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工業用水行政の現状と今後の課題（］［）

諸富忠男

6. 工業用水源問題 （その 1) 

( l ) 工業用水源の現状と問題点

(a) 工業用水需要の増大

わが国産業とくに，用水多消費型産業である重化学工業のウェイト の増大

によって，今後の工業用水の需要は，ますます増加を続けるものと思われ

る。

最近，昭和46年度工業用水需要見通しを試算したところ， 85,496千m3／日

とし、う数値が得られた（注）。

（注〉 これは，製造業生産指数40年度179.2(35年二l00〕，今後の伸び率11.0%

とすると，昭和46年度の製造業生産指数は，

179.2×（l +0.11戸＝179.2×1.87=335.1

となる。

そして，製造業生産指数と工業用水使用実績の相関関係を最小白乗法！こ

より求めると，

y =236.3 x 6,311.7 
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という式が得られるc この式により 昭和46年度工業用水の需主主量は，

Yニ6,31l.7+236.3×335.l 

二 6,31l.7+79,184.13 

二 85,495.83

となる。

( b) 変化する工業用水源

しかしながら， 工業用水の供給側の状況は，年々．変化の一途をたどって

いる。

すなわち，

(I) 地下水は，主要工業地帯においては，地盤沈下防止などのために，

その使用を制限しなければならない状況にたちいたっている。

( II ) 河川水についても，たとえば，都市周辺の中小河川 を開発しつく

し，今日では，その用水供給源を 利根川 ・淀川等大河川に求めざるをえな

し、状況にある。

しかしながら，主要河川については，既存の水利権が錯そうし，また利害

関係も広範にわたっており，そのままでは，利用できない状況にある。

次表のごとく，河川水については，すでに手近なものは，取尽きれ，全国

にみると渇水期には，既存水利権は，河川の流水量を上回っているといわれ

ている。

( c) 工業用水水源別供給の見通し

ところで，以上のごとく，需要は，今後とも，重化学工業の増大によっ

て，伸び続けることが予想されるにもかかわらず，水源の方は，地下水，河

川水ともに悪化の一方をたどっているなかで，どのようにして，増大する需

要をまかなっていくのか。

河川水利権と全国河川渇水量

全国河川 水利権

農 業 周 水

上 水 道

工 業 用 水

河川維持用水

全国河川 渇水量

3, l 90m>/S 

2,500 II 

90 II 

130 II 

470 II 

2,860 II 

これに対して，われわれ

は，およそ昭和46年度にお

ける工業用水水源別供給を

つぎのように見込んでい

る。

( I ) 上水道
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昭和37年度実績一一3,069千m3／日 1
J年平均148千m3／日の増加

昭和39年度実績一一3,365千m3／日 j

したがって，

昭和46年度見通し一一3,365+148×7=4,401千m3／日

( ］［）河 川 水

昭和37年度実績一一10,580千m3／日 1
ト年平均327千m3／日の増加

昭和39年度実績一一11,233千m3／日 J
しずニカ：って，

昭和46年度見通し一一11,233十327×7=13,522千m3／日

( IH）地下水

昭和37年度一一11,092千m3／日）
f年平均1,558千m3／日の増加

昭和39年度一一14,207千m3／日J
地下水の伸びは，今後は従来の 8割程度となることが見込まれ，

1,558×0.8= 1,246千m3／日の増加とすると，

14,207 + 1,246×7=22,929千m3／日

工業用地下水から，工業用水道水へ転換が見込まれる量を 2,048千m3／日と

すると，

昭和46年度見通し一一20,881千m3／日

(W）回収水

回収率は昭和37年度は， 27.8%であったが，昭和39年度には 31.5%と伸び

ており ，昭和46年度には， 35%程度に達するものと思われる。

昭和46年度見通しー－85,496×0.35=29,924千m3／日

( v) 工業用水道

昭和46年度全需要量一一85,496千m3／日

回和46年度における工業用水道以外からの供給量一－68,728千m3／日

{( i )+(ii）＋（皿）＋（iv)}

し7ニカ：って，

昭和46年度工業用水道に依存する水量は，

16,768千m3／日

以上のようなごく大ざっぱな見通しをベースに，今後の供給対策を考えて

いくわけであるが，この場合，とくに，公共投資などとのからみで，問題に
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なるのは，（『）の工業用水道についでである。

つまり，これについては，工業用水の豊富かつ低廉な供給を確保するため

に，昭和31年以来，国庫補助金を投入して，その建設の促進を図ってきたと

ころであり，今後とも，工業用水の増大する需要をまかなうためには，工業

用水道の建設の重要性が増大してくるわけである。そこで， 昭和 42年度か

ら，昭和46年度までの工業用水道建設の必要量を試算するとっき、のとおりで

ある。

( d) 工業用水道建設必要量

(I) 必要水量

昭和46年度まで；こ供給すべき工業用水道水量一一16.768千m3／日

昭和41年度末給水能力一一一l0.181千m3／日

昭和42～昭和46年度建設必要量一－6,587千m3／日× 1. l （.余裕分） =7.246千

m3／日

( IT) 必要建設費

昭和40年度時点の建設単価一一21,800円／m3／日

昭和42～昭和46年度建設必要額一一7,246×21,800二 1,580億円

( lll ) 積上：ずによる工業用水道建設計画

(I)（］［）乞個別的，地域的に積み上げさ らに，ニAL生年度別時系列的：こ

とらえてゆくと，およそつぎのようになる。

｜ 建 設水量 建設費

昭和 42 年度｜ 1,670 千m＇／自 26,600 100万円
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このように，ここ 5年聞に，工業用水道建設については，水量で，7,330千

m3／日，建設費：こして， 160,100百万円 としづ膨大な水量，建設費の確保が必

要となっている。

( 2) 工業用水源確保のための諸対策
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豊富かっ低廉な工業用水を確保するためには，とり もなおさず，豊富かっ

低廉な水源を確保するニとが必要である。

とニろが，既述のごとく，水源の確保は，年々困難となってきており，こ

れに対する諸対策を通産省において，また，各省相協力して，講じてきてい

る。そして，今後とも， より有効適切な措置を講じるのでなければ，この問

題は，解決しないであろう。二のような認識のもとに，過去，現在，将来に

わたって，手をつけ，または手をつけようとしている施策の概要，その位置

づけ，問題点［等々をごく大ざっぱに概述し，参考に供したL、。

( 3) 地下水の有効利用

(a) 地下水使用の現況と問題点

(I) 地下水は水質が良好で，水温が年中不変（15～16度） とL、う優れた

性質をもち，採取が容易で，安定しているため，工業用水としては非常に適

した水資源である。

このため，その使用量は年々増加している。昭和33年における工業用地下

水の使用量は， 780万m3／日に対して，昭和39年度には1,421万m3／日 （昭和33年

対比183%）となっている。

これは所得倍増計画作成時に予想した昭和 45年度の地下水使用量 (800万

m3／日〉を大幅に上回わるものであり ，工業用水使用総量（淡水，以下同 じ）中

に占める地下水の比重は，昭和33年度が33%，昭和39年度30% とあまり低下

していない状況である。

( II ) 新工業地帯における地下水使用量の著増

これを地域別にみると，工業用地下水の汲上げは，大都市を中心とする既

成工業地帯から，j斬次， その周辺部や新しい工業地帯に広まっ ている。

既成の 3大工業地帯（京浜，阪神，中京）では，早くから大量の工業用地下

全国の工業用水使用の変化（淡水）

(A〕 I ( B) 
工業用水使用量｜地下水使 用 量

(B/A) 
地下水の比重
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3大工業地帯における工業用水使用の変化

(A) 〔B〕
工業用水使用量 地下水使用量

8,429 千m＇／日 1,281 千m＇／日

39 年度 8,707 千m＇／日 2, 170 千m＇／日

伸び率 253.9 % 169.4 % 

(B/A) 
地下水の比重

37.4 % 

24.9 % 

水の汲上げが行なわれ，各地域とも，地下水源の枯渇や地盤沈下が現われて

おり，これらの地域は，比較的早くから工業用水法（昭和31年制定）によっ

て，工業用地下水の使用が規制される地域に指定されている。

3大工業地帯においては，工業用水需要は昭和33年度から，昭和39年度ま

での聞に， 154%伸びたが，地下水使用量は 69%の増加に留っており，工業

用水使用総量：二占める地下水の割合も，昭和33年37%から昭和39年度：こは25

%へと低下している。

これに対して，近年工場の進出のいちじるしい大工業地帯の周辺部や新し

い工業地帯では，工業用水の需要の増加とともに地下水の使用量も急増して

いる。

すなわち，周辺部，新工業地帯（千葉地区，八王子 ・昭島地区，相模原地区湖

南地区，大垣地区，西遠地区， 駿河湾地区， 衣ヶ浦地区， 東播地区， 赤穂地区）で

は，昭和33年度から昭和39年度までの聞に，工業用水使用量は， 112%増加

したが，工業用地下水の使用量も 104%も増加している。これらの地域にお

げるこの間の工業用地下水使用量の増加は， 179万m3／日｛こもおよんでおり，

実：こ全国の工業用地下水使用増加量の 3割近くまでを占めている。

また，これら大工業地帯の周辺部や新しい工業地帯での工業用水使用総量

中lこ占める地下水の比重は昭和33年度には， 57% と全国平均（33%）を大き

く上回わってし、たが，昭和39年度でも， 54%であり，非常に大きい。

これらの地域には，今後も急速な工場の進出が予想され，このまま放置す

れば，地下水の汲上げ量は大幅に増加し，地下水源の枯渇の危険も考えられ
~ 

Q 。

( b) 地下水利用適正化の必要性

(I) 地下水は優れた地下資源であり，その利用はわが国産業の発展；こと
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って，必要不可欠である。 しかし，地下水は無限にあるわけではなく，その

無計画，過剰な汲上げは，地下水源の枯渇を招き，その地域の産業と住民の

生活とに重大な打撃を与えることになる。地下水が枯渇してきた場合，（ィ）当

該工場自体にとって井戸の掘換えや工場の水源転換などに伴う莫大な追加投

資が必要となるばかりでなく，（ロ）既存の地場産業に対する影響，け農業生産

に対する影響，（斗住民の生活用水などに対する影響などその影響は，きわめ

て広範囲におよぶ。

さらに地盤の軟弱な地帯では，地盤沈下という取りかえしのつかない永年

災害を惹き起こし，国土と財産と時には人命にさえも，重大な損失を与える

ことになる。このため，防潮堤の建設や土地のかさ上げなどの後向きの経費

もぼう大なものとなろう。

このように，無計画な地下水の利用はきわめて高価な代償を要することに

なる。また，同じ帯水層への井戸の集中や，井戸の密集などによって，地下

水源の枯渇や井戸の相互干渉を一層激しいものにしている例もみられる。

このような被害をなくすためには，工場の進出が進む前に，その地域全体

として，地下水の利用について，適正な計画を樹立して，無計画な汲上げを

規制する体制を整備しておく必要があるわけて、ある。

(II) 地下水の過剰l揚水のもたらす重大な被害にかんがみ，工業用地下水

の過剰汲上げを規制し，地盤沈下を防止するため，工業用水法が制定されて

いる。
（注）

これによって，特に地盤沈下の現象の顕著な全国12地域が指定されて，工

業用地下水の採取が規制されている。これらの地域では，それぞれ一定の技

術上の基準を定め，これに適合しない工業用井戸の新設を原則として禁止す

るとともに，工業用水道の完成に伴って，既設の工業用井戸も工業用水道水

などに強制的lこ転換するこ とになっている。この結果，すでに転換の終った

大阪市西北部や尼崎市南部では，地下水の汲上げ量は大幅に減少し，地盤沈

下の進行速度も急速に緩和されきている。

しかし，現在の規制はあくまでもすでに地盤沈下等の重大な被害があらわ

れている地域に限られており ，かつ，地域の指定も工業用水道の敷設が前提

となっている。

したがって，現行制度によっては，新しい工業地帯における地下資源の枯
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渇，地下水位の低下，塩水混入あるいは，地盤沈下などを事前に防止するに

は，不十分であり，工業の新しい地域への進出が急速となった今日において

は，十分でない。

このため，新たに工場の進出が急であり，工業用地下水の汲上げが急増し

ており，地下水源の枯渇のおそれがある地域については，事前に， 当該地

域の地下水，地質の状況を詳細に調査し，地域全体としての地下水の適正利

用についての計画を作成し，これによって，地下水の過剰汲上げによる公害

の事前防止と産業の適正な発展を図ることが必要である。

（注〉 現在，工業用水法の指定地域となっている地域Ii，埼玉県南部（川口市 ・蕨

市 ・草加市等〕・東京都江東地区および城北地区 ・川崎市東部 ・繊浜市東部 ・名古屋

市南部 ・四日市市東部および楠町 ・大阪市の大部分 ・尼崎市 ・西宮市南部・伊丹

市 ・大阪府北摂地区および大阪府東部地区の12地域である。

( c ) 地下水利用適正化の具体策

(I）調 査

地下水の利用適正化を行なう地域では，通産省において当該地域の地下

水，地質の状況を組織的，科学的に調査を行なうとともに，工業用井戸の地

下水使用状況，井戸の構造などの現況調査を合わせて行なう。

( II) 地下水利用協議会による調整

適正化地域には，当面，地元企業代表，地方公共団体，通産省，学識経験

者などを構成メンバーとする地下水利用適正化協議会を設け，いわば，官民

協調方式により，およそ次の方法によって，地下水利用の適正化を図る。

付）上記の調査に基づき，地域別の「地下水適正利用計画」を作成する。

刷 新た：二工業用井戸の使用を開始しようとするものは，事前にその使用

計画などを届出報告する。

付 新たに工業用井戸の使用を開始する者の使用計画などが，当該地域の

地下水適正利用計画といちじるしく反し，他の地下水利用者や住民に大きな

影響を与えるおそれのある場合には，その計画の変更を行な うよう指導すで

る。

これによって，当該地域の地下水源の保全をはかりつつ，より多くの地下

水資涯の有効な利用，適正な利用を図るとともに，当該地域の公害なき産業
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発展を確保する。

( lH ) 地下水適正利用計画の具体的内容としては．

（イ） 地下水の水脈別帯水層別の安全揚水量

（司井戸の安全間隔

判 1井当りの揚水量

などが定められる。

( d) 「地下水利用適正化地域 ’について

( T) 「地下水利用適正化地域」の要件

「地下水利現適正化地域Jの指定に当たっては，

（イ） 工場の進出が急速で，地下水の揚水量が急増しつつあり，また．今後

も増加をつ／ずけることが予想されること。

（ロ）地下水源の枯渇の現象が現われ．地下水位の低下あるいは，塩水混入

などによって，当該地域の産業，住民生活に重大た彰響をおよlますか、また

' t近い将来およほすおそれがあること。

判現状では，工業は過密にL、とらず．地盤沈下の進行もいちじる Lくな

いので，直ちに，工業用水道を敷設 して全面的に地下水の揚水を規制する必

要は認められないこと。

の3点を勘案して行な可。

このような地域としては，静岡県岳南，新潟県上越．愛知県尾西 ・一宮，

兵庫県東播磨．富山県高岡 ・新湊，徳島県吉野川下流，佐賀県佐賀市付近．

静岡県西遠 ・中遠，等々全国で，現在のところ約40地区にのぼっている。

なお，本調査は昭和40年度から調査を始めたものであるが，1地区約 1,500

万円～1,600万円程度の国費をもってボーリングなどによる調査を行なうも

ので，今後は，地下水開発なと、の商で．全国的；ニ大きく貢献するものと思わ

れる。

［参考〕

1. 地下水の安全揚水量について

被圧面地下水

工業用等の深井戸で汲み上げてL、る地下水は，主としていわゆる被圧面地

下水である。これらの地下水は，主に山地 ・正陵地帯の降水が地表に露出し
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ている透水地層；こ侵入L，地層の傾斜にしたがって，地下深く流れ込んだも

のであり，地下：二入る：こしたがって，士や水の重力で，圧力をうけている。

このため，井戸を掘り抜くと水が上ってくるわけで，「被圧面地下水」と呼

(fオ1cl、る。

この地下水の流れは，透水層の方向や地質の形状によ って，一定の道筋

（水脈）がきまっている＝その流動速度は， それぞれの水脈とそれぞれを通

す透水層の地質や傾斜度，三ど；ニよって異なるが，流速の速い浦和水脈などで

は， l日lOOm以上司普通（工 （淀川付近や木曽川付近） 1日数米以下となってし、

る。

もっとも，この流速は揚水などによ って，下流の地下水圧が異常に低下し

た場合には，大幅二加速される ことがある。しかし，当該水脈の水圧や透水

層の地質等によって，ある程度以上は流れは早くならず，それ以上の揚水量

：こなると，地下水圧が低下 L，地下水位の異常低下 が現われ， それが進む

と，土地を支える圧力が減退して地盤沈下を惹き起ニすこととなる。

2. 安全揚水量の算定

安全揚水量の算定に，このような被圧面地下水の性質を利用して，次のよ

うにして行ーなうコ

付）揚水試験

揚水試験を行なって，湯水量と地下水位低下との相関関係を明らかにす

‘， 
’Q。

右図に示すように司通常一定限度の揚水量ま では，揚水量の増加と地下水位

の降下の長さとは比例的：こ動くが，揚水量が一定限度をこえると，それまで

の比例関係はくずれ，揚水量のわずかの増加に対して地下水位が大幅に低下

する異常低下が生ずるc図の屈折点に対応する Aが揚水量の限界であり，これ

を超えた揚水量 Bの揚水を行なうと水位が急速に低下し，過剰l揚水となる。

屈折点に到達する以前においては，

Q二 Ksh

の関係式が成立してL、るつ

Q二揚水景， K二透水係数（地質 ・水脈の形状等によってきまって L、る常数）．

5二地下帯水層の断面積， h＝水位の降下の

長さ
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揚水試験の結果，この関係式の根幹をなす透水係数 Kの値を確定すること

J：勺きる。

( 4) 河口湖開発

(a) 河口湖開発の必要性

日本の河川で，一般的lこL、えることは河状係数が大きいことであり，この

ため，豊水期にありあまる水を無効放流しながら，渇水期には農業用水でさ

え不足をきたすという不安定な河川使用が行なわれてきた。

一方，水の需要は産業の発展ととも：こし、ちじるしく伸びつつあり，ニ の需

要を充足するためには，河川の流出量を安定化し 「水を生み出すJ必要にせ

まられてL、ることは既述のとおりである。

日本全国の河川｜の有効利用可能量は， 2,000億t／年といわれている。

ところで，現在では比較的開発の進んでいる利根川，淀川についても，現

在の利用率は， 11～12%にすぎなL、。

これを数倍にあげるためには，多目的ダムや専用ダムをつくって，渇水期

の水を補充しなければならないが，河川の上流地点では，地形や地質の関係

で，効率のよいダムサイ トは限られており，利根川の例を採ると，現在実施

中あるいは計画中のダムが完成しても，利用率は40%に高まるにすぎない。

また，河川によっては，適当なダムがまったく求められない場合もある。

これに対 L，河口湖を開発するこ とによって，河川の利用率は飛躍的に高

めることができる。

たとえば，千葉県小植川の場合 40万m3／日の工業用水道計画に見合うダム

を築造すれば，年間放流量2.5億m3のうち， 1.5億m3を利用することができ

る。同じく多々良川，竹馬川についても，それぞれ年間放流量の40%, 59% 

に相当する 7千万m3, 3千 6百万m3を利用することができ，河川の利用率を

飛躍的に高めることができる。

このように，河口部で，経済的なダムが築造でき，河川の放流水を有効に

利用できれば，豊富低廉な水源の確保，工費の節約をはかることが可能とな

り，既存工業地帯における水源対策と新産業都市の建設や低開発地域の開発

において，多大な効果を期待することができる。

(b) 河口湖の利点
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河口湖（主上流ダムに比較して大規模な開発が可能であり，河川の水を最大

限に利用することがで主る。 しかも，河川の末端で．取水するから他の水利

権との競合がさけられる3 また，上流ダムにおいて．ダム開発のネックとな

るニとが多い用地買収や補償問題の解決も比較的容易 φであり ， しかも割安で

ある内

また．河口湖の締切堤（土高潮防禦のための海岸保全効果もあり，河口湖の

しゅんせつによって，思立地生造成することができるのご．埋立事業と相ま

って．総合的な計画として，用地造成 と用水対策合一挙：ニ解決することが －c
きる等，多くの利点をもっ－cL、る。

( c) 現在までの調査の成果

モデル河口湖調査は．河口湖開発調査委員会をifl心：こして，昭和39午度よ

り昭和41年度までの 3ヵ年計画で，総予算115,000千円（国貸55.300千円）で実

施してきたが，その結果，河口湖建設の可能性を巣，f：十るおおよその成果を

得るニとができた。その概要（よ次のと？ゴりであるc

( I ) 埋立地のなかに，貯水池をつくる様式の河口湖モは，埋立地として

利用される堤防の幅を 800～900mにとれば，海水の浸人を防ぐことが ・cき

る。

( lI ) 堤防が狭い場合，；，遮水壁を施工するニとによって，海水の侵入を

防ぐニとができる。現在一般に使用されている種々の遮水量の浸透を減ずる

効果｛°！：，施工条件によって左右されるが．河口湖の海水浸入防御のために

は， lo-5cm/sec程度の透水係数をもたせる必要があるつ

( Ill ) 池底部に砂の中に含まれている塩水が拡散してくる現象は，かなり

長期聞にわたるものであるが，拡散塩分量は，土壌の性質によって左右され

るが，絶対量はあまり大きくなく ，特に防止対策を講ずる必要はない。

(IV) 河口湖に侵入してさた塩分は，池の深さの 3分の 1以深にたまり，

k層の淡水と分離される。 ニの底部の高濃度塩分（土，風によって．かく乱さ

れるので，時々底部より排水を行なって，底部で，塩分濃度を l,000～2.000

ppmに抑える必要がある。

( d) 地点別河口湖調査

( I ) モデル河口湖調査は，一般的技術的問題を解明しようとするもの

で，昭和41年その成果がまとめられたが．現実に，河口湖が計画される地点
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：ニ(J:，その地点の地理的 ・地質的特性があって，それを調査して，基礎的研

究成果と結びつけて，具体的な計画が成り立つわけである。したがって，地

点別河口湖調査は，河口湖計画の地点別特性を調査 しようとするものであ

り，実施計画の前の段階の基礎調査として，その可能性に検討会加えるもの

で，必要欠くべからざるものである。

( TI ) 地点、別河口湖調査は，昭和40年度から実施されており，昭和40年度

は，千葉県小糸川，広島県芦田川の2河川，昭年41年度：こ：t， 静 岡 県大井

川，長崎県津水湾， 大分県大野川の3河川について，それぞれ 1河川［5,000 

千円（うち同費2,500千円）〈をもって調査を実施し，河口湖の基本計画を作成し

てきている。

昭和42年：二：；）＼、ては昭和40年度から継続で進められてL、る地点別河口湖調

査二重点をおき，コー重県鈴鹿川，兵庫県千樟川， 広島県芦田川， 山口県木屋

川，佐賀県伊ノJ_filの5地点において．河口湖開発の可能性を検討するとl<iJ時

；二，基本計画の作成合行なって，事業の推進を図るべく予算要求中であ0,

( 5 ) 水資源開発基礎調査

(a） 概要

水資源の開発利用の促進は，近付ー：ニおける産業経済のいわじるしい発展と

人口の増加， 集中等による水需要の急激な増大：二より，最も重要な課題とな

っCL、る ニとは既述のとおりである。

この事態：こ対処するため，昭和36午に水資源開発促進法および水資源開発

公団法が制定され，これら 2法：こ基〆）＼、て，政府は水資源の総合的な開発 ・

利用を促進する必要がある河川の水系について．水資源開発基本計画を策定

し，水資源開発公団はその基本計画に基， fく重要な事業の実施を担当するニ

と4こなってL、る。

ヒ記の水系指定およぶ基本計画の決定のために必要な基縫調査を各行政機

関－c-行なうことにな っており ，通産省：こおいては，昭和37年度から別表のよ

うに基縫調査を行なってさており ，llR和42年度においても 9水系13個所の基

礎調査を実施すべく 予算要求中’Cある。

（注〉 水資源開発促進法第 2条こ基礎調査〕「政府は，次条第 1項の規定に よる水資

源開発水系の指〉とおよび第 4条!:f,1；項の規定による水資源開発基本計画の決定のた
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め，必要な基礎調査を行なわなければならなL、c

2. 経済企画庁長官は，前項の規定により，行政機関の長が行なう基礎調査につい

て，必要な調整を行ない，当該行政機関の長（こ対し，その基礎調査の結果につい

て，報告を求めることができる。」

昭和42年調査予定地点（予算要求中）

〔石狩川水系〕

( l ) 小樽内川導水計画調査

( 2) 苫小牧地区工業用水道計画調査

〔阿武隈川水系〕

( 3) 鮫川分水計画調賓

〔利根川水系〕

( 4) 群馬西部工業用水道計画調査

( 5) 那珂川導水計画調査

〔信濃 ・富士 ・多摩川水系〕

( 6 ) 千曲川導水計画調査

〔木曽 3川水系〕

( 7) 東濃地区工業用水道計画調査

〔淀川水系〕

( 8) 琵琶湖周辺工業用水道計画調査

( 9) 南山城地区工業用水道計画調査

(l 0) 紀ノ川分水計画調査

〔江川 ・太田川水系〕

( 11) 太田川分水計画調査

〔吉野川水系〕

(12) 鏡川分水計画調査

〔筑後川水系〕

( 13) 裏門司苅田地区導水計画調査

水資源開発基礎調査費施行年度別一覧表（工業用水関係分）

昭和37年ー度

O利根川水系中川取水調査（3,374千円）権現堂用水路金利用 して，利根本川

から，中川：ニ導水し，東京城北，埼玉中央第 1各工業用水道に供給するた
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めの導水計画調査

O淀川7j(系琵琶湖地下水影響調査 （3,366.5千円）

琵琶湖の水位低下に伴う 周辺工場の地下水位におよほす影響調査

O長良川河口堰工業用水道調査 （3,254.5千円）

長良河口堰により，名古屋西部および南部臨海工業地帯，北伊勢臨海工業

地帯に工業用水を供給するための工業用水道計画調査

計 調査地点 3ヵ所 調査費 9,999千円

昭和38年度

0利根河口堰工業用水調査 （3,434千円）

印旗沼または江戸川を水源として，約 50万m3／日の水を京葉工業地帯：こ導

水する工業用水道計画調査

。小植川河口湖調査（2,450千円）

京葉臨海工業地帯木更津地区の工業用水を篠保するための河口湖基礎調査

O揖斐川工業用水道調査（2,038千円）

揮斐川総合開発計画のうち，三重用水と関連する工業用水道計画の調査

O淀川水系工業用水源調査 （2,202千円）

淀川水系総合開発計画の一環として，淀川下流中津川の河川維持用水 8

m3/sec会工業用水に転用するための基礎調査

0吉野川水系工業用水道調査 （3,185千円）

吉野川総合開発計画のうち，香川分水計画第2次調査および高知分水計画

による鏡川工業用水道調査

計 調査地点 5ヵ所 調査費 13,309千円

〔昭和39年度〕

0熊谷 ・川越地区地下水調査（2,297千円）

利根川水系における水資源開発計画を樹立するため，関東平野内陸部にお

ける地下水調査の一環として，熊谷 ・川越地区合調査するz

0琵琶湖地下水影響調査（3,754「円）

琵琶湖々面低下二ともな う周辺！て場の地下；Jくにおよほす影響調査

O尾張地区工業用水調査（3,489千円）

木曽川水系における水資源開発基本計画を樹立するための尾張地区におけ

る工業用水需給計画調査
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0徳島 ・高知地区工業用水道調査（4.034千円）

吉野川水系における水資源開発基本計画を樹立するための高知 ・徳島地区

工業用水道調査

0多々良川河口湖調査 （5.087千円）

筑後川水系における水資源開発基本計画を樹立するための筑後川分水に伴

う多々良川河口湖調査

計 調査地点5ヵ所 調査費 18.661千円

〔附和40年度〕

0木更津地区工業用水道調査 （3,816千円）

利根川水系にお：する水資源開発基本計画を確立するための，木更津地区に

対するi；業用水道調査

。揖斐川工業用水道調査 （徳山F’ム関連） (3,526千円）

揖斐川上流徳山ダム計画；こ伴う工業用水道調査

0琵琶湖周辺地区工業用水道調査（l,137千円）

淀川水系における水資源開発基本計画を確立するfニめの琵琶湖周辺におけ

る工業用水道調査

0江川水系備後地区」二業用水道調査（4,044千円）

江）｜｜生水源とする備後地域分水計画調査

0吉野川水系愛媛分水調査 （3.391T円〉（川之江 ・伊予三島地区）

愛媛分水に伴う川之江 ・伊予三島地区工業用水道調査

0筑後川水系福岡，北九州地区分水調査（8,863千円）

筑後川を水源とする北九州・福岡分水計画調査

0筑後川水系筑後 ・有明 ・佐賀東部工業用水道調査（l,350千円）

筑後川を水源とする同川流域工業用水道調査

0筑後川水系関連 ・中津工業用水道調査，筑後川から山国川への分水による

中津地区工業用水道調査（991千円）

計 調査地点 8ヵ所 調査費 27,118千円

〔昭和41年度〕

0吾妻川関連工業肘水道計画調査（3,428千円）

工業用水源としての吾妻川の水質の解明と吾妻川立水源 ζする渉川 ・高崎

• lilJ橋地区へのじ業用水道基本計画策定のための調査
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0徳山ダム一一三重用水関連工業用水道計画調査 （6,342千円）

徳山ダムを水源とする工業用水の基本計画を作成するもので．主と Lて．

徳山ダムの水を三重県に導水するための調査

0琵琶湖周辺工業用水道計画調査（l,l 56千円）

本調査は，琵琶湖総合開発計画（こ基，j＇く滋賀県内の工業用水需要の確定お

よびじ業用水道計画を調査するものCある。

0江川水系工業用水道計画調査（5,295「円）

本調査は，江川三次地点から，福山rtfへの分水計画の調査で，航空写真；ニ

よる広域地質調査およぶ諸施設建設地点の地質調査・基本設計など －；＇，： 行な

うもので友〉る。

0吉野川水系平家平分水調査 （4,102「円）

早明浦夕、ムに流入する諸渓流会集水 L，別子ダムおよぶ発電隆道を経・c.
鹿森ダムに放流し，新居浜地区への分水計画を調査するものであるニ

0筑後川導水計画調査 （3.760千円）

本調査は，大牟田・荒尾両市の有明海埋立地の工業用水需要に対処し・c.
40万m3／臼の工業用水を筑後川から導水するための計画調査である 3

0豊平川工業用水道計画調査 （3,504f円）

本調査は，豊平川総合開発計画と平行して，豊平峡ダムより 20万m3／円の

工業用水を札樽地区へ供給するために行なう 計画調査である。

0円山川工業用水道計画調査（2,621千円）

本調査は，東幡地区の将来の工業用水需要に対 LC水源の確保およぶ工業

用水道計画の策定のために発電計画と併行 しーに行なうもの・cあるつ

計 調査地点 8ヵ所 調査費 30,208千円

以上，地下水水利用適正化調査，河口湖開発調査およひ府水資源開発基縫調

査についての概要を略述したが，これらの調査結果が，将来の増大する工業

用水需要に対応するため巳今後生かされ℃くるわけである。このためにも，

これらの調査は，今後とも量・質rif!i面ーにおいて拡充してL、く必要がある。

とニろで，これら，地下水，河川水の調査のほかに，来年度から，通産省

において，最近増大する海水利用に対処するため，工業用海水基礎調査を行

なうことを予定してL、るので（予算要求中）その概要を記して九‘く。

（通商E主業省，工業用•！＜.諜 j
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