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電源ダムと治山投資

一一大井川上流域を例と して

山本武義

電源夕、ムの上流に治山投資が行なわれる場合，両者の関係を次の 3点から

私見を述べることにする。すなわち，第 lとして治山事業は公共投資の一部

門であるが，公共投資というカテコ、リ ーの中で把握される治山事業は，どの

ような性絡や機能をもって特徴づけ られるかということである。

第 2rこ，電源ダムの問題であるが，これについては私企業である電気事業

が公益事業としてどのように一般の私企業と異なった制約を受け，規制され

ているかを， 「電気事業法」および 「河川法」を通じて検討し，またその他の

電気事業が及ぼす経済的社会的影響を一般論的に触れてみる。

第 3iこ，第 lおよび第2において述べた公共投資としての治山事業が，公

共性および公益性をもった電源夕、ムの上流にL、かに必要とされるかについて

述べることにする。

1. 公共投資と治山事業

( i ) 公共投資の概念

公共投資を論ずる場合， まずその概念規定から始めなければならなし、。 し

かしながら，公共投資は多面的な内容をもっうえに，それ自体が弾力的で，
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かつ変化する内容を有するものであるから，その内容を全面的に包括するよ

うな概念規定を試みることは困難である。

終戦当時，国の予算において発足した「公共事業」は，その目的が失業救

済を主体としたものであり ，その範囲は国が費用の全部または一部を負担す

るほとんどの建設事業を含むほど広いものであったが，その後，昭和32年；こ

「新長期経済計画」が策定されたとき，その中で国民総支出の構成要素とし

て「行政投資」とLづ概念が導入され，公共投資の全体規模が長期経済計画

のなかで明確に定められた。以後，「国民所得倍増計画」もこの考え方を継

承したが，「中期経済計画」では，公共投資が社会資本の整備という目的で

とらえられている。

このように公共投資の概念や内容は，その時代の経済的社会的背景に基づ

いて変化するものであるが，その概念を大雑把に， しかも大胆に規定するな

らば，「民間企業が投資することを期待するのは困難か， または不適当であ

るため，政府が形成し ようとする社会的間接資本への政府投資である。」と

いう ことができょう。

(ii ) 公共投資の分類

以上述べたように公共投資の概念は規定されたが，公共投資はどのような

内容をもっているかは明らかでなし、。そこで，ここでは公共投資の内容につ

いて述べることにするが，問題は治山事業が公共投資というレンズを通して

見た場合に，どのような性格や機能をもつかということにあるので，公共投

資の内容を分類する過程で治山事業を特徴づけることにする。

一般に，公共投資の事業内容を分類する場合には，その力点を何におくか

ということで種々に分類されるわけであるが， ここでl主次の 3点， すなわ

ち，収益性，経済活動との関連性および投資効果の波及性iこ力点をおいて分

類してみよう。

第 1の分類は，公共投資がどのように収益的な機能と結びつくかという分

け方である。それは次の 3つに分けられる。

（乃 投資そのものは直接収益性を生むものではなく ，国民経済発展の基盤

となり ，または国民の生活水準の向上に寄与するもので，広く一般不特定多

数に利益を与えるものであるが，民間企業からは投資を期待することは不可

能なもの。これらには，治山，治水，道路，港湾，空港，都市計画，あるい
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は災害復旧等がある。

付） 投資される事業そのも のは収益的であ り，利益を受ける対象者の範囲

も特定しているが，それらの私企業または地域の経済的安定は，民主的社会

の理念からも必要なものであり，また経済の安定的な均衡成長を促進するた

めにも必要であって， しかもこれらの対象者は事業に対して投資するに十分

な経済的能力がないもの。これらには，農業基盤整備事業， 林道事業， 造林

事業，漁港の整備，農業林業構造改善事業等がある。

（ワ） 投資される事業そのものは収益的であり，利益を受ける対象の範囲も

特定していて， しかも事業を実施する私企業も投資能力は相当あるが，投資

の規模が大さいか，または採算的に危険を伴う可能性があるので，私企業の

投資対象とすることを不適当とするもの。これには，上水道事業，工業用水

道，有料道路事業等がある。

第 2の分類は，公共投資が経済活動の循環のなかでどのように結びつくか

という点に着目する分け方である。これは， 次の3つに分けられる。

的経済活動の循環過程に直接関連しているも の，すなわち，一般経済成

長と均衡を保ちながらレベルアップしなければ経済成長の随路となったり 3

または経済活動そのものに支障が生ずるようになるもの。これらに，道路，

港湾，通信，用水，電源開発等があげられる。

（ィ）経済活動の循環過程には乗数効果とい う点では関連しているが，むし

ろ主体は，これら経済活動の場を保全して， 併存的に関連するもの。これら

に属するものとして，治山治水事業，災害復旧事業等がある。

（ワ） 経済活動には直接関連はなく ，資本の投資というよりはむしろ消費的

であり ，そのストッ クは資本というより社会的耐久物である。これらには，

公衆衛生施設，公園，下水道等がある。

第 3の分類は，公共投資が地域開発にどのような波及効果をもつかという

分け方で為る。一般に，公共投資の効果を問題にするときは，直接効果，間

接効果，および波及効果とに分けられ，この場合の波及効果は乗数効果との

関係で論じられるのが普通である。 しかし， 第 3の分類における波及効果

は，むしろその効果の及ぼす空間的なものにある。

（η 全国的に波及する効果をもつもの。三れには，国道，国際貿易港，国

際空港，電信電話幹線等がある。



24 

付） 地域的：こ技及する効果をもつもの。これには，一般道等の交通施設，

大規模の産業基盤開発，大規模な水系総合開発，大規模な治山治水事業等が

ある。

（坊 狭域的な波及効果をもつもの。これには，中小規模の工業団地造成，

生活環境整備，農林業関係投資等がある。

(iii) 公共投資における治山事業

このように公共投資は，その力点を何；こ置くかという相違によって種々に

分類されたが，ここでは，これらの分類を通して，治山事業が公共投資のな

かでどのような特徴づけがなされるかについて探索してみよう。

いうまでもなく治山事業ば，国民の社会的活動の基盤を整備し，民生の安

定をはかる国土保全事業であるが，投資した事業そのものは何ら直接の収益

を生むものではない。

したがって，一般企業からの投資も，また投資額そのものも比較的に大き

いため，個人的な能力での解決を期待し得ないものである。しかしながら，

この投資によってもたらされる有形無形の利益（土，不特定多数の一般国民：こ

与えられるため，治山事業［主国家の責務として公共投資としての資格要件が

与えられるのである。

次に一般産業との関連においてであるが，治山事業（ま，道路，港湾等のよ

うな産業基盤整備のために投ぜられる公共投資とは異なり，経済の中核その

ものに関与するものではなく，間接的併存的であって，経済の発展や国富の増

加とともにある水準を維持 しながらこれらを保護する事業である。「間接的」

とL、う表現は，厳密な意味においては疑問の生ずるところで，現に昭和35年

度の「経済白書」においても，治山治水事業の需要効果がかなり大きなもの

であることが述べられており，さ らに明確には把握しがたいが，乗数効果お

よび加速度効果等を含めるならば，治山事業が他の産業聞に与える影響は無

視し得ないものがある。

道路，港湾等の産業基盤整備のための公共投資は，産業活動そのものの中

に関与して，その効果を事業完成と同時に発揮し得るのであるが，治山事業

のような国土保全事業は，兵常降雨等の自然現象lこ関連してその機能の真価

が問われるものであり，事業の効果は天然現象如何に支配される。

しかしながら，幾多の調査事例が示すごとく ，災害からの安定なくしてそ



山本電源fムと治山投資 25 

の地域の発展はあり得ない。このことからも地域の発展は，国土保全とは無

関係であり得ないのである。そこでこの点について多少敷約してみると公共

投資に対しては先行投資論と追かけ（後行〉投資論（あるいはパランス論）とがあ

る。昭和34年治山治水10ヵ年計画を策定する際に，国土保全事業は，人命，

国富および生産活動を災害から防ぐものであり，安定した状態の上に他の投

資が行なわれるべきであると L寸先行投資論と，経済発展の中核は第二次産

業にあり，保全事業も経済の発展過程においてつねに努力しなければならな

い事業であるが，他の公共投資とバランスを保ちながら促進すべきである，

とし、う議論とがかわされた。

国土保全事業は，先行投資型であるべきかノイランス型あるいは追かけ型で

為るべきかという議論であるが，この 2つの意見は，先行論もバランス論も

保全事業の本質について見解を異にしてし、るわけではなく，公共投資の総額

が限定されている（または財政支出の量に限度がある） ためにかわされている議

論である。したがって，財政支出の量が限定されているとしづ前提条件がな

ければ，保全事業は先行投資されるべきであり，特に治山事業は水系的に最

上部を担当するものであるから，荒廃地を復旧し，有害土砂の流出根源を治

める事業は，最優先されなけれ（まならないであろう。

この場合に述べている先行投資とは，いわゆる地域開発の 「呼び水」的な

働きをもたせるための投資とは性格を異にし，その水系において現実に経済

投資（あるいは災害から保全されるべき対象物の建設）が進められること が明ら

かなとき，もしくはそれらの投資が行なわれる直前に行なうことを意味して

いるのである。 例えば，電源ダムが建設されるとすれば，ダムの建設または

その直前，またはそれと並行して行なわれるべきであるということである。

しかしながら，先の前提条件が現実にあるため，地域が開発され発展して

いるにもかかわらず，公共投資水準がその地域の発展して行くテンポに追い

っけないため，それがかえってその地域の発展に支障が生じてその障路打開

のために投資されているのが現状である。

しかも，保全されるべき対象地区が数多くあること，治山事業の空間的な

波及効果は地域的であるため分散が必要であるこ と，災害は天然現象として

生起するため，その発生箇所を事前に予測することはきわめて困難であるこ

と等を考えるならば，将来保全されるべき対象となるであろうと予想される
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地域よりも，現に保全されるべきものが実在している地域を優先するという

追かけ型をとらざるを得ないのが実情である。

2. 電源ダムと公共事業

( l ) 公益事業としての電気事業

大井川上流にある畑薙第 1ダム，第2ダム，井）｜｜ダムは，中部電力株式会

社の所有する水力発電用ダムである。この中部電力（株）は，私企業であり営

業的活動を行なう ことを本則とし，また施設の建設に民間資本を主体にして，

電気販売の営利活動により収益を（よかって資本還元を行なう こと のできる地

域的な独占企業である。

しかし，ここ に大きな制約条件がある。すなわち，電気事業は公益事業で

あるということである。したがって，一般の私企業とは大きく異なって，消

費者保護のための種々の法律および政府の規制がある。

電気事業は，公益事業と して一般企業とどのように異なり ，政府の規制が

どのようなものかについて，電気事業法を通して述べてみよう。

その 1つは，電気供給義務に関する点である。一般私企業の流通機構にお

ける取引きでは，相手を選択し，取引に応ずるかどうかを決めるこ とは，そ

の企業の自主判断によって自由に選択できる自由の原則が保証され て いる

が，電気事業は，電気事業法によ り，一般電気事業者は正当な理由がなけれ

（んその供給区域における一般の需要に応ずる電気の供給を拒んではならな

い（第18条〕として，電気を求める地域消費者には，需要の要請があれば相手

が誰であろうと，正当な理がないかぎり即時に， しかも十分に供給しなけれ

（王ならない。

次に，電気供給；主公平でなければならないことである。一般電気事業者

は，電気の供給規程を定めて通産大臣の認可を受けなければならないが，そ

の認可の条件は 「特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこ

と」（法第！？条） が必要と され， 特定のものに特定の利益または不利益を与え

るような差別的供給が禁 じられている。

第 3＇こは，良質な電気の供給である。一般電気事業者は，その供給する電

気の電圧および周波数の値を通産省令で定める値に維持するように努めなけ

れ（まならず（法第26条）， またこれらが維持されていないために電気の利用者
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の利益を阻害していると認められるときは，通産大臣は必要な措置をすべき

ことを命ずることができる（法第30条〉として，独占企業が軽視しやすいサー

ビスに関して規定している。

第 4は，電気供給休廃止の規制である。電気事業はエネノレギーを供給する

基幹産業であり，その供給の休廃止は，それをエネルギー源として生産活動

を行なっている産業やその他消費者に与える経済的社会的影響はまことに重

大であるから，法第14条において「電気事業者は，電気事業の全部または一

部を休止し，または廃止しようとするときは通商産業大臣の許可を受けなけ

ればならない」，「通商産業大臣は，公共の利益が阻害されるおそれがないと

認めたときでなければ，それを認可してはならなL、」と定めている。

第 5は，料金の規制である。私企業であっても， 地域的な独占企業であ

り， しかも公益事業であるから，その利潤追求には大きな規制があることは

当然であるが，電気料金を定めるには通産大臣の認可を受けなければならず

（法第19条）， その料金の決定は， 一般企業と異なることのない合理的かつ能

率的な運営，および経営のもとに，適正な原価に適正な利潤を加えたもので

あることが認可の条件である（法第19条第2項）。さらに能率的な経営を行な

っているかどうかを明確にするため，会計および財務に関しての規定があり

（法第35条～第40条〉，通産大臣は，毎年電気事業者の業務および経理を監査し

なければならないこととなっている（法第105条〕。

このように電気事業は，私企業ではあるが公益事業であり，その経営活動

においては一般の私企業とは相当異なった制約が加えられている。この規制

された枠は，電気事業が独占的企業であるがためと同時に，その供給地域の

産業活動およv・住民の生活に密接に結合した基本的必要性から生ずる当然の

帰結であるが，また，この規制こそ一般の私企業と性格を異にする公益性に

対して社会的評価も強調できるわけで、ある。

3. 電源ダムの公共性

電源ダムの公共性について，河川法を通してみることとする。

電源ダムは，いうまでもなく河川を利用している電気工作物であり ，その

ため当然河川法の規制を受ける。

電源ダムの建設は，必然的に河川の機能に重大な影響を及ぼすものである
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から，ダムの操作運営には慎重な配慮、が要求されるが，河川法においても法第

44条に，「当然ダムの設置により河川 の状態が変化 し， 洪水時における従前

の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては，河川管理者の指

示に従わ」なければならず，その指示の基準は，政令に定められていて，「夕、

ムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加 し，災害が発生するおそれがあ

る場合においては，当該ダムの設置者にサーチャ ージ方式，制限水位方式ま

たは予備放流方式のいずれか 1以上の方式により ，当該増加流量を調節でき

ると認められる容量を確保させること」（河川法施行令第24条〉になっている。

この規定は，単；こダム本体の安全性を確保し，従前の河川機能を維持すると

いう消極的な見解から規定されているのではなく ，河川の機能を監督する河

川管理者が当該地域における住民の水害からの安全性を第一義に考慮、して規

定しているものである。したがって，ダムの有する洪水調節機能に対する期

待は大きし台風来襲期聞は，常にダムの水位に関する関心が払われて，下

流の水害防除に積極的な責務を果たしているわけで、ある。

さらに緊急時の措置として河川法第52条は，次のごとく規定している。「河

川管理者は，洪水時による災害が発生し，または発生するおそれが大きいと

認められる場合において，災害の発生を防止 し，または災害を軽減するため

緊急の必要がある と認められるときは，ダムを設置する者に対し，当該ダム

の操作について，その水系にかかる河川の状況を総合的に考慮して，災害の

発生を防止しまたは災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指

示することがでさ る。」

この規定は，私企業所有の電源夕、ムといえども，水害の防除または軽減の

ためには，河川管理者の指示にしたがってダムを操作しなけれ！まならないこ

とをあらわ した ものであって，これは明らかに，洪水調節機能をダムに求め

たも のとして， 夕、ムのもつ社会的公共性を法的に表明したものである。

この点をさらに明確にするために，関係当局者の見解を加えてみよう。「本

条は，タムの設置によって生ずる河川管理上の支障を防除するための規定で

はなく ，緊急時において利水タムを活用して災害の発生の防止または軽減を

はかろうとするものである。すなわち，大規模の出水のある場合において，

あらかじめ利水ダムの容量の一部を洪水調節のために確保する ことができれ

ば，これによって災害の発生の防止または軽減をはかることができ，一方タ
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ムの設置者はその後の出水を貯留することによって出水の終了時には貯留量

を回復することができるのである。河川の洪水による災害を考えたとき，こ

のような緊急時に利水夕、ムの設置者に対して河川管理者が必要な措置をとる

べき 旨を指示することは， 公共の福祉に適合するものであり，河川の効用を

利用するダムの設置者としてもこれに従う義務があると考えられるのであ

る。」

「利水タムは本来洪水調節を目的としていないため， 洪水時には流入量を

そのまま放流するという考えのもとに作られており，予備放流を行なわせて

も容量的には限度があるため本条の指示による洪水調節の効果を期待 しても

限度があるが，適切な指示によって洪水ピーク流量を調節できるので，この

面での効果が期待される。」（新河川法解説，建設省河川局水政課編 p.105) 

大井川上流電源ダムがどの程度ピーク流量を調節できるかの定量的な問題

は省略するが，本条の規定は旧河川法にはなく，また旧河川堰堤規則にもこ

の緊急時の措置に関しては規定されていなかったのが，新河川法において成

文化されたことは例え利水夕、ムといえども洪水時における災害の除防または

軽減機能がまことに大きいことが認識された証左て、あるとともに，電源ダム

に公共性を課した社会的要請でもある。

4. エネルギー産業と電源ダム

水力発電事業は，エネノレギー産業の一部門である。エネノレギーは，経済活

動および国民生活にとって密接不可分の基礎物質であり ，経済の高度安定成

長および国民生活水準の向上とともにその需要は急速に ヒ昇している。

また，日本経済が開放体制に移行し，国際的な競争の場に置かれた場合，

産業は競争力培養のうえからも，安価，良質，豊富なエネルギーの供給は，

国民経済的利益の観点、からも必然的に要請される問題である。

この点に関して，「中期経済計画」においても， エネノレギ一政策に関して

「経済規模の拡大とともに，わが国のエネノレギー需要は急激に増大しつつあ

るが， このエネノレギーの大部分は輸入エネルギーに依存しており，またわが

国のエネノレギー賦存状況からみて将来輸入エネルギーに対する依存度はます

ます高くなるものと予想される。

こうした輸入エネノレギーの増加傾向に対処して国民経済上の要請に応える
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ためには低廉供給とともにその安定的な供給の確保に関し適切な対策を講ず

る必要がある。」と強調ている。

水力発電は，わが国内に包蔵している貴重な資源の活用であり，その有効

利用はエネルギーの圏外依存度を軽減し，かつ国際収支の改善に大きく寄与

するばかりでなく ，国土の総合開発上からもその役割はまことに大なるもの

があるが，最近は大容量電源ダムの経済的な開発地点は次第に減少しつつあ

る。したがって，すでに開発されてL、る電源夕、ムの長期有効利用は，産業政

策上からも要請されるものであり ，貯水容量減少防止に多大な貢献を果たす

治山事業の意義はまことに大きい。

また，電力供給のめ口reが昭和31年ごろから火主水従へと移行した。これ

は火力発電の技術革新と石油産業の発達，臨海工業地帯の発展等により大容

量高圧高温高能率火力発電所の建設が可能になったこと，水力発電は気象条

件Jこ絶対均な支配を受け河川豊渇水によって電力供給iこ安定性がなかったこ

とにもよる。しかしながら，このように水主火従から火主水従へのshareの変

化があっても，発電ダムの存在意義はますます増大しつつある。すなわち，

ユニット容量の大きい高圧高温高能率の火力発電方式が進め：工進むほど，ベ

ース負荷の高い水準を火力発電で受け持つことができ，ピーク負荷を水力発

電が担当するとし、う双方組合せ供給によって電力供給の安定化に大きな役割

を果たすこととなるのである。

火力発電のユニ γ 卜容量が大き くなれ：工なるほど深夜における電力供給能

が過剰になり ，この余剰電力の有効利用をはかるため研究が進められている

が，その 1っとして火水発電の組合せが検討され，揚水式発電が具体化され

た。中部電力の畑薙第 七 第2ダムは，東電の火力発電と提携している揚水

式発電ダムである。

ピーク負荷供給能力を維持しその機能低下の防止をはかるためにも貯水

容量を確保する必要があり，貯水容量の確保はまた同時に洪水調節機能の確

保であり，その意味からも畑薙第 l：ダムの貯水容量の減少防止をはかること

になる治山事業は重要である。

5. その他電源ダムの公共性

以上述べてきた電源ダムの公益性および公共性のほかに種々のそれらを列



山本干ll源ダムと治山投資 31 

挙することができるが，その主なも のをあげてみよ う。

( i ）さきに述べたとおり，国内のエネルギー源は，大部分を国外の石油に

依存しているが，例えばスエズ動乱のよ うな国際状勢の悪化にみられるよう

な emergency の場合，水力発電の存在意義は大きなものである。

( ii ）現状のままで土砂が流入してダムの包水能力が減少し洪水調節機能が

そう失した場合，洪水ピークをカッ トすることができなくな り治水事業が必

要となるが，こ の場合にはやはり国費を投入しなければならず， しかもこの

投資は前述の治山事業のような産業活動の助長をはかるものではなく，さら

に治水事業はその主体が堤防の建設であるため， 河川改修工事は次の点でま

すます困難となることが予想される。

⑦ 下流の地域は，社会経済の発展につれて必要と なる堤防用地の取得が

困難となる。

＠ 工業用水，農業用水，生活用水等の利水事業の必要性が増すが，洪水

時の流水を貯溜し渇水時に恒常的に放出するダムはダムの建設適地が次第に

減少しているため，既設ダムの貯水容量を確保することは，ますます重要で

ある。現に井JI！夕、ムでは，渇水補給を行なっ ていて（『水利科学』No.27「発電

ダムの発電以外の効果J(iv) p. 133）下流域の利水に貢献している。

⑨ 最近の集中豪雨は，降雨がある地域に限定されて局所的に多量の降水

が流下するが，従来の堤防方式ではその流量を安全に下流に流下させるのに

は限界がある。

(iii）井川村にあるこれらのダムは，井川村の住民に計量的に把握し難いほ

ど大きな社会的経済的影響を与えており ，さらにこれらのダムが造り出す観

光的な要素は，国民のリ クリ エイ ションの場として貴重なものである。

6. 電源ダムと治山事業

昭和34年に水利科学研究所が行なった調査報告の中に次のことが述べられ

ている。 「大井川上流にはさらに大規模な発電計画が進められており， 上流

にいくにしたがって荒廃地も多くなって，埋没はさらに急速にすすむものと

思われるが，この問題をたんに発電企業内部の企業計算のみで考えず，国民

経済上の観点から再検討すべきではないかと思う」。（「流域管理からみた大井

川流域の治山事業」東京営林局 p.80) 
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その「国民経済上の観点から再検討すべき」時期が現実に到来し，大井川

上流に直轄治山事業が着手されたことはま ことに望ましいことである。

電源ダムには上述してきたごとく ，好むと好まざるとにかかわらず公益性

と公共性が課せられている。すなわち公共性としては，

( i ) 河川法に基づいて洪水調節を行なわなければならないため，タムの

操作を行なうにあたってはダムのもつ貯水能力を全て発電のために利用する

ことができず，洪水時には常にダムの貯水能力以下に水位をおさえなければ

ならない。場合によっては無効放流も行なわなければならず，公共的責務の

ためには完全な利潤追求が抑制されている。この無効放流をできるだけ緩和

し，洪水調節機能を長期にわたって保持させるためにも，ダムに流入してく

る土砂は抑止されなければならなし、。

( ii ) これらのダム群は渇水時に利水を行なっているが， 今後増大が予恕

される下流の水需要に対してはこれらのダム群が利水機能を発揮しうるもの

と期待される。そのためにも貯水容量の減少は防止されなければならない。

このような公共性をもった電源タームに対して，その上流に公共投資として

の治山事業を実施して土砂流入の防止をはかることは，公共投資の理念に反

するものではなく，また，現時点において もっている洪水調節機能に安堵し

て，治山事業の実施に消極的であることは広域的かつ長期的ビジョンの喪失

といえるのである。

次に電源ダムのもつ公益性であるが，

( i ) 電源ダムは独占的私企業の所有する資産であるとはいっても，法律

によってレイトメイキングその他種々について規制が加えられ，経営，財務

等に関しては関係官庁の厳格な監督のもとにおかれており，まったく規制さ

れた枠の中で地域経済や消費者へ電気供給のサービスに努めている。 これは

一般の私企業とは大きくその性格を異にしているものである。

( ii ) 火力発電は，そのエネノレギー源である石油のそのほとんどを外国に

依存して国際収支に与える影響が大きいが，電源ダムは国内資源の有効利用

であり，その長期的利用は安価，良質，豊富な電気の供給を可能にして，そ

の利益は消費者一般に還元されることになり ，また同時に国内産業にもたら

す利益も大なるものがある。さらに火力水力発電の経済的な組合せ方式は，

今後ますますその重要性を増すものであ り， その機能を減退させないために
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もダムの貯水容量は保持されなければならない。

このような電源ダムのもつ公益性に対しても公共投資としての治山事業を

施行し，ダムに流入する土砂の防止をはかることは国民経済的な観点からも

有益なことである。

さらに電源ダムは河川を利用した工作物であって，その建設には多額の資

本が投入された資産である。国土保全と災害防除を主たる使命とする治山事

業が，このような公共性と公益性を有する資産を保全することは当然であ

り，意義深いことと考えられる。

（林野庁，治山課）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

