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流域事業計画の立て方について

米国マサチューセッツ州立大学教授

ジョン・ブラックモア 述

松尾兎洋訳

計画とは何をなすか，そしてそれをどのようになすべきかを決める一つの

方法である。このことはとくに流域改良について重要なことである。流域地

帯の諸問題は一般に非常に複雑化し， どこからはじめてよし、かわからないほ

どである。しかのλならず，最初の調査では容易に解決でぎるとおもわれた

問題も，さらに慎重な調査を行なうに及んで，も っと基本的な問題を解決し

なければならなくなるような場合がしばしば起こる。たとえば，ある流域地

帯で地表流水を防ぐために階段工を施行する必要がある場合， 土地所有が零

細化しているために，これをなんと か整備しなければ階段工に着手すること

ができないような場合はよく為ることであお。これと同じように，要造林地

でありながら，その土地の因習になっている放牧権を解決するまでは，造林

ができないことがある。

また流域地帯の改良事業も，ほかの地区の事業と対応 して行なわなければ

ならないことがある。水源酒養地帯で計画される堆積土砂収容能力も，一つ

には流域地帯の治山事業をどの程度行なっているかによるものである。また，

放牧管理の計画札放牧家畜類の飼料源をほかにもとめられるかどうかによ

って決まるのである。流域の改良事業のすべてはたがし、に関連し， もしも事

業の成功を期するならば，慎重に計画しなけれぽならない戸

流域改良事業はめざましい成果をあげる一方，多くの金と時聞をともに必

要とし，もしこの金と時間の浪費を避けるとすれ：丸事業計聞に深く注意を

払わなければならない。折角努力をして造林しても，その目的に副わないも

のであったがために， lO円三，15年の作月を浪費することは悲劇である。また
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土木工作物を建造しても， 上流地帯の治山に注意を怠ったために，ダムの埋

没を早める結果になれば これまた資源の浪費である。維持計画がないため

に，折角時間と金を注ぎこんだ土地改良事業が荒廃に任せるに至っては，ま

た二重の浪費である。官民双方からの大投資に比較すれば，流域改良事業を

慎重に計画する費用は微々たるものである。 とくに，投下資本の之しし 、国に

あっては，杜撰な事業計画のために，この資本をムダにしてはならなレ。

流域管理計画には二つの目的がある。まずなによりも，消費する資金と，

その事業に対し承認を得る とし、う手段である。 改良事業すベャてに対 し，決し

て金と時聞はあ り余るほどあるわけはなく ，事業のどれかをえら（まなげれば

ならなし、。その選択には，その代替事業を比較するのが一ばんよし、c 各流域

改良事業の経費がどのくらいかかるか，事業実行の結果はどうなるかを知ら

ずして3 いずれの流域改良事業に投資すべきかを決める ことは困難で、あるっ

これは事業計画によ ってはじめて知るものであり， その計画が細密なれ（まな

るほど，経費と結果についての資料はそれだけ信頼性があるわけである。し

かのみならず， 事業計画がよければよいほど，実行主務者は，予定経費によ

って結果を予想でき るとし、う 確信をさらに深くするものである。多 くの政府

では， 流域改良事業のような事業計画の承認l立と点、く 長びき，またと i'！、く多

くの人の決定を必要とするものになりがちである 3 事業計画についての報公

を入念に作製することは，行政当局の承認手続を簡素化し，迅速化するよい

方法である。

流域事業計画の第二の目的は実行事業の出導である。これはとくに重要で

ある。というのは多くの流域事業は官民双方の多くの人の仕事を必要とする

からである。なおまた，政府の行なう事業の責任は幾多の部局の聞で分担さ

れることがしば しばある。たとえば，改良普及局：土土壌浸蝕を最少限度（こ食

L、とめる農地の収穫方法につき農民を教育し，iJJ林局は造林や防火対策施設

を施し，土木局は堰堤の構築を行なうのである。流域地帯改良の全体計画に

つき協議がととのえば，各部局聞の必要な協力が得られるようになる。これ

はまた政府の力でできうるこ とと， 民間土地利用者の手によってなさねばな

らぬことを解明する一つの手段ともな るのである。 また慎重に作成された計

画書は改良事業の時間表ともなり，たとえば洪水防止のための特殊な水源池

を構築するまえに，浸蝕防止のための土地の改良処理を行な l＂これによ っ
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て激しい地表流水のため高地からおしながされる土砂によって水源池が早急

に埋没されるのを防ぐことができることを示すものである。また計画書は農

民の収入と関係のある流域改良事業のタイミンクを示し，第一の措置如何に

よってそれだけ収入を増加し，ついで個人が必要作業の後半部に容易に融資

できるようになる。

流域計画機関

流域改良事業の担当部署は流域計画立案のために補助機闘が必要で、ある。

もちろん，この種の機関の性格f主いろいろなものに左右される。たとえば，

実行しようとする流域作業の範囲如何にもよる。あるいはまた，政府部局の

計画責任の内容如何にもよる。公有林に対し責任ある山林局の流域改良計画

は，宮有民有双方，あらゆる土地利用が行なわれている流域地帯に起こる複

雑した問題を取り扱う機関の計画とは異なるもので、ある。同じく，計画立案

の必要性と，計画をたてる機関もまた異なる場合もあろう。

しかし3 事業の大ノ九技術上の問題レずれを問わず3 流域改良計画立案グ

ノレープの機関の有益なガイドとなる一般原則がし、くつかある。まず第一に，

計画機聞は実行責任機関の中核をなすものでなければならなL、。計画をたて

るグループが， もし組織上改良計画実行責任機関と別個のものであれば，そ

の計画は実施されず，無視されることがあり，他方実行機関l士事業実施につ

レての実際上の問題についての注意がたりないために，別個の計画グループ

による計画を利用することができなくなる。計画と実施は3 両々あし、まって

行なわれなければならなし、。もちろん，ある程度の分業化はなければならな

い。担当者各人が誰も事業の計画と実施の双方に携わることは許されない。

これについて最善の解決策（土，計画立案者と事業実行担当者の聞に容易に連

絡できるように，比較的小規模の計画者のチームを実施機関内におくことで
↓ヲ

60 G o 

流域改良計画の立案機関の構成を指導する第二の原則は，計画担当者は目

下調査中の地域のあらゆる面の流域改良事業に関係する技術者でなければな

らないことである。たとえば3 公有林の流域改良の計画チームは理水学者，

林学者，森林工作技術者だけでたりるが，他方，森林，農地，放牧地，およ

ひ。民有官有地についての問題を取り扱う計画グループは，他の方面の技術者
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の知識を必要とするものである。このような計画担当者のチームは草地経営

や農業についてすぐれた技術をもち，しかのλならず農山村の人々が生活し，

収入の根拠としてレる農業経済小作制度 その他社会組織上の問題につい

ての知識があり，経験のある技術者を加えなければならない。

最良の計画立案機関の要員は，実行可能の計画について現場の経験があり，

かつてそれをその技術面でうけた特殊な教育で‘これを補足したような人々で

ある， ということは普通もっとも見うけるとミろである。 実際上の経験と高

度の教育こそ大切である。

ある特殊な流域改良事業には3 事業を実行する幹部の手で3 必要な事業計

画を立てなければならない。これはとくに，研究や試験的作業の場合に必要ー

である。この場合は全体計画の規模は非常に小さく 3 別の事業計画機関を設

けるほどではなL、。しかのみならず，研究対象となっている流域や中間試験

地帯では， とくに資料の蒐集分析，事業の計画と評価する結果との聞の密接

な関連性をとく に考慮し，必要な事業計画は独立した計画機関に委任するよ

りも，直接事業担当者に委嘱した方がよい。

流域計画の種類

流域改良事業については，ことさらに工作設計につし、てこまかく論ずる必

要はない。貯水，浸蝕防止，その他これに類似の目的のための工作物の詳し

い設計は多く普通の土木解説書に述べられている。しかし，流域改良事業の

土木工作関係以外の方向にも細かL、注意を払うことが重要である。ある特定

の流域の造林計画，あるいは農耕地に浸蝕防止措置を講ずるよう土地の利用

者を教育する運動について，慎重かっ詳細な計画をたてる必要がある。流域

改良には，普通3 金と時聞がもっとも不足するものであるが，これは改良計

画の各面につし、て，慎重に設計または事業計画をたてて節約して補なうこと

ができる。土木工作事業では，熟練者は多くの時間と努力をかけて，入念に

設計する。同じように，流域改良事業のほかの面についても努力を払 うもの

である。

計画と設計とを区別する こ とはむつかしいが， ~る程度区別することも有

益である。大体において，計画の立案とは何をなすべきかについて決定を行

なう ことであり，設計とは如何に してそれを行なうかを決める ことである。
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土木工学上の言葉では，設計とは通常工作物を築造する人の指針として，工

作物の詳細な設計に関するものと解釈されている。この解釈は流域改良計画

の他の面にも適用し， “設計”とし、う言葉は作業計画の詳細な面を計画立案

する意味に用いられている。しかし，流域事業については，構造設計という

よりも， “作業計画”と しづ言葉を用いる方が普通である。この用語は本文

ではこの意味に用いている。

流域計画にはいろいろあって，それぞれ特殊な目的をもっている。一般に，

計画の果たす目的によってP その計画の内容が決まるのである。ある目的の

ためには，踏査計画で十分であり 3 また他の目的には，極度に詳しい計画が

必要な場合もある。また，ある場合lこは，計画は流域改良の単なる技術面に

のみとどまることがあり，一方他の場合には 流域の多くの面すべてを含む

詳細な総合的計画を必要とすることもある。

流域計画

流域の改良と管理は河川流域計画の重要な面の一つをなしている。水力発

電， I産j俊用，洪水の貯水，または航行促進のための主流施設の構築計画とと

もに，流域そのものに必要な事業計画に注目しなくてはならなl'0 世界各地

で，流域を軽視したために災害を招L、た例はし、くつかある。とくに，土壌が

非常に浸蝕しやすし、地方では，浸蝕防止を行なわないために，高し、代価を支

払って造った貯水池が，その経済命数が来ないうちに，土砂によって埋没す

ることがある。流域計画が総合河川流域計画のなかでしばしば軽視され，あ

るし、はほとんど注目されないことは まことに不幸な真実である。放水路工

がある種の大きな経済問題と直接関係があるとみられるような場合がある。

これは電力，輸送，濯j阪用水，あるいは洪水の災害のような経済上の損失を

防ぐといったような経済的効果をもたらすものである。他方，流域改良はと

きには貯水池自身の保護のみに考えられていることもある。ある場合には，

長期間にわたって貯水池の利用命数を確保できるように，土砂堆積を十分保

留するように設計することもできる。

貯水池保護のための流域作業の重要な面では3 直接経済的効果があるとい

う点が往々無視されている。土壌保全を実際面からみると，土地の生産力を

向上し，土地からの収入を増加する とl'5改良された土地経営という形をと
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ることがしばしばある。よく林地，牧野3 農耕地にこれがみられるものであ

る。浸蝕を防止し，っし、で貯水池を保護するということは，民間の土地所有

者に土地経営技術を実行させて収入を増加する，一方，土壌資源の喪失を防

ぎ，かくて収入の確保と貯水池の生命の保持というこつの目的を果たすこと

ができる。もちろん，世界には個人の土地利用者の手の及ぱなし、広大な土壌

浸蝕があり，これらは主として河川流域にあって，土砂を貯える貯水池も計

画され，その計画lこはダムや貯水池の設計者も参加し公共費をもって賄な

わな；十ればならなし、。 必要な土地の処理に要する経費の見積りも行なうこと

になってし、る。

河川流域地帯の詳細な計画書には，最小限度流域改良と経営に関する特別

な項目を設けなければならなし、。この項目には流域の性質や浸蝕程度に応じ

て，支流々域を分類するのである。このような分類は，二つの見地から行な

った方がよく，すなわち河川に造られる構築物の保護の立場から と，もう一

つはその土地に住む人々の福利厚生を向上する見地からである。第一の場合

は，特殊な構造物の利用命数を維持するために土壌浸蝕防止をもっとも必要

とする場所を選ぶべきであり，また第二の見地からの分類は，土地経営を改

良した結果，最高の収入をもたらすような土地をえらぶべきである。この双

方の分類をあわせると，個人の土地利用者による土地経営を改良した結果，

必要な貯水池保護ができるような土地がわかってくるのである。また，必要

な貯水池保護を行なうために，土地利用向上のための補助金を必要とする重

要な土地もわかるのである。

河川流域計画のなかの流域改良の項には，土地利用の改善を行なうに必要

な，いろいろな計画をあらまし述べておく必要がある。これには，造林，放

牧管理，農耕地の利用などがある。また，土地小作制度の改革，法律や政府

の施策の必要な変更，政府事業の組織上の調整などを論じ，土地利用者に対

する教育事業，その他流域地帯利用向上を援助する農業金融や補助金計画の

概況を述べる必要がある。

流域地帯実行計画

この論文の趣旨を明らかにするために，流域地帯実行計画を，実行計画の

対象となるべき，流域地帯に対寸る計画と定義する。
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このような流域地帯の規模を定める適当な尺度がない。ただ実行計画の対

象となった土地と定義するほかない。ある場合には，非常に大きな計画がた

てられ3 数千ヘクタールにおよぶ場合もあり，また数ヘクターノレの流域で，

わずか数個の農場があるにすぎないこともある。いずれにせよ，その土地の

特徴ともいうべきは，その土地を流れる水流を改良するために，極々なすべ

きことすべてを示す目的をもった，詳細な計画の対象物があることである。

それらは改良事業の基礎となるものであるから，流域地帯計画は詳細，精

密であることを必要とする。この計画は地図，表，図表，説明等をかりて，

何を，どこで，誰によって，いかに，いつ，なすべきかをはっきり指示する

ものである。これにつし、ては後段でさらに詳しく述べるつもりである。

計画書の重要な部分は，推定経費の項である。計画立案の一つの目的は，

計画事業の経費を信頼できるように推定することである。計画立案の途中に

あっては，技術的可能性および相対経費の見地から，もっとも好ましし、もの

が選ばれるまでには，種々さまざまの計画が立案され，経費の見積りが行な

われる。報告された経費の見積りと事業計画は承認されるべきか， どうかを

決定する指針となり，また政府と 3 もっとも直接に利益をうける土地利用者

との閣の事業の資金計画をたてるに必要である。

地域社会振興策

流域改良事業は流域地帯に人が生活を営む場合は一般にむつかしし、三とで

ある。しかし，土地の所有と管理が国の手にあり，個人は住まず，また土地

利用の権利もない場合は森林となっている流域の問題につき，計画を樹て，

これを実行することは容易である。他方，個人が流域地帯を利用する権利を

享有しているときは，その個人の利益ならびに公共の利益はつねに考慮に入

れなければならなし、。この種の問題を処理するもっとも効果的な方法は地域

社会振興策によることである。ここに人々の社会的な集まりがあり，村落が

あり，近隣があってこれが社会上の，または政治上の組織ある体系の基礎を

なすものである。かかる事業の目的とするところは3 土地と水の利用および

これに関連した他の問題に対する自主を促進することである。

流域の境界線が人々の部落集団の境界線と一致することはめったになく，

したがって流域計画の地帯と地域社会振興計画の地帯とは往々異なるのであ
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る。しかし，改良事業の対象として選ばれた流域地帯には部落，村，近採が

いくつかの集団となってふくまれていることがよくあることで， したがって

流域事業計画地帯の一部に3 土地利用の促進と関連改良事業の手段としてし

ばしば部落集団改良を奨励促進することができることがある。

地域社会振興計画は主として，広大な流域の改良を達成するために民間人

とその活動を結集させる手段である。その計画自身は地域社会の問題と個々

の農地の問題双方の地方的問題の活動にしばしば重点、をおくものである。

たとえば，地域社会振興計画には，道路の改修や収穫増加の対策がふくまれ

る。道路事業は協同事業として計画され，各家族から労力または器具を提供

するものである。収穫増加の事業はまったく個人の活動のものである。

流域改良事業の一部と して行なわれる地域社会振興策は， もちろん水利上

の効果をともなう 土地利用の変更に比較的重点をおくものである。これには

民有林の造林，放牧の管理，民有林または村有林の火災の防止，階段工，お

よびこれに準ずる流水管理措置，地隙の安定化，他の砂防工事，牧野の植生

改良p その他の土地利用の変更など，土壌の喪失，地表流水を防止するに効

果ある措置などである。

農地計画

私有農耕地3 それにある程度の放牧地，林地などでは，流域改良計画構造

の基本要素は農地計画である。土地利用者は誰でもある種の計画をもってし、

る。だがこの計画は書類になっていることはほとんどなく，またこれが“計

画”であること，あるいは農場全体の作業に関係あるということすら三考えた

こともないのである。これはたんに慣習の集積にすぎず，結局農民による決

心の方式になるものである。これは実にでたらめなやり方ではあるが， ニの

決定方式によって土地の利用方法が決まるのである。流域改良技術者の問題

は，この農地計画を促進させるなんらかの子段を講じることである。

流域改良事業は，個々の農地計画の改良から築き上げるということが重要

である。大流域の水利的面の動きは，何百，何千という人々が作物を栽培し，

家畜を飼育し，木材を生産するために，毎日流域地帯を利用する，その活動

に多く影響されるのである。流域状況の変化は個々の農地の作業の変化を意

味し，これはまたこれら農民の作業計画の変化を意味するものである。
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これらの変化は農民の経済的，社会的目的の背景に対して計画されなけれ

ばならなし、。農民はその家族のために低収入をもたらすような土壌，水利保

全作業方法をとるものと考えるのはまちがっている。同じように，流域改良

の現実的計画には人々の社会的水準や選択を考慮に入れなければならない。

人々が土地と水資源に対し，いかに評価するかによって，これら資源に寄せ

る注意の程度もひどく異なってくるのである。同様に動物に対する評価は放

牧の限度に関係ずることが多L、。

流域改良事業に必要な農地計画は， “全農地”計画でなければならない。

その計画は土地利用や農業作業の他の多くの面，農家家族の生活に関連をも

つものでなければならなし、。放牧家畜の頭数を減らして放牧地の改良を行な

うには，少なくとも食肉，牛乳，せんい類，畜力の生産を維持することを考

えなくてはならなし、。これはまた代用飼料源をもとめるとか，または放牧家

畜の質の向上を窓l来 L, もしもこれが達成されるならば，実行可能なやり方

で計画されなければならなし、。同じように，肥料を用いて草地の成長を企て，

そして地表流水や浸蝕を防ぐとしづ計画には，草類を売って必要な肥料を購

入するとし、う問題が起こってくる。ここに再び，家畜生産企業の計画が重要

な問題となってくる。農耕地の土地利用の変更計画では，その変更案は全農

場の作業に及ぼす効果につき徹底的に考えなければならなし、。この“徹底的

考え方”とは全農場計画とし、う意味でもある。

重点計画

これは流域計画の作業計画の部分をなすものである。地表流水と浸蝕の見

地から流域地帯にあって，危険な地区に関して考えられるものであり，そし

て，大部分は流域改良担当の公共機関の実行する事業である。これは極端に

地隙の生じた荒廃地で，ここでは必要な土地利用改良も個々の土地利用者や

村落改良事業に協力する個人のとうてい手の及ばなL、ものである。このよう

な地帯の計画は一般に，土壌安定を目的とする土木工作と，これに造林とか

草類の播種による植生の改良を伴うものである。このような土地の計画は当

分の閉その土地の利用を阻止することがあるが，それは利水上の改良が全流

域地帯からみると非常に重要で，放牧，作業収穫，木材生産などの目的に利

用するよりも，急激にその土地の安定を回復する方がはるかに必要である。
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重点計画の非常に重要なことは経済分析である。このような土地の回復作

業はつねに経費がかかり，作業の経費を最小限に食い止めるために大いに注

意を払わなければならなし、。もしも失業労務者があれば，その土地の作業は

就業を通じてその作業を公共福祉に貢献するよ う計画することができる。し

かも，これら危険地区改良に“過当投資”を行なわないように大いに注意を

しなければならないことが往ノどある。ある場合には，経費のかかる工作物を

築くよりも 3 時がこれに代って不利の条件を排除することがある。たとえば，

放牧中の家畜の数が多すぎても，時が経てば，期待した結果が得られるかも

しれないというような場合である。

流域地帯計画の必要資料

流域改良事業を計画するに必要な資料の種類と量は，一部はその事業の内

容と日的如何によるものである。小面積の研究事業の特別な必要事項は他の

項で述べることとする。立案した計画が主として展示普及の目的であるなら

ば，流域改良の一般計画に必要とするよりも，当初の事情についてもっと詳

しい資料を蒐集する必要があろう。この後者の目的のために，計画資料の必

要性ほつぎ、のよ うなも のになろう 。

l. 気象に関する資料

2. 水利に関する資料

3. 土壌と 土地利用に関する資料

4. 経済，社会に関する資料

以上の各項に関する資料はなるべく多く集めて，現状を評価し，現在の流

域問題を訂正する計画をたて，予定作業が将来どのような効果をおよぼすか

これを予想し， この事業の経費をなるべく正確に推定できる基礎となるよう

にすQものであるつ

気象に関する資料

降水量の資料蒐集にはとくに重点をおかなければならなし、。これには年間

降水量の測定，季節的分布，典型的暴風の特性，たとえばその期間，降雨の

密度，降水をもたらす暴風の頻度などこれである。温度に関する資料は暴風

雨，または地表流水が零度以下となる場合にはとくに有益である。
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利水に関する資料

流水状態に関する資料ば十分に蒐集しなければならない。すなわち，これ

をも って防備を計画する暴風雨の規模に関する水位図を作製することができ

る。最ノト限度P 広い範囲での種々の暴風雨状態における流水率と，暴風雨後

の流水期間について観察や推定を行なわなければならなし、。 しかのみなら

ず，問題の河川の沈泥荷重について推測を行なうことが重要である。資料を

十分に集めて入念に堰堤を設計し，と くに大体予想 した暴風雨に対し洪水を

十分貯えるようにし，またそれぞれのダムの安全性を確保するために余水路

を設け，そして夕、ムが経済的に耐用命数を保つように沈泥を保有できるよう

にしなければならなL、。

土壌と土地利用資料

小規模な流域管理を完全に行なうには，詳細な土壌調査がぜひ必要である。

このような調査の結果の資料は現況を知る基礎となるばかりでな く，造林，

草地更新，階段工，その他地表流水，土壌喪失の防止などの土地改良事業計

画の基ともなるのである。詳細な土壌調査の結果によ って，浸蝕状況を判定

し，主な沈泥発生地を知る資料が得られる。 土性に関する資料は為る特定の

土地へ植栽する草木の品種を定めるのに必要であり，刀、点、る資料はまた，植

生状態の変化の結果起こる濠透率の変化を予測するのに役立つものであるの

流域改良の計画と評価のために，特殊な土地利用分類法が必要である。こ

れは理水効率分類といった方が一ばんわかりやすく，これは土壌の特質と植

生の双方を基としたものでなければならなし、。このような分類法の目的は，

流域の理水作用を推定する手段を得るためである。一連の土地分類に基づい

て，全流域の指数を計算することができ，これはやがて用レた数値を調整し

て水流水位図から得た資料と相関係させることができる。かくて相関指数は

水流に起こった土地利用変化の期待効果を測る尺度ともなろう。 流域改良の

進行度合は流域における地被物を定期的に再調査し，流域指数を再計算して

測ることができる。

かかる分類法の例は別記にかかげておいた。 ここで用いた指数は全く一つ

の例にすぎず，適当な数字はこのような方式を用いた各地域での研究，調査
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のうえもとめなければならない。

この分類法を特定地域の必要性にあてはめるに当たっては，その定義をあ

る程度改める必要がある。しかし，この方式の特色ともいうべきは，二様の

分類法であって，土壌と植生はその効果を相litこ補なうものであることであ

る。すなわち，密な植生は濠透性の限られた土壌に対してその効果をある程

度補なうものであり，他方土壌のi参透性はある程度植生の効果を助長するか

もしれなし、のである。しかし 土壌の特質は流域改良事業を実施中比較的変

化しないものである一方，植生は本質的に変るものであると考えて よい。し

たがって，改良事業の進行状況を定期的に再評価するに当たって，地表Jこ関

する新しし、資料を蒐集することだけが必要であり，この資料は土壌に関して

以前に集めた資料と併用することができる。このような調査にはある穫の信

頼性のある統計の標本抽出を利用した方がよい， といつも考えられるのであ

るご

経済的社会的資料

流域管理計雨；こは，ある程度の経済，社会上の資料がなくてはならない。

そのこと地の社会機構について多少知ることは，その土地の人々から十分協力

を得るために司計’画手段の基礎として重要である。村落が単位となって人々

が定住してレると ころでは，主たる社会的グループとは何を指すかを定めた

り，部落社会での指導機構を理解する必要はない。他方3 広大な開拓地では

部落社会やその指導者は，ある程度努力しなければ知ることができない。こ

のためには，一般の社会研究方法を用いてもよい。

農家企業の組織に関する資料蒐集や，農耕，放牧，林業のいずれの目的に

せ t，土地利用経済については相当注意を払わなければならない。流域地帯

の土地所有について詳細な調査を行なうことは不可能であり，また不必要で

もあるが，農業の規模と内容についてはその地区の代表的な二，三の農家の

作業を研究する必要がある。このような研究の結果，土地利用の様式，生産

品の産出状況，農場経営者の経費と収入状態について知ることができる。流

域計画における場合のように，土地利用の変化が農地に及ぼす影響について

あらかじめ推定しなければならない。とくに，代表的農家の予定収入と現在

の収入状況を比較すれば，流域改良のために各農家経営者がその農地に必要
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な土地利用調整に対しどのような態度をとるか，よく知ることができる。

民有林経営および放牧事業についても同様な調査を行なうことは，ひとし

く価値のあることである。

流域改良事業計画の経済性の評価に必要な資料は各方面から求めなければ

ならないが， とくに評価の関するかぎり政府の政策如何によるものである。

ある国ではこの評価の手続を法律または政府の政策指令にくわしく定めてい

る。

注意すべきは技術的援助や技術的資料が豊富にある国で用いられてし、右手

続は低開発諸国にとっては，あまりに精密きわまるものでとうてし、利用でき

ないものであることである。事業評価の一般問題に関心ある人々には，その

閣題に関ずる特別な文献を調べることをおすすめする。

流域改良事業は最小限度にこの事業の公費を慎重に推定し，かっこの事業

が流域地帯の水の作用と，流域地帯を利用する人々の収入状況にどのように

影響を及ぼすか双方について解明しなげればならなトづ

計画立案

流域計画の立て方l主主として流域事業の内容，お上びその土地の利害関係

如何によって種々異なるものである。これはまた流域改良事業担当の政府機

関の組織如何にも上る。もしも流域改良事業の技術百が政府部内の一つの部

局に集まっておれば，事業計画の立案は数部局がそれぞれ一つ一つの作業を

担当する場合より，はるかに簡単である。たとえば，山岳地帯のあらゆる土

地の開発経営を担当する山岳地局は流域地帯改良計阿を容易に立案すあニと

ができる。このような土地の事業担当が種々な部局，たとえ（王山林局，土壌

保全局，山村振興局，畜産局などに分かれておれば，流域地帯開発の総合計

画を樹てるのはきわめてむずかしいのである。

この問題は流域改良事業を許可する立法措置に上って容易に解決できるも

ので，すなわち立案責任者を法律でとくに定めることができる。多くの流域

改良事業を実行する政府機関には事業計両立案担当官が必要である。計画機

関の規模と構成は事業の量如伺によってきまるものである。非常に大きな計

画を立案ずる場合には，中央幹部と現場機関が必要であるが，事業の数が少

ないときは，中央幹部はすべての事業計画のみを取り扱う地位にあることも
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ある。

一般に，計画作業は二つに分けることができる。すなわち，予備調査と事

業計画である。多くの場合，一事業の計画費は多額にのぼり，よってまず詳

細な計画をもって進むべきかどうかを定める基礎をもとめるために，その地

区の踏査または予備調査を行なうことが有利である。踏査による調台は関係

土地利用者の要請，または担当政府機関の長の指示によって着手する。通常

土地利用や水流管理問題の内容と範囲に関する資料を集め，また改良事業の

可能性につき専門家の判定を得る までには数週間かかる。現況を述べ，改良

事業計画を概説し，事業の経費の第一回の見積りをした短かい報告書が作ち

れ当局に提出されるが，当局はこれによっ’て詳細な事業計画に着手するかど

うかを決めるものである。ある場合には，流域改良担当の部局の長がこの種

の決定を行なうことができるが， しかしときにはこのよ うな決定は各省単位

で，あるL、は改良事業に数省が関係じてL、る場合：こは，さらにそのうえの決

裁を仰ぐことがある。ある国では，第一回の報告や踏査報告は，この計幽事

業にその地区はどのくらい関心をもってL、るか，または土地改良に必要な民

間投資を行なうために地主側がどの程度賛意を示してし、るか，また放↑丸森

林伐採などの土地利用に加える必要な管理に地方民はどのような態度を示す

かを知り，これらを推測する目的で，流域地帯で行なわれる集会の指針とも

するのである。

流域地帯の詳細な開発計画を作るには数ヵ月かかる。もしもその地域の詳

細な土壌調査がまだ行なわれていないときは，当然これを行なわなければな

らなL、。同じように， もし必要な資料がないときは，各種の土木調査を行な

わなければならない。たとえば，雨量や流水量に関する資料は蒐集せねばな

らず，水系の工作上の調査を行なし、，堰堤工作地を臨時に設定し，必要な基

礎検査を実行しなければならない。水系改良地を予定し，またこの改良事業

の内容を概略しておく必要がゐる。同様に3 土地利用変更計画の基礎と L,

また計画事業の進行過程を測る尺度として必要な土地利用調査がある。

これらの資料を全部入手すれば，流域改良計両を実行することができ 0o

事業の工作面については設計を密にすれゴ信頼性のある原価見積 りカ‘ でき

る。 土地利用変更計画はできうるか5・）詳細に立案し，変更を行なうに当た

っては調整の内容，採択する手続きと技術について明らかにし／なければt包ら
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ないったとえば， 造林計画には造林面積， 利用樹種， 必要本数， 植栽日，

地ごしらえ，家畜侵入防止，造林地火入れ防止の施設，事業の予算などにつ

いてとくに定める必要がある。 民有農地の土地利用改良については，その計

画等には各土地利用級で行なわれる事業の内容，政府機関の行なう活動，民

間土地利用者による寄金，個々の農場の作業を計画するうえにとるべき手続

き，政府と個々の土地利用者との聞に結ばれる協約の内容，政府の財政上の

援助，全流域地帯の作業の日程表などを定めなければならない。

理1.k効率による土地分類の一つの見本

地 被 物
土壌；群

2 3 4 

草壊密務林類透または主主丈の高れい あ中まる程度腐軽蝕度！園のある
地荒廃林わ漂れ1部い18た，栽土捜過培j審放牧畑度の草

全く裸地で透深性度の高非常
で密におおわた

位から の＃面森丈林
の地に に土俵深い，海 のい

度のi辛い， J草い土 たは一面に草の短 おお 透 の 高

A 
かL、.，，＿類のある 11出 L、
または作物がーに栽

培わされている壌畑i事地透にお
おれている 度の
高い，深い土

拘 J以 山口 桁 数 80 lli 数 40 指 数 30 

指 数 80 指数 6J 持数 30 I 指数 加

笹草惨林類透なまたは草丈の両れい

？吋壌の門主唱？故村

に街に封おわた ｛立か 森 ~.ι 一 哉の地’こ い透の低い土
併りの1)¥:1＿，壌， 深度の たはー 草函丈の わ た透り度えの伐壊

か i'h、土 かL、：草類の 地 い深度のか い土

c または物 に栽竣

培されている畑話か器地透なにお
おわれている 度の
fいtい土壌，深度の りえ

指 数 60 指 数 40 指 数 20 指 数 10 

密草穆浅林または草丈わ非の高れ常い
あ中まる特度ら！函物車の高＇度蝕がにあA一層のるZ草森丈面のある 荒地お廃，お林わ，抱部れcタγ－ 過堵放牧の草

全に土壌浅〈裸い地，診で透深度度のの非な常い類透に密？におお た 位か 載の畑地に
性士のない2 に t二Lt す二． 透疫の

い燦 fJ＞＼，、草類fr tの地体二短， ． 栽 ない 常に4決警L、土壊

D ま t~I主

培おされている畑浅湯地にお
われている 透度土壌の

ないa 非常にい

主t 30 十首 数 20 指 数 10 指 数 。
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現場員の手で計画報告書案が作製されたときは，こ の改良事業を実行する

政府部局の担当上級幹部がこれを検討する必要がある。民間利用の土地が多

少なりともある流域地帯にあっては3 最終的事業計画にはその土地の担当指

導者の意見を とり入れる必要がある。もしこれらの人々 が事業計画立案に参

加する機会があれば，計画はきわめて容易に実行できる。ある場合には，こ

の事業は全く地方民の労力によって完成するものであり，決して遠くはなれ

た政府の強制する何ものかによって成るものでないことを一般に知らせ，地

方民がこの事業計画に参加するよう勧奨することは大いに効果のあることで

ある。このためには，地区の流域改良組合を設けることこともよい。あるし、

は，地区事業諮問委員会などが利用されるι なおこのほか，少数の地方指導

者の私的の忠告をもとめることがある。

流域改良計画を最終的に承認を得るには，その地区の水陸改良事業担当の

すべての公共機関によ って，ある程度の検討を求めなければならなし、。時間

の浪費を最少限度に食い止め，かっ同時にすべての関係者に批評の機会を与

える計画立案報告書φの手続方法につL、てはとくに注意、を必要とする。

（“UNASYLVA”Vo!. 14, No.3. 1960より）
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