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〈出席者〉

加藤芳 太郎 （点 以 都 立 大学 教妓，財政学〉

品むー長邑手リ 夫 （千宣伝大学教 J受． 馬博． 人 文 地 良型芋〉

オ三本TH肯 六 （林野庁指導書店長）

〈司会〉

武藤 博 忠 （水利科学 研究所）

武藤 最近，建設事業の進展とともに，川砂利がだんだん減ってまいりましたため

に，それが山にいくということで，山砂利，さては安山岩まで，砕石して持ってくる

とし、う事態になり，治山治水をはじめといたしまして，大きな公害η原因を山の中で

つくっているわけです。まだごく始まったばがりですから，世間にはあまり大きな反

響は出ていないと思いますけれども，山荒らしとしては，これぐらいひどい山荒らし

はないと思います。従来わ人聞の手で荒らしていた山荒らしはしれたものですが，こ

れは機械で，山体そのものを持っていくということになりまして，このままに放置い

たしますと，大きな災害の原因をつくるとし、うふうに考えられますので，この座談会

を開催したわけでご左います。本日ご出席の菊地先生，加藤先生には，この問題が群

馬県で非常にやかましいことになっておりますので，昨年の秋，現地をご調査ねがっ

て専門わ立場がら報告書をいただいておりますので，その報告書は，この座談会と同

時に『水利科学』に掲載することになっております。この採石の問題は，いろいろな

角度からみられますが，本日は，採石をされる側の森林地帯に重点をおきまして，そ

の方面の防御的な策というようなことを中心に，お話しねがし、たいと恩L、まして，林

野庁指導部長の木村さんにご列席いただきました。木村さんは，以前に建設省の砂防

課長，林野庁の治山課長をつとめられ，この問題の権威者であります。
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最初に，骨材の需給状況は現在どんなことになっているだろうか，そのなかにおい

て，砕石，山砂利はどんなパーセントを占めて，現在どんな採取をしているんだろう

かということを，ひとつ，菊地先生からご説明ねがし、たいと思います。

1. 骨材需給の現況

菊地 最近の骨材需給量というのは，わかっているようで，実は正確な統計がなく

て，実数はなかなかっかめないですね。砂利の統計，骨材一般の統計なんていうの

は，いくら捜しても，なかなかまとまったものがなし、。それで，みな推計の統計にな

ってしまっているわけなんです。たとえばコンクリートの使用量からみて，骨材がど

のぐらし、L、るか，骨材のいろんな種類がどの割合でいるか，そういうようなものか

ら，総合的にまとめていった統計しかないんですが， 40年ごろにだいたいどのぐらい

使っているかというと，骨材全部が， 4億ト ンぐらいになります。そのなかを天然砂

利と人工骨材に分けますと，天然砂利はだいたい80%，それが川砂利，山砂利，陸砂

利，海砂利といった種類に分れますけれども，川砂利が70%以上を占めていて，山砂

利，陸砂利，海砂利なんてL、うのは，ほんのわずかしかない。それから人工骨材は20

%ですけれども，そのなかで，いわゆる砕石が18%ぐらい，あとは製鉄業から出てく

るパラスだの，岩石を加工したような骨材で，これは合わせて 2～3%です。だから

大部分が川砂利と砕石の 2つで，骨材の需給が動いているわけです。伸び率は， 38年

ごろ約 3億 8,000万トン，それが40年のころに 4億トンを超えて， 40年以降には多少

横ばい状態になっていますが，これからまた需要が， 36～37年ごろのように多くなる

というような現状じゃないかと思います。

ところで，供給のほうの側をみますと，川砂利の採掘可能量というのは，建設省な

どで試算をやっていまして，全国の水系別に調査してお年ごろに出した統計がありま

すが，なんと 6億トンしかとれないという ，非常に少ない数を出しているんです。こ

れは試算のやり方がし、ろいろありまして，現在その場所で採掘できる量というだけ

で，上流からどれだけ供給されるかということは，ぜんぜん計算していなし、。それで

6億ト ンぐらいになっているわけで，ほんとうに 6億トンを採取していたら，とっく

に川砂利はなくなってしまってL、るんですが，上流からどんどん供給されるという時

点では，なんとかまにあっているわけです。

川砂利業者は，いまだいたい 7,000ぐらいありますが，これに対して砕石のほうは，

2,000ぐらいの業者がある。だから圧倒的に川砂利業者が多いとしづ現状ですが，こ

こ2～3年前から，川砂利業者が山のほうにどんどん移りはじめて，原石山に砕石工

場をつくってやりだしたというのが，非常に多くなってきています。これは通産省や

建設省から奨励されてし、るし，現実に川砂利が窮屈になってきたから，そういうふう

に急激に移りはじめたんだろうと思いますが，川砂利のほうは，非常に零細な業者が

川でとって，中以上の企業が川砂利をとりながら，山のほうに砕石工場をいま建設中
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という状態になっているわけです。

L、ずれにしろ，将来：土供給をどうするかと Lぺことになれ：ま，昭和45年ごうに孔

現在の 4億 トンの骨材量が， 4億数千万ト ンにまーεも上っていくようなときが，くる

んじゃないかと思うんです。と L北、ますのはー東関東三：すをみても， 41年から60年に

かけて，非常にたくさんの大型開発計画が乱立し仁、乙わ：ずです。日本列島Jコなかで

いちばん，大規模開発フロジェクトが密集してL、る場所ですが，そういうのが本格的

に動き出したな らば，東関東で非常に大量の需要が起さて，ここに供給しな くちゃな

らないということもありますし，その他η太平洋沿岸地帯でも，そのころに：土，同じ

ようなことになると思うんです。どから昭和45年前後に．之，大量に供給する必要が発

生してくる。こう I，、うニとになったならば現在，｜｜｜砂利と砕石の割合をB0°Gと20%

でおさえているのを， 50%,50% ぐ~）し、のと二ろにもっていかなければ，河川の治水，

ひいては治山のほうまで，大問題になってL、くだろうと思います。

そうしますと，川砂利業者がどんどん山の砕石工場のほうに転換していくゅは，当

然わかりますけれども， ：~ l、たい砕石業者というのは．月産 1万ト ン，資本金 1億円

ぐらいの工場でなかったら，採算がとれないわけなんですっところがし、ま砕石は，平

均しますと月産8,000万トンで，業者が約 2,000ですが，半分以下の能力しかもたない

小さな業者が大部分で，月産 1万ト ン以上の工場ど、うのは， 10%以下ぐらυしかな

い。このような規模乃業者が，将来，砕石が骨材総量の50%を占めるまでとるように

なると，いまの 3倍の6.000～7,000の業者がwへL、って，砕石工場をつくってくれな

L、と，それだけ供給できないことになる。そして砕石業者ば，原石山を寅ト取って 5

年ぐらいで減価償却して， 10年ぐらいでひと山をとりつくすぐらいの速度で。山を切

り崩している。 そのぐらいの割合だったならば目だいたい採算ベースにのっーこいく乙

り方ですが，そんなことを考えますと，いまのよ「な規模の業者だけなら。10年に小

山を 6,000ずつ消滅させてし、くと L寸格好になるわけです。だいたい以上が．現状あ

るいは近い将来ゎ需給の状態ではなし、かと思ってL、ます？

2. 輸送費と輸送距離

武藤 それで，ちょっと考えますと，これだけ骨材をとっているんですけれども，

地域的に非常に相違があるんじ平ございませんでしょうか。あるところじ平，めちゃ

くちゃにとっているけれども，とらんところにはまだ残っているという気がするんで

す。そうい号ものは，融通ができませんか。

菊地 大量需要地というのが太平洋沿岸で，一方，川砂利のあるところは限られて

L、るものですから，輸送距離は，短かくても50～60km，砂利の値段は輸送費が大部分

を占めているわけです。そうしますと，砂利不足ということになっているところは，

ある特定の京浜供給圏の中，それから阪神供給圏の中，中京供給圏の中ということに

なるでしょうね。とくに関東平野一帯は，利根川は砂と泥の川ですし，上流にいかな
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かったら砂利がなくて，わずかに崎玉県あたりの陸砂利で，いまお茶をにごしている

わけですが 関東平野全体が洪積層の台地で，石なしの国といわれてL、るんですか

ら，ぜんそん石のないところで，そニに大量の骨材の需要が発生している。その骨材

をとるに：二，輸送距離を長くするわけにいかないというニとから，いきおい関東周辺

の山にいち；まん需要がかぶさっていくわ（すなんですね。

木村 いま菊地先生がし、われたように，特定需要地を中心として，供給する地域が

限定される？それで因るわけで十τ 骨材の原価の過半が運搬費どと しづ点で，現在，

利根川も下川まうは全面採取禁止．それから多摩川，相模川も採取禁止になってし、ま

すからた。 ニれに対して，＇ ，＇まのお話のよう に，あるところには事実あるんだけれど

も．これを主要供給圏内に持っていくためには，砂利公団をつくるという夢のような

話が昔，河野大臣のときあったん勺すよ。それは，河川の堆積地帯に対して，保全

上．防止工事をやっているが，そ ニで砂利をとったらその防止工事費の低減にもなる

じゃないか，そして，その防止工事の投資の全額を，供給箇への輸送に，竹馬の継ぎ

足のような形で使えないだろうかという ，一つの意見が出たぐらいなんです。

菊地 輸送の問題で，最近テレビピのラジオで，砂利船が転覆したなんていうニュ

ースが，何回もでていますけれども，あれは乾舷ゼロといって，甲板が海水に没する

ぐらい積んで，出航するわけなんですよ。東京に供給するんだったら，東海道の大井

JI Iから出航してくるわけですが，伊立半島を回わってくるときに，あすこで荒波をか

ぶったり，出航したらまもなく転覆したということなんです。結局トラック輸送がご

さないところは，海て・持ってニなくちゃfごめだというニとになると，砂利船が無理し

て積んでくる。そして転覆事故が起ニる。

木村 いまの菊地先生のお話J）ように， 関東地域，中京地域，阪神地域，あるいは

北九州と いった特定需要地の周辺が，太平洋ベルトラインという形でずっとつながれ

ちゃって，そういう問題は大なり小なり ．表日本一帯に出ているのが現状・eすねc

武藤 そニで，私がし、つも疑問に思うのは，これは水の問題～でも同じなんですが，

工業用水は 1トン 4円50銭以上じゃL、かんとか，そういうことをやかましくし、うんで

すね。ところが製品から人ますと．ほんの 2～ 3%，あるものについては， 1%以下

の用水代モす。それをやかまし＂. I，、って， 4円50銭以上なら水はもらわないとか，そ

ういうことま寸はっきりやっちゃう。砂利の場合でも，川砂利の行動半径以上になる

と，山へいくということかもしれませんけれども，もうちょっと距離を仲ばして遠い

JI Iへいったら，どれぐらい砂利が高くなるものか 。そんなに建設費に影響するん

でしょうかね。

木村 途中ですが，先生， いま立方米当たりどのぐらいしてますか。年々上がって

いると思うんです。これは根本的には．さきほどのお話のように零細業者が非常に多

い。だから生きんがために，なにかそこに自分の働き場所をみつけなくちゃならな

し、。そしてできた製品を金に換えなくちゃし、かんということで，売込み関係、が非常な
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競争なんですc

菊地 10年前：土 m3当り 1,000円だったのが，いま 2,000円ですよ。

加藤 し－）ミし，それだと物価／〉上昇－率と同じですカ、ら，実質価格で

も高くなつてな1也、わlすですね。

菊地 いまのは生産費と輸送費プメ加わっての m3価格ですよ。

加藤 輸送費は高くなるでしょうね。

丸－
＇）つ乙

菊地 天然砂利点丸、ま m3当たり 2,000円というのは，ちょうど山 ＇！＂） 砕石の価格乞，

そろそろ超えはじめたという時点ですね。だからそうなると，砕石も天然砂利にくら

べて不利ではなくなってしまいますね。

加藤 砂利規制をすると，業者が零細なために非常に困る問題が起さるんどという

こと，それからもう一つは，砂利規制をして砂利乃コストが高くなると，建設投資の

成長が落ちゃしないか，そういう 2つのことがよくいわれるんですけれども．僕（土，

砂利のコストが上がることによって，建設投資が頭打ちになるというのは，コストの

上昇率の問題だと思いますし，かりに高く上がっても，建設投資に及｛ます影響どd、う

のは，ほとんどないのじゃないかと思うんですよ。

あともう 1つ残ります，砂利業者がきわめて零細であるということは，認めるんで

すけれども‘それならばその対策というのは，従来のように，砂利を勝手にとらせて

おくというこ乙で，実は解決できる問題じゃないと思うんです。とし、L、ますの：土，菊

地先生がお話しになりましたように，砂利というのは，現在わ状態でいえば生産力：で

きないわけですがら，完全にストックですね。したがって，かりに日本の成長率が現

状以下になったとしても，いつかはなくなってしまうもので，砂利をと らしてカ i

て，零細の業者を維持するんだという理由にはならんわけです3 それでしたら，また

別個の対策をもってあたるべきであって，砂利のコストが高くなるからとか，ある’、

（立砂利を供給しないと，零細業者に悪い影響を与えるというのは，話のたて方として

は非常によくないことで，急場のがれだと思う んです。

木村 とに，pくこれは，工事の施工形態が大きく影響しているんじゃないかと思う

んです。役所刀直営事業とか，現物を下請に供給するんだということになれば別です

けれども，原材料のなかでは相当なボリュウムではあっても，用地買収費からみると

それほどではない。 これに対して請負業者は，自分の利潤~得るためにいちばん効率

のいい，質のいい，有利の骨材をみつけるというところにも，なにか原因して’J るん

じゃないでしょうかね。

3. 川から山へ

加藤 しかし業者は，コスト と売上げ価格との差がし、ちばん大きい，つまりいちば

んもうかる砂利を選択するために，後すわけですね。 その授す範囲を無限に与えとい

ていいかどうかと L、う問題だと思うんですよ。 建設省が河川砂利の規制をはじめたの
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コ，そういう事情をいちばん知ってし、る建設省自身が，その選択の範囲を無限にしと

トてないけないんだ，それよりも公共的な利益，公害防止を優先させなきゃいけない

とLづ判断をされて，以後ずっと引き続いて川砂利の規制，それからもう一つは次官

通達とかそういうもので，明らかに，山の砕石への転換を促進するということを出し

てますねc ニれは建設白書にも出ていると思うん・cすけれども，公害乃発生というこ

とにつトても．ある程度，予測はしているんです。しかし今後検討するとしヴ程度

・＇.：，昭和42年度の建設白書は終わっているわけです。

それで私，現場の話を聞きますと，直轄工事の事業所，出張所では，建設省の方針

をそのまま受けて，地元の業者に，省の方針として山の砕石砂利へ転換するんだ，そ

うしなさし、としづ指導をしているわけですね。業者にあたりますと，彼らにしてみれ

ば国は一本です力、ら，自分たちは国の政策方針のもとに，山へはいってきているんど

とLづ。ですからこれは明らかに，国の政策自体がそっちへ転換しているということ

三あって，そうし、う重要な問題がたとえば森林行政ということに，当然かかって くる

わけですが，それが県の段階η地元では十分に連絡されていないし，対策も考えられ

ていなし、。逆にL叫、ますと建設省は，自分の担当する予算単価を守るために，輸送費

のかかる遠い川砂利を運ぶよりは，すぐそばの相対的に安い山の砕石を持ってきても

らったほうがし、し、というような考え方じゃなL、かと，かんぐりをされているような状

態だと思うんですがね。

菊地 それにもう一つ，砕石の性質も考えなきゃだめだと思うんですよ。砕石がL、

ままであまり使われていなかったというのは，工事する場合に天然砂利わほうが竪さ

とか粒形なんかからみて，山の砕石よりもし北、わけなんです。だから天然砂利と同じ

ような，工事に合う砕石をつくれるように，もう少し機械なども高性能のものを開発

するとか，そう L、う技術の発達がなかったならば， 川砂利がなくなったから，砕石を

使えというようなことでも，なかなかむずかしいと思うんですよ。それからもう一

つ，需要からみたらば，官公需と民需では，官公需が60%ですからね。部長さんや武

藤先生がおっしゃるように，もう少し官庁関係、が率先して， Jllから山へ移るようなこ

とを意識して考えてくれないと， 6苦手jを使う官公需が川だ，川だといったんじゃいつ

までたってもだめですね。

加藤 そうし、う立ち遅れから，私は公害の危険性が非常に増大してし、ると思うんで

すよ。この現状については，菊地先生がお話しくださると思いますけれどもね。

武藤 いままでのお話で．役所の方針としても，骨材が｝｜｜ぅ、ら山へいっている。そ

こでこの状態は始まったばかりなんですけれども，これが将来，大きな公害の原因に

なるんじ平ないか，なかんずく治山治水上には，たいへんな影響が出てくるんじ宇な

し、かということを心配するわけですが，砕石，山砂利を乱採すると，どうし、う公害が

予想されるだろうかということを，ここでちょっと話題にしていたどきたいと思いま
，ド

‘。
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4. 予想される公害

木村 この問題は，実は各地に発生しているわけで，私らのほう（工，砕石のために

山が崩されることに対して，いちおう必要最小限度の防止工事を，原因者工事として

砕石業者に義務っ・けているんですけれども，これはさきほどのお話乃零細企業わ形か

ら限界がある。それに対して，基本的治山施策の要請が，各地区，県からう ちへきて

いるわけです。もう lつは，採石の場所が，特定のある程度の山から下η；三うにおり

る。ゐるいは都会の集中から地方へ分散されるということモ，土地利用の面コ、らも，

多様な公害と申しますか，問題が生じて，現地から非常な反対が出ておるんごす。い

まいった根本的な国土保全上の土砂流出の問題，ひいては港紙用水への問題などがあ

りますし，さらに最近の傾向では風致美観の問題，たとえば札幌の三角山あた円は，

札幌市内？）風致保安林ですが，砕石の問題から補償問題まで出て，とうとう私らのほ

うは保安林を解除せざるをえなかった。地元の反対がありながら，補償金を出せない

ものですから 。そうし寸問題もあるわけです。

菊地 保安林の問題ですけれども，原石山は，保安林にひっかかってし、る場所が多

いんですよ。民有林のところにも原石山としているところがあり， 保安休のところは

なんとかかんとか，公害が起こらないようなことをやることができますけれども，結

局，保安林解除が業者の圧迫で押しきられてしまう。私，現地をあっちこっち見まし

て，いちばん困るのは民有林ですが，おさえる手段がな くて，現場を見るとまったく

川を荒らしほうだいなんですよね。

たとえば，この間見た赤城山の荒砥山のところなんか，民有の普通林の場所と保安

林の場所と並んでいるんですよ。そして保安林のところは，県η森休関係ノコ方が，あ

る程度の規制をやかましくいっているんですけれども，普通林のほうは，いっても聞

かないし，いわれるおぼえはないと，むこうが出るもんですから，非常に荒~lていま

して，あそこは海抜 500m以上のとこ ろはみな，土砂崩れの防止林というニとになっ

ているんですけれども，そういうことはぜんぜんおかまいなしなんですね3 崩れた岩

石が河床のまんなかまではいってきて， 川の流れを対岸に押しつけて，どこからどこ

までが川だかわからなくなっている。それでハッパをどんどんかけるつだから山全

体，岩石がゆるんでいるわけなんです。あそこはご存じのとおり，カサリン台風で下

の大胡町が軒下まで埋まってしまうという被害を受けて．まだその跡が残っているに

もかかわらず，地元の人もそれに無関心なんです。将来またカサリン台風のような台

風が通過したならば，前よりひどい災害が起こりやすいような状況を，いま人工的に

つくっているわけです。

木村 いま先生からご指摘いただいたように，砕石の原石そのものは，貴重な天然

資源ですが，採掘したあとがやりっぱなしだという点に，私のほうは非常に困ってお

るわけです。さきほどの話にもどりますが，私らの側からみれば，需要される人は，



42 

これを相当乃価額ご購入していたどくということになれば，取締まりもやりし、L、し，

原因者工事としての跡始末の防止施設を義務づける場合にも，実行が確保しやすい

し，ニの点、．干ムケ；つほうも，資源のあり方についてもう少し計画的に調査しなきゃな

らんだろうとツうふうに考えておりますがね。

菊地 公害乃問題ご．起ニった公害が官庁に報告され，新聞紙上に出て問題になっ

たこと：立た：さんあるんですけれども， JI［がら需要地に走ってL、く〆ンプの輸送路

が，ニんどよ山ぅ、ら需要地に走ってし、く輸送路に変わったというニと －c，山の中の狭

L、道路，さらにそニから出ている林道は，砕石を積んだトラックが占領してしまっ

て，材木を積んできたトラックは通れないとし、う状況があっちこっちで起こっている

んです。あんな積載違反乃ような積み方をしたやつが，道E 、つ（立し、に通っている。

そういう交通つニとに，いまさかんに取り上げられているんですけれども，ほんと

うの問題は．そう 1、う日常ノコことでなく，いざ大きな台風がやってきたとき，急激に

出てくる災害が，私いちばんこわし、と思うんですよ。それに対してはあまり気づがれ

ていないし，そニを指摘して，起ニるべき公害の恐ろしさを，認識してないという感

じがするんです【

木村 ↑、ま；つ先生つお話を聞いてL、て，砕石3つ跡始末の現状なり，あるいは今後の

出水時に.t.；：十る災害防止と 1、う 側わら，もっと私らのほうも， PR企しなきゃならん必

要を感じますね。

加藤 かり！こ，それ、う残石の処理をうまくして，残石処理にもとづく公害は防止

できたとしても，なお山つ相が変わりますね。それから一定の計画のもとで効果を算

定して設：十 られている公共防災施設というものが，そのために当然，計画の変更を迫

られるわけごす合私は専門家でないからよくわかりませんけれども，たとえば山の様

相が変わると、うニとは1 保安機能が従来の計算値と違った条件を与えられるという

ことでもありますし，それそと前提にしていろいろな防災施設 砂防でも堰堤とか，

そうし、うものが決主ってL、だのが，条件が変わったために，新たな堰堤を入れなきゃ

ならないとか， こう ：、う公共今必要性は，出てこないものでしょうか。

木村 そういうことのために必要な工事個所が，実は相当ふえてきておるんです。

これを精査トた しますと，原因者として，当然やらなきゃならんじゃないかという問

題もあり，原因者がその場所を離れて，どこかへいってしまったという形もある。

だから問題は，砕石業者の育成指導，監督指導というのは，採石法にもとづいて通

産省が行なって二、るe それから骨材関係は，土木事業を円滑に前進せしめるための需

要者側の代表と L、う立場ドら， 建設省の計画局がし、ろいろやっている。それから山の

ほうは，林野庁が山地保全と L、う立場で管轄している。そこに相互の連絡，疎通がた

らんということを，私1現地で問題が起こるごとに，しみじみ感じさせられておるん

です。
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5. 規制の現状

武藤 そういう困難な状態ですけれども，ぜんぜん放置してあるわけでもないん

で，現在そういった状態に対レ亡，どのような規制が行なわれてL、るかということ

を，ひとつ，お話し願ったら どうでしょうか。

加藤 規制といえるかどうか，苦しまgれの消極的な事故防止策乙い I 、ますが，そ

ういうものとしては，保安林地帯につし、て，作業許可とし寸方式をもっ三対抗してい

るだけだ乙いってし、L、と思うんとすね。しかもその作業許可というものが．本来’積

極的に公害防止，つためにそれを利用するとし、う法律上クコfニてまえに子よつていζ：
かも，それを助：ナる各省ならびに各種の法律が不十分なものです7ド～．現場で直接に

作業許可を担当する行政宮は，非常に苦しい立場に追い 4主れで、るんごす心。頼り

になるのは作業許可ーをある。しかもたてまえからいうと，こ.il：ニ取消と：μ更新の場合

には，とくに異状がなければ更新してL、く，できれば保安林指定乃解除にももってし、

くというような性格のケースを含むものですから，なおさう現場乃担当官たちが苦し

い，思いをする。それから採石法自体で，通産局長の監督権というもノうが十分：こ実施さ

れてL、ればまた作業許可を行なう立場ノコ人もやりやすし、んですけれども ，それがほと

んど有名無実である。それからにとえば県庁のレベノレーC'l、＇，、ますと，県庁ノ」内部で，

そう L、う ものに対する解釈とか対策が，山砂利についてはまったく林野乃行政部局ど

けに任されてしまって，側面，7ミらの援助がなL、。それで非常に困つて

が’実情じ平ないでしょうか。

木村 いまのお話のように， 河川ηほうは，川砂利採取の公害が非常に顕著にあら

われるものだから，先般の河川法改正・・c.l級河川について（主，建設大出力’l直轄管理

するところと，県知事に建設大臣の権限を委任しているとこるもありますが，いずれ

にしても その砂利採取については，建設大臣が権限を握ったと、う 二とご，法体制に

もはっきりしているわけです。とニろが山の場合には，こニ数年前：わら，いらトろ派

生的な問題が発生しておりま して，これに対 しては従来，国土保安上必要な森林をリ

ザーブしなくち牛ならん，そのために，土地わ形質変更をして：γ、、十三： 1、と ニろは全

部，保安林に指定してあるわけですけれども，岩石というのは，ご承知ηように質が

問題であるだけに，どこにもかしこにもないわ・すですね。それーごそヵ場所にらゃんと

業者がつかんCいて，相当の価格で売買が行なわれる。そうする 乙山林所有者U：，骨

材業者に移ってしまうわげです。

保安林内の採石もはじめの試掘程度は知事の作業許可・cやるニとに，云りますが，県

の担当が，そこは保安林だから，国土保全上形質を変更したら困るというと，それを

たしかめたら，売買が行なわれた地点においては，大々的にプラントを設置して工事

にかかろ うとした場合に，土地を売った人が自分が金をもうけるために，異議を申立

てるわけです。「保安林を解除 してもらL、たし、」「それはどめfム保全上，法律で許可
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いたしませんJというところに，補償の問題が出てまいります。現ti:.岩石地ヲコ上に

土壌がかぶって，、る，その上の立木だけが禁伐の場合には，国点：補償しておるんです

が，地下資源まで補償η対象にならんもんだから，趨勢力、らみて支障わない範囲内に

おいて（土．代替工事を条件にして採石を許可している。そして保安林の転用，解除を

せざるをえな l 、のが，いまのほんとうの姿ですね。

菊地 砕石が激しくなったのは，最近の数年なんです。だから山から石をとるため

の公害が起こったのも最近のニとで，それを規制する法律なんていうのは，ぜんぜん

でさ Cいないわ：十二：ん勺すJユe

木村 そ弓 1、うこと Eす。

菊地 ーごき CL、るの；土，採石法と刀、河川法，森林法という古い法律たけC，それを

どうにもう 主く適用ごぎな1、んじ平ないかと思うんです。

木村 制度的には， I、むおう体制づく I](-;_・cきておるんだが，運営面において，そ

の体骨予jを綾f寺し ；：~ ；

菊地 業者に会『、ますと，「先生：土どつちが~）きたんだ’通産省6う当らきたのか，建

設省う‘ fコき fニの刀、，中~：野庁力、らき fニのが」と，いらばん先にききますよ（笑声）。通産

や建設が山ヘ＇・、！十，山ヘ＼，、けというから，おれたちはきたんと，そっちからきたんな

らば， 一－i.：.：ニちのfニめ：こ

れt土三め：：..ニれ：二三めだという ニとばがり いって邪魔をする，林野庁はそんなにだ

めだというなら 少なくともニニの原石山はとっても L北、という，受入体制をつくっ

てくれたらど「だ．なんにもつ：ってくれない亡1占L、て，われわれが原石山があるか

らとりかかる乙．すぐやってきて．林道乃邪魔になるとか，そニは保安林だとかし、る

んなニ ζを、って規制する，お役所が 3つもあるから，われわれはいったいどうして

いいかわカ・らなト コこうし、うふうに業者はいうんですけれどもね。

木村 それは先生乃対話1コとおりの姿じ平なL、かと思うんーεすが，建設の河川乃取

締まりも 当初（主河川の維持管理のために，採石はニれ以上やっては！、かんという量

を指定しこ‘とくに河床が低下すると ころは，砂利採取を禁止するという形亡河川

維持の側7通ら規制しておったんですねe それが需要の増大の深刻化に伴っ亡，必要資

源なんアこ だからこれをある程度とらせて，そして代替地の場所も按さなくちゃなら

んというべ、号に，アょにウョ建設の仮~7、らいえぽ，別のニュアンスのように感じられるか

もしらんが．建設わ側．工ナでに数年前わら，業者を育成しなくちゃならん，これは貴

重な業者アこ凡三と Pづ形になってL、るわけモす。その面から入れば，深刻さという面

が，山つ；三へで；二若干遅れてL、るような感じr；：，私は率直に認めますけれどもね。

ぞれと同じニうに，残石処理η問題なり，ゐるいは道路破損の問題なりいろいろな

点、は，同じ取り締まるにしても，もう 少し生産者の側に立って取り締まらねばなら

ないんじ中たl、かで そう T、ぅ面で，関係省と十分協議する面が大いに残されているん

じゃな’イごみうか，もう一つは，非常に貴重な岩石資源ではあるけれども，国土保全
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上．あるいは公害防止上崩しちぞならんとニろは，毅然として守らねばならんたろう，

それを維持するための現行法η弱い点は，今後の対策を考えにゃならんのじゃな4、fご

ろうかというような問題ぷ出てくると思うんです。

菊地 その点，林野庁側。砕石をど うし、う ふうに規制するかとし寸法律的な面が，

受入れ側と し亡， 少し遅れているような感じがするんですよ。もう少しはっきりしな

L、と，現場心作業許可というニとも，実際困難な状態になっているし保安林の解除

という のもせつがく保安林に指定したのが，実際に見ますと，反対に保安林を解除さ

れている孔勺すね。下流わ川砂利J採取地帯の被害は，だいたいその地域にとど主るべ

きものですc 橋脚がこわされたとか，用水取入口がは二、らなくなったとか コそう

いうニとなんですけれども，山のとニ ろε起ニったのは上流ですがら，その上流にζ

どまらないで，下流地帯におよんできて，水害の起こる原因になっているんですs そ

うする と，都市地帯は栄えて，国土。山岳地帯は荒れはててL、くっそ してせっコおく建

設した都市地’貯が最後には，山岳水源地帯が荒れはてた勢いご．荒廃地になるこいう

ようなことが， 起こらないとはL火、主れない ですね。

木村 いまそのために，保全胞設を入れなくちゃならんような個所が出亡きてL、る

わげですっ ニれ；工どの程度までが原因者工事なのか，なかなか判定しが ~：＿ 1，、面もある

んごす（十zLども，現在，県の治山担当のとうでも，下流の不特定多数の保全のために

工事も急がせ，緊急性。高いとニろか ら，泣く泣く工事を進めておるのが現状モナ。

6. 原因者ははっきりしている

武藤 こういった砕石乱採の状態に追いニまれて主つつあるんですが，それによっ

て起ニ る公害が， 菊地先生がし、われました10年ごとに小さな山が 6ρ00ずつ消えてL、

くんだと p 、うよ うな事態になりますと， ニれはちょっと，いままで経験のないニと勺

して，ある7、；土構造均1こ大きな変化はあるかも しれなし、。そ？と〉点ばしばらく なき まし

て，さしおたって正確に予想、でぎるのは，治山治水上司コ被害なんですけれどら，水に

土石が混 じった場合にはz これが水害を激化するわけで，その激化する原因乞’ f 山

でさわめて能率的につくってし、るという のは。まこ とに困った事態だと思うんです3

現地を見ま1と，砕石する場合，山全体をごっそり持ってし、ってくれれば，L‘らお

うL、し、んで－； （十れども ，都合ηL、L、ものだけとって，あとにおひ・：ニだしい残砂を残し

ていく c これはさっきのお話ηように，河身を押しやってみたり，流れやす1、土石流

の原因にもって こいのものをつくって’、るわ：十℃す刀、ら，幸いにニニのとニウ，集中

豪雨がないんですげれども ，やぷてカスリ／．アイオン級の台風が くれ：；：：・， 七：：＂＇、こ

とになると思うんさ－i－。そのニ ζ （ムさ $：~ どちょっと加藤先生から .ts話がござ！、主

したが，作業許可上の問題じゃありまぜんーご， 原因者がはっきりして’J るわけごす

ね。しかし原因者といえども．これは安 くやらなければ商売にならんというよう三こ

とで， まニとに困った問題なんご寸けれども，砕石は国土建設上やむをえな、として
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も，跡始末はだれがしたらL、L、んでしょうかね。原因者だけにおっかぶせてみても，

できるでしょうか。

加藤 さきほどお話があったように，被害を受けるほうは，公害と L、う形三不特定

多数ですた。しかし原因者がはっきりしている原因にもとづいて，そう しづ公共事

業を行な うというのは，私はどうも納得できないですけれどもね。それがそういう形

乏しか，現在は対策がないということになりますと，原因者ははっきりしているんだ

：十れども，そうし、ぅ状態がでてきたときは．その原因者はつぶれたり ．逃：t~） ゃった

リしているということなんです。ただ，それだからといって，そういう公共施設の必

要がぞ「くぞく生まれてくるのを放置しておくのは，財政の本質からいっても．私はお

がLいζ思うんです。それは結局とりかかるときに，すでに条件として．一定の防災

悩設をつくらせるということになっているし，また良心的な業者はつくっているわけ

ですがら，むしろ，そうしづ現に起こ りうることが通例ではつぎりしてし、るならば，

法律のたてまえの運用を，もっと厳しくしてやることが当然 Cあっと，もし業者にそ

の負担をさせなかったために水害が起こった場合，それによる公共施設ノコ害，地元住

民:T）害を，地元の人たちの税金でまかなうことは，業者に対して補助金を払ってし、る

と同じですがらね，非常に惑い再分配効果が発生するわけーですよ。

だから問題は，工事にとりかかる前に防災の施設をさせるというこ ζ勺，それが正

確な意味ではコスト高になると思います。 しかしコスト高になるのは，本来，原価に

含ま るペさものを不当に安くして，砂利が売られているということであって，ほんと

うならば，そこまでコストが上がるべきなんです。国の対策上，零細業者に砂利コス

トを上昇させるような防災施設を強制することが，どうしてもよくないというんであ

れ：f，防災施設に要する費用を，国が一部負担するとか，あるいは政策金融η対象に

するとかして， 25年の償却にするなら， l年の砂利量にコストとし亡がぶるのは， 25

分の lだけ －c-f『から，公害対策としてそうしづ方策を別個に考えるべきであって，業

者のコ F、トを下げさせるために，そう L、う施設を大目にみるというのは，財政政策と

しても，経済政策としても，行政としても，非常にまずし、やり方だと思うんですよ。

；まかに方法がないならしかたありませんけれども，地元の住民が税金で負担するとい

うの：；，どうも納得し、がないんですがね。

だから，なん－cもかんモもとっちゃいかんということはできないん乙園内資源を

有効に使うと L、う立場自主，なにも高い外貨を払って買ってくることは；；；＿ I，、から，有

効にとらすべ主だと思うんーごす。しかしとらすからには，適正コストでとらせなきゃ

ならないし，ノレーノレを守らせることが必要だと思うんです。ささほど菊地さんからの

対話で，いちおう法律はあるんだということですが，たとえば河床がそういうふうに

なっているのを見ていても，県の河川担当官は，それを規制できる方法乃運用をしな

トと 1，、うことですね。山のほうは林野庁でなんとかしてくれ 。砂防もそうだと思

うんですよ 2 したがって法律り運用がうまくいかないというのは，まず県の行政で関
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連部局が積極的に連絡をとって，一致して住民のためになすべき処置をとる という こ

とをやっていなし、。そ ニが問題だと思う んでー人ですから規制を考えたりなにかすゐ

前に， まず法律の運用tどこまで・cきるのか， ヘゴきるだけはやって人ると L、う行政J)

運営がたいせつで，それからあとは，たとえゴ河川｜法とか森林法につツては，戦後，

現実の経済社会の発展の度合にマッチするよ弓（こ．改革とか改正がつ5つぎに行なわ

れてきましたけれども， ニと採石法につL、仁：＝，古いまんまなんです）.；；＿o まだそれが

害としてあらわれてないもんCすから，法改正のきつがけが出ていなL、。しかし公害

の形が，自にみえてとニろどニろ小規模に起ニると ’、 うんむなく ，何年確率が℃ドカ

ッと出るんですから，そう 1，、う ことな待っ C:J:じめて 採石法を検討するというの寸

は，困ると思うんですよれD

木村 ちょっといわしてL、ただきたいJ):J:. 採石法を背景とした砕石業者の育成指

導，監督と しづ行政についてですが，いまやっているのは，砕石業者の企業の近代

化， それの設備投資の融資とか共周化で， これがだL、たい甘い。いますべての中小企

業対策がむずかしい，七けに，甘やかし℃，行政指導が弱いわけですc 応急的にはそれ

は直せても，砕石事業の秩序化というのは，やらせうるl浪界があるんですね。ニれは

ある程度，事前にもやらセますが，限界以外のものば，あれだけ原状を変更させてし、

くんだかち，なにか施設をしなきゃならなL、3 ニれがご指摘のように，不特定多数は

3分の2の国費と 3分の lの県費・cある。 私 fi. そう i‘、う高率助成の公共治山ではや

るべきじゃな くて，県単独，;7＞，あるし、は閣の補助率を低 くして，県がも っと大きく負

担する，そう いうものも形は閉じだが，防止胞設は県がもっと積極的にやらなきゃい

かんじゃないか，それからいまの通産，建設，林野の行政担当者は，中央で（H 、ろい

ろ話し合う機会があるかもしらんが，現地とは現地で，もっと密接してやらなき平い

かんような感 じがしますね。

菊地 加藤先生η考え方，私もまった く賛成なんです。そこで部長さんに，少し文

句を申 し上げるわけなんで「が，二つのことを根本的に考えてし、かなき平だめだと忠

うんですよ。砕石業者はたしかに中小企業ですe 大手はほんのちょっぴりですからー

。しかし企業家と いう ことになったち，いまま でのように，どんどん生産すれば，

あとはいろいろな迷惑をまわりにかけても，やむをえないなんていう考え方でなく，

もう少し企業家と しての倫理を，はっきり心得てやってくれなかったらだめだと思う

んです。コストが上がるなんてL、うのは，理由にならないと思うんですよ。それ以上

のコストは，税金で支払われることはだめで，被害を受けて，さらに税金をそっちへ

やられたんでは， 地域住民はL、いつらの皮ですからね。もう 少し企業者側も企業倫理

を自覚 して，それをはっきり守る。 工業地帯はL、まやかましくそう いうことを要求さ

れてきつつありますけれども， 4れからおこる採石業者の人も，よほどそれを考えて

もらわなきゃだめだと思いますね。

大部分の川砂利の中規模以上の業者というのは，そういうことをぜんぜん考えない
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で，過去10年 15年やってきに人セなんです。だから骨の髄までおかまいなし， 山ヘ

いって砕石すればL、L、んだというニと－：..そのために業者としてどういうことをやら

なきゃならんかということは，念頭（こない。しかし，いくつかの業者を見てみます

と，資本金 l億円を超える砕石業者． ニれは 1.700のう bの 5% しかないんですけれ

ども，その人たちは，できる iで（十考え亡守っているんごすμ。だからよほど大きな業

者にしかやらせない，月産 l万トン 資本金 1億円ぐらい三ったら小さいと思うん

で，その10倍ぐらいの業者に集中的にへつらせるとか句なにかそういうことで，防災設

備もいわれたとおりきちんとやってから 作業するというニ ζでなかったら，採石さ

せるのは，あまり好ましくないと思 ・jんです。

もう 1つ．県の役人，国の役人；－；：， 企業家に非常に弱腰fこと思号んですよ。災害が

起～こったら おれは税金をいっ；？、持っているんどから、ニAtFεやってやるという考

え方があるんじゃないか，そうでな〈，そういうことが起こらないように，ちゃんと

企業者にやらせる。そし ζ災害が起ニってからはじめて使うような金は，別なほうに

はっきり使ってくれなきゃ困るわ：十三．いまは災害を起ニしてもらって，災害を帳消

しにするニとだけに，税金が使われてL、るような気が寸るんです。だから，石は山か

らとらなき干ならないというの：工，至上命令になってL、まして．それを積極的におし

進める通産，建設，それから受け入れる林野庁も，断固たる態度をもって，災害が起

ニらないようにしてもらわなかったら．災害を受ける地域住民：よ，文句のL、L、ょうが

ないですよー

木村 たしかに，弱いですねでそ.ilは砕石業者というのは．土地所有者から山を買

ってしまってL、ますから，そう寸ると山は自分のものでしょう。ニれを取り締まるの

は，買って所有権をとってしまっ二ものには，林野関係だけでなかなかむずかしいん

Cすc やはり融資の監督をしてL、ゐ通産関係，あるいは不徳業者乃砕石は貿わないと

し、う ，金を支払う ほうの土建関係を監督してL、る建設省とか，土木監督官庁にまつ二

とが多く，山地保全なり森林法の担当だけでは弱いニと（ム率直に認めますね。

武藤 ささほどのお話の保安林rt，作業許可でかろうじζ

加藤 それも最後のとりでで 三んどん後退していくという印象を，私はもってい

ますねe

木村 零細企業者会組織化して山地保全の面がらも支障がないようにして採石をす

るとか，公害をおこすような悪い業者からは，貿わないという ことになればよくなる

と思いますが．道はし、ためるわ，交通事故は出るわ，騒音 砂ぼこり，あとの残土処

理はそのままというものもありますので，改善しなければなりませんね。

7. 応急措置と恒久対策

武藤 そういった状態で，ニ.itの対策としては，応急的なものと恒久的なものれあ

ると思うんです？応急対策のほうは．ささほどからだいぶ出ましたが，なおこの際，
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至急にこういうことをしなきゃいかんとしづ問題，それから引き続いて恒久対策の問

題で，加藤先生から皮を切ってし、ただきたいと思L、ます。

加藤 さきほどから作業許可の話が出てし、ますけれども，作業許可というのは，一

種の行政措置ですね。ところが許可の対象になる業者が，はたして採石法を守ってい

る砕石業者であるかどうかというチェックは，通常していないようです。そうします

と，それに作業許可を与えるというのは，行政許可が法律lこ先行するということで，

これは違法を行政当局が認めるというニとにもなり力、ねませんし，いざ災害が起こっ

た場合，当然，作業許可の責任は問われると思うんです。それ、う意味からL、L、ます

と，作業許可を与える前に，業者がいったい，採石法上の規定を十分に守っているか

どうか，一度洗う必要があると思うんですよ。これIt当然のことです。それから砕石

の許可をもらう書類に書いてある要件がそのまま守られているかどうか，作業許可を

与える前に法律上の要件を確認するのは，当然，行政の責任だろうと思うんです。そ

ういうふ「にしますと，かなり洗えるんじゃないか，これはなにもとっちゃいけない

というんじゃなく，とるには法律を守ってくださいというニとを，はっきりさせる こ

とですカミらね。

もう一つ，私は応急措置として，砕石ということだけに自をつけないで，道路にも

う少し注目したらどうかとしづ意見を出したんです。と申しますのは，山砂利をとる

には，かならず山へはいるわけですね。そうしますとたいがL、町村道か林道を使うん

です。その町村道もよく調べてみると，併用林道だったりするわけですよ。 奥が林道

で 守手そういうことになってきますと，採石法上，農業とか森林業に影響を与えな

いという条項がありますし，それを利用して，林道の機能を維持するために，一部費

用負担を業者にさせているケースもあるわけです。それが許されるならば．その場合

に，林道を維持するというコストだけでなく，それが地域保安林行政に与えるコスト

も，そこの手段を利用して，なんとかできる方策があるんじゃないか，ですから，た

とえばある県の中の山砂利をとっているところで使ってL、る道路の性格を，もう一回

洗ってみる。そこで打つ手があれば，場つなぎですけれども，やれることがまどある

んじゃないか，そういうふうにまず工夫をして，応急措置を考えたほうがし、いんじゃ

ないか，そう思うんです。

それから採石法上，採石η許可を与えた場合に，通産局長が県知事に通報している

わけですね。私はこの通報が，法律上どうし、う意味をもっているんだということを，

よく考えてもらいたいと思うんです。それは通産局長が法律によって，公害防止を義

務づけられているんで，その義務を果たすために，そういう状況があるかどうかを県

知事から知らせてもらうとしづたてまえで，通報していると思うんですね。ですから

その解釈をとれば，水法と L、し、ますか，河川法とか森林法で，公物たる水の管理に対

する権限を知事に与えて，知事はその権限にもとづいて大局的な見地がら，そういう

事態があったら，通産局長に当然通報するとし、う法律わたてまえで，事実そういうこ
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とが行なわれているわけですから，もう少しそれを積極的に活用してもらいたい。そ

の方向を積み重ねていって，どうしてもだめだというのであれば，ケース，ケースの

データ をそろえて，抜本的には，採石法の改正をする必要があると思うんご九その

場合には当然，公害の責任を負われる林野行政が先頭に立って，そう いうケースを集

めていただきたいと考えるんですけれどもね。

その場合，この報告でも申し上げておいたんですが，通産局長のいろいろの許可，

認可の条件あるいは権限を，できる限り知事に委任したらどうかと Lづ方向を，考え

てみたんです。ところが最近の新聞紙上によりますと，通産省，建設省，自治省など

の話し合いによって，砂利採取法の改正案ができた。その重要な条文を見ますと，や

はり知事に認可とか取消の権限を任せるという方向が強く出てし、まして，とくに公害

防止について，従来，通産局長がもっていたような権限とか，重要なところを，大部

分，知事に渡す。たとえば登録についてもそうだし，それから砂利の業務主任者の国

家試験制，砂利採取の計画の認可，それについての取消とか措置とかL、うものを，知

事に任せるわけです。それで従来，知事がもっていたように， 通報する義務を地元の

市町村長に与えることになって，行政のレベノレが，現場にかなり密着した方向が出て

いるんですけれども， 私， この新聞記事を読みましたときに，林野庁が， 1枚かんで

ないのが，非常に残念だというふうに感じたんです。

そうしますと，ほかの官庁では現実の事態に対応して，私がここで申し上げたよう

な改革方向に向かつて，すでに法案を準備しているということがL、えると思うんで「

よ。ですからこう L、う場合には，今後もなお，林野行政にとって重要な点は相談して

もらうような，それからそれに関する知事の権限を強化するような方向で，こういう

改革の運動に参加してもらいたいと思うんです。そうすれば， 私が考える抜本的な改

正というのは，かなり有利な方向に動いているんじ平ないか，これができると，作業

許可というような場つなぎの処置じゃなく，かなり県の行政レベノレでできるようにな

る。それにしてもきめこまかく，いま申し上げたような応急の措置のものもあわせ

て，行政指導としてやっていかないと，法律のうまい運用はできないんじ平なし、かと

思いますが，どうでしょうかね。

木村 いまおっし宇った点、は，私，まったく感銘ぶかく聞かしてし、ただいたわけで

すが，水のような無私物と違って， 山の売買が行なわれて，所有権が移るわけです

ね。その場合に，公害を規制する立場としての規制j方法としては，いまのところ保安

林だけだ。森林法のたてまえである，森林の維持増強をはかつて，国土保全機能を果

たすんだという側からみると，そこにはいるべきいちおうの限界というものがあっ

て，その点で実は非常に悩んでおるわけです。山に関することだから全部林野庁だと

いっても，はいれる限界というものが法体制で出てくる。

ここでいちばん大事なのは，国土保全上必要なところについては，私たちは国有林

の買取権をもって，守るところは守るんだ，あと買い取った業者が自分でやる場合に
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ついて；ι，保安林を解除してしまいさえすれば，まったく更地と同じですから，なん

ら法律から手がかかってこなし、c 必要ならば保安林にしなくちゃならなし、。そうする

といちばんの問題は，土地所有者の問題が出てくる。新しい公害の発生状況からみた

h 立木の補償だけじゃなくて，地下資源までの問題を今後どうするかというのが，

恒久対策に残された問題だと思いますね。

加藤 国の法律のなかで，こんなに強く私有権を制限しているのは，森林法ぐらい

のものじゃないでしょうか。また逆にし、L、ますと，森林法がなぜそういう特異な性格

をもたされているかという理由も，当然考えられるわけですね。しかしたとえば民

有地C採石権が設定されるといった場合は，いちおうの物権めいた扱いを受けますけ

れども，この場合の私有権というものは，従来の採石法で予定していた水にあまり関

係、がないとしづ条件だと思うんですよ。ところが，たとえ私有権であっても，水に関

係する河川法とか砂防法については，私有権の行使がある程度制限されていますね。

こう L、う場所では，こういうことはしてはならないということがあるわけですから

。そうしますと，それよりもっと強い水の保護をも って任ずる森林法では，現行法

のような強い私有権制限が出るのは，あたりまえだと思うんです。そうしづ 公共的な

福祉の確保，そのためには私有権の制限もあえて辞さないという，水に関する強い体

系と，それから物権として，そうしづ条件と切り離されたところで成立している採石

権の体系とが，同じ場所で発生するようになったというのは，新しい問題だと思うん

ですよ。ですからそうしづ与えられた条件のなかで，水法と同じような性格の水の管

理利用体系の一環として，採石法はやっぱり改正しなき宇いかんと思うんです。それ

と同時に，森林法もそういう新しい事態に郎して，水の保護とし、 う点でどういうふう

に改正すべきかが，当然，問題になるでしょうが，まず採石法のほ うから， 水の管理

利用の法律体系にマッチするような改正が，必要だと思いますね。

そうし、ぅ非常に大きな問題になるんで，私は法律の専門家ではないものですから，

法律学の本を読まされたり，行政法学者の意見を聞いたりして，この報告書を書いた

わけですけれども，一貫 していえることは，日本では水に関する諸法律を統一的に運

用，解釈する，上位に位する水に関する基本法というのがないんだ，これがないと運

用上困るんだということを，前から多くの学者が一致していっていると思うんです。

その問題がL、ま，新しい採石法のあり方ということで，パッと出てきちゃったと思う

んです。そう L、う意味目立採石法と！》、うのは，あくまでも，従来の私権の完全な発揮

というんじゃなくて，現在の法律体系として採石を考えても，私がさきほど応急対策

のところで申し上げたようなとるべき措置は，可能なんですね。それがどうしても私

有権と L寸 現実の運営の問題で，ぶつかってくるとしヴ限界はありますけれども，な

お実績が積み重ねられて，そ;ilでも不十分なのは，いま申し上げたとおりで，水に関

する側面乞採石法自体のなかで抜本的に改正しなきゃいけないんじゃないでしょう

か。それをだれがし、し、だすかとしづ問題になりますと，この問題については，林野庁
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の保安林行政に期待する以外に，ちょっとないと思うんです。非常に大げさなL叫、方

をしますと，水とL、う公物，それから管理上発生する公害とし、う問題を，現行の法律

体系のなかでどう改革していくかといういちばん大きな責任；工，現在では保安林行政

にある。下流のほうは少しずつ，なんらかの法改正が試人られていますので，あと残

る天目山は， ゃっ I；＇.り 採石法と森林法だと思 うんです。

木村 私は若干，異なった意見をもっているんですが，農林省の法律というのは，

土地生産者側に向いとるんですね。保全三法といわれてし、る河川法，砂防法，森林法

を比較した場合に，土地所有者の権利，つま り財産権というものをいちばん尊重して

いるのは，森林法なんCす。いま採石の公害防止の側の森林の制度としては，森林法

のなかの保安林行政が唯一のものなんですが，保安林は，いま保安林整備計画で面積

の払大が進められているところで，この計画が達成された場合でも2,500万 hoのうち

660万加で，森林面積の27%程度なんですよ。しかし，砕石の危険度合のあるところ

を保安林で取り締まるかといっても，それt主L、まの森林法の体系からいえば，無理な

んです。保安林は，森林の機能を積極的に活用する必要がある場合に指定をするん

で，採石による公害防止のためにあとから保安林をかぶせて砕石を取り締まるという

ことは，不可能ですね。たしかに盲点といえば盲点だが私の側からいえば，採石法と

いうものでもって，あれを柱にするより方法がないんじゃないかと思うんです。

武藤 さきほどもお話が出ましたように，いっ f.:_¥,、砂防法にしても，森林法にして

も，山の地帯のことを立法したのがそもそものはじまりで，下流のことは河川法です

ね。したがって，そういった山の事態が直接都会に被害をもたらすという ことは，予

測していなかった。ですから森林法の保安林制度を十分活用して，採石を取り締まる

ということは，本来，無理なんですね。かろうじてその適用でやっているということ

なんで，そこでやっl二り，近代的な法律に改正してし、くか，あるいは新しいそういう

立法が必要とされるよ うな気がするんです。

木村 非常にむずかしい点ですね。

武藤 むずかしい問題ですけれども，そういった対策を，ひとつ林野庁が推進力に

なって， 進めていただきたいというふうに考えております。

8. 保全と開発

そこで，こ んどはちょっと問題を広くしまして，このごろ保全と開発の問題が，あ

らゆる方面で問題になっておりますが，保全と いうことになりますと，国土の 6割 7

分を占める林野の保全が，いちばん範囲の広い問題になりますし，開発の問題は，従

来の林野の受ける開発ということは，木を伐ることだった。最近は，さっきからお話

が出ているよう に，山が切りとられるということまで，開発のiなかにはいってきたと

思うんですが，開発というものは，もちろん日本の国力を増進していくために，ぜひ

とも必要なことなんですが，一方それが進みすぎますと，結局，開発がマイナスにな
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るようなことがある。そこで，保全と開発との調和仁、う ことが， fニい司令、んむずかし

二、問題になってくると思うんですが，結局 木村指導部長の側として：土． いつも受け

身の立場に立たされるわけですね。開発がど1どん進ん？くる。時には無秩序に暴走

する。それを如何に規制調整して保全の目的を達成寸るか，ということに。いつもご

苦労なさっているわけむすが，Cの問題につ、、C λなさんからお気づきの点をいっ

ていただいて， しめくくりにしたL、と思います会

菊地 砕石の開発というのは至上命令だか：ンーぜひ平らなくてはなりませんし ま

た早くからの採石業者；立， もう山を買い替える 4 、う時期に達してL、るんとすよ。周

時に最近，川砂利の中，大企業が，急速に山に移・1つつあるというこ ζで，ニれから

数年，非常に砕石工場が山lこl立し、るだろうと思「人勺寸たっだからまず林野庁が，原

石山にはここなら：！：＂.、 L、というとニろをつ：って．少之くともここでやっとくれ，こ

とに需要が非常に大きいようなところ，そニ，、供給十る範囲，そういう ζ ニうだけC

L 安山岩で，災害を起ニさずとりやすい場所を指定するぐらいの積極さが必要じゃ

ないかと思う んですc そしてそこへ業者を誘導するー之：こか，そう いうニと一ごもして

；ましいような感じがしますねっ

木村 国有林内においては， まさしくいまのご意見のニとが， いろいろζ JE~·c-f" c 

（こスタート しております。それから民有保安林についてもあわせて，国有林内と同じ

ような砕石開発の調査も必要じゃないだろううa己、う感じがしておりますごそれ以外

乃と ころをどうするh 一般の処女地ですれT ニれよや；土り保全上，あとかう開発に

ブレ ーキをかけるというのは， 非常にむず lわしい問題です2 それで基本的な~勢とし

ましては，開発される ζ ころは，開発の進度をおさえまして，開発そのものを秩序化

させなくちゃならん＝それ/J• ら保全上，残与な E 巴ーづるんところは， ぁ；三三も投資

をいとわず，堅実に保全さすというのが，いち、土ι基本的な考え方じゃなl' だろうか

と思 うんです。

武藤 いまおっしゃったように，ほんと弓に組織的な，法律を守った開発をやる江

ら， 保全と開発と いうものは一致するんで4むーいつも例に出るんですが らやちな

林道をつくるから山が崩れるん寸，たとえば日光の也、，：，：；坂みたいなヒンァとした道

会つくれば，かえって保全にもなるわけ寸寸 Cすから開発即保全と いう面ご進めれ

：まいいんですけれども，今日の問題みたいに．山を崩す，山体を持ってL、く．しかも

公害の原因となる危険物を生産して放置すると》バニとでは誠に困るc そz二とてもち

平んと法律にもと Jゴ

1噌、んですが

木村 それと関連しまして，都市の需要地近郊の砕石地：こ対しては．相当高度の秩

序化，法人化ということを，公害防止上，ぞらえこ、わ ＞pl、かんような感じが Lま；－

i. ~ つ だれがやるとし、う点、の負担配分について iムやはり知事を通さなく九平 ？、がん。

武藤 そのへんがどうも，ごく大ぎつはに通産省，建設省からみると．杯野庁は音
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から山のほ弓の行政をやるという頭があるもんですから，非常に遠慮的ですね。あま

り積極的に出てこない。

木村 森林資源の維持増強（： ＇う ニこが．基本法を背来として，最近の高度成長の

ひずみ是正に追われているきら！，、があるんですが， 先生のご抱摘のように， 森林の公

益機能の高揚という商について：ζ1 もっと真剣にとり組まなくちゃならんと思います

ね。

菊地 開発と保全を両立させると、弓のは， 二の場合 ，＞~ つにう，砕石業者ゎ企業者

倫理というものを，信頼しなくちゃだめ三すね。そうする ζ，砕石業者；二よほど資本

力をもって，保全設備もやってくれるんさなければいけなL、。 赤城山わうしろにある

伊勢崎市砕石協周組合というの；之伊勢崎市の建設業者が一つに集まって，砕石工場

をもってやっているんですc ニJ.t：， ζりっぱなものでした3 だからある程度の資本力を

もっていなかったならば，いくら作業許可その他で，保全施設は こうやれといっても

無理なと思うん ξす。幸い砕石業者三、うのは， どんなに小さくても資本金 l億円ぐ

らいCなかったら． 機械を買って．簡単でも保全施設をやるということはできないで

すから，資本金 1億円ぐらいfごったら．月産 1万 トンの砕石業者になりますよね。こ

れはいまだったら．中企業の『、ちばん大きいやつですから l 少.＂，；：：くともこのぐらいの

能力ηある業者だけを置いてお~＇そし－ごニれ 1i:'月産 10万卜ンぐら

にしてやれ；ど な？占採揺する場所ら選定できるわけCす。昭和so年あたりには，骨材

の半分jま砕石－cやるとい うような見通Lを，通!ft，建没むなたててし、るんですけれど

も．いま 10万トンぐらいの砕石能力をもっている工場ば，いくつもないんですのだか

の原石山η広大なところへやって．いるんな付帯胞設一一道路とか表土のたまり場所

なんか， きつむりしてやったらLJ、と思i ‘ますね。

さきほど．河川乃ほうの業者：；： 7,000 i；＿んてし、L、ましたlナれども， あれ：立登録業者

の数c:.手借り 5人以下は未登録三寸から．いくらいる ：］－＞わから之！、んです。そうい

うのは，能力がないから山へ移・f'-fよい内で~るだけ有力な砕石業者を育成するという

己とをやって，それに対して，保全の責任をはっきり負わせて作業をさせるという方

向に進んでL、く ことが、開発と保全を両立させる 1つの手続になると思うんです。

加藤 開発と保全，あるいはそれを均衡させるとし、う二とが、よく

泊．．私｛主実i土そう L、う発想、法に白根本的に疑問を感じるん勺1二と申しますのは，保

全企マイナスにするところまで開発してし、く一一開発というの：Z，量とテンポと両方

ありますけれども．そういうニとが，，＿＇ったい開 発だろうかと、う感じをもっている

わけです♂だがら本来，両立するとコ・パランスするという問題じゃなくて， 開発とい

うのは当然に．できうる限りの保全は行t－；.うというのが開発であっ C，それが対立する

のはおかしL、。よく考えてみる ζ，保全する主体と開発する主体とが利害相反してい

る《日lj人なん－cすね。結局．問題：tどこで限界線をひくかと！，、う ことだと思う うんで

すよ。それについて（；！：.，従来のたにがなんでも現状を保持するのが保全だと考える考
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え方を，根本的に改めて，二うい開発の必要を認めたうえで，保全はここまで後退し

てもいい，そのかわり最後は，ここの限界線を絶対守るんだということをはっきりさ

せる。同時に関発のほうもそれ会了承したうえで，限度まで一定の方式に従って開発

を進めるというのが，本来のあるべき姿fごと思うんです。それから開発というのは，

そんなにたいせつがというと，私はちっともたいせつだと思わないんで，本来あるべ

き保全というのは，国民公共の福祉のために最低限これだけ必要だから，保全してい

るわけですねc 水の保全なんていうのは，生命財産の問題ですし，外国から輸入でき

ませんから e ところが関発がそれ合マイ ナスにするというんでしたら，そう 1、う

開発；まいっさいしてもらっては困る し，またそう L、う開発：心、 らないと思うんですc

もう 1つ，砂利J)問題わほう に話をずらしますと，砂利を開発する場合に，それを

開発しやすいようにする ことは，もちろんたいせつなんですけれども，砂利業者，建

築業者，あるいはその恩恵を受ける都市の建設J 公共的な資産が安くあがるとか，私

有財産が安く資本形成できる。これは利点fこと思います。しかしそのかわり に，保全

がマイ ナスになって，私有財産会守るために，一定の投資を必要とするというニとに

なりますと，国民経済からいえば，ニうし、う開発はとくに有利な方法じゃないんです

ねc ただ，費用負担の問題にすぎなし、。つまり，国民全体がその費用負担をするか，

あるいは砂利業1 建設業の人がするかとし寸問題で，成長する能力があれば，ほっと

いても経済：土成長しますし，また国民経済全体から申しますと，ちっとも有利じゃな

し、。こ っちが負担するかほかで負担するかで，資源の利用に伴った正当なコ ストを払

うというニとですから，それを税金で払うか，建設業者が払うか，安くあがって利益

を受ける人が，国民全体の税金の負担会補助金として受け取るかとしづ関係になるe

cすから国民経済全体のために利益になるという ことは，ぜんぜんない。

もう 一つ，そう L、うことをすると，マイナスが出るんです。経済学者は資源のミス

アロケ－／ ョン こい って L 、 るんですが，国民経済と＇~、 うもの；土， 価格機能が働きまし

て，いちばん採算のし六、使用方法を，価格を指標にしてみんなが選択するわけですご

早い話が，それ、う開発を進めるというんで，特典を与えておきますと， いずれは砂

利がなくなるわ！十ですよ。川｜砂利でも，山砂不ljcも，日本じゅうからつぼにするわ：十

にいかなし、c 一定の限界までは，スト ックがとられるという ことであって，山を全部：

つぶして，平地にするというニとではなL、；l之ずですね。そ うすると，いずれスト γ ク

はなくなるというニとを考えますと，正当なコストで，建築単価ζか，建設のコスト

が一定の高さになれ（ど，こん ど技術革新と いうのが働 くわ：十です。そのぐらL、のコス

トならば，山からと らなくても外国から輸入したほうがL、いとか，あるいはなんら，下

の工夫をして，違った材料で代用するものを発明するとか，そう Lづ経済の論理が

働 く。 そしてi二じめて，園内のもっとも有効適正な資源の利用のしかたが決まってく

る。と ころが特定の建設コストを安くするために，そういう正常な価格機能が働少な

いようにしてありますと，これ7れらの日本経済の建設投資にとって，非常に資源η ミ
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スアロケーン ョンが起こる。それだけ技術革新を遅らすニとになるわ：t-c:すっ そうい

うふうに，国民経済全体ウ3ら考えますと，私は，やたらに砂利開発J）ために積極的に

そのコストを固定しなきゃならない，あるいは安くしなきゃならないということ に

；主，難点があると思うんですよ。

もう一つ，もっとこまかし、問題に話をおろしますと，たとえば大規模業者にやらせ

るとかLぺ問題は， かならず零細業者を圧迫する としづ論理が働 くわ；ナーをす：十れど

も．これは逆でして，法律で公共的な福祉を守るというのは，保全’ご限界を守る l 同

時に， 正当なコストを払わせると いう ニとが，国民経済全体からいっζfニL、せつなの

であって， そのために，大規模むなけれ（fc、けないとい うこと であれば。人為的に制

限しなく亡も，自然にどうしてもコ久ト負担に耐えられませんから，企業はかならず

合併するはずです。 そしてそれに合うような規模が，自，然にできあがってくる。ただ

し，その中間モそれを促進するように， 一方ε締める と同時に， 一方で促進する措置

が必要Cすっこれは政策金融とかいろいろな面ーご金融上の面倒をみればL、L、わけで

す。 そう I，、うふうにしておきますと，自然に経済の論理が働いて，ほっといてもその

状態の規模にできる と思う んです。

Cすから両方の条件が必要で， うまく経済の論理にのせるように LC，砕石業者を

ゐるべき姿にも ってし、く。それについ－cは保全，つ立場から，限界を示しU 、ただくと

いうぷと三あれば， 私fま， 保全とか開発と いうものを抽象的に論ずるよりは， 具体的

t：：.策としてはもっと良策じゃえZL、がと思ってv、るんです。これは宅地造成ということ

になると，また観点が違いますけれども，同様な問題があると思いますj之内

武藤 で；土このへんで 。どうもありがとうごさいました。

現在農地を離れて働い℃L、る米国農業者の数は1934年当時

に比へて 4倍に増加してL、る。その大部分の人々は工場その

他に常勤して，その余暇に農業に従事している。

（“Soil Conservコ↑ion",April 1967より）

（終）
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