころにはでき上ると 思いますが，それま
での十分な資料を，いままでにつかんでおりません。その点は残念な ことで
すけれども ，資料が不十分ですね。
福井

これは以前，29年頃ですか国土総合開発審議会の水制度部会，あの

ときにも指摘さ れま したね。水文資料が欠けている 。そういうものがないの
に計画をたててみたところでしょうがない。それには長期のデ ータ が必要な
わけで、すね。 これは大蔵省でよく 考えていただかなきゃいかん点と思いま す
オ
立
。
鹿野

大蔵省が出てきましたね。（笑〕

福井

基本的な調査費，研究費 とい うものに対する予算のウ エイ トが少な

工、のじゃない でし ょうか。
鹿野

国土総合開発といわれておりますのは，日本中を開発す るというふ

う 膨大な数，ぼうばくたる開発
うな形になってしまっておりますが，そう L、
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計画よりも，やはりほんと うに一つ一つの流域、合たんねんに，現実的に考え
た計画がで、！
（上るということが一番望ましいのだと思いますね。たとえば東
北の何々地区の総合開発だといって，えらい夢みたいな広大な計画が出てみ
ても，またいくら詳細な計画を作ってみても，どうしてもペーパー・プラン
になってしまうと思います。しかしたとえば利根川なら利根川，北上なら北
上を とらえて ，その流域として水資源、をどういうふうに有効に利用していく
か，あるいはその一歩子前の問題として，どうして治水をやっていくかとい
う治水計画ができ上っていって，その計画につ い て の 優 先 序 列 が 考 え ら れ
て，それに各担当された事業が当てはめられていくということになると，非
常にし火、ことだと思うんですが。
川村

その点で一番資料がととのっているのは利根川ですね。その点であ

る程度の総合的な計画が利根川には十分立てら れ ると思いますが，今度は淀
川とか木曽川がある程度の流域計画を十分立てる必要があるのではないでし
ょうか。 これは当然淀川の場合は地盤沈下があるし，東京の場合でも江東地
区の地盤沈下にも結びつきますし ，江東地区は高潮にやられると l
,0
00億円
ぐらいの生産量がありますから ， これがなくなると大きな問題にな るのじゃ
ないか。大阪でも 同様だ と思います。そういう点で非常に経済効果があ ると
ころがあまり 事業が進まないということが L、われておりますね。
鹿野

流域計画が相当はっきりできて，非常に効果が出てくるだろうと思

うのは，やはり仕事の順序 とし火 、
ますか， どこから仕事 をやっていけば一番
効果があるかということがはっき りし てくるのではないかとし寸感じがする
んですがね。
川村

それで耕地面積な んか利根川の流域は 21
万町歩でしょう。 600万町

歩のうち 2
1万町歩ですから，大きいん じゃな いですか。
福井

ですから農林省農地局では，利限川の用水については利根川 農業水

利調整協議会を設けて調室をや っており ます。
鹿野

砂防の矢野さんもおられるのですが，砂防とか治山の立場で、見た場

合も，やはりその川の下でどういうふうにその水がおさまり，かっ利用され
ていき ， またいくべきであるかとし寸 一つの姿が出ないこと には，どこの川
の砂防が優先すべきであり ， どこから手をつけなきゃならんとしヴ結論は非
常に 出にくいはずなんですね。山は荒れてい る。 しかしこの山は荒れていて
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もしばらくはいいのだという 山もほんとうはあり得る わけですね。そういう
点
、 から の
， なんていいま すか，川の一つ一つの総体的な総合計画というもの
が一番現在では望まれ るものの一つだ之思うんですがね。
福井

山の上から川口まで，水系的に一貫した計画が立てられなきゃ L、
か

んわけですね。
川村

その点ではわれわれのほうとしては，砂防のほう と緊密な連絡をと

っておりますし，砂防のほう と治山のほうと連絡がよろ しいから，その点で
はおそらく総合した計画ができているはずだと思いますがね。
矢野

いまのお話で，これはさっきもありましたが，調査 とかそういうむ

のが非常におくれている 。 こういうものは長期間の ものが ございません と
，
データとして使い ものにならな L、。幾ら河床が上ったか とL、うので も，ほん
とうはむずかしい調査を しなく ても，ある基準か らどれくらい上ったかわか
るはずなん ですが，それをや っておらないのは，み んなの関心がそんな とこ
ろにはなくて ，それよりもも っとすく仕事になるよう な，すぐ金がつくよう
なことにばかり走りすぎたと思うん です。ま あわれわれ の努力も足りなかっ
たと思い ますが，そう L、う努力もするつもりですから ，調査と L、う面は十分
お考え願いたし、。でないと，し、 L、計画を立てる，一貫性をもっ たものをやれ
とおっしゃっても ，それには長期のデータが非常にたくさんほしいわ け で
す
。
それからもう 一ついまダムの埋没のお話があ ったんですが，どれ くらい砂
防をやったらし 火、かと か，量的な話になりますとわれわれ山を歩きま して，
データがそうありませんから，結局過去何年間にどれくらいの豪雨が降った
とさどんな山〈ずれがして ，どれくら いの量の崩土が出ているというこ とを
資料にして，地形とか地質，そうい うものから 見てみまして，大体平方キロ
,000m3くらいは年間流
当り ， ここら辺の地質で，こう L、う地形のところは 2

出しそうだというような ことで計回を作るのでござい ます。夕、、ムのほうあた
りで考えているのはそんなには考えなし、。やっ ぱり毎年毎年の状態で，平方
キロあたり 300か 400m3ぐらいの年間の土砂の流 出を対象 として考えておら
J
Jくずれがしますと， 一ぺんに出てくる土砂は非常
れる 。そうしますと 一朝 1

に膨大 なも のが押 しかけ てくる。 100年 間 の 余裕のあ るダム が 30年位で埋ま
るというよう なことが起らぬとも限りません。本質的にはそういうことがあ
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るの ですから ，こ うしづ例もたくさんあるのだとしづ説明はできるんです
が ，はたしてこの川 に どれだけの こと をやっ て，どれだけ期待できるかとい

<
る要性
うことを正確な数字で示して出せといわれると非常 に苦しし、。 しかしl
はたしかにあ るのです。 もう一つお話のように，資源的に見ても ダムを作る
地点はそうたくさんはありませんし，グムのいのちを長くすることは，日本
ではどうしても必要な んですね。そのためには大局的には多少不経済のもの
でも，これしかないのだからというよう なことに なっ てくると ，多少許され
は しないかとし、う 面も考 えられま す。
l
jは耕地の災害 とか， 浸水が
それから先ほどの災害 という 面についても ，百

幾ら ，埋没が幾らというのが大きなデータだったのでオが，それが日 本の よ
うな地形とか，それから雨の降り方とか，そういうものから見てきますと，
最近盛んに起ります一一一土砂く ずれのため多 くの死者が出るということ ， ま
あ一番近い例が門司で ござい ますが，門司の市内が土砂で埋まって， 130人
位そのために死んで、おりま す。それから 昭和 20年には呉市がほとんど土砂で
埋ま った，ほとんど土砂害でござい ますね。 13年には神戸が非常に土砂で被
害を こうむってい ます。 これはし、まの金に換算しますと莫大なものでござい
ます。 ということになりますと，先ほど鹿野 さんのお話で，災害復旧という
ようなこと に金をかける場合に，災害防除を重視するということであ りま し
たが，最近，だんだん土地が集約的に利用されて参りまして ，工場 もできる
し，
土地も発展する 。そして昔は危いところは避けて 家を建てたものですが，
いまは危かろうとなんだろうとかまわずに建てて ，い き な り 水 害 に あ っ た
り，山く ずれにあったり ，非常な損失をき たしている 。でありますから ，砂
防 といたし ましで も防禦の面でも ，資源を利用する 回で も，また夕、、ムの埋没
を防止する 聞においても ，そういうようなこ とを重点的に，計画的に考え て
や っていかなきゃいけな い じゃないか，そういうふうに考えております。
武藤

ちょっとお向 L火、たしますが，砂くずれの結果人命が失われること

は最も重大な ことですが，こ れは金銭的に損害計算ができ なL
。
、 しかし砂に
よる夕、、ム，ことに水力発電ダムの埋没は明瞭で，その 損害計算は 可 能 で あ
る。 とこ ろが，ダム が埋まらな いよう に，砂防をしっか りやって くださいと
いう こと が，被害者である電力のほうから出たらし、 L、と思い ますが，それが
案外出 ませんね。 どう L、うわけでしょう 。
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矢野

それはいろいろ理山があると思いますが，そこにやはり公共事業 と

営利事業というものの違いか出 てくるのじゃないでし ょうか。
武穣

それにしましても ，いかに営利事業で も
， 50年の寿命のものが 30年

で埋まったということになると ，まあそれで十分採算がとれ るのだといえば
それっきりですが，採算が とれでも 50年埋まらなきゃ なお L六、わけです。営
利事業なら，かえってそういうふうに考えてしかるべきだと思うんですが。
矢野

流れ式の夕、、ムのときは，埋まろうとど うしようとまあし寸、ん で す

が，貯水式のダムの発電と いう ことになってくると， 当然問題になっ てくる
はずだと思います。洪水調節でも 問題になって くるべきはずのものですが，
見方によって説明のつけ方がし、ろ いろあるかと 思いますけれども ，われわれ
としては，たとえ電気であろうとも公益性と Lづ 意味から延長 しなきゃいけ
ませんし，電気事業というものも ダ、ムの地点その ものが非常に限られており
ますから，いろんなことを考えて 電気事業をや っていらっしゃるとも思いま
すが，早急に転換できな L、
。 しかしなるべく経済的にやっ ていこうとするな
らば，当然夕、、ムの寿命を長くする ことをいわれなきゃいかんはずでありまし
て，電気のほうからそう L、う声が出ないのが不思議なくらいに考えておりま
すが，電気のほうは電気のほうと して，もしそうい うことをいって ，そ んな
ところに夕、、ムを作ってもだめじ ゃないかといわれやしないかとし、うので，多
少警戒されて，あまり騒がれな いんじゃないでしょうか。 しかし日本の 資源
というものをもっと大き な面 で，公益性をもって利用す るということからい
いますと，それぞれの立場でなくて，もっと大きな立場から ，総括的に，こ
れはどうしてもこういうことをやらなきゃいけないのだというような判断
は，利益代表の方だけでなく て，公平ないわゆる世論と 申 しますか，良識あ
る，科学的な見方で批判 されて，そう L、う総合判断の もとに必要なことを指
令していくと Lづ施策は， 政治 としてとるべきだと思い ますね。
鹿野

電力会社がそういうこ とをいわれないとい うのは，電力会社の首脳

部の人は，山のダムの埋まってい るところまでいって見る ということはほと
んどないんじゃないですかね。ダムのふちに立っても ，そこは埋まって ない
んですから，流れ込むほう ですから。おそらく 100億円で 5億立方米たまる
べき夕、、ム ができた。 ところが 2億立方米分が泥で埋まっちゃったと Lづ 場 合
には， 100倍、から資産の損失 として落として，バランスシートの上で 100億
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円でなく 60億円になったとしづ経理上の措置でもとられると，がく然とし
て，こ れはいかんということになるかもしれませんが，当面夕、、ムが埋まって
も，それ自体は資産の損失とし、う形では現われないから，サラリーマン重役
としてはあまり重視されないで過ごされているということじゃないんでしょ
うかね。ずいぶん極端なことになりましたが ……。〔笑〉
矢野

ダムの埋まった資料がこe ざいます。

川村

いつか文芸春秋に中谷字吉郎さんが書いておったね。

矢野

こう L、う資料がとり上げられて，科学的に検討 されますと，そうい

うこと が問題にされるようになるのではないかと思いますね。
福 井 い ま の 鹿 野 さ ん のお話のように，ダム自 体の埋没の前に，砂はずっ
と上流の川から池への移行部でとまるでしょう。従って排水不良になって災
害を受けるのはまず農業で
， 天竜川あたりでも近ごろこれが問題になっ てい
るんです。
若 江 そ れ は さ っ き言われた，山から海ま での一貫した流域の管理計画と
L、し、ますか，そういう

一体化した総合計画がないために起る欠陥じゃな L、
か

と思います。私ども森林計画は大体河川流域を一貫して，基本計画で，流域
内における森林を，流域の目的に合うように経営していこうと Lづ 目 的 は あ
るのだけれ ども，はたして森林計画だけが企図している目的でいいのか どう
か。全住民の望んでおられる形態はどうしづ形か，と L、うのが，さらに広義
の計画があって，その視野に従って森林計画もされ，河川計画もされ，農業
水利もできると L、う計画がないと，いまの総合開発計画のような，各種の計
画を並べて総合計画というのではあ まり効果がないのではないか と思います
ね。
福井

どうしても流域管理としづ問題に入っていかなければならん と思い

ますね。
鹿 野 む し ろ 治 水 的 な観点からの計画なり連絡というものはよくなってき
ているんじ ゃないですかね。その半面，むしろ水がどういうふうに使われて
いくかと L、う面に対する河川の流域計画，そ ういうものがもう一つあって ，
その治水面からの計画と両方がぶつかって いくとし六、ますか，総合されて全
f
¥
.を利用 されるほうの総合計画 とし火、ます
休の計画が 出てくるのでし ょう 。 7

か，そう L、う面が治水面に比べてさらにおくれているというような感じがあ
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りますね。
川村

その点では一番卑近な例を申し上げますと， 東京付近の多摩川とい

う川ですね， これは利水の面で相当総合的にやって いる川の例です。上流は
小河内〆ムで，下は田園調布で東京都の水道用水に｛変われて ，その ほかに農
業用水があるわけです。その調節がとれて総合的に利用されている 川は， こ
れ以外にはないんじゃないですかね。
鹿野

日本で〆ムの形で水をためて利用してゆく 。そうし、う形態は今後も

相当全国的に期待できる んですか
。 いまの多目 的夕、、ムの地点と L、
L、ますか，
場所というものが相当多数に今後も期待できますかね。
川村

限界がある でしょ うが，ある程度の川については，大きい川につい

てはいえると思いますけれどもね。
総合計画と資金の問題
武藤

先ほ どか らのお話 でございますと ，一流域ごとに総合的な計画を立

てる 。いわば流域管理 というような ことをしなきゃいかんというよ うな こと
が，ほとんど皆さ んから御発言があったんですが，当然 この流域管理をや る
ということになりますと ，やはり 優先目的を出してし、く 。優先目的が一つの
場合も二つの場合もあるが，とにかく数多の目 的をみたすと いう こと だとい
まと同じようなことになる 。優先 目的を出してい くという こと に な りま す
と，当然流域によっておのおの違っ た性格が出てくるわけでございますね。
ある流域では，ここはもっと農業用水なり工業用水，あるいは飲料用水のた
めに水をたく さん出して こなきゃな らんとしづ 流域も ござ いましょうし ，こ
の流域は洪水防禦に重点をおい てもらいたい， こ うし、う流域もあるでしょう
し，あるいは渇水緩和をしてもら いたいと Lづ 流域も ござい ましょ う
。 そう
L、う流域ごとに目的の違った総合計画が立てられるということにも なりま し

ょうね
。
鹿野

それは当然なんじゃないでしょうか。ただなかなかその点がむずか

しいんて・すね。そうなってくる と，ある意味では国土開発的な とい うか，国
全体の経済計画なり ，産業立地計画なり ，そう いうことに関連 して くるん で
しょうね。だから総合計画 というのは，ほんとういうとどんなこと をやりま
してもと まる こと なく ，極端にいえば，無限に発展 して L、くわけで、すね。追
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求すれば追求していくほど・・…。 どこらで見切りをつけるか， ということに
なるんじゃないでしょうか。
福井

やはりある程度長い目で見た，先を見通したものでなきゃし、かんで

すね。
川村

昭和40年とか50年というものを目標にした計画を立てる。たとえば

東京なら ，昭和40年には人口が何百万人になるか。そしてそれに対して水の
使用量は平均 1人当り 1日 200リットル以上使用する 。そうすれば自然に水
の使用量が出てくるんじゃないか。そういうことで水道用水の水量が足りな
ければ， これをどこに転換す るかとし、うふうな問題が出 てくるんじゃ ないか
と思いますがね。
武藤

そうし、う基本的な調査を各担当の方面においても，皆さん必要を痛

感していらっ しゃるわけで・すね。 これを手っ取り早く ，建設，農地，林野，
工業用 水の方面の方が，共同で調査できないものですかね。手分けをして 。
川村

われわれ建設省の河川局としては，一応利根川の水について は，こ

うL、う措置をとればこれだけの水の使用量が増加できますということだけは
御説明しているわけです。で，いまから子を打たないと，いろいろな問題が
将来起りますよということだけは申し上げておるわけです。
鹿野

やはり経済企画庁の総合開発局といったようなところが中心になっ

てゆくのではないかと思いますがね。ただ計画というのは，さっきも 申しま
したように，無限に広がりかっ深まっていくと考えなければならないのです
が，同時に全体の資金量の問題ともからみ合いが出てくるんですね。資金が
幾らかかってもし火、としづぜいたくな計画を立てて ，今度逆に，現実にそれ
に投下される資金が十分でないと，その計画にはのっているけれども，注ぎ
込んだ金は当分の聞は半永久的にむだになってしまうということはあ り得る
わけです。ですから計画は広くかっ遠い見通しを立て ながら ，しかも現実に
それが遂行される資金量を勘案された計画でないと ，かえって計画に基づい
てやったために，それぞれみんな野たれ死にしてしまう 。
（笑〕生きてこない
L、例か悪い例か知りませんが，北海道の
ということは起り得るわけです。 L、

拓植計画時代に，原野に非常に大規模の開拓をやろうということで， 非常に
でかい開拓道路を碁盤の目のように敷いて， 5万分の lの地図の上にまでの
つかっていますが，現地に行 ってみる と，なるほど昔道路を作ったらしきあ
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とがあると Lづ 形 で，依然 として 20年たっ ても原野のまま であるとしづ事実
さえあるんです。その場合，その計画は，おそらく 非常に雄大に鍛密な計画
のもとにされていたのかも しれないと思うんですが，それが遂行される面で
現実の資金量 とマ ッチしない と，逆に……。
川村

利根川の場合，利根川 の放水路 とし、う 計画が一応 ございますが， こ

れも資金量から推して，手をつけて L、
L、
か どう かとし、う判断が別にあるわけ
です。現在の資金量ではそういうものは着手すべきじゃない というので，わ
れわれのほ うとしては計画自 身はもっておりますが，全然着手しなし、。それ
よ りも むしろ現在必要なものは，上流に洪水調節のダムとか，そういうもの
をやるべきじゃないかと Lづ建前から ，りっ ぱな計画はできておりますが，
全然着手 しないんで す。いつか資金が余っ てきた時代にはやりた L、と思っ て
おり ますけれ ども，おそらく いまそれをや るとしたら， 300倍、じ平できない
でし ょうね。 そうしづ 膨大なものをいます ぐや ったら ，何年かかったら完成
する のか ……。資金がその間寝てしま いますか らね。 うかつな こと はできな
L、
。 1年に 30億ぐらいかけて 10年でしょう。いまの予算で，一つの J1に 300

億なんて，そう い うことはできませ んからね。こ ういうも のはやれない です
ね。
鹿野

だから計画というのは，やっぱり 現実的でなきゃならんし，常に現

実の動きと計画そのものをにらみ合せなが ら修正していかなければならん と
Lづ 面 もあるんですね。そう いう点で非常に適任者を得，かつ適所でやる と

いうことは，むずかしいのじゃないですかね。
武 藤 先ほ どそ ういった総合的な計画は，経済企画庁ゃなにかが主にな っ
てやられ ると L、うお話が ございましたが，むろんそれはまと め役としてけっ
こ うですけれ どもね。それと先ほ ど治水課長さんの お話の，たいへんお金が
かかる ということでご ざいますが， これとても考え ようなん ですね。将来も
っと 水が不足してき ますと ， もっともっ と水の値打ちが出てきます。 これか
らどんどん水の需要量がふえ るということを考えますと水が 1トン50円から
100円も するということにもなるでしょう。それな ら水の コントロールのた

めにもっ ともっと経費をかけ ても引き 合 うとい うことにな ると思い ますね。
ぃ。
そういう方面から金を取っていけばL、
川村

それで利根川の水の利用の問題としては，結局財源になりますのは，
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水道用水と工業用水でございますね。 農業用水は全然財源にならな L、
。
（笑）
武藤

それは外国もそうらしゅうございますよ 。貧乏 な 農 民 か ら 取 ら な

い，こうし、う思想ですね。
福 井 そ の 点 で は 農 林 漁 業基本問題調査会というのが発足 し て お り ま す
が，そ の出発の動機にな ったのは，国民の中で農民の占める率は40パーセン
トなのに，その国民所得は僅か 20パーセントだということですからね。その
聞きが非常に大 きいわけですね。それをどうするかということが，大きな目
的の一つになっているわけです。それくらいなのでして，農民から取るとい
うのは……。それは 自省しなきゃならん点もあると思いますよ。さっきもい
ったよ うに， ；
農民が用水について多々ますます弁ずる式じゃいけないと思い
ますが
。
流域管理と慣行水利
川村

7
)
¥
.の運用の形から い って慣行水利権，これの整理は不可能でしょう

か。
（笑
〉
福井 不可能ということはいえん でし ょうが，はなはだ困難 ということで
すね。 しかしそれはむずかしくてもやっていかなきゃいかんじゃないかとい
う気が しますがね。い ま慣習というこ とで，とにかく 法律的に水利権を持っ
ていま すね。 これを是正していく一つの方法としては，その用水区域が農業
水平日事業をやって水を安全に取れるよ うにすると 同時に慣行を是正する 。つ
ま り合理的に水を利用 するように， 事業とともになしくずしに変えてし、く。
法令ゃなんかでーぺんに変えるということはできないですよ 。
（中安氏出席）
川村

私が考えるのは，利根川の場合，見沼代用水とか葛西用水，ああい

う水路を全部ライニングやれば，漏水が少なくなってロスが少なくなる 。 ロ
スが少な くなれば用 水最も相当減っても L、
L、じゃないかという気がするんで
すが，それだけの用水量の整備ということはできないんですか。
福井

それは河川が窃~~、て取り入れができなくなったのをロスを少なくす

るためにラ イニ ソグゃ ったらということじゃないんですね。見沼代用水や葛

]
J
t
i
用水のことは残念 ながらよく知らないのですが… …。
川村

一番見沼代用 水は取り 入れやすいような位置にあっ て全部あすこで
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入っちゃうんだ。
矢野

ち ょっ と不合理ですね。施設は どんどん進んで， 土地改良はど んど

んするが，用水はへらないというのはちょっ と不合理ですね。
川村

ロスが相当あるん ですよ ，水路にね。あれがライニングして，ロス

をなくするような方法はなかなか金がかかる仕事だ と思うん ですがね。
福井

長民は苦しいですからね。

川村

結局農民の負担になるんですね。

福井

水利施設は国家管理として ，水の調整も 国でやる C l戸幾らで税金

を取り上げてね。 それをそうしづ水利施設の維持管理に当て るということに
なれば別ですよ 。
川村

そういうことでなしに，土地改良なんか申請せずに，ああ L、う重要

な水路は国でやるんだとし、 う建前にはならんものですかね。
福井

なかなか，むつかしいですね。いま土地改良法に基づいてやってい

るだけで，農民の申 請主義の建前ですから ……。
川村

そういう点，利根川の水の利用ということ自 休の問題になってきた

場合に，慣行水利を調整する代償 として，そう L、う補償工事 とL、う形で， 国
が全部もっと L、う方法はできないん ですか。
中安 私，途中からお くれてきま したが，利根川の水の問題で，ち ょうど
見沼代の水の問題が出ましたが，利根川で大きく 水を取っているのは江戸川
ですね。江戸川が潟水のとき ，大体毎秒 36トンぐらいあ りますが，それより
も見沼代の取水量のほうが 40伺トンもあり ，大きいわけです。利根川の水の
問題を考えた ときに，見沼代用水と い うものは非常に大きいウ エイト をもっ
ています。結局見沼代の水系は潅i
既用水として大動脈で もあるし，この用水
についてはどんな皐魁でも昔から用 水不足をきたしたこと はなし
、 。利根川の
早魅は，下流の塩害 と
し
、 う形で，下流にしわ寄せ られた。利根川の水利を合
理化することになれば，やはり見沼代の用水の取水後の配水施設を，いまの
ようなああいう旧時代的な，各所に水をせきを上げては， 水を次々配分す る
というのではなくて ，用排 ！
）
＼ 路を分離するとか機械化して近代化する必要が
ある 。 これは文流域の排水改良をもあわせて計画せねばならない問題と思い
ます。 しかしその費用は農民の負担というより は，やはり一つの河水統制的
な，水系の幸j
l
水対策の一環 として ，それによってプラス にな る事業者が負担
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すべきだ。たとえば江戸川の 河水統制が昭和11年にで、
きま した。あの とき も
江戸川の利水関係を改善 したわけです。あれは結局篠崎の水門を作って，下
流の塩害を防止して農業用水の改善を計って，余った水を東京都の金町水道
の増加分にまわしたということで，プラスになったわけで
、
す。この費用は東
京都が全部負担したわけです。水利計画は，新しい水をもらった受益者が金
を出すべきで， 農民は負担する必要はないと思う 。それを毎秒40トンか らの
水を取っているのをそのままにしておいては，利根川の利水問題はやはり解
決 できないのでないかと思うんです。特に戦前と 戦後で−
7
J
＼の使い方が変って
いるか どうか調べたところ，いまのところ，やは り見 沼代，葛西用水が戦前
に比べて非常にふえておるようにみられます。 この流域の余剰水はですね，
結局は下流の中川へ入ってきているわけです。それで、中川の水を利用すると
し、う考え方もあるわけです。 じゃあ現在見沼代水系の水田が水をぜいたくに
使っ ているということではなくて，ただ配分の施設が恋人、から ，あれだけの
水がないと配水路に水がのらない。
福井施設が悪いというのは途中の漏水ですか。
中 安 本 線 は 排水路兼用だから漏水はどうかな……。
川村

あるんですよ 。見沼代の本川は割にいいんですが，幹線から支線に

なる と，そういう点があるんじゃないか。
流域管理の機構と制度
麗里子

それに関連 してですが，さっき総合計画のことについていろいろお

話が 出たんで、すが，現実の問題としては河川ごとに，端的にいったら水委員
会の ようなのができて，そこでほんとうに水の利用状況を具体的に調査 し
て，むだに使っていれば勧告 した り，禁止 した りするとか，あるいはより国
民経済的に効果的にするには水の量をこういうふうに変えたらいい ，こ ちら
の水は こちらに分けてやるべきである，その場合の補償はどういうふうにす
るというような， 一種の地域行政区画をこえた，且つある程度の行政権をも
った ような水委員会というようなものがあって調整していくと Lづ 事態にだ
んだん追い込まれていくような気もいたしますね。 これは若干極端かもしれ
ませんが，流域ごとにいろいろの利用者が判然としてくれば，上流の砂防，
治山の問題についても，その水の利用者がどこまでその費用を負担するかど
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うかという問題にまで発展していき得るのじゃないかとも思います。 さっさ
の水力のダムと砂防や治山の問題とも関連しますが，全体 として，どうした
ら水が一番よく守られ，かっ利用されるか。だれがそれを判断 し そ の判断
のもとになる計画は一体どうしたら 作られるかというよう なことになるんで
しょうね。現実の問題として，ど うも何かそうい った水委員会的なものが必
要になってくる，その前提には，いまの河川法はこ れでいいのかというよう
な制度的な問題にまで発展していくのではないかと思います。
中安

さしあた っていま私どもの考えていますのは，要す るに，水系が府

県に分れておりますから，それで一つの水系の河川管理者 （
知事
〕 会議とい
うものをもって水系的に合理的に運営していくと L、う考え方で，すでに利恨
川について相当 業績をあげておりま す
。
鹿野

L、ましたが，河川 法，砂防法から ，土地改良法に及
いま河川法と L、

f
くを利用するもとになるべき法規である 河川法が これでい
ぶまで・…。特に J
いのか・・・・
・。
・
福 井 河 川 法だけで良いか，ど うかという点， 同感です。
鹿野

私は勉強しておりませんが，聞いたところではドイツには，利水法

ですか，河川の治水利水を総合したものがあるということですが，そう いう
ことを考えると，大黒柱の河川法の検討がどうし ても問題になってくると思
います。
川村

昨年 の早肱で利根川はえらい騒ぎが起ったわけで、すね。そのときに

は，いま中安君がし、われたように，河川の管理者会議というものを設けまし
て，知事が委員となり，府県の土木部長が幹事で，建設省として調整をやっ
たわけです。それで、埼玉県の見沼代用水など，一時水門を絡め てもらって，
下流へ水を流すようにした，それで千葉県などを救ったわけで、す。 その後，
当然大きく発展しまして， 暫定的 な緊急需給調整とか，いろいろ問題もあり
ますし，水の利用の将来の問題も ありますし，そうし寸問題で中安君が L、
ま
所管していろいろ努力しているわけです。
中安

それは去年の利根川の渇水のときは農林省，建設省の連絡委員会を

作りまして，互いに協力をはかったのですが，別途利根川流域の河川管理者
会議を設け，その二本立でもってやっていったわけです。河川管理者会議と
いうのは，ちょうど洪水のときにいろいろ応急対策をやると同じように，渇
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水のこういうケースにはどう L、う措置を とるべきかということをあら かじめ
用意しておくとか， 事態にさいしては応急措置を検討するなどして ，そ こで
きまったことは各知事（河川管理者〉は尊重してやっていくということ，そ
れから今後の恒久対策を検討していくと L、う二つの目的で作ったわけです。
今後木 曽川とか淀川，あるいは吉野川にしてもい まの河川法で各県の分れて
おるのを ，そういった会議で、カパーしていくような方向をとりつつありま
す。 もっともそうしづ個所は直轄管理をやっていくとしづ考え方もあると思
いますが，いまのところはそうしづ河川管理者会談で水系的に取り扱 ってい
くとし、う考え方でやっております。
川村

水制度部会で，だいぶ議論 されたね。その点の弱点を少しずつでも

補っていこうじゃないかとしづ形で，渇水のときに農林省と両方の共同で協
議会を設けてやっておりますが，それをもう一歩前進しようじゃないかとい
う趣旨です。長林省でも利根川についてでさているでしょう 。
福井

さきほど申し上けγ
こように， 農地局の方は利根川農業水利調整協議

会です。 これは利根川水系の水の合理的調整と総合的な開発をやるための具
体的方法を調査研究しようというものです。
川村

ちょうど表裏一体になるわけだと思うんですけれどもね。

福井

基本的には鹿野さんのおっしゃったように，治水利水を包含したあ

る構想がなければL、かんのじゃないかと思います。
川村

その点地方自治の関係で，知事がし、ろいろの権力をもってい ますか

らね。
鹿野

水が足りなくなると，土地収用委員会 じゃなく て，水収用委 員会と

L火、ますか，経済効果が少ないからあきらめなさい，適正な補償はし、たしま

す，水はこっちへよこしなさい，と L、う委員会ができかねませんね。エネル
な， うまいとってかわるべきものがないと い うこ
ギーと違って原子力みた L、
とを考えますと， 10年，20年後の日本では，水が非常に大きなネックとなっ
て苦しむのじゃないですかね。その場合一番大きな問題として，先ほど福井
さんがし、われたけれども，農業用水の問題は，各方面から問題にされるでし
ょうね。
福井

それは私ども 十分覚悟していまして，できるだけ水の使用を合理的

く 。合理的というのは必ずしも減らすばかりではございません
。 必
にして L、
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要なときには増やす，そうし、 うふうにし
、 きたし、と 思 って，いま農業水利調査
室と い うのができておりますが，ここで まず各河川の農業水利の実態を把揮
しよう とL、
う ので調査をやっ ており ます
。
水の有効利用をすすめるには
武穣

そ こで， ＊の利用の問題を いろいろお話し願っているわけでご ざい

ますけれども ，冒頭に鹿野さんも いわれ ました ように， 日本はたいへん雨量
が多いので ございますね。そ こで利用 できる水をもっ とふやす，供給量をふ
やす。むろん需要のほうを合理的に，各方面節約 して使っていく ということ
も必要ですが，一方において絶対量をふやす
， つまりむだな水を，洪水被害
まで起すような有害水をなくして ，それを有効な，使える水に転換していけ
ば，まだまだ相 当水資源はふえる ので はないか とL、う考えを持つんですけれ
ども−−−
−−。
−
川村

それは先ほど利根川の例でご説明 した ように，ある程度の金さえあ

れば，夕、、ムができまして ，それによって洪水調節 とあわせてそうしづ諸用水
の需要を満足す るような施設はでき得る わけですね。
中安 利根川 で も，利用している水量は 12パーセ ントですね。
福 井

あと の88パーセ ントは海に流れている わけです。だから これを有効

に使う という ことが， まあ第ーの問題であ って， そういった水利用に対する

既
対策を強化すればまだまだ今後新 しく利用できる 工業用水，水道用水，潅 i
用水があると思います。
川村

利根川についての問題はそ こにあるわけです。水の節減をはかる と

いうこ と自体 よ りは，むしろ水をふやす施設を早急にやるかやらんか，こ う
し、う問題ですね。
鹿野

ふやす という ことは，年間流れて お る量の時期的な調節 … 。

川村

時期的な調節じゃな しに， とにかく 1
3
0億 トン流れ る うち有効利用

はいま 12パーセ ン トで しょう ，16億 トンしか使 っていな L、。それを何 パーセ
ントま で無効放流を少なくす ることができるか。現在われわれの計画で，最
終計画 では45パーセントぐら い までは有効に利用 できるよ うになり 得 るだろ
うとしづ目標はもっているわけです。 しか しそれについては，いろいろ資金
量と マ ッチし て，どういうふ うに計画 してい くべきか。それが
し、
わゆる東京
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都の水道 とか，京葉工業地帯の工業用水 とか，いろいろ問題になっている東
京湾埋立に伴なういろんな用水，そういうもの 主どういうふうにマッチし
て，そういう多目的〆ムが建設できるか。同時に多目的ダ、ムを作った場合に
そのダムからそういうところへもってし、く水路をどういうふうに作ったらい
いか，そう L、う問題を研究 して いるわけです。
福井

山林のほうでも，これは治山謀長さんのほうで何かお話があると思

うんですが。つまり洪水と渇水との比率をなるべく小さくするということ
で
−
−
−
−
−
−。
若江

それは利根川のような大流域になると，森林の占めている面積は70

万町歩をこえ る大面積です。従って治水課長のおっしゃるように河川の方か
らの要請にできる限り協力するようにもってゆかねばならぬし，そのように
努めてい るわけですc 森林が l
J
¥
.
i
原を j
函養したり土砂の流出を防止したりする
機能は一般的には信ぜられています。 しかし森林に対しては， 一方，生産面
の増強とし 、う要請があり，この要請に応じながら公益的な機能はできるだけ
落さないとし、うふうに森林経営を指導しているわけで、す。さらに森林の水源
調養機能に土木的な施設を加えながら，いま福井さんのおっしゃったよう
に，洪水と渇水の差をなくしていくと Lづ方法を治山の分野でも講じなけれ
ばならんし，現にその研究を進めているわけです。そういうことによって利
根川の水量が有効に利用 されるように山から海まで一貫した協力作業があれ
ば流域管理 という目的にも沿うのではないかと考えますがね。
鹿 野 森林の保水能力なり洪水の調節能力と L火、ますか，そう Lづ 問 題 は
長い間の懸案で，私は昔，武藤さんにご案内 していただし 、
て利根−J
IIの 奥 地
の，宝川の奥でしたか，治水試験所を拝見しにいったこともあるんですが，
ほんとうに森林の効果というものを量的に的確にとらえていただけると，い
ろんな意味で今後の計画に非常に大きなプラスになるだろうと L、う気がし、た
しますね。な かなかむずかしいことでしょ 司
うが， 日本にとっては一つの非常
に大 きな課題だろうと思います。ダムの地点というのは，おそらく限りがあ
りまし ょう。 もっとも水の貴重度が上るほど夕、ムの地点はふえていくわけで
しょう か ら，必ずしも只今考えられている地点がすべてではないでしょう
が，やはり限りがあるといえましょうね。
中安

夕、、ムサイトはある程度，地域はもうきまっておって，そういくらで
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もできるという 性質のものでもな いし，だからそのきまったダム地点をよほ
ど総合的に利用していくという こと を考える 必要があると思うんです。 また
ダム群として考えると ，一つ一つの 目的でや るのと，各流域で，たとえば利
根川ぐらいにな りま すと ，こ ちらに水が多 くて， こちら に少ないということ
もありますし， だから ダム群と して有効的に使っていけば利用率が非常に上
っていくということ があ ると思うん ですがね。
鹿野

気象の関係でも， 気象台のほ うで非常に優秀な電子計算機をお持ち

になって，台風の進路 というも のを的確に，相当早期に とらえられるよ うな
形がだんだんできてきて おられ るよう ですが，そう いうも のが進めば進むほ
ど，逆にいえばダムのほうでは洪水の場合に水を有効に利用すると L、う態勢
ができてきていくということだろうと思 うんですが。
中安 今後そう Lづ い ろ いろの予報関係が逐次精確になってくれば，今後
そういった洪水用 の貯水量の使い方についても，さ らに有効になってくるの
じゃないかと思います。
鹿野

うまくいくようになりましょうね。

中安 現在の ところ は，どう もそこまでいって おらないの で，今後気象庁
のほうで もそ ういうことを……。
川村

雨量の予報は，

100 ミリないし 200 ミリと いう，そう L、う幅のある

予報ですからね 3 それは非常にわれわれとしては，つらいわけです。
鹿野

レー〆ーによってだ L、ぶ雨雲のボリュームをとらえること を，最近

非常にやって おられ るんですね
。 あれによって いままでのようなカンと違っ
て少しは数量的に とらえられる。 それと電子計算機による進路の確定という
ものが，両方マッチすればいくらかいいんだそうです。（笑
）
川村

それをわれわれ希望しておるわけですがね。

中安

そういうことが数日前からわかれば予備放流とかいろいろ な手 もあ

・
りますが，いまま ではそこま では・
・
ー・。
鹿野

なん といっても方向 としては，水をいかに有効に節約 して使わせる

かということ も一つの大きな問題ですが，その前に降ってい る雨をいかにう
まく利用するか一 一 うまくた くわえるかということ になりま すがね。そちら
の面のほ うが積極的でおもしろいですね。 （
笑〕
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総合開発の友省
武藤

最後に，過去におきます水を中心とした総合開発計画， これに対す

る反省とかそういうことを， ちょっと皆さんからお話しいただし 、
たらと思い
ますが・− −
−
−。
−
中 安 総合開発計画 としては部分的に ダムが竣工して夫々効果をあげてい
ますが，全体としては，途中の段階ではないんじゃないでしょうか。
若江

そういうことですね。

川村

よくなりつつあるんですなO ここでまだ結論は出せな いですね。み

んな総合的にい こうとしづ 気持になってい るんですからね。
それから特定地域に指定されたところと指定されない地域と，どういう尺
度でウエイトをおくかとしづ問題があった。むしろある意味から経済効果の
少ないところ は，特定地域に指定されて，非常 に効果の多いほうが指定され
てなし、。そういうことになった場合に，公共事業の投資のつけ方というもの
が，特定地域にそんなに余分にはつけられなし
、
。 ほかの地域に余分につける
としづ形自体の欠陥もあったん じゃないか。特定地域に指定されたこと で総
合計画ができるということは， ちょっとむずかしかったじゃな いですか。ざ
っくばらんに申 し上げる と
， 尺度が何もなかったで、
すから ，なぜ特定地域に
指定しなきゃならないか。特定地域に指定さ れない ところと，どう L、ぅ尺度
で区別をするか，こう L、う問題があ ったんじ ゃない ですかね。
若江

国土開発計画ができない聞に，性格分類もせずに，地方的な要望だ

けでやっちゃ った。だから地についた総合開発があって ，その中で地域的な
特異性を取り入れながら やっていくと L、うやり方を飛び越 しち ゃったからち
ょっとおかしいですね。
川村

そうし、う欠陥がありますね。

中安

あれは芯になる 水利開発のプロジェク トを中心とした総合計画で
、は

ないん ですね。そ こにやはり弱点があるのではないでしょ うか。
鹿野

そう L、う意味 で，いままでの総合開発 というの は，割に平面的な計

画だったわけで すO 水の利用というものを 中心に して， 水系 ごと に，やはり
さっきからのお話 のように，治水の面からの総合的な固 と
， 手l
j
7
j
＇（の面から の
総合的な面と二つ合せて，河川流域ごとの総合計画というものができて，そ
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れと資金量とにらみ合わせながら，そこに段取りと L、
L、ますか，手J
I
頂という
ものがきまってきて，それを一つずつ積み上げていくような計画の遂行がな
されるべきだ，ということが L、ままでに議論して得た結論で、あると思うんで
す。 しからばそういう計画ができ ，それをやってし、く場合に，さ らに問題と
して出てくるのは，現在すで、に水を使っている面と新しくこれから使いたい
とし、う面を，どう調整していくかということ ，さ らにそれを追求すれば，や
はり現実の問題としては，行政なり制度の問題，あるいは根本になる法体系
の問題というところまで出てくるわけでしょう，ということですね。
中安

いま建設省と農林省で，治山治水 5 ヵ年計画というものを作って企

同庁，大蔵省と折衝しておるんですが，やはりそういった 5年間でどのくら
0年間でどのくらいやるのだとしづ投資目標が一つできれば，
いやるのだ， 1

そのほかの土地改良とか，そういっ た計画との調整などができるわけ で す
が，いわゆる財源的裏づけのある長期計画の見通し もなしに，どうもほかの
省と打ち合わせもしにくし、。 こうい った水関係の事業はやはり一つの財政的
な衷づけのある長期計画をもって計画的に実施していくという ことが，必須
条件だと思います。今度政府の治山治水関係閣僚懇談会というものができま
したが，それによって非常に遅れている治山治水対策や水資源の開発事業を
積概的に計画的に実施してい こ うとしづ機運に逐次向いつつあるんです。た
しかそういった財政的な裏づけのある長期計画ができるということは，こう
L、う川を中心とした総合計画の計画 ・
l
:
tがその辺から生まれてくるんじゃない

かと思います。
鹿野

お話も尽きないようですが，このくらいで… …。 どうもありがとう

ござし、ました。
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