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水資源開発事業と地域経済開発

との相関性について

一一群馬用水と愛知用水を中心として一一

藤 村 重任

本年3月27日，水資源開発公団は群馬用水建設所を前橋市に新設してその

開所式を行なった。これは，農林大臣から群馬用水事業実施計画の認可が公

団になされたため，事業の実施が本決まりになったからである。

群馬用水とは，目下建設中の利根川上流の矢木沢ダム（総貯水量2億 400万

干ン）を水源とし，これを沼田市岩本地先に取水して赤城地区（5,500ha）と榛

名地区（4河口ha）約 1万 haの常習早越地帯に導色低生産農地の生産基盤を

整備強化しようというものである。

現在の計画では濯概期に最大 l9.68m3/sec，平均 l3.5Sm3/secを取水して，

幹線61km，支線242kmの水路によって区域農地に濯概することにしている。

幹線水路は昭和43年 3月，支線水路は同45年に完成する予定になってし、る。

この土地改良事業は田畑転換，開田，畑地濯瓶の新規開発が主体であるが3

一部で既成田の用水補給も行なう。農業用水計画としては，きわめて大きい

事業とし、えよう。

この種の事業は，水資源開発公団ができてから初めての事業であり，その

事業の成功を願うのは勿論であるが，この建設工事そのものにもまして関心

をょせられるものは，この農業用水事業により受益地域の農業が，高度の生

産性をあげ，営農の近代化によって，農業経営者の所得を十分に引き上げ，

生活の安定性をかちうるよう念願するところにある。

群馬用水事業民さきに述べたように3 本年度から着手されるが，総工費

は 134億円であって，公団82億円，県27億円，団体25億円の分担割合となっ

ている。そして28年間の償還として受益農家の負担はlo当り 4.1万円と見積
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られている。

以上のような企画のも とに，群馬用水事業は発足しようとしているのであ

る。そして，群馬県下の赤城，榛名両火山の広大な梶野に，利根川の水が引

かれる。いままで粗放な桑園と陸稲を主とした乾燥農地が，この導水によっ

て改良され，その土地生産性を高めようとし、ぅ。そして零細な規模の農地を

近代化農業にふさわしく整備し，農業所得の上昇をはかる。これは地域農民

の福祉のためにまことに喜ばしレことと思う。

その成果を期待してやまなレ。

そこで，この群馬用水のことから，し、ま改めてその記憶をよびおこし，そ

の後の成行きと現実の姿に関心をよぶものがある。

それは，かつて総天下に話題を提供し，全国の注目を集めた，かの愛知用

水事業の過去と現在につレてなのである。

これも同じく，農業用水を主体とした水資源開発事業であった。終戦後勿

勿の時期に，そのもつ雄大な構想，国際性をもっ技術と資金の導入など，そ

の特異の性格は，真に注目に価するものであった。

以下しばらく，愛知用水事業について回想してみたいと思う。

まず，その事業の大要を簡単に把握するために，時間的経過に沿って主要

な事項を羅列してみるo

愛知用水事業はこのような経過をたどり，幾多の困難を克服して完成され

たのだった。いまにして思えば，この事業はわが国として国際資金を導入し

海外技術の参与を得てなされた画期的な事業てeあった。その工事は戦後初め

てみる， しかもきわめて巨大な規模の農業土木事業であった。 内容からいう

ならば， わが国で最初の水資源総合開発事業であった。日本で最良といわれ

る木曽の森林地帯をその水源とする牧尾ダム （有効貯水量6,800万m3）は，これ

もわが国で初めての中央遮水壁ロックフィ Jレ・ダムであった。さらにその水

路は，総延長l,OOOkmをこえる長大な水路であり， わが国特有の複雑な地形と

困難な土地条件とをベースとして施行され，設計内容の多様性は世界稀にみ

るものであり，高度のしかも近代的な建設技術によるものであった。 したが

って，本事業のもつ技術的意義は，わが土木技術界にとってきわめて貴重な

ものでありかっその経験的価値はきわめて大きく評価されたものであった。

本事業の主要な工事を次にあげておく。
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第 1表愛知用水事業主要事項

月 主 要 事 項

昭和23. l 0 1愛知用水期成会結成

24. 7 1農林省直轄調査地区として現地調査を開始

2s. s I c国土総合開発法公布）

26. 12 ｜国土総合開発法に基づき「木曽特定地域」指定

27. 5 1愛知用水土地改良区設定

28. 12 ｜世界銀行ガーナー副総裁来日，世銀融資につき折衝開始

29. 7～ 9 I世界銀行調査団現地調査（ 2回）

30. 8 1愛知用水公団法公布

30. l 0 ｜愛知用水公団設立，業務開始

31. 3 ｜愛知県と水道事業資金供給に関する基本協定締結

31. 4 1木曽特定地域総合開発計画要旨公表

31. 5 ｜アメリカのエリッ F ・フロア社と技術援助協定締結

31. 12 ｜事業実施計画筈（牧尾ダム分）を俊林大臣に提出

昭和32. 8 1世界銀行借款契約および政府保証契約調印

32. 9 ｜農林大臣， 事業実施計画に関する法定手続完了の旨告示

32. 11 ｜工事着工

35. 3 ｜総工事費を 331億円から 423億円に増額

36. l ｜事業基本計画の概要の一部変更告示

36. 2 1農林大臣，卒業実施計画変更に関する法定手続完了の旨告示

36. 5 ｜牧尾ダム工事完成

36. 6 1幹線水路通水テスト完了

36. l 0 ｜管理事務所発足

36. 12 1本郷ダム工事完成

【牧尾ダム】

長野県西筑摩郡王滝三岳村3 中心コア式，ロックフィ ノレ・ダム，堤高河床

上81m，堤長264m，堤体積262万m3，総貯水量7,500万m3 （有効6,800万m3)

〔取入口〕 電動巻上式テンタゲート 3門，最大取水量 30m3/sec

〔幹線水路〕 総延長112km, 〔支線水路〕総延長約 1,lOOkm

【本郷グム】

アースダム，堤高31m，堤長975m，堤体積104万m3，有効貯水量900万m3

〔補助ため池〕 三好池 アースダム，総貯水量 220万m3

松野池 アースダム，総貯水量 331万m3
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なお， 愛知用水事業は，農業用水施設のほかに都市用水として上水道用水

（給水人口33万8.600人， 1.785万m3）と工業用水 （2,715万m3）合計 4,500万 m3を含

み，発電用水（水量30.9m3/sec（最大），出力3.4万kW（蔵大））をも併わせて計画に組

み入れてある。したがって，牧尾ダムは水資源開発の多目的ダムとレう こと

ができた。

このような愛知用水事業は3 総工事費 423億円をつし、やして完成したが，

その資金は，

世界銀行 14億 9,000万円

円資金 408億 1,000万円

であり，元利均等半年賦， 16ヵ年て・償還することになってし、る。その内訳を

示せば，

世界銀行

見返円資金

資金運用部資金他

年利 5分 7厘 5毛

年利4分

年利 6分 5厘

また利水区分による償還条件は，

農業年利3分 6厘 5毛～6分5厘

電力 年利 7分 5厘

水道年利6分 5厘

ということである。

昭和36年 5月以降16ヵ年

昭和33年 3月以降22ヵ年

昭和36年 3月以降22ヵ年

1 0～15ヵ年

20ヵ年

20ヵ年

以上のような農業用水による土地改良事業は，どの範囲の農地を対象とし

て計画され実施されたか，またこれによる関係農家の負担と受益とはどのよ

うになっているか，そしてその総合効果がどのように上がってレるか。その

実相を今では検討してみる時期に会たよう に思う。

そこで，この用水に関連する農地と，そこに営まれてし、く農業について，

そのトレースを試みてみたいと思う。

そこでまず，本事業の当初の実施計画による土地改良のアウトラインをか

かげる。

これによって，それぞれの生産増（こより， 総粗収益50億 9,882万円をあげ，

純収益として作付増 8億1,161万円，反収増14億5,371万円，合計22億 6,532万

円をあげることに見積られていた。

ところが3 この実施計画は，昭和36年になって一部が変更されてレる。す



なわち，当初の計画による支線

総延長約l,300kmは l,135kmとな

り，受益面積3万 3,000町歩が 3

万 675町歩となった。農地内容

としては潅萩畑が減少し，水田

が増加してし、る。

その後，本事業は完成をみて

いる。そこで，その現在の姿に

ついて，当初の計画に比べ，特

に相違してレる点、を注意 してみ

たいのであるが，次の事項が目

につく。

まず，用水の主幹部分である
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第 2表土地開発の効果

（単位町歩）

地目別 ｜現 況 ｜事 業
｜ ｜完了後

9,090 2,296 

水田 2計毛作田 7,361 14,424 

16,451 16,720 

。 13,492 

畑 無計t護措正畑 11,343 83 

11,343 13,575 

。 2,765 

樹園地 無1計監獄樹園地 2, 152 11 

2, 152 2,776 

山 林 原 野 等 3, 125 。
メ広〉ヨ、 計 33,071 33,071 

が，この部分については牧尾ダム，取入施設，幹線水路などみな当初の計画

どお りに実施されている。が，30m3/secの取入水量を実際需要地域に配水さ

れるための支線が幾度か変わっている。当初の l,300kmが l,l 35kmになった

ことは前に述べたが，その後さらに約 l,lOOkmに減じられている。したがっ

て，水はこの支線から分線，派線，支溝というように分かれて面としての実

際の農地に水は流されるのだ。したがって，その受入耕地の広がりが結局は

変わってくることになる。さきに述べたとおり，受益面積の 3万 3,000町歩

が次し、で 3万町歩になったのが，さらに昭和37年12月になって 2万3,000町歩

になってし、る。これは，農地の背後地が漸次宅地化していくところ，または

工場用地の成長にかかわると ころなどが出てきたため，農業用水需要減から

くる支線カットに原因がある。したがって，現在ではこの 2万3,000町歩こそ

が直接に農業用水を求める農地面積だということになるのだ。つまり，この

農地の所有農家だけが，愛知用水の水を 1反4万5,000円の負担金で買い取る

ものと見ていレ。ところが，ある方面ではこうし、ってレる。昭和38年の実績

でみると，愛知用水の水を受けて，濯殺した農地は l万町歩ぐらレではない

だろうかと。こうなってくると， また大きな問題である。

こうみてくると，愛知用水の受益面積，し、いかえれば，愛知用水のマーケ

ットは，今日まで次第に縮小してきた。これは事実である。したがって，こ



86 

の事実から考えねばならなレし、ろいろの問題がでてくるように思う。勿論，

愛知用水事業は公共性の高い事業である。しかし，やはり 1つの投資なので

ある。しかも世界銀行の借款もその中にはいっており， 423億の投資につい

ては，その償還がつきま とっている。この事業を水の生産事業だとするなら

ば，その用水に対する消費市場の消長は重大な問題でなければならなレ。 と

し、うのは，この投資が妥当であり，その効果が十分これを賄いうるかど うか

の問題にこれがつながるからであるのだ。

ここでこの愛知用水の背後関係，つまり愛知用水が兼山から知多半島に通

ずる水路にふれる地帯と，その地帯をとりかこむ地域環境の動きに目を向け

てみたい。

そこでまず自につく ことは，この地域の人口の動きがどうなってし、るか，

ということである。昭和25～30年の全国的な人口の動きには7.3%の増加があ

った。それが同30～35年には4.6%増となっている。 この全平均値に比べて愛

知県の動向をみる と，それぞれ 11.l%, 11.6 %とし、う増加率を示している。

特に名古屋市では23.4%,19.1%の増加率である。

愛知県には， 23市と83の町村があるが，名古屋市を中心と して35km圏 （通

勤圏）の内ではし、ずれも増加し， 35km圏外ではし、ずれも逆に減少をみせてし、

る。名古屋市およびその周辺部は，35km圏外の人口を（さらに県外からも）吸

収 した恰好になってレる。 特に名古屋市の北区は 31.4%，南区は 29.8%，港

区は 24.6% というように人口は激増している。これは，この地区が工場の集

積地帯になっていることからきている。

さらに名古屋市の北東部の守山市 （29.4%). 旭町（35.7%）は県下でも最高

の増加率を示しているのに気がつく。また，南東部の鳴海，豊明，大府， 有

松などの増加率も高し、。 これに次ぐのが一宮を中心とした織物地帯，小牧，

春日井，瀬戸などの工業化地帯，いわゆる周辺都市の人口増加が大きし、。

愛知県を大きく地域的に眺めてみる と， ここ 10年間の人口流動は，三河山

間山麓地域と沿海部だけが人口の減少地域であって3 これを除く他の大部分

を占める地域は，人口の集積増加地域であった。しかも，昭和25～30年まで

は，名古屋市内外の地域に人口は集中し，その後同30～35年になると，その

外縁，周辺部地域と衛星都市圏に集中化を拡大していった。交通施設の整備

に伴って最近は通勤圏を次第に拡大しているが．名古屋市に通勤する人の約
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第 3表産業別就業者の推移，伸長率

昭和25年 ｜ 昭和30年 ｜ 昭和35年 ｜ 昭和30年 I 昭和35年

万人 万人 万人 % % 
総 数 47.2 173.7 213.4 118 0 145.0 

第 1次産業 52 6 45 9 40 4 87.4 76.7 

第 2次産業 47.0 65.4 94.0 139.1 199.9 

第 3次産業 47 6 62.4 79.0 131.1 166.0 

出所 『愛知県新地方計画の概要』昭和38年。

90%が半径30km圏内の者であって通勤所要時間 1時間以内とL、う者は全体の

64%だとし、う。

これは，中京地域の工業化が， L、かに急速，顕著であったかを物語ってい

る。 L、し、かえれば，名古屋市および周辺地域は，工業化の展開に必要な労働

力人口をその外縁農村地帯から年々吸収しつつ．けた，ということである。

そこで以上の趨勢をとりまとめて，愛知県の産業別就業者数の推移として

第 3表を掲げる。

これをみると，経済の高度成長の過程が，いかに飛躍的な伸びをしたかが

わかる。雇用についてみると，昭和 25～30年には年平均 5.3万人の増加のも

のが，同 30～35年には年平均 7.9万人とし、う急増であった。このように雇用

者の需要が急激にふえてレるが，特に女子では昭和25年に比べ同35年には 2

倍以上に高まっている。

以上のように，労働力人口の流動は非常にはげしかったが，それは，工業

化を中心として展開された中京経済圏の開発によるものであった。 この地域

社会の経済開発が，特に朝鮮戦争以降，さらに昭和30年前後から躍進したこ

とは，その誘致工場の数によってもわかる。すなわち，昭和31年には20，同

32年には34，同33年には52，同34年には69と工場の新設は年ごとに増えてい

る。そdうちでも繊維工業，化学工業，機械工業の進出が目立った。

このような背景の前に，愛知用水事業は前進していったのである。したが

って，その関係する地域において，水資源の総合開発とし、う産業要素が， 直

接または間接に，どのような感覚をもって受け取られたであろうか。総合的

地域開発の観点からいえば3 まさにこれは，その地域の先行投資的役割を果

すべき位置におかれたといえなし、だろうか。

それはさておき，こ うした地域産業の構造変化が，従来の農業地域に対し
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て大きく影響したであろうことは，説明するまでもあるまし、。そのはね返り

の姿を 2つの視角からとらえてみよう。その 1つは兼業農家の増加とL、う一

面，その 2つは農地転用の増加とし、う面である。

農業労働力の吸収が通勤圏内において激しく進行することは，農家が兼業

化を通じて他部門に労働力を提供するという形になる。中京工業圏の進展に

比例 して，周辺地域農家の兼業化が多くなるのは当然の姿であろうが，その

動きがはげしし、。愛知用水受益地域が 2,3年前は70% とし、われた兼業率が，

今では85%に上昇しているので，また，この傾向を平面的にとらえればこの

兼業率は工業化の旺盛な地区を中心として外延的に低下していく姿になる。

例えば，三好町が49%であり，日進町が76%，守山市が87% とし、う分布がこ

のことを示してレる。が，総じて，愛知用水関係地域の大部分が，中京工業

圏のセンタ ーから半径35km・の圏内に包括されることから，愛知用水関係地域

内の兼業率が年々高くなってし、くことは否定できなレ。

その結果として，農家所得は増大するであろうが，農業所得は相対的に低

下を招くことになってしぺ。そしてその方向は 2次的に農地転用というとこ

ろまで導いていく。

この傾向を事例的に取り上げてみよう。

愛知用水の受益地域のうち，最もこの事業に熱心であり，農業の振興に努

力 している三好町にスポッ トをあててみよう。 この町は畑が大部分で，水田

（平均0.7町歩）は少なL、。営農規模は平均 l.17町歩， 3町歩以上は全体の10% 

あまりである。ここでの農家所得を経営規模別に第4表にかかげる。

三好町は．専業および農業を主とする農家が全人口の 76.6%を占める純農

村である。しかし，名古屋市，豊田市，刈谷市など中京経済圏の工業都市に

とりかこまれているので，農業地域，住宅地域，工場地域と区域を定めて土

地利用に秩序をたて，条例によって工場誘致を行なってし、る。愛知用水事業

の完成によって未墾地の開発，水田の区画整理など生産基盤の整備事業をす

第 4表経営規模別農家所得

経営規模 0.5町歩以下 0.5～1.0町歩 1.0【 d l.5町歩

産量 業 所 f尋 30.0千円 38.0千円 33.0千円

E是 外 所 得 36.4 26.0 4.95 

メa 言十 66.4 64.0 37.95 



藤村水資源開発事業と地域経済開発との相関性について 89 

すめ，営農の構造改善を行なってその近代化に熱意を傾け，都市近郊農村と

しての充実安定を図ってし、る。だがそれにもかかわらず，零細農家は勿論，

中規模農家の兼業化傾向がみえてきている。しかし，農業の担レ予を育成す

るために，青年建設斑をつくって営農技術の研修をやって成果をおさめてい

る。しかし，これも昭和37年には30名，同38年には20名と多少研修希望者の

減る気味がある。土地所有権の移動は，農地聞にはまだ見られないが，住宅

地への転用はここでも多し、。このようなことから，営農上の労力不足が現わ

れ，それが農業所得の相対的減少となってし、く。 この後始末を営農構造改善

と協業組織でどのようにカバーしていくかが問題だといっている。特に農業

近代化のための団地化，そのために必要な権利の整理が最も困難な問題であ

るようである。

ここでふたたび全般の問題にかえろう。 愛知用水事業の関係地域におレて

農地転用がどのような傾向にあるか，これをみるために第5表をかかげる。

このように農地転用は連年増加の一途にあるが，さらに最近でははなはだ

しい増加をしているようである。この転用と密接な関連をもってくるものが

その土地価格なのであるが，農地の転用価格を全国的にみると，東海地域が

一番高い。昭和35年度の反当転用価格は，自では全国平均44万4,142円なのに

対して，61万1,032円，畑では全国平均38万1,441円に対して， 58万 9,608円と

なっている。しかもこれは，前年度より目では15万2,532円，畑では 7万2,691

円の値上がりである。このような転用農地を件数でみれば住宅敷地になるの

が最も多くて65%，次が工場敷地で13%であるが，面積では工場敷地が49%

で最高，住宅敷地が29%となっている。工業化開発の影響がし、かに周辺地域

の農地を撹乱してレるかがうかがわれる。

以上のような農地転用には，農業委員会への手続が要求される。したがっ

て最近では何らの法的規制をもうけなレ山林の地価の高騰が最大であり，次

いで畑，最低は水田の順序だとL、う。 ms表農地転用

土地の移転を愛知県全体としてみると

三河山間地域や渥美半島方面は少なく
積

反

知多半島方面（まはなはだしし、。しかも 昭和 31 3,485 571 

最近の移転には土地ブローカーの介入 32 4,362 655 

も多く， その移転の頻度も高い。
33 5, l 03 738 
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愛知用水の受益対象として計画に取り入れられた農地が次第に縮小 してい

ったこ と，すなわち，濯液用水と してその水を使い，より高い農業生産性に

よってその所得をあげよう とし！意欲が薄れていったこと，このことの背後

には，実は以上述べたような社会的，経済的構造の変化が慌しく進行してい

たのであった。

愛知用水は， 1つの水資源の開発事業として，水不足地帯に農業用水を供

給する他，その一部を上水道， 工業用水として都市用水に向け，また発電に

も使用するとし、う総合多目的な性格をもってし、た。その意味におし、て， 7j(を

要素とする経済開発の促進剤であり，地域経済の構造改善を推進するもので

あった。したがって，その主目標は農業経済の生産基盤を強化するためのも

のではあったが，結果的には3 その関連する地域の経済構造を高度化し，中

京工業圏形成 ・促進のため，その一翼を担なう役割を果すことにもなった。

そのため，工業化を中心とする中京経済圏開発の成果は，愛知用水地帯の

産業構造を反作用的に変貌さすことに作用したともいえる。そして，第 1次

産業としての農業部門から，その労働力も，その生産用地も，第 2次産業部

門に流動させる助けになったとも見なされる。その流動は 1つの社会構造の

成長発展の過程と して，それは当然にたどるべきサク セッションの姿であっ

たのだ。

愛知用水事業の当初の主目標からすればそれはま ことに予期せざる結果，

L、な多少の予見はあったとしても，これほどの加速をもって変質させられる

とは思わなかったのではあるま いか。そして，その環境の変化は，ある部分

はその因を自ら創 り，そして，そのはね返りを母体自らが被らなけれ（まなら

ないことになったのである。

昭和38年に作成された愛知県新地方計画によると，その産業別生産所得を

第 6表のように見積っている。

第 6表産業別生産所得，伸長率

｜基準年次 1昭和31～33年 昭和40年 昭和45年 昭和40年 昭和45年

億円 億円 億円 % % 
総 数 4,583 12,896 18,419 281 3 401.8 

第 1次産業 430 540 613 125 5 142.4 

第 2次産業 l ,939 5.828 8,559 300.5 44 l .4 

第 3次産業 2,214 6,528 9,248 294.9 417.7 
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第 7表愛知県地方針函主要指標，伸長率

｜ 晶君主弘 ｜ 昭和40年 ｜ 昭和45年 II~ 昭和45年
総 人 ロ 394万人 468万人 533万人 118.8% 135.3% 

就 業 者 総 数 186 257 298 137.9 159.9 

第 次 44 34 29 78.5 67.3 

第 2 次 73 122 150 166 5 204.9 

第 3 次 69 l 01 118 145.3 170.8 

工業生産額 9,252億円 29, 180 43, 115 315 3 466 0 

電 カ 需 要 58億kW 133 204 226. l 347.9 

工 業用水量 149万m'/doy 618 978 414 8 657 l 

内陸工業用地造成
（昭36～40年）（昭36～45年）

3,294万m' 5,392 

臨海工業府地造成 1,917 3,975 

中京経済圏は最近まで臨海

工業地帯に重点をおき，土地

造成，用水確保その他の立地

第 8表県外労働力受入状況（昭和36年）

中学校一般｜｜ ｜ ｜季 節｜労働者

数 I29,264 I 11,280 
条件の供与を通じて工場の誘

受入地方別構成比

致に成功してきたが，今後は東 北 1 6β（%）1 13.7(%) 

さらに，これと併行して，内中 部 I20.7 I 19.8 

陸工業地帯の育成助長を意図四 国 1 8.7 I 4.9 

九 州I s1.2 I 46.8 
し，臨海工業立地の拡大整備山 ｜ ｜ 

の推進に内陸工業の拠点開発 出所『愛知県安定行政業務統計』。

4,998 

9.8(%) 

69.7 

8.1 

9.6 

をあわせて， 広域経済圏の形成に意欲を示している。この計画の要項は第 7

表のとおりである。

中京経済圏の外部経済のもつ魅力の指標を労働力需要に例をとって示して

おく。

これは，中京経済聞の労働需要が県内だけでは充足できず，中卒および一

般労働力の大半を遠く九州方面から，季節労働力の大部分を，中部地方から

吸収していることを示している。したがって，県内の農業地帯からの労働力

吸収が今後も引き続き強化され，農家の兼業率もさらに高まることであろう

し，農地転用の増加傾向也依然として続くであろうことを予測させるので

ある。

経済環境のこのような変貌傾向は，また愛知用水の水分配に関しても，さ
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第 9表愛知用水の用水需要量 （単位 m3/sec) 

将 来 需 要 量

用 水 Bリ 現在利用益
昭和 40年 昭和 45 年

全
総 量 289.20 359.19 426 26 

農業用水 最大 256.48 最大 260 48 最大 266.51

域
工 業 用水 24.26 75 19 122.44 

水道用水 8.46 23.52 37.31 

木
東急 量 136.23 190.95 242.15 

曽
農業用水 最大 111.00 最大 115.00 最大 117.08 

Jll 
工業用水 18 05 56.05 95.26 

水道用水 718 19 90 29.81 

らに影響をおよぼすことであろう。すでに，愛知県としては新地方計画にお

いて，その用水需要量を次のように考えている（第9表）。

当地域の工業用水は今までその大部分を地下水に依存していた。しかし，

臨海地域では，地盤沈下防止のため，南部地区を地下水規制地帯に指定して

いる。したがって，今後の都市用水は，表流水にその主体をおかねばならな

い。そのため新地方計画の実施においても，総合利水計画の実施設計が必要

となり，新たにその着手にかかろうとしている。それはそれとしても，すで

に現在南部臨海工業地帯の新設工場への水需要もあり （例えば東海製鉄の要求

3 m3/sec），近く lOm3/secの水が必要とされているので，このうち 6.5m3/secを

愛知用水に求めてし、る（残る 4m3/secは木曽川河口極の実施により供給）。

また他方， 名古屋市の人口増加も大きく ，昭和35年の 168万人は本年 1月

に 188万人となっている。年増5～6万人である。したがって昭和45年には

200万人を突破しそうな勢いである。さらにまた尾張地方一帯でも120万人に

増える見込のため，これらの都市が要求する上水道用水は大きい。名古屋市

だけについても今後さらに 7.62m3/sec，犬山，旭で 1O. l 5m3/sec，程度の用水

が要るとし、われてレる。

愛知用水をとりまく社会環境の変化は今日にし、たるまで相当に大きく，そ

の主目標をゆり動かしてきたが，その動きは今後ともなかなかおさまりそう

にはないようである。

以上をここに総括すれば，愛知用水事業の推移とその背後地域の構造変化
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とを，その相Eの有機的相関としてと らえてみるとき，それは愛知用水事業

を含む広域経済構造の高度成長過程の生の姿とみることができょう。

愛知用水事業は，たとえその主目標を農業の発展向上においたとしても，

それは関係地域に対する 1つの先行投資であった。したがって，それは水を

要素として関係地域の経済開発に貢献するところは大きかった。それは外部

経済的条件をプラスとして提供するものであった。勿論，農地の開発整備も

進展強化されたにはちがし、ないが，用水を通じて，その地域の経済環境と生

活環境とが改善され，立地条件の価値を高めることになったことも事実であ

る。それらが，有機的に，地域産業構造の近代化進行を促進し，労働所得を

通じて就業構造を変える潮流を発生させたともし、える。

これは愛知用水事業が従来の経済環境に対して撹乱作用を発起させたため

に起こった現象であり，これを発火点として構造高度化への連続反応が起こ

り，成長コースにそって活動をつづけることになった。そして今も続いてい

るのである。これは外部経済のもたらす効果がフラスの面と 7 イナスの面と

が均衡するまでつづくであろう。現在の動態から判断すれば3 この地域の外

部経済は，企業に対してなお，その集積的魅力を感じさしているように思え

ることから，その構造連続は，作為的作用のなし、かぎり，当分停止すること

はないのではあるまし、か。

しかし，現在までたくましく成長してきた名古屋市を中心とする工業経済

圏が， 一方では外延的広域機構に拡大しつつ，他方ではその中心部において

外部経済のマイナス面を都市問題として発生させ始めていることも見逃すわ

けにいかない。

ここに広域経済圏の形成が，全国的な総合開発計画と地方的，地域的な総

合開発計画との関係において構造的に調整せねばならぬ問題時期に入ってき

たことを暗示している。

そこでふたたび問題を愛知用水事業自体にしぼって考えたい。今，本事業

を結果的に総覧すると，地域開発の先行投資としての役割を大きく果たして

はいる。だが本事業そのものの立場からし、えば，総合開発政策の 1組成要因

ではなく， 特定目標の下に別途に発足したものであった。 ところが． この

特定目標である農業の諸条件は，環境の変化によって大きくゆすぶられてし、

る。したがって，その投資効果にまつわる諸要件を逐次変更せねばならない
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羽目になってきたのであった。これは本事業にとって，重大な問題といわね

』まなるまい。

しかしこのような事態は単に愛知用水事業だけの問題ではなし、のではある

まいか。これは今やようやくその批判姐上にのぼりつつあるわが国の開発政

策全体に関連する問題なのであって，乱脈，無秩序な現在の開発政策に対す

る重大な法制的課題であり，社会的，経済的課題とし、うべきものであろう。

莫大な資金を要する国土開発事業なるものが，真にその効果をあげ，国民経

済の向上と地域住民の福祉に寄与するためには，その企画と実施とをいかに

総合し，いかに調整すべきかの問題として，真剣に取り組まねばならない国

家的課題である。そこには制度上の問題もあり，予算上の問題もあろう。大

きく行財政上の問題としてしぼられるかもしれない。

群馬用水事業の発足にあたって，愛知用水に想、をはせ，これら開発政策に

まつわる諸般の問題をどのように考えればよいのであろうか。問題を提起し

たいと思うのである。

（財団法人理化学研究所）
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