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水資源総合対策の緊急性

一一 7）＜に関する公団問題に関連して一一

藤 村 重任

〔1J 

毎年 8月には翌年度予算の編成がはじまる。しかし各省では 6月頃からそ

ろそろ予算の準備に着手している。そしておおむね 8月L、っぱL、には，大蔵

省に概算要求書を提出する段どりになる。大蔵省はその要求についてそれぞ

れ説明を聴取して査定を行な~＂ 12月末までに国会提出の予算案の取りまと

めを完了する。そして閣議にはかつて最終案が決定することになる。こうし

てできた予算案を国会は委員会，本会議を通じて審議を行なL＇，国の予算は

成立する。

しかしこの頃ではp 大蔵省に対して各省の予算要求書を提出する まえに，

政府側は与党（ときには野党にも）に説明をして意見を聴くようになっている。

そして各省原案に対する党の了解を十分とっておかねばならない。ときには

党の考え方を新たに取りいれたり，修正をしたりすることもある。

ともかく 8月にはいる と予算編成をめぐる動きが政府部内にも， また政府

と与党との聞にもいろいろと現われてくる。また新聞などの報道にも政府各

省の予算の打出し方や考え方など種々の形をもって伝えられるのである。

昭和36年度の予算編成に関しては，新しく成立した池田内閣が総選挙をそ

の秋にひかえ非常に意欲的な政策方針をさまざまの形式をもって、流した。そ

の中心はし、わゆる所得倍増論なるものであった。しかしこのはじまりは一昨

年中山伊知郎氏が唱えた賃金 2倍論， それに呼応した池田氏（当時通産大臣）

の月給2倍論，そして岸前首相の程済審議会に諮問した所得倍増計画，それ

を池田氏は新総理大臣として作為的に大きく打出し，今後10ヵ年をもって国

民所得を 2傍に増加させる計画策定を要求した。話はここに発してしι。
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経済審議会は35年 5月下旬p 「日本経済の長期展望」とl'5見通し作業を

行なって報告をだした。それによれば20年後（昭和55年度）には国民総生産は

38兆2,400億円あまりで完全雇用は実現することになっている。この作業は，

平均成長率を前半は 7%，後半は 5%としているが， l人当 りの国民所得は

55年度に794ドノレ（28万5,800余円） と33年度の 3倍強となっている。これには産

業構造の変化，とくに第2次産業就中機械工業などは基準年次の11倍，その

他鉄鋼，石油工業，化学工業な どは 2倍ちかくになってい る。この長期展望

は新たに取りかかろうとする所得倍増計画策定の貴重な資料となっている。

経済企画庁は 7月中旬になると恒例の35年度経済白書を発表した。これに

よれば，34年度のわが国の経済は急激な拡大をつづ：f，その間経済成長の三

つの難関と もいうべき物価の安定と国際収支の均衡と雇用状態の改善を同時

に実現することができたことを高く評価し，これはわが国の経済力が充実し

てきたことを証明するものである。とくに国民総生産は前年度比16%，鉱工

業生産29%，そのうち楼横工業は51%の増加であると公表した。

このよう な経済拡大への政府のかけ声と裏つけ，現実的にみる生産と貿易

と消費の上向き傾向は産業界に不安なき積極性をうえつけて投資意欲をいや

がうえにも刺激してし、った。また，貿易の自由化とし、 う国際市場の試練にさ

らされようとするわが国経済が将来に備えるための企業の体質改善，そのた

めの原材料の長期安定確保，コストの有利性を強化するための生産規模の拡

大，コンビナートの形成，さらに新技術の導入促進など活発な動きがそこに

展開されていったので為る。

経済審議会の行なっている所得倍増計画審議の動静は，政府や政党の政策

策定に敏感に感応してし、たが，池田首相はわが国の経済成長は？%としても

十分に達しうる実カを持ってし、る と財界をあおった。そして36年度の予算に

関する新政策としては，公共投資，減税，社会保障の 3本に重点をおき経済

成長政策の推進と完全雇用の達成に努めると公表した。したがって， 36年度

の予算編成には経済拡充政策が大きく盛りこまれる ことになったのである。

そのような政治経済的背景が次第に色彩を鮮明にし形成されてし、く聞に，

各省庁の予算対策はそれぞれの構想によって準備されていたに違いない。そ

して各省庁の予算案とくに政策予算の要求態度はそのつもりで堅められ組み

たてられたよで大蔵省にもちこまれたことは当然であろう。こうして提出さ
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れた36年度予算要求案の特色のなかに新公団設立の要求があった。要求され

た公団数は実に14, うち7.kに関するもの 4。関係各省はそれぞれその必要性

を強調した。したがって大蔵省も自民党もこれに対して調整善処せざるをえ

ない立場に立たされたのである。

新聞の報道についてこれを見れば， 8月5日建設省は「水資源開発公団法」

案をつぎの通常国会に提出する考えであるとしてその構想を発表している。

その翌 6日になると農林省は「水利開発管理公団」の設立案を昨日（5日）自

民党政調会に説明したとその内容を公表しているが，同6日自民党政調会，

水資源特別委員会（委員長根本竜太郎氏）は，咋日， 建設，農林，通産，厚生の

各省当局者を招き，建設省の「水資源開発公団」，農林省の「水利開発管理公

団」，通産省の「京葉工業用水公団J，厚生省の「水道用水公団」の構想の説

明を聞き，その構想、の内容がし、ずれも利根川3 木曽川，筑後川などの重要河

川の開発を促進し，農業用水，工業用水3 水道用水などの供給増を目的とす

るものであるので各省案を総合調整した水の開発管理の機関を新設し，これ

によって水の有効な管理利用を実現する構想を取りまとめることになった3

と報じた。そして新聞は， この水資源特別委員会では根本委員長のほか，米

田正文（前建設次官，元河川局長）， 絞井志郎（前愛知用水公団理事，元農林省農地

局建設部長）の両氏を中心として河川開発水利の一元的な運営機関について意

見をとりまとめ各省案をー木化した＊の管理，開発の新公団を設定する構

想，さらに各省の権限を総合調整できる行政委員会の新設と L、う構想の意見

も強h と伝えた。しかし，公団の新設にと もなう各省の予算要求は大蔵省

に対して提出されているが，当の大蔵大臣は 8月16日の閣議の席上において

「来年度の予算編成に当って公団，公庫の新設は原則として認めない」とい

う大蔵省の基本方針を表明した。それにもかかわらず池田首相は，経済拡大

政策推進の建前から，とくに水資源の確保については特別の措置を講ずべき

ことを指示しているとL、われた。

以上のような経過をたどりつつあった水公団問題につき3 ？日25日になっ

て新聞は， 「政府，自民党はかねて水資源管理機構のあ り方について検討し

ていたが，現在のま までは水資源開発の進展は望めないありさまなので早急

に対策を講ずる ことになり，その具体案を大蔵省に一任した。同省ではこの

管理機構を水資源開発局として総理府の外局として設置する案と，行政委員
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会とする案をもって検討を進め， 36年度の予算編成と並行して結論を出す予

定である」と報じたのである。

仁2コ

このように＇ 36年度の予算編成を契機に水資源の開発利用に関する公団新

設の提案は競合して一般の注目さと浴びるようになったが，ここにすこしくそ

の内容にふれてλることにしたい。

第 1に建設省の提案する「水資源開発公団」である。産業の発展，人口の

増大と都市集中，生活水準の急激な向上等のため， 水需要のL、ちじるしい増

大に対応して水資源を高度に開発利用する必要に迫られている今日 3 水資源

の開発利用を総合的に強く推進するためには，広域的な見地から水資源開発

利用の基本計画を確立 し，これにもとずいて各7］＜：系の実情に即した適切な用

水対策がし、る。関東地区 （利棋川水系），中部地区 （木曽川水系等）， 近畿地区

（淀川水系），四国地区（吉野川水系等），北九州地区（遠賀川，筑後川水系等）の例

をみると，多目的ダムの建設，湖沼の利用，河口堰の建設な どによって広域

的な用水対策を緊急に必要としている。このため多目的ダム，多目的幹線水

路などの建設を行ない，その施設とこれを一元的に管理し適切な水の配分を

するため 「水資源開発公団」 の設立が必要である，としている。

資金は政府交付金（治水分），電気事業者負担金 （電気分），政府出資金，政

府低利資金 （上水道，工業用水分）によってまかなう が，36年度には利根川水

系，淀川水系の事業とその他の調査を対象として60億円を見積っている。

公団の監督は建設大臣である。

第 2に農林省の提案する 「水利開発管理公団」がある。 この公団は既設の

愛知用水公団を母体とし，それに他の国営事業を併合 したもの とみて差しっ

かえないように思われる。農業の開発および農業水利の改善合理化に関する

事業は，治水事業の展進，電源の開発，上水道，工業用水等の河川依存事業

の急速な発展に伴なって，これらの事業と調整をはかつて進めなければなら

ないが， とくに利根川，木曽川につい-cは，その建設工事はもちろん，水利

施設の管理面においても臨海地域を合めた水系金域としての総合性と多目的

な調整とを緊急に必要としている。したがって利根川，木曽川地域の農業の

開発，農業水利の改善合理化に関する事業と密接な関連を保持しながら総合
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的に笑施する事業を主体とする 「水利開発管理公団」を新設する。まtc.，こ

の地域外における同じ内容の事業で3 とくに事業種類の総合p 事業主体の統

合，事業資金の早期調達等の必要なものをも含める， としている。

この新公団の構想の中には，愛知用水公団のもつ3 多目的大規模総合開発

の経験と技術的事務的訓鯨を経た職員と世銀借款によって輸入 した高性能の

大型土木機同の貴重な遺産を分散せず一体として活用したい意向が核心にあ

るつまた，その事業は多目的な性格から固と関係都道府県との協同を建前と

して相互間の調整をばかり早期の完工を図る こととしている。

その資金は負担金（国および関係都道府県が地区寸F業毎に定められる一定割合に

よって公団に交付する）と借入金（農林中金余裕金および資金運用部資金）としてい

るが， 36年度は豊川の工事笑施，群馬用水，西濃p 三重用水の笑施計画，津

軽総合p 八郎潟，i奇玉川口，両総：＇ 1農尾第二の調査計画，愛知用水3 印旗手

賀の維持管理等，74倍：余円を計画に計上している。

第 3~こ通産省の提案する「工業用水公団」がある。 この公団は経済発展要

因としての工業用水対策として打出されたものであるが， 工業用水源の極度

に逼迫している地域について相当強力な抜本的施策が緊急に必要なので「工

業用水資源開発促進法」を制定して， これにもとづいて「工業用水公団」 を

設立する。この公団は指定水系の水資源を開発しその高度利用のため大規模

な工業用水施設，主要導水施設の建設管理等を行なって，低廉な工業用水を

供給（先水）する ことを目的としている。 この水系の指定は工業用水源開発基

本計画による ものであるが，この計画案は工業用水源開発調整審議会の議を

経て内閣総理大臣が決定する。

資金は政府出資金3 政府借入金，地方公共団体負担金，民間資金で賄われ

るものとしており，36年度としてはそれぞ

予定している。

公団の監督は工業用水資源開発促進法の定めるところによって通商産業大

臣が行なうことになっている。

第 4に厚生省の提案する「水道用水公団」がある。この公団設立の考え

は，人口の増加，その都市集中の傾向から原水の不足と給水の不円滑に対処

して，上水道の用水源を確保しそれから給水にL、たる取7J<:，導7](を総合的に

行なう必要からきてしら。公団設置の理由としては，水源の遠隔化，水量確
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保の施設，導水施設等の大規模化や関係地点の広域化などから資金も巨大イじ

傾向にあるので3 この際公団を設立 し水道原水の供給も一元的：こ行ない水の

使用効率を上げようという ところにある。公団は売（卸）7.kを行なう。

資金は政府出資金3 受益地方公共団体出資金， 借入金（資金運用部資金，公

団債による民間資金）による こととしているが，36年度は30億5,000万円を予定

ている。

以上が新設公団の概要であるが3 その目的3 事業等について比較してみる

と，それぞれに共通点と相違点とが発見される。つぎのようなことである。

l. 共通点と して掲げられる こと

( 1 ) 回公団とも，社会的経済的発展にともなう水需要の増大Jこ対応して水

資源の開発を積極的に行ない，合理的に配分し，水利用の高度化を図る必

要がある ことを強調して3 公団新設構想の前提としていること

( 2) したがって， 各公団とも水資源の総合的合理的な開発利用管理を目的

とし-cL、ること

( 3) そのため，事業内容としては，水資源の開発利用施設の建設と管理と

をrrなう こと

( 4) 各公団と も3 政府資金をその資金計画に含んでいる こと

2. 相違点として掲げられること

( 1 ) 水資源開発目的において把握されている範囲の相違

イ． 「水資源開発公団」はおおむね水系を単位として水資源開発の基本計

画をつくり多目的的に行なうものであって， 用水：こ対する総合性におい

てもっと も幅が広い。

ロ 「水利開発管理公団」では農業開発および農業水手iJの改善合理化を主

目的として，国の基本計画によるのであるがp これと緊密性をもっ水利

事業は総合的に取り入れるものであって用水の多目的生と総合性とは前

者に比し多少稀薄となるつ

ハ． 「工業用水公団」と「水道用水公団」 とはし、ずれも工業用水また：工水

道用水とL、う特定単一目的に限定されてし、て多目的性はない。

( 2) 総合性の所在と対象の相違

イ． 「水資源開発公団」は河川計画的観念の下：こ治水計画をも総合的に考

慮したものであり，総合的観点からする開発基本計函によるものであっ
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てp 施設もおのずから多目的性となっている。したがって総合性は全般

にわたって貫かれている。

ロ． 「水利開発管理公団」は事業実施の場合におし、て他の利水関係事業と

の関連保持において総合性をもつものであるとしている。したがって，

総合性は事業実施を中心として所在する。

ハ． 「工業用水公団」の場合は総合性所在と意義はやや異なっている。 す

なわち個々に行なっている工業用水を確保し調整し配分するにつレて，

総合的というよりも一元的に行なって資金投下の効率を高めp また水価

格の低廉をはかるとし、う経済性の意義がつよし、。

ニ． 「水道用水公団」も工業用水と同じく取水導水の事業の総合性によっ

て，7.K利用の効率向上と低コストの水を目的とする。

3. 四公団の監督等に関しては，建設，農林，通産，厚生それぞれの所管

大臣に権限を所属させていること

この点は分裂的であっておのおのまった く対立している。

4. 回公団とも，その事業対象として特定地域を とりあげてし、ることは水

資源に対する需要市場の強度からくるものであって当然であろ うが3 公団 と

してややその取り上げ方につぎのごとき相違がみられる。

「水資源開発公団」

1利主良川水系 2淀川水系 3その他水系（長良川，吉野川，筑後川）

「水利開発管理公団」

l.豊川地区 2.群馬用水地区，凶濃地区，三霊用水 3.津軽総合，八郎潟，埼玉合

口，両総用水，濃尾第二 4印腐，手賀沼

「工業用水公団」

1京葉工業地区

「水道用水公団」

l.京浜地区 2.北部九州地区 3.阪神地区

〔3コ

新公団の設立要求は，池田首相の提唱する経済拡大政策，所得倍増計画，

36年度予算編成方針のしめす経済積極性向に刺激されたこ とは否定できま

し、。しかしただいたずらに便乗的に出現したものと速断することも早計では

あるまいか。 いっせいにみる これらの水公団なる ものは，これまで雌伏潜在
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していたものであっていつかは出現すべき運命におかれていたのではなし、か

ともいえるc もしそうだとすれば，その必然において，これは当然のことと

いえるのである。もちろん府｛じする卯のためには］歯切な環境の温みがし、る。

その機会合えてものが誕生ずるように池田経済構想、の環境をこれら公団の卵

は待ってL、fことも いえよう 3 しかしそれには萌芽の準備がなければならな

し、。その素地：土あったであろうか。

まず 「水資源顎発公団」についてこれをみることに しよう 。

この公団構想の主体（ご水資源開発のための多目的ダム，多目的水路の建設

を行な小，その下f理，供給を行なう という ことにな ってL、る。その実施：之建

設大臣が定める水資；Ii)問実基本計両によって行なわれる。現在p 特定多目的

〆ム法（こ斗とづ 1，、て国がヲミ施している禾lj水対策の夕、ム：二完成43，笑施中44だ

とし、う c しか し建設省：よもともと河川法にもとついて治水事業を笑施してい

るが，近年三治水と手lj7Jくとを総合した総合河川計両によって水系により一貫

して推進する方針をと っている。しかも治水計両も河道をい：－.二ずらに固定す

る従来の堤防第 1主義の限界を認め，上流における貯留施設と中下流におけ

る遊水施設を計画的に挿入することによって，一方においては洪水防禦の目

的を果たし，他方におし、ては水資源の有効利用をはかる方向に勤き，利水政

策に乗り出してきていることは最近の建設白書に説明されている。このよう

な治水利水の総合化によって＇ 7］＜：害を防除し7.k資源の開発利用に資しようと

する方向（土，現在誰しも否定するも のはないであろう。ただ，ここに「水資

源開発公団」の構想：こよる重要水系単位の開発基本計画と従来の総合河川計

画との関係、について：立詳かでないが，その整理の必要は当然なことであろ

う。しかしこ の両計両は建設有内部の問 1 であるために，その整理は容易な

こと と思われるつしたがって， 明治29年に制定された古い河川法と近時の諸

情勢からでてきた新しし、特定多目的ダム法とを骨格と し，全国的スケーノレに

おいて，とくに重要水系を掌中におさめ，71<:資源の総合的な開発管理供給の

新装をも って3 ここに登場したことはその着想において賢明だといわねばな

らなレぅ これによって全国の重要基幹水系は治水利7］くともに建設大臣の定め

る計両の中におさめられ，水資源の開発利用と保全：二関する企図と笑施とが

一本化され，総合的管理の下におかれるこ とになるのである。

元来3 日清戦争l直後とし、う歴史的時代に制定された河川法は治7]<:法的な性
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格であり事業法的内容を主体としたも のであ ったが，当時の情勢としては必

要かつ十分であったと思われた。しかしすでに数十年の歳月を経過してみる

と，政治社会の環境も産業経済の笑情も，また水に対する世論の動向も変わ

り，河川行政の方向，土木技術の内容も改まってきたため3 河川法改正の必

要に迫られた建設省は昭和27年法改正の挙に出たのである。それは当然のこ

とであったて、あろう。

この改正案の要旨は，河川に関する水系主義の採用3 建設大臣による治水

利水の総合的な河川計画の樹立3 河川の等級区分を行なってそれぞれの管理

を建設大臣，都道府県知事3 市町村長とし，新たに建設大臣のする管理河川

を設定すること 3 示lj水に関する規定を整備すること等がその骨格であったよ

うである。と ころがこの案が公表されると 3 これに対し利水関係各省、はこぞ

って猛烈な反対を表明しこれを阻止しようとしたのである。そのため次官会

議では同法案を経済安定本部に検討させる ことにした。しかるにその後，行

政機構の改革にあってこの案件も流れ日の目をみることができなかった。し

かし水制度の問題は極めて重要であり早急に解決すべしとし、う要請から，内

閣に設置されていた国土総合開発審議会水制度部会において改めて検討する

ことになったのである。

水制度部会の審議過程については， ここにふれる暇はないが， 2ヵ年有余

にわたって慎重な調査と審議がつづけられた。しかし報告文案を作成するこ

とになると，建設省関係委員とその他の委員との聞にひ どく意見が対立し最

後まで一致点を見出すことができなかった。この双方の意見はきわめて重要

な点であるので3 その意見の相違にふれ，つぎにその要点を記してみたい と

足、う。

「水制度に関する調査報告」のうち主要な相違点を摘出すると，

〔主報告〕

治山，治水および水資源の利用，保全の総合性を確保するため，左のごとく措置す

るもの左する

1. 治山，治水および水資源の利用，保全の諸計画を総合調整するため，内閣総理大

臣は，水資源に関する基木計画を決定するものとすること

治山，治水および水資源の利用，保全に関する計画を定めようとするときは関係

行政機関の長は，あらかじめ内閣総理大臣の総合調整を求めるものとすること

2. 右の内閣総理大臣の行なう計画の調整に資するため，その諮問機関として総理府
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に，内閣総理大臣を長とする適当な調整機関を置くものとすること

3. 略

4. 内閣総理大臣は水資源の開発等を最高度に確保するために必要な調整基準を作成

するものとすること

5. 以上の目的を達するため，適当な立法措置を講ずるものとすること

（以上賛成者20〕

これに対し少数意見として建設省関係委員によるものは

l. 治山， i台水および水資源の利用保全の総合性を確保するため，現行国土総合開発

法：こもとづく特定地域総合開発計画およびその他の総合開発計画を積極的：こ推進す

るとともに，これが計百を実効的たらしむるよう措置するものとすること

右計画の基礎となるべ主河川改修，土地改良，森林，電源開発等の諸計画につい

ては各事業を所掌する関係各行政機関がその責任においてそれぞれ相互に協議を行

なうものとすること

2 略

3. 国土総合開発審議会（立水資源の開発等を最高度に確保するため，すみやかに必要

な計画作成の基準を調査，審議し，これを内閣総理大臣：こ報告するものとすること

4. 以上の目的を達するため必要があれば，国土総合開発法，河川法，その他関係法

令の改正を行なうこと

以上にみるように， 「？台山，治水およひ

保する」こと（主そのAど、要を同じく認、めている。しかし，その目的を達成する

ためにこれを制度化することになると，権限問題に足を下ろすことから大き

な溝が出ている3

利水関係側としては，内閣総理大臣が諸計画を総合調整するための水資源

の基本計画を決める。各関係大臣の所掌内の計画を定めよ うとするときに：ま

あらかじめ内閣総理大臣の総合調整を求めねばならなし、。そのため内閣総理

大臣を長とする調整機関を総理府（こおく 3 としている。

これに対 して建設省関係側としては，そのよう ＇こ新たな総合調整機構を 総

理府において，内閣総理大臣の決める水資源基本計画で各省大臣をしばる必

要はない。既存の国土器合開発法の特定地域総合計画をしっかりやればでき

ないはずはない。もし必要ならば，いまの国土総合開発法，河川法の改正を

やればそれでよい， というのである。結局，問題の焦点（之3 新規に水資源に

関する総合基本計画を作って総合調整機能をもっ機構を総理府にお く必要性

の可否になる。建設省関係側はその必要を認めず，その他で、は水資源の総合
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調整は総理府でやった方がよいと主張する。

おしつめれば，焦点はことにしぼられるのである。

しかしこの問題は，さきの河川法改正法案にもられた「治水利水に関する

総合的な河川計画を建設大臣が樹立する」としたその河川計画に対して，他

の利用関係側は総合的河川計画は治水所管省の建設省が行なうべきものでは

なく，総合行政機関である総理府が行なうべきものであるとして反対の主張

をした。そのことを再びここで想起せねばならない。

ひるがえって「水資源開発公団設置要綱」によると 3 公団の建設する多目

的ダム，河口堰，多目的幹線水路その他水資諒の開発に必要な施設は開発基

本計画にもとづいて行なうのであるが，その基本計画は建設大臣が関係行政

機関の長と協議して定める，とある。しかも， 「主要水系における水の需給

状況とその対策」に掲げられたところは，関東地区（利根川水系）， 中部地区

（木曽川水系等），近畿地区（淀川水系），四園地区（吉野川水系等）， 北九州地区

（遠賀川，筑後川水系等）であり， いずれも水需要が増大しつつある人口集密都

市であり近代的工業地区であって，多数部門聞において水配分の総合調整を

強く要求されているところであることにおのずから関心が向くのである。こ

れらの地区は他の新会団案ならずとも普通一般に考えおよぶ需要市場であ

り， したがって対象地域だけについても各案の重複を生じ調整を必要とする

ものである。 このように掘り下げてくれば種々の課題を数々包蔵している公

団案と考えられる。

[4コ

っき、に「水利開発管理公団」にふれねばならない。

この案は農林省の考えているものである。農地局の概要書には「愛知用水

公団の発展的解消による新公団の設立について」とし、う副題がついている。

それはどうし、 うこ とであるか。まず焦点をここにあててみよう。

それには「愛知用水公団による多目的大規模総合開発の経験と技術的事務

的に訓縮大れた職員とを同公団の建設工事完了とともに分散させることは，

大きな国家的損失であるので，この貴重な遺産を一本として活用するように

したい。なお同公団の保有する開発土木機械，とくに世銀借款により輸入し

た高性能の大型機棋はこれをセットとして計画的に利用する必要がある」と
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書いてある。

愛知用水公団は周知のように3 木曽川水系の7.k資源を高度に利用して岐阜

県から名古屋市東方の平野および，これにつづく知多半島一帯を総合的に開

発することを目的として，昭和30年10月愛知用水公団法（同年8月公布）によ

って設立され3 業務が開始されたも のである。同公団はその目的のため貯水

池，幹線水路，支線水路3 調整池などを新設して 3万ヘクタ ーノレ余の地域に

対して旧田の用水補給，開田，開畑および大規模の畑地かんがし、を行なう（ま

か，発電， 都市用水（上水道用水と工業用水）を供給する事業を行なうものであ

った。総経費 423億円（前331億円）。その技術はわが国で初めて試みられたロ

ックフィルタぷム方式の貯水施設， 112キロメ ート ／レにおよぶ複雑無類の長大

水路3 アースダムによる巨大な調務施設，それらの工事にはあらゆる近代的

技術を導入し創意工夫を凝らし各種の近代機械（ダム工事だけでも大型73台）を

使用しつつ成熟させて きたものであるが，この大工事も予定どおりの進捗を

みせ，36年 4月には貯水を3 6月には通水を実施 しうる運びになることが見

通されてし、る。現在公団の人員は約 750名（内技術者約500名）である。愛知用

水の大工事もしたがってお年春には終わる。辛苦を重ねた貴重なこの経験，

一体化されチームワ ーク になれた人材，高能率の新式機械群，こ の三つの要

因をノイラパラにしたくなし、。これをー有機体として使用したならば，わが国

の開発事業に非常な働きをする。この笑在する機能を無駄なく活かしてし、き

たレ，とし、うのである。ここに新公団構想の大きな意義がある。

この公団を母体として新公団をつくりたい。そして利根川，木曽川関係の

農業開発，農業水利の改善合理化事業等をやりたし、。治水事業，発電事業，

上水道P 工業用水事業，それらの事業が調整をはかりながら総合的に行なわ

れる要請が強L、今日である。愛知用水公団はし、ままでその総合的，多目的事

業で十分の経験ができてしι。それに慣れた人もい るし優秀な機械もある，

とし、う。新公団の仕事は国が決定する基本計画によ って笑施されるのである

が，農業関係の国営飯事業は統合して地域的に行なうようにし，非農業事業

は委託をうけて一緒に実行するようにしたい，といっている。

農林省案であるこの水利開発管理公団は愛知用水公団の生まれかわりであ

って，その他の地域についても農業水利を主体としつつ総合的に多目的的に

一貫 した統一事業として行なう とし、 うにあるが，最近における農業開発およ
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ひ’農業水利に対して農林行政の主務官庁である農林省はどのように考えてい

るのか。一瞥するニ必要がありそうである。

これに先立って，さきにのべた国土総合開発審議会水制度部会における農

林省関係委員の報告案に対する態度にふれておく。前にのべたとおり，建設

省関係委員は水に関する総合調整機構を新たに総理府におく案に対し全面的

に反対の意見を堅持し現在の国土総合開発法による特定地域総合開発計画で

よろしいと主張した。これに対し，農林省関係委員は「内閣総理大臣の決定

する基本計画を基準にして各関係大臣の計画は総合調整をうける。そのため

の調整機関を総理府におく」と l'5案を支持し通した。これは記憶にとどめ

ておく必要がある。

さてここに見落してならぬことは，昨日年11月下旬に発表された農林省農

地局編『日本農業と水利用』とし、う印刷物についてである。 これを概観して

感ずることは3 この書の中に流れている考え方は「農業の基本問題と基本対

策」の考え方と相通ずるものがあるということである。 しか し， この基本対

策は，いわゆる曲り角にきた日本農業を今後レかにすべきかの政策方向を示

したものであるので相互の関連があることは当然であろう。 ところでこの印

刷物であるが，その出所からみて，これは農業用水に関する農林行政当局の

現在の考え方を公表したものとみて差し支えあるま L、。農業用水は従来から

慣行水利を中心としてきわめて保守的であり排他的であって，と主には自我

の強い非協力的なものとして他部門から受けとられてL、fニ。これに対し本書

は現在当面してい る国民経済上の水の価値と要求とをフランクな態度で把握

し，一方では農業水利と他種水利との調整を完了するために3 他方では農業

近代化のために農業水利自体，とくに慣行水利を中J心と して これを近代的に

合理化する態度にでている。農家所得，農業生産，その向上のための構造変

化は今後次第に要請されるであろうが，生産政策遂行上の阻害要素である

「慣習法」に対し経済的合理主義を導入し近代的土地改良方式によ ってこれ

を解決しようとしているあた りは注目に値する点であろう。

農業の新しい水利秩序を確立するためにもっとも困難な点は，何といって

も慣行水利権の法的解決の上に立って合理的な権利を設定することであろ

う。この問題は前時代的要素を包蔵するといわれる農業経営構造につながる

ものであるが，その整理にあたっては十分に研究をつくし慎重に処理する必
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要がある，とされる。

さらに本書は，河川利7）くの実態がそれぞれ個々に発達し区々に展開されて

きたためのはなはだい、錯綜状態から これを円滑に調整し河川を中心とする

治水，農業水手Jj，発電その他利水の総合化に前進すべきであると強調し，い

まや公共的な7.kに関する制度が総合的に調整され確立され うる時機が成熟し

てきたのではないかとのべ，農業側としても時期別河）[[5jljの所要水量を明ら

かにする努力が必要であり，あらゆる困難をのりこえできるかぎり正確な水

収支の実態を把握する ことを望んで本文を結んでいる。

つぎに，内閣総理大臣の諮問に答申された前述の「農業基本問題と基本対

策」には，生産政策の中につぎのよ うな意向がのべられている。今後わが国

の農業は米麦中心から畜産あるいは果樹作へ生産の重点を移行させるにつれ

て土地利用の形態も当然変化するのであるが，経営構造の改善のためには農

業水利の改善合理化が必要である。また農業部門と非農業部門との聞の土地

および水利用の調整も問題となる。この場合3 農業用水と工業用水との円滑

な調整を必要とするが，農業用水の特性を考慮していたずらにこれを軽視し

てはならない，と。

以上概観してわかるように，こられは農業水利の面からいってその内蔵す

る慣行水利の合理化，近代化に努カ し，水利秩序を総合的に確立し，農業近

代化の方向にこれを整備し3 またこの棋を通じて国民経済的要望に応える方

針を示したものと見てよいであろう。

このような思想的背景をもち「水利開発管理公団」の構想、は練りあげられ

たものと判断される。しかしこの構想の中には， まだ事業計画の策定主体が

農林大臣であるが，真の「日本農業と水利用」の求める思考，また水制度部

会が想定した総合調整方式，それらに対しては今後の課題としてここにも残

されていると見なければならなし、。

〔5コ

つぎに通産省の「工業用水公団」の構想がある。また厚生省の「水道用水

公団」の構想、がある。

新公団構想、はいずれも人口の増加と集中化，経済の発展と高度成長のため

に用水需要が激増し今後いよいよはげしくなる見通を前提としているが，工
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業用水 と水道用水 とは多目的的ではなく，それぞれ単一目的のためにする事

業であり，特定地域性をもっている ことは前記 2者とその趣きを異に してい

る。

29年の水制度部会の際には，ともに利水関係側にあって水資源の総合調整

機構を総理府におく ことに賛意を表していた。 これらは水利上の歴史性も比

較的薄 し 水利慣行的権利の所在もあまり ない。制度上のニューフェースと

して人ても差 し支えはなレが，強度の近代性をも ち経済成長に重大な影響を

もつものであるつ

工業用水については，水の多使用産業の中に経済成長の支持カとなってい

る近代的成長産業が多く，それらは新技術の導入， 生産規模の巨大化などを

通 じ市場の有利性を高めるため水消費がし、よいよ増えていく こと，さ らにそ

れらの産業は企業の収益性確保のためにする個別的取水によ って公益上の問

題を次第に大きくしてい るこ と，などのため総合的な調整を必要 とする段階

に到達してきたことに構想の出発がある。

水道用水の側においてもおおむね工業用水 と似たような傾向にあると思

う。

重要なる天然資源としての水の特性からいって，需要に対する用水は公的

手段に上り広域において計画的統一的に取水し，公益性を考慮、しつつ， 経済

合理性によ って配分する ことが望ましい， としてし、る。また， この公団案と

しても っとも強調している ことは，経済ベースにのる低廉な水を確保すると

いう ことである。ここ で、は水は完全に経済合理主義，いや完全なる企業性に

立っている。 すなわち売水制度によ って処理していくのがこの計画である。

「工業用水公団」の事業は工業用水資源開発促進法によって内閣総理大臣

の定める工業用水源開発基本計画によるもの としている。この計画は内閣総

理大臣を長とし関係大臣等を委員とする工業用水資源開発審議会の議を経る

こととしてし、るが3 公団の監督は通産大臣となっている。

水道用水公団については36年度の事業地域を差し当り 出してはし、るが3 基

本計画的な構想等は詳かでなL、。

ヒ6コ
ここ 亡し、ま一度新公団設立要求のパック となる国民所得倍増計画の内容に
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ふれてみあ。

国民所得倍増計画はこう L、ってし、る。生産活動と国民生活の基盟主ななす社

会資本の劣弱性はすでにかなり早くから問題とされ，公共投資も近年急増し

てはL、るが，国民経済の成長と発展に必要 1・介な施策が円滑に進行している

と（れ、えない。この際，公共投資の量と質の双方について根本的な検討を加

え，今後の社会資本の充実をより効果的に軌道にのせる必要が痛感される 3

このような観点から今後，道路，港湾，鉄道，空港などの輸送施設y 電信電

話などの通信施設，さらに工業用地，工業用水など産業の立地条件を格段：二

種［請すゐ要があるが3 水の問題（ま，治水に上る国土の保全のほか．上＊，工

業用水などの確保と総合調整の面からも今後の重要課題となるので，治7）く，

利水の総合的観点からする事業の計画と実施を推進せねばなじヲない， として

い 0。

さらに各論において，

第 1には治山，治水事業の強化によって快害を最！］、限lこ止めるとともに，

ニのよう な水資源を有効に利用じて経済成長，産業構造，経済カの地域配置

に対応させる必要があり，治水と示IJ＊が相互に矛盾な く補完的に発展するこ

とを望み， とく tこ治＊事業で｛主重点的な多目的ダムの強化によって水資源の

合理化を期待している。

第 2に利水面としては，上水道と工業用水の需要がlO年後 （上水道府水｛土簡

易水道を除き）約2,000 2,200万トン日，工業用水は約7,000 8,300万トン自の

需要を見込んでし、るが3 用水の積極的確保とともに用水の回収率向上など利

用の合理化も必要である。またこの供給は貯水による流況の平準化と利用率

の向上をはかること，農業用7］くと他用水のような利水相互聞の調設が技術的

改善や将来の産業構造：こ即して合理化さるべき ことが肝要であり 3 このため

に既得権を固定的に保護することはかならずしも賢明でなく 3 治水と利水と

が常に有機的に関連を保つことが重要で、ある，としている。

終りに，このような治水利水の事業実施のためにはp 卒業の重点化と用地

問題の解決を断行せねばならないが，このために治水利水の相互補完的な発

展と総合的に企画調整する機能の強化が不可欠要件であるが，これは合理的

な調査研究と理論的な根拠の上に立ってなさるべきである， と論述してい

る。



藤 村 ノ'.k白区ピ与可策の緊急性 19 

〔7コ

j.:J、上が国民所得倍増計画による水資源に関する概要である人いま述べら

れたように今後わが国における国民経済の成長発展のため：こは， 7.k需要が1》、

よいよ大きく増加することは明瞭である。したがって，その確保のためにば

この際抜本的な施策が要求されてくる。

現在，国家行政組織上において水資源に関与する分野：人主として建設，

農林，通産，厚生の 4省に分掌されてし、るが，この水関係、Jコ4省が36年度予

算を契機にいっせいに公団方式による水資源開発に乗りだし たことは，：h1メ

1国における水行政の総合的企画ならびに調整機能の必要性を痛感し，それそデ

れの立場において水資源開発の緊急性を高唱し， その措置を要請したも のと

解釈すべきではあるまいか。現機構下においては 4公団それそ

いて A 応枠内構想、をかため3 その責任において法制的ならびι予算的の措置

に出るほかなかったのでlよないか。

近時の水資源問題は，河川法改正に端を発し，国土総合開発審議会水制度

部会の活動となり，あらゆる調査と研究と審議とが重ねられfこにもかかわら

ず，当時はついに統一的結論をうることができず， －本化された報告を作る

ことができなかっf二。それにもかかわらず審議にふれた諸要件について現在

なお貴重無二の参考とされてL、ることは，いかにそれが価値高きものであ 寸

たかを証明するものである。その際の委員ならびに専門委員の人はもわう

ん，水制度に関心を有する人々は，その後すでに 6ヵ年を経過した今日，当

’時の論議を顧人，その後の国際的国内的情勢の動向を人つめ，将来への願い

を考慮しつつ，いま一度水制度に関して新たな検討を加えあ必要を感じたい

であろ うか。 わが国の将来を考えその緊急性を痛感しないであろうか。

国の行政組織は，多分にその国の歴史的発展の足取りをその内にとどめて

いる。国をあげて変質するような革命や，国家安全保障に関すお外的要因に

よる場合は，否応なく改組が行なわれ行政分野の修正がなされる。しかし，

内的要因のみによる場合の組織変化は，行政権限の所在が歴史的に根深：すれ

ば深いだけ，それは困難である。これに反して産業界で：l土7ぺζ市場におけ

る経済競争によって勝敗が定められるため，産業界の構造つ変化は冷徹に進

むことが a般である。その国の行政組織は，その政治的，経済的，社会的。
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地盤；こ応じ2 政治的3 経済的，技術的要請などの総合妥協によって構成され

るつしたがって産業経済の構造と行政の組織とはある有機的関連をもたなけ

れだならないのではないか。

71<.資源は人口の増加，生活水準の上昇3 産業の近代化などによって，その

価値は急激に高まり重要性はますます増大するであろう。しかも水は人工的

に造りえない天然資源であり，利用上の多目的性がつよ L、。そのため需要の

増加にともなう取得の争は！土げしくなる。それもその量だけではなくその質

の変化が経済的にも社会的にも影響するところが大きい。

戦後，西ドイツの連邦各省において個々に水の利用管理に関する立法を急

まつつあったとき3 連邦政府は利水管理の新たな分裂をおそれ緊急に対処す

る必要を感じ，水利の基本法ともいうべき統一的大綱的連邦水法（利用管理法〉

を制定したことは周知のことであろう。

わが国においては，まだこのような水資源に関する基本法的なものはな

し、。河川に関する法律と しての河川法はあるがきわめて時代的であり，その・

改正の緊急性が認められながら全うしえなし、。これに水に関する国家行政組

織の上に検討すべき問題を包有しているためで、はないだろうか。現在の関係

行政庁は，それぞれ水資源：こ関する所管枠に限定された措置によって目前の

行政責任を果そうとしているものの，いまやその限界に逢着しつつあること

を露呈している。公団の問題はその一つであろう。

7］＼.資源に関する利用管理の分裂的立法は西ドイツが極力避けようとしたも

のである。しかるに，わが国においては36年度の予算にみる 4省公団新設の

構想，それにまつわる水資源の開発利用，さらにその管理に関する計画は7j(

tこ関する権限の分裂的傾向を深めるものと断じざるをえない。

わが国の経済発展のため欠くこ とのできない水資源，その開発3 利用，保

全に関する総合的基本的企画，調整，管理につき抜本的な対策を講じ，産業

経済と国民生活の基盤的要素を緊急に確立すべきことを痛感するものでゐ

る。

〔追記〕

その後3 衆議院議員の総選挙のため議員の一部に変更があった。水資源開

第特別委員会の会長には新たに田中角栄氏がなった。そして水資源開発に関
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する検討はつづけられた。

この間，予算編成の主務省たる大蔵省では， この水資源関係公団の新設二

ついて，「水資源の開発，利用は所得倍増計画達成の基礎条件の一つであ り，

また公共投資が経済の高度成長のため，明年度予算の重点項目となって I，ι
ところから，利水にも治山治水計画にならい総合的な長期計画を立てるニと

が先決であるので，各省聞の話し合による解決を希望 しているJと伝え られ

たが，その見通 しはなかなか立たず結局は政治問題！こ発展する予想、が濃い，

と言われていた。

しかし，12月24日の新聞には，自民党特別委と しては「水資源開発公団ば

新設する方針である」と報道したが，同月 27日には， 「咋26日の大蔵省予算

省議において水資源公団の新設は現段階の各省利害未調整のまま原案l二認め

られない」としたことが報道された。

このような情勢下にあおうち，さらに同月 29日には「自治省では特別地方

公共団体として事業庁を新設して水資源の開発にあたらせることとし，今通

常国会には地方自治法改正案を提出する方針であり，安井自治相fi一両日中

にこの方針を池田首相に説明する予定でまbる」と新聞は報じた。

こうしーて昭和36年の年は明けたが，官庁の御用始めと とともに36年度の予

算編成はL、よいよ本格化することになった。池田首相は 1月17日まで二予算

案の編成事務を完了するように指示し3 またそのことを ・再ならず公表して

いた。したがって大蔵省もその目標にそ って各省との聞の事政折渉を進めた

のである。

しかし水資源開発に関する公団問題については，依然として調整の見通

しは出てこなし、。 1月10日の朝刊は「水資源開発自民党案成る」と報じ，昨

年12月下旬に作成された特別委員会の試案として 「水資源開発促進法案要

綱」「水資源開発公団法案要綱，同大綱」を掲載した。そして田中委員長（人

本案を中心に関係各大臣と会談して政府， 与党聞の最後的意見調整を進める

旨をながした。しかし， この試案については， とくに公団の監督， 運常：こ直

接関係、のある権限の所在p すなわち主務大臣の内容について関係各省庁の聞

に大きく問題は残されている， といっている。

またその日の夕刊には， 「水田蔵相は党で案がまと まったとしても，党と

政府との意見調整が残るので簡単ではないが，7.k資源の開発利用問題：土今著
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手しておくべき問題だ」との記事をのせてレる。

大蔵省の予算査定の内示と各省庁の復活要求とは －＇（｝；＿，二次とつづいた

カ， 1月14日には7 大蔵省としては各省間の権限や計画上の調撃ができれ

は，新しい機構ぞ認めて予算措置を講ずる， との意向、舎も らした。

l月15日の朝刊！ニは次の主 うに出t.：.。 「ブk資源開発公団の新設問題は14日

夕刻lから政府側. Jti］東農林， 中村建設， 古井厚生， 安井自治， 椎名通産，

追水企画の関係 f一、相と先rmし福田政調会長，田中水資源特別委員長が集合↑荻

議の結果，組年！宅三、ら公団新設の方針を確認したが，監督権限の問題につい

てはそれぞれの主張のためまとまらず，あらためて周東，中村3 福田，田中

P!_：：氏で協議し同日中：ニ結論をだす見通しであるJI:: ~ 

ところが l月！？日，「水資源開発については36年度：こ公団はつくらないが，

水資源開発法案‘ζ国会に提出の予定」 と報道され，ついで20日3 「中村建設

相は19日閣議前 池田首相y 水田蔵相と話し合った結果，36年度予算案には

7]¥.資源開発公団ヘの出資金：二計上しなかったが3 建設省と農林省および自民

党農林関係議員と の聞の話合いさえつけば， 36年度中に公団の新設を認め予

備費から公団への出資金を支出することに意見の一致をλたのでz 農林省お

よび自民党農林関係議員も予算編成が終司たあとではそれほど強硬な反対も

しないと思われ之＇;; ＇ら建設省としては 36年度中に公団の新設はできる と思

う ！ と f云えら~－c ,-~ －－ 

結局， 7］く資源関係公団の新設はできなかったのであるつ

筆者（土， この企団新設をめぐり予算編成時に掲載された新聞報道をありのi

tま上記のよう，二羅列したのであるが，この記述はその報道記事の内蔵する

真の意味が何にあるかを考えたL、からにほかならない。今後の産業経済発展

のために必須の要件である水資源の開発利用方策が，いずれもその必要性を

痛感しながら3 何ぅ；故：こ日 の目をみることができなかったか。長日にわたる

れ方面の非常なる努力にもかかわらず，7.k資源の近代的総合的開発利用対策

が一本化できない理由はどこにあったか。

ある新聞はあろ日， これは官僚のナ ワ張り意織を示すものだ3 と言ってし、

る。まさにそのとーなりであろう。しかし，問題は表面的なナワ張り争いとい

うこ とをもって一口二片つ：ナられることであろう か。今回の水資源開発公団

の競合を契機として，そのコ不成立過程を通じて教えられるところのものは，



藤村ー 水資源総令対策の緊急性 23 

それぞれの沿革性につながる制度上の問題として認識すべきものではないだ

ろうか。政治問題は別にしても予算の編成，審議に関する問題，国家行政機

構の制度および運用に関する問題3 これらはわが国将来の発展のため十分の

検討を加うべき真の基本的問題ではないだろうか。ここに際会した水資源開

発（こ関する問題は，この基本的問題に根ざす・つの例に過ぎないか。もしそ

うであるとするならば，これに類する種々の問題が今後とも数多く発生する

可能性が強L、。近代化すべき問題が笑は根深 くこのようなところにあるので

はない，でろうか。如何であろうかc （科学技術庁，科学審議官）
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