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河川行政の長期計画

西川喬

1 i台水事業長期計画の意義

国土保全対策の事業としては，治山，治水，海岸等の諸事業にわけられるが，治7]¥_

事業に更に，河川改修，洪水調節を合む多目的ダム建設， 砂防等にわけられる。

従来これらの治水事業は，全体計画の策定に当っては，水系ごとに各事業の調節を

行なって，最も総合的な効果を発揮ctるよう，計画が組み立てられてL、たが，事業の

実施に当っては，各年度各事業樟別ことに予算が決定せられるので，水系を一貫して

調和のと れた形で事業が進捗 しているとは，必らずしもL、L、きれない面が少なくな

かったご主7ニ，予算の枠：二おいて も，単年度予算：で為るため，各年度の予算編成時の

情勢に左右されて消長を繰り返えし，社l罰的な事業実施を阻害する面が多かったc

そもそも，国土保全施設は国土開発の基幹的施設の一つであれあらゆる分野iこ重

要な関連を有するにもかかわらず，その効果が直接生産の面に反映しないため，単に

目先の生産効果のみを考える場合には，ともすれば等閑視されがちである。

これはすなわち，総合的な調和のとれた形における経済成長と，これに見合う国土

の保全と開乏が十分考慮されていないことを意味するも のきあって，能力以上の無理

のある成長発展を考えるときには，必らず起りうる現象であるc もし，基本的な保全

の備えを：吉、って，無理な成長を計画する限りにおし、ては，自然の脅威の前に， いつか

は重大な破綻を生ずる危険を内蔵しているものといわなければならないc

伊勢湾台風による大災害は，この危険を如実に証明したものであったこもちろん伊

勢湾台風ば，近来稀な大規模の台風ではあったが，たまたまその来襲した地域が，日

本の重要産業地帯中最も若い活力を有し，急激な成長を遂；デて きた中京，北伊勢工業

地帯であり，その発展に対応する保全施設が整備されてL、なかったことが，被害を増

大させたこと は否めないであろう。若L、産業地帯であ り，比較的計画的な発展がなさ

れてし、7こと考えられている中京において然り，もし伊勢湾級の台風が，吏に発展度が

高し しかも老成地帯と して種々の面で無秩序，無計画を指摘されてし、る京浜，ある

いは阪神地域を襲っていたとしたなら，その惨害の度は想像するだに傑然たるものが

おる。

国土保全施設の大半の責任をになう建設省においては，国土保全事業の計画的実施
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を主張L，昭和28年の九州，近畿，東海地方の大災害を契機として，治山部門を担当

する農林省と共同して，治山治水に関する従来の諸施策に再検討を加えるととも Pこ，

抜本的な対策を確立するものとして“治山治水基本対策要綱”を策定し，これが強力

な笑施を推進せんことをはかった。

基本対策の規模は，林野関係6,955億円，河川関係11,691億円，合計18,650億円を概

ね10ヵ年間に投入ぜんとするもので，治水事業に関しては，概ね終戦以降に等しし、気

象条件を前提とする場合に，その年平均被害額の約85%を減少せしめることを目標と

した吋

しかる；こ，基本対策策定以後の経過を見るに，昭和29年以降数年間は比較的安定し

た気象状態を示したため，年々の災害も小康状態を保ち，かつまた一方では，急激な

日本経済の成長に伴って，国の投資の重点は産業基盤整備の面に大幅に指向せられる

ようになり，国土保全施設への投資は圧迫を受け，折角の基本対策をもとにせる計画

的実施の意図も，効果を発揮することなく推移せざるをえず，昭和32年度までの 4ヵ

年間に，僅か11%の進捗をみたに過ぎなかった。

この情勢に対応して，建設省では昭和33年度を起年とする新治水事業 5ヵ年計画を

策定し，基本対策中の緊急事業ならびに基本対策策定以後の災害その他の状況から必

要となった事業のうち，緊要なものの計画的な実施を強く主張した結果，昭和33年12

月31自の閣議了解により，治水事業 5ヵ年計画およびその実施方式に関する主要事項

についての検討を行なうため，関係閣僚懇談会を設置し，その財政的裏付けを確保し

昭和35年において的確な実施をはかることとなった。

この趣旨に基づき，昭和34年 4月17日， 内閣に治山治水対策関係閣僚懇談会（大

蔵，袋林，建設，自治庁，経済企画庁，北海道開発庁の各大臣および内閣官房長官に

て構成）が設置され，長期計画の検討に入った。

この関係各省連絡会議には，建設省，大蔵省，経済企画庁からそれぞれの案および

意見が提出され，検討されたが，意見の統ーがえられないまま推移した。この間，伊

勢湾台風による古今未曽有の大災害に直面し，国土保全対策の緊急性は事実をもって

証明せられたこととなり，結局治山治水長期計画の投資規模については，昭和35年度

の予算折衝の最後段階の予算閣議において，昭和35年度以降10ヵ年間に治水事業9,200

億円 ［前期 5ヵ年4,000億円，後期 5ヵ年5,200億円），治山事業1,300億円（前期 5ヵ年

550億円，後期 5ヵ年750億円），総額10,500倍、円とする了解がなされた。

また，この10ヵ年計画の実施に伴い， “治山治水緊急措置法”ならびに“治水特別

会計法”が制定せられることとなり，ここに始めて，治山治水事業の計画的実施が，

法的，予算的裏付けをえて行なわれることとなった。

先にも述べたとおり，自然現象を対象とする国土保全事業としては，日本国中いず

れの地点においても，大災害の生ずる危険性を内蔵しているわけで、あり，重点的，集

中的投資というよりも，それぞれの地区の重要度に応じた安全度をもつよう ，平均的
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；二災害1こ対する安全度を向上させてし、かなければならないのであるが，国 eつ財政能力

からみて，投資規模に限度がある現実において，施工の俊先順位その他を決定する：こ

は，判定困難な要素を幾多含んでおり ，イ也の諸事業に比して，年次計画。策’，i:':J.極め

て困難色ある。 しかしながら，少なくとも水系をー貸した総合的な；十回の策定，なら

びにこれに基づいた事業の計画的実施という函において， こ：） "1有山治水緊急措置

法” の誕生による将来の成果は大いに期待してよいでふろう っ

2 i台水事業に関する治山治水緊急措置法の概要

"i台山治水緊急措置法”は，治山治水事業の緊急かつ計画的な実施を促進すること

によれ国土の保全と開発をばかり ，もって国民生活の安定と 向上に資する こ主を目

的とし口、るが，緊急措置法にし、う 治水事業とは，河川，砂防，多目的ダム等の改良

事業であって，国が施行する直轄事業および部道府県営工事であって，国がその賀’用

の一部を負担する補助事業に限定されている。したがって，災害復旧事業，災害関連

事業，鉱害復旧事業，地盤変動対策事業，伊勢湾等高潮対策事業，海岸保全事業，都

道府県単独事業等は，緊急措置法（こし、う治水事業から除外されているC 災害復旧事業

は縫持的な性格のものであり，改良工事の怠味を有しないため除外されたもので，ま

た，災害関連事業（主改良工事であるが，災'8=の発生！こより緊急的：こ施工されるもの

で，あらかじめ策定された計画に基つeいて計画的に実施することが不可能であるため

除外されたものである。都道府県単独事業についても同様，国の計画として計極的実

施をはかる ことは適当でない。

海岸保全事業は，最近ょ うやくその重要性が認識され始め，今後大いにその促進を

はかに河川に比 して立ち遅れてL、る現状をとり戻さなければな らないが，歴史の新

しし、事業であって資料も乏 しく ， しかも所管が農林，運輸，建設の3省；こまfニがに

現在なお所管の不分明な個所もある ような状況にて，河川関係の諸事業と向ーか清度

をもって長期計画を策定することは現状では困難で、ある。これらの理由から，海岸事

業は今後大いに調査を進めるとともに，別途長期計画の策定を推進するものと＼，今

回の治水事業10ヵ年計画からははずすこ ととなったものである。

緊急措置法第 3条によ り，法iこL、う治水事業に関しては，昭和35年度より 39年度に

至る 5ヵ年間について“治水事業前期 5ヵ年計画”および昭和40年度より 44年度に至

る5ヵ年聞について“治水事業後期 5ヵ年計画”を作成し，閣議決定をしたJすればな

らなL、。そしてこの前期 5ヵ年計画と後期 5ヵ年計画を総称して，治水事業10ヵ年.；；十

ill!]ということになっている。

緊急措置法：こし、う治水事業より除外された各種事業のうち，改良的性絡を有するも

の，すなわち，災害関連事業，伊勢湾等高湖対策事業の災害関連分，地盤変動対策事

業および都道府県単独事業のうち改良分の，それぞれの河川関係分は， 閣議決定計・闘

である治水事業10ヵ年計画の対象とはならないが，日本全体の行政投資のうちにおい
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ては，治水投資の枠内と して考えられることとなっている。

3 ；台水事業10ヵ年計画の規模

以上のよ うな内容を有する治水事業10ヵ年計画の規模は，先にも述べたとおり ，昭

和35年度の最終予算閣議において，治水投資総額 9,200倍、円の閣議了解がなされてい

るが，その内訳は次のとおり である。

地方公共団体の行なう単独事業および災害関連事業を含めて，前期5ヵ年間に 4,000・

億円，後期 5ヵ年間lこ5,200億円， 総額 9,200億円の治水投資を行なう基本方針のもと

に，このうち，治山治水緊急指置法第 2条に規定する治水事業に関し，前期 5ヵ年聞

に3,650億円，後期 5ヵ年間に4,850億円，総額8,500億円に相当す る事業を行なう もの

とする。

なお，治山事業については，前期 5ヵ年聞に550倦円，後期 5ヵ年間に750億円，総

額 1,300億円に相当する事業を行なうも のと了解されており ，治山治水を総括する と

第 1表のごとく ，投資の総枠は10ヵ年間I0,500億円となる。

第 1表 治山治水事業10ヵ年計画，投資規模

区 分｜一一皮r~：；：；~1~：0！冊子司
治水 投 資 659 

内訳治水事業 580 

そ の他 79 

治 山事 業 I 87 

メ、、
仁j 計 I746 

550 I 11.8 

4,550 I I〔l.O

注治水没資のうち，その他は災害関連および県単独分である。

750 I 3.3 

5,950 I 2.9 

（単位億円）

700 - 2.8 

1,300 8.7 

IC〕，500 7.4 

今回策定される10ヵ年計画と，昭和28年策定の基本対策要綱の関連についてのべる

と，基本対策要綱のう ち， 治水分の昭和34年度末残事業は11,528億円（昭和34年度価

格換算， 昭和29～34年度進捗率17.9%）となっているが，こ のう ち， 10ヵ年計画期間

内に災古関連事業によって，治水事業8,500億円の枠外において実施される分 （基本対

策計上分であって災害関連事業全部ではない） を 300億円と推計する と，計画対象と

考えられる銭事業は11,228億円となる。

しかるに，当初基木対策に計上されてい なかった事業で， その後実施の必要を生

じ，現在すでに施行されているものに，高潮対策事業，汚濁対策事業，小規模河川改

修事業等があ り， また， 昭和29年以降の出水に伴う計画変更および新規河川の採択，
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あるいは急激な水需要の増大に対処するための多目的ダム建設計画の拡大等から，基

本対策要綱には相当大幅な追加事業の計上を必要とする状況となってきているc

この事業費の追加計上に関しては，10ヵ年計画期間以降の相当速い将来のものにつ

いて，改めて再検討を加えるには，資料も時間的余裕もえられないので，10ヵ年間に

実施すべき事業にのみ関連して，必要なものに限定して追加計上をはかるものとし，

積算を行なった結果，追加額、は3,864億円に達し，昭和35年度以降15,092億円が必要と

推計されるコ

基本対策策定以後の推移の関連および追加亭業の内訳（土，それぞれ第 2表， 第3表：二

示すとおりである。

第 2表 治水基本対策要綱の推移一覧
（単行 （雪円）

区分 ｜ 基本対策 ｜ 基本対策目立4: l ~i管室はす： 1 追加事業 1 合 計
i(28年単価）1(34年単価l((34年単価＊34年判li):（議守連） ！ 

河 Jll る，780 7,888 

砂 防 3,838 3,982 

タ J,, 1.686 1,972 

機 械 180 

12,484 14,042 

1,414 

467 3,515 

591 1,381 

42 158 

2,514 11,528 

3,509 261 

1,381 I 852 

127 

8,804 

3,770 

2,233 

285 

15,092 

；主 {I)当初の基本対策は11,6911.&I可であ勺たが，その後調査維持および機域が追加され，12,484佳日となった。
(2J昭和35年度以降の災害関連事業費308億円と推定する。

第 3表基本対策追加事業内訳表
（単位億円）

区 豊一一｜計画 改 訂 ｜ そ の他 iA 卦

同 ｜金 額 ｜ 項 Fl I金 額｜項 目 1金額 ｜日間

直轄
新規河川｜ 420 区 域 延長 33る

務費型｜二河 品潮 187 計画変更 436 

般
小計 607 772 1,460 

補助 小規模河川 420 420 

高 1朝 補助高瀬 640 

濁 汚 濁Jll ？寺 104 

合計 1.771 772 8li 2,624 

砂
直 轄 新規水系 85.8災害による増 67.7 付帯事務費等 8! 161.5 

北海道分追加 27.0 裕 助
地すべり僧 72.5 

一一一小計
防

99.5 99.5 

合計 85.8 167.2 

新規培 701 701 

補助 // 151 151 
ム 合言，. 852 。
機 械 56 71 0 127 

青色 2.791 .8 983.2 89 3,864 
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追加事業の内訳は，河川改修事業においては，高潮対策，汚濁対策，小規模河川改

修等の明確な新規のほか，直轄河川においては，昭和29年以降44年に至る間の新規採

択河川の総体計画ならびに出水その他による変更総体計画を計上してある戸補助河川

におし、ては，小規模河川改修のみを新規追加し，中小河川改修においては，10ヵ年計

函実施後においても，なお相当数の未着工河川が残り， 既定枠を超えることがなし、の

で，枠内で処理するものとし，追加計上を行なってし、なし、。

砂防事業においても，原則的に枠内処理による ものと し，昭和28年当時調査不十分

で計上洩れのあった北海道分，および地すべり等防止法の制定による地すべり等対策

事業の追加を主体と し，一部直轄砂防の新規採択を計上するにとどめてし、る一多目的

ダム建設事業については， 10ヵ年内に着工予定のダムについてのみ，その総体事業費

（公共負担分のみ）を積算 し，既定枠との差額を追加言｜上してある。また，建設機械

Jこついては，直結：事業の増加に見合って，枠を増加せしめている。

必要な限度における追加を含めた15,092億円に対し， 10ヵ年計箇の8,500億円投入に

よる昭和44年度末の進捗率は56%であり，昭和29年度以降の進捗率は旧計画に対 し81

%，追加計上を含めた新計画に対 し63%となる。

10ヵ年計画期間末において， なお約 6,600億円の事業を残すこととなるが，明治以

降の治水総投資額を推算すると， 国費投入の対象となった事業費において約 7,400億

円， 地方単独費を含め約11,200億円であったこと，基本対策策定後の昭和29年度より

34年度に至る 6ヵ年間に，僅か 2,514億円しか事業が実施されていないことなどを勘

案するならば，今回の新治水事業10ヵ年計画の投資規模は，従来の実績に比して飛躍

的な増加であり，事業の計画的実施が法的，予算的裏付けをえて可能にな4 たことと

十日まって， その成果は大いに期待してよいであろ う。

4 j台水事業10ヵ年計画策定の基本方針

8,500億円の投資規模に対する閣議決定案はすでに関係各省と の折衝，河川審議会の

審議も終り，あとは閣議決定をまつばかりの段階となっている（12月初め現在）。この

原案作成に当つての基本方針を述べると次のとおりである。

治水事業は，河川｜改修事業，砂防事業，多目的ダム建設事業，ならびに建設機械等

lこわけられるが，これらの各種事業を計画的に笑現してL、く場合に考慮、しなければな

らない ことは，

( l ) これらの計画が，それぞれの河川につレて，河口から水源に至るまで，総合

的に一貫して調整されたものである こと。

( 2) これらの調整された計画を実施してし、く場合にも，また調和のとれた形でそ

の事業を進めていく よう配慮、しなければならないこと。

<3) 一方においては，これらの事業が，経済的に最も効果を発揮し，かつ，民生

の安定と産業基盤の拡充強化に十分役立つよう考慮すること。とくに他動的要素
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の強い開発：こ関する面で，この配慮、を必要とすること。

( 4) 更には，それぞれの総体事業計画，ならびに現実的の問題として，従来の実

続等を十分勘案しなければならないこと。

等であるが，とくに今回の10ヵ年計百iの策定に当っては，砂防事業が河川改修に比し

て事業の遅れてL、る現状と，近時頻発する災害の性質に鑑み，従来：こ比べてこれを推

進することとした。また，多目的ダム建設事業は，本来治水上の機能においては，河

川改修事業と同一視点から考えるべきものであるが，最近急速に伸びてきた都市用水

需要の事｜青を考慮、し，その推進をはかるものとし，事業実施の見通しの確実性，経済

的な実施能力等を勘案 しつつ，各ダムの建設計画を実施するものとしたε

以上のような見地から，各事業の積上げ試算作業と調整を繰り返えし，最終的；二

第4表のごとく 3 各事業への配分案を決定した。

これを各事業種別lこ詳説すると次のとおりである。

( 1 ) 河川改修等

現在樹立されている河川の総体計画は，事業の経済効果，計画対象地域の重要

度，既往の最大洪水およびその他の洪水の状況等を勘案し，基本高水流量を決定

L，これに基づきダム，河道等の改修計画を決定している3

この基本高水流量の規模；こ対して樹立される工事計画（！，それぞれの地区の重要

性， 経済効果：こ応じて，堤防断面，談岸，水制の種類，余裕高等改修方式に差異が

ある このように，高水流量の規模，工事計画の両面において，地域の重要性，経

済性が加味されて，計画（土組み立てられているので，治水事業の民生安定lこ及ぼす

影響を二号えるならば，各河川の事業は，とくにある河川について集中的，重点的投

資が行なわれるよりも，全体計画に対して各河川が平均して進捗し，国土の災害：こ

対する安全度を全般的に向上せしめることが，最も望ましい姿であるといえる。し

かしながら，改修の着手の時期，工事施工の段取，予算規模の制限，とくに補助河

川にあっては，県の財政事情等もあって，このような姿とはなりえないのが現実で

あるが，基木的；こは上述のような考え方を目標として，事業の進捗をはかるものと

している。

直結河川については，継続，新規を合わせ，重要な約 105本の河川を対象とし，

現有の総体計画を概ね15ヵ年で完成せ しめることを目標として，事業を進めるもの

とする。各河川への配分については，原則的には上述の考え方によるが，現在の保

全状態，経済効果，重要性，従来の投入実績等を総合的に考慮するとともに，水系

的に上流，中流，下流，または本JI！と文川，あるいは左右岸等が，調和のとれた形

で事業が実施されるよう，個所別に検討のうえ積みあげていったものである。

このうち特記すべきものをあげると，利根川，木曽川，淀川，筑後川，北上川の

5大水系のうち，北上川を除く 4水系については，10ヵ年間で付帯工事，護岸等の

一部を残して，堤防はほぼ完成せしめる。また北上川については，下流地区の築堤



m4表 治水事業10：ヵ年計画総括表

10ヵ年 35年度 前期後期 構成比 前期，年後期
区

分 5カ午計画 5ヵ年計画 計 画 事業費
5ヵ年計画 5ヵ年計画

日lj 期（後 期110カ年
5ヵ計画

平均伸び率 平均伸び率
5ヵ年計画 5ヵ年計画計画

倍率

億円 億円 イ意円 イ琶円 % % % % % 
治 河川改修等 2,040 2,760 4,800 325.4 11.3 3.3 55.9 5も9 56.5 1.35 

水 砂 防 会寸まコどド 730 1,040 1,770 109.5 14.4 3.5 20.0 21.4 20.8 1.42 

事
多 目的 ダム

810 960 1,770 134.1 9.4 。 22.2 19.8 20.8 1.19 建
ミ会ル
民又

業 建設機械整備 70 90 160 11.2 11.2 1.7 1.9 1. 9 1.9 l.29 

費 合 言十 3,650 4,850 8,500 580.2 11.6 2.6 100.0 100.0 l 00.0 1.33 

災害関連事業費お
よび都道府県単独 350 350 700 
事業費

総 4,000 5,200 9,200 

注前期5ヵ年の平均仲ぴ率は昭和35年度事業費より平均に事業費を仲ばした場合のもので，とれによる昭和39年度の事業費より後期5ヵ年計画の平均伸び率を計算し
である。
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は完成せしめるが，上流地区は洪水調節ダムを先行せしめる必要があり，これに重

点を注ぐものとし， 10ヵ年間には重要地区の堤防を概成せしめるものとする。現在

放水路工事を実施している狩野川，豊川，太田川については，前期 5ヵ年間で計画

高水流量の完全通水をはかるものとしている。

補助河川は，河川数も多く，県の財政事情等もあって，すべての河川に着工し，

平均的な進捗をはかることは現実的に不可能であり，重要河川，重要地区より実施

せざるをえない実情である。したがって補助河川については，直轄河川の支川にあ

っては直轄改修計画との関連を，また単独河川においては，その流域に及ぼす影響

の重要性を考慮しつつ，事業の計画的実施をはかるものとし，事業効果，主要度よ

りみて緊急を要する河川より重点的に事業を実施する。

このような状況に鑑みて，着工河川については，できうる限りその早期完成をは

かるものとし，このため各年度の新規河川数を昭和35年程度，すなわち，中小河川

において約20本，小規模河川において約四本程度に押えるとともに， 1河川当りの

年度当り事業費を適正規模に拡大L，逐次竣工河川数を増加せしめ，後期 5ヵ年に

おいては，概ね新規と竣工のバランスのとれた定常状態にもっていくものとする。

現在，中小河川として改修を要する河川数は約 1,000河JIIと考えられるが， 10ヵ

年計画においては，このうち約600河川に事業を実施し， うち約200河川の竣工を目

途としている。また小規模河川は約 800河川に改修を必要とするが，昭和34年度よ

り初めて予算化された新しい事業であり，かっ最近の局部的災害の頻発の傾向に対

しても，比較的小規模の投資をもって効果が期待しうるので，大幅の推進をはかる

ものとし， 800河川のうち約600河川に事業を実施し，約 300河川の竣工をはかるも

のとする。

高潮対策事業，汚濁対策事業については，補助事業としては，東京，大阪等の主

要市街地区域において重点的に実施するほか，伊勢湾台風の教訓に鑑み，直轄河川

河口部における高潮対策は直接河川｜改修事業の一部として，主要河川における下流

部築堤高の計画改訂を行ない，これに基づき事業の推進をはかるものとする。

( 2) 砂防等

砂防事業については， 前述のごとく従来の実績に比してとくに推進をはかるもの

とするが，治山事業との関連については，昭和 3年10月の閣議決定に基づき，個々

の施行個所について調整を行なL、また，下流改修計画との関連も十分考慮して，

水系を通じ計画の一貫性を確保しうるよう努めるものとする。

このうち事業の規模および効果よりみて，重要な約30水系60河川については，直

轄で施行するものとし，河川改修事業と同様昭和35年度以降15ヵ年で完了すること

を目標として，事業の実施を促進する。

補助砂防については，過去の出水によりすでに荒廃の著しL、渓流については，下

流改修事業との関連を考慮しつつ事業を促進するものとし， 10ヵ年間に全国荒廃渓
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流約 5,300渓流の90%以上の渓流について事業に着手し，約九100渓流を竣工せしめ

るほか，その他の渓流についても，貯砂効果の一部を発揮せしめるようにする。ま

た，地形地質上豪雨の土砂害による危険が予知せられ，あらかじめ砂防ダムを設置

しておく必要のある渓流約 8,000渓流については， 緊急を要するものより逐次事業

を実施し， 10ヵ年内には約70%の渓流について，谷の出口に少なくとも 1基以上の

砂防ダムを築造して，当面の効果を発揮しうるようにする。

地すべり等防止工事については，地すべり等防止法立法の精神に則り ，前期 5ヵ

年計画にウェイトを置いて，できうる限り緊急な実施をはかるものとするが，とく

に規模が大きく，かっ，直轄砂防事業と一体となって施行する必要のある地区につ

いては，新しく直轄地すべり防止工事として実施するもeのとする。

( 3) 多目的ダム建設

洪水を軽減するとともに，この洪水を貯溜して水資源開発に資する多目的ダムの

建設は，近年における各種用水，とくに工鉱業および上水道等都市用水の急激な需

要増大，ならびに干塩害の防止の必要性に対処するため，強力に推進するものと

し，継続実施中の各ダムの建設をより一層促進し早期完成に鋭意努力するととも

に，治水利水両面の要請に応じて，新規多目的ダムの建設に逐次着工するものとす

る。このうち，国土の保全と開発の見地から重要な水系における大規模なもの約四

ダムについては，直轄で施行するものとし，とくに重要産業地域における最近の都

市用水の需給の逼迫に鑑み，これらの地域におい－cは，広域的な水利圏を確立し水

需要に応じうるよう，これに関連する重要水系についての広域的水資源開発を推進

するものとする。

計画調査，補償の解決，ダム建設の経済速度等の関係から，前期 5ヵ年内におい

ては既着工ダムの竣工が大部分であり，最近の都市用水の急激な需要増大に対し

て，前期 5ヵ年末の昭和40年では，やや供給が不足であるが，10ヵ年末の昭和45年

においては，現在想定される需要に対しては概ね供給可能の見込である。また，現

在未確定の潜在需要に対しては，情勢の進展に即応して，後期 5ヵ年計画地点の施

工年次，その他の訂正変更等，弾力的な運営にょに十分対処しうるものと考えて

いる。

( 4) 建設機械

建設機械については，河川関係の現有機械の多くが，すでに耐用年数を経過して

いる現状に鑑み，前期 5ヵ年においては，一部北海道において増強をはかるほか

は，現有機械の全面的更新に重点を注ぐものとし，後期 5ヵ年において，直結事業

量の増大に対応して逐次増強をはかるものとする。

以とのような考え方に基づき，積上げ作業の結果策定された各事業種別ごとの内訳

ならびにこれが基本対策および追加事業に対する進捗は第5表に示すとおりである。
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第5表 基本対策事業，治水事業10ヵ年計画関連表
（単位：億円〕

基本対策 追加 10ヵ年計画 10 ヵ年計画末
区 分 (35年以降） 事業費 合 計

事 業費(A) 残事業費基本対策lI A+B 

3,616 l,460 5,076 2,849 2,227 79% 5ιq品

河 般補助 2,564 420 2,984 1,616 1,368 63 54 

高潮 。640 640 288 352 45 

川 汚 濁 。104 104 47 57 45 

合計 6, 180 2,624 8,804 4,800 4,004 78 54 

35る 161.5 517.5 307.8 209.7 86 59 

補助 3, 153 99.5 3,252.5 1,462.2 1,790.3 46 45 

防 合計 3,509 261 3,770 1,770 2,000 50 47 

960 701 1,661 l,334 327 139 80 

補助 421 151 572 436 136 104 76 

ム 合計 1,381 852 2,233 1,770 463 128 79 

機 械 158 127 285 160 125 101 56 

総 言十 11,228 3,864 15,092 8,500 6,592 76 53 

先に第 3節で述べたとおり， 基本対策に追加された事業費（土，10ヵ年計画に関連す

るものに限定されており，残事業の内容に差異があるため，この進捗率をもって比較

的に眺めることは妥当でなく ，各事業の概ねの進捗度を示すものと考えて置く べきで

ある。

なお，これらの数字は現在の段階における積上げ試算の結果であって， 事業の実施

の過程においては，河川の流域の開発の進展状況，災害の発生状況，あるいは各事業

の進捗状況等を十分考慮、して，最も有効な投資が行なわれるよう総合的な調整をはか

り，弾力的に運用するものとしている。

5, 治水事業10ヵ年計画の効果の推計

治水事業8,500億円投入によ る事業効果を推計すると次のとおりである。

すなわち，準用河川以上の水系において，想定氾濫面積は全国総計約 310万ヘクタ

ーノレと推計されているが，このうち，明治以降昭和34年末までの治水投資により，約

120万ヘクタールを防除工事の対象となしえて，なお190万ヘクタ ーノレが防除工事の対

象外と して残されているものと推定される。治水事業10ヵ年計画の笑施により，昭和

44年末においては，更に約 l00万ヘクター／レを防除の対象となすことができ，昭和34

年度末の残面積に対して52%，全想定氾濫面積に対しては，既往の実績と合わせて約
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第6表 治水事業10ヵ年計函による治水効果
（単位：万ヘク タール〕

区 想 定で防除対34年度末年防除対年防除対除対象面｜残面積分 1 l口 ｜前期日後期＝：11rカ「
氾 濫 面 積 象 面 積 残 面 積 象 面積象面積積 ｜ 

直轄改修対象区域 146 70 76 18 23 41 35 

補助改修対象区域 134 43 91 25 29 54 37 

て－， の 他 31 4 27 2 4 6 21 

言十 311 117 194 45 56 101 93 

構 成 比 100% 37.6% 62.4% 14.5% 18.0% 32.5% 29.9% （想定氾濫100%)

構（34年末残成氾濫100%比） 100% 23.2% 28.8% 52.0% 48.0% 

70%を防除対象となしうるものと推定される。

この結果，昭和45年度以降防除対策を必要とする残面積は約90万ヘクタールで，会

想定氾濫面積の約30%となれ これらを総括すると第6表に示すとおりである。

この計算過程には極めて多くの仮定を含めており，極めてマクロ的な数字である。

たとえば防除対象の算定には，個所別に築堤の完成をもって判定されたものも為る

が， 5大水系におけるがごとし長大な連続堤により広大な平地部を防護するものに

あっては，総体計画に対する投入事業費の比率をもって算定したものがあり，また，

中小河川のうち資料の不備のものにあっては原単位を使用して算定したものもある。

かっ，防除対象とは，各河川における既定計画の安全度に基づく防除工事の実施を

意味するもので，防除工事の完了が直ちに災害の完全防除を意味するものではない。

計画高水規模の増大，あるいは流域開発の進展により，安全度を向上せしめる必要が

生じた場合には，更に防除工事の実施を必要とするに至ることを承知して置かなけれ

ばならない。

治水事業の効果に関して，従来年平均被害額の軽減が主としてあげられ，その軽減

額が効果としてよく用いられていたが，過去の年平均被害額実績には，その時期の気

象条件による出水の状況，改修の進捗状況，流域資産額等が要素と して加えられてい

るわけであれ これを基にして将来に言及することは適当ではない。

理論的に年平均被害額の軽減を想定するには，過去の実績によらずして，自然現象

である降水，これにより惹起される出水に対する確率的予測，災害ポテンシヤノレの基

礎となる水系別の資産額，ならびに流域の開発進展に伴う将来の資産増加の推計等を

必要とするが，現在の段階

害額の軽減に対して的確な判定を下すこ とは，ほとんど不可能に近い。

更には，年平均被害額の減少を公表し，これと実際に起る災害額を対比するときは



134 水明j科学第4巻第4号（196り

誤解を招く恐れもあるので，将来の被害推計に関する調査研究がも っと進展するまで

は，これに言及することは差し控えたし、 と考えている。

6, i台水事業実施上今後の問題点

治水事業10ヵ年計画の発足は，国土保全対策と して大きな進展であり，その成果に

期待するところ大でゐるが，われわれ関係者としては，この投資規模が十分であると

は決して考えていなし、。しかしながら，圏全体の投資規模に限度があり，その枠内に

おいて投資配分が考えられる限りにおいて，われわれ関係者の一方的な主張のみを強

調することは妥当でなく ， 所得倍増計画においても， 9,200億円の治水投資が概ね日

本の経済力：二見合って適当であるとの結論が出ているので，われわれは現在の段階に

おいては，この投資規模を承認し，これが最も効率的な実施を考慮、しなければならな

し、。

ただ，その実施年度において，第 l表に見 るとおり，前期 5ヵ年計画平均伸び率

11.6%に対 し，後期 5ヵ年計画2.6%と大幅に前期にウェイ トがょせられている。これ

は，すなわち，現在の保全状態において，緊急的に実施しなければならない要素が極

めて多いニとを意味するものである。

われわれは，この緊急実施の要請に対 して，更に治水事業の繰上げ実施を促進する

とともに，前期 5ヵ年と後期 5ヵ年の境界における急激な事業量の鈍化を防止する意

味において，検討せる結果，前期 5ヵ年に配分された増大分をできうる限り早急に投

入し，以降平均的な伸び率で事業の進捗をはかるものとし， 昭和36年度において22.2

%の伸びを見込み， 以降昭和44年度まで 5.3%の一定伸び率で事業を実施 すること

が，決定された前，後期の枠内において最も適当であると考え，現在その線に沿って

予算要求中である。

この関係を図示すると第 l図のとおりであるが，各地方の繰りあげ実施の強い要請

に応え，かつ事業実胞態勢における摩擦をなくするためにも，この年次別計画の実現

を強力に推進しt::.l.、と考えている。

次に，今後の問題点としてあげられるのは，治水事業の経済性確保についての調査

研究である。

第 4節第 l項河川改修の項で，現在の治水事業の経済性の確保についての考え方に

ふれ，また第 5節治水事業10ヵ年計画の事業効果において，理論的な災害防除に対す

る考えにふれたが，総合河川計画の樹立に当って，経済性の確保は，定性的には考え

られているが，定量的にはパッ Fデータに乏しし具体的基礎を明示できなレのが現

状である。

現在のごとく保全状態が極めて惑いときには，いずこでもあれ事業笑施が優先し，

どこに投入するもそれなりの効果があげられるが，10ヵ年計画を終った昭和45年度以

降において，ひきつつeき長期計画を実施するには，その事業効果について相当確乎と
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現実に発生する災害は事笑の証明であるが，事実の証明を待たずしては，治水事業

の必要性を的確に表現しえなかったとこ ろが，過去においても現在においても治水事

業の弱点となっていることは否みがたい。とくに最近のごとく投資配分について総合

的な計画的な配慮が行なわれるような状勢になると，投資効率の算定しやすい生産諸

施設への投資に対し，i台水事業への投資配分が第二義的になるのは，われわれ治水事

業関係者にも責任の一半はあるといわなければならないであろう。

自然現象である降水，出水の確率的な予測，流域に及ぼす一般被害額の想定，これ

ら理論的予想、被害額と保全施設に要求される安全度の相関関係，その他種々の問題に

対して，早急に研究を進め，方法論を擁立すると ともに，水系別の正確な資科を整備

し，保全施設の状態が相当改良された暁における，より高度の保全と開発の計画への

手掛りを確保することは，今後治水事業計画の確立に極めて重要なことといわなけれ
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ばなるまい。

7, 海岸保全事業について

諸種の理由から今回の治水事業 10ヵ年計画から除外された海岸保全事業について

は，治水事業Jこ比してその重要性について何らおとるところはなく ，伊勢湾台風の実

例に鑑みるまでもなく，地形上臨海部に大都市の集中する日本においては，今まで無

策のまま放置されていたことが不思議なほどである。

わが国の海岸線の総延長は約25,600キロメートノレであるが， このうち貧弱ながらも

一応海岸施設のあるものがその1ん 約 6,000キロメートノレとなっている。しかしなが

ら，この施設も名ばかりのものが多く，ほとんど改良を要するものばかりであり，こ

れに要新設個所をいれると，要保全延長は12,000～16,000キロメートノレと推定される。

海岸事業については，歴史も新しく資料も不備で，推測の範囲を出ないが，仮りにメ

ートノレ当り 70,000～80,000円の事業費を要するものとすれば，今後 9,000～12,000億円

の;t大な投資を必要とすることになる。

これら海岸保全事業の長期計画については， 早急に調査研究を進め，計画の確立を

はかると ともに，事業費の大幅な拡大をはかり計画面においても，事業実施面におい

ても，その大きな立ち遅れを取り戻し，一刻も早く河川事業と同程度の保全段階に追

いつくよう努力 しなければならない。

海岸事業の所管は，農林，運輸，建設の 3省にまたがっており，計画の策定に当っ

ても，事業実施に当っても，十分な連絡調整をはかることが必要であるが，これらの

面についても十分5考慮し， 事業の推進をはかり たし、。

また，保全事業の遂行（こ当っては，単に現在の海岸線における保全事業にとどま ら

ず，臨海工業地帯関発計画等を勘案し，埋立による土地造成等を十分考慮、し，経済開

発に積極的に寄与し，文字どお り国土の保全と開発に資する考えである。

8. 水資源開発について

治水事業10ヵ年計画の目的として，治水事業の緊急かっ計画的な実施を促進するこ

とにより， 国土の保全と開発をばかり，もって国民生活の安定と向上；こ資するとある

ように，河川の保全と開発：工事の両輸のごとく，治水利水の両面において，水系を一

貫した総合的な計画のもとに事業を実施し，国民経済に寄与することが肝要である。

従来，建設省は利水を軽視し，治水偏重であるとしづ批判がともすれば聞かれるの

であるが，その時々の社会情勢：こ即応して，最も有効な河川の保全と開発をはかるべ

きは当然のことであり，建設省は河川事業の所管者として， 戦前の河水統制事業時代

より，戦後の河川総合開発事業，更に特定多目的ダム建設事業と，一貫して河川開発

に努力してきており，決して利水軽視といわれることはない。

しかしながら，時代の要請からみて，過去において治水の要請のみが極めて強かっ
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たことは事実である。終戦後活発化 した多目的ダム建設においても，洪水調節を主体

とし，これに附帯して総会開発の機運にのって利水を附加したものが多かった。

利水面においても，発電ならびに農業用水を目的とするものが大半であった。戦後

の多目的ダム建設の状況を概観してみると，戦後現在までに完成ぜる多目的ダムは43

の多きを数えるが，とのうち工業用水，水道用水等都市用水供給を目的とするものは，

直轄事業において，琵琶湖第 1期河水統制事業ならびに北海道の桂沢ダム，補助事業

において，山口県木屋川ダム，原東川ダム，佐波川ダム， 香川県内湯ダム，内海ダム

（小豆島），兵庫県引原ダムの 8〆ムを数えるに過ぎない。

現在水資源開発促進の最大の理由として，都市用水の逼迫が叫ばれているとき，非

常におかしし、と思われるかもしれないが，既往の多目的ダムもそれぞれの計画時にお

いては，その当時の要請に対処していたものであり，終戦後の混乱期にゐって，多目

的ダム建設事業が，当時の最大の要請であった未開発後進地域の関発，国土保全，食

糧増産，エネルギー開発に貢献し，国民に明るい希望をもたらした効果は偉大なもの

であったといわなければならない。

そもそも，ダムの建設は調査，補償の解決等に少なからぬ日時を要するとともに，

着工後においても，経済速度からみて，数年の工期を要するものであるから，河川自

然流が限界に達し，ダムによ る貯溜その他の対策を必要とするような水系に対しては

相当長期にわたる需給計画を想定し，これに応じた水資源開発をはからなければなら

ない。

しかるに需要者側においても，供給者側においても，その配慮にやや欠けるところ

があって，現在の窮迫せる事態をもたらしたわけであるが，現在の水不足の状態に対

しては，昭和30年頃には，需給の見通しをたてた需要者側の要請に基づいて，ダム建

設に着手しているべきはずであり，これは現実的に不可能に近いことであったろう。

このように考えてくると，利水負担者を確定して後建設事業に着手する現行の多目

的ダムのアロケート方式には，供給に応じうる限界があるということがし、える。しか

のみならず水逼迫度の甚だしい水系にあっては，個々の多目的ダムに，個々の利水者

を特定せしめることは有効な開発とはし、し、難く ，水系全般としてダム群による低水の

増加をはかり，この増加量をそれぞれの時期の需要に応じて，必要な地域に供給する

ことが，最も効率的な投資方策であるといえる。

これらの多目的ダム群はまた｜司時に，国土保全上も極めて重要な；怠味を有するもの

で，計画上個々のダムについて洪水調節量を決定しているが，実際の運用に当っては

各支川流域ごとの降水量，出水状況等を十分勘案して，水系全体と して最大の洪水量

軽減をはかることが必要で、ある。これを要するに，高水時，低水時を問わず，水系金

般としてダム群の最も有効な管理運用をはかるべきで，その間治水目的，利水目的を

区分する何ものもなく ，浮然一体化した流量調節の施設群とならなければならない。

その他資金の確保，その償還等各種の理由から，建設省においては，単一のダム計
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画で水資源開発が解決しきれないような水系について，多目的ダムを初めとする各種

施設の建設，ならびにその運営管理を一元的に行なう機関として，水資源開発公団の

設置を強く主張している。前述のごとし治水，利水と区分することなく ，水系全般

として流量調整用ダム群の設置を必要とするような水系においては，利水単一目的ダ

ムの入りニむ余地はなく ，総合河川計画の一環として，水資源の開発も実施されなけ

ればならないc

日本の今後の経済成長を支える要素のーっとして，水資源の開発が極めて重要な意

味を有するよ うになってきていることは，すでに広く各層に認識されている ことで，

あらためてくどく どしく述べる必要はなく ，巌も有効な実施方策を早急；こ確立するこ

とが，最大の緊要事である。そして，開発可能の水源と しては，豊富な降水量にもか

かわらず，地形上大量の無効放流となって，海に注ぎこ んでL、る河川水の活用をはか

る以外：こない ことも万人の等しく 認めるところであり，従来の多目的ダム方式におけ

る限界を改良 し，より一層の積極的開発をはからんとする水資源開発公団の設置を強

力に推進 し：三L、とコ与えている。 （建設省，河川局，上木専門官）
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