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訂正記事

「水利科学」 No.370 (2019年12月号）において，著者の御所属に誤りがあり

ました。お詫びして下記の通り訂正いたします。

末次忠司『戦後から昭和初期までの水管理技術』 p.1脚注

誤 （山梨学院大学総合研究部工学域土木環境工学系 教授）

正 （山梨大学大学院総合研究部工学域土木環境工学系 教授）
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戦後から昭和末期までの水管理技術
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要旨

戦後は国士が荒廃していたこともあり，大型台風の襲来により，大水害が発

生した。これに対して，治水対策のために，法律や事業計画が策定されたほ

か，堤防やダムなどの様々な治水施設が整備された。経済的には戦後復興を経

て，朝鮮戦争特需や勤勉な国民性により経済成長が成し遂げられた。経済成長

により各地で都市化が進行し，都市水害が顕著となった。また，経済最優先に

伴い，効率化が重要視され，都市化と相まって，弊害として生活や環境などに

歪みをもたらした。経済的に豊かになるとともに，個人の主義・主張が強調さ

れ，公共事業に対する住民反対運動や裁判が展開され，水害裁判も数多く提訴

された。本報では戦後から昭和末期までの治水，利水，環境に関する制度や技

術に関する動向を総括し，分析した。

キーワード：戦後昭和，水害水管理経済 成長都市化都市水害，利

水，環境水害裁判

（山梨学院大学総合研究部工学域土木環境工学系 教授）
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I . 背景と概要

二度にわたる石油危機（昭和48〈1973〉年~, 54〈1979〉年～）による経済

低迷を除くと，戦後から一貫して GNP(国民総生産）＊は増加を続け，昭和

43 (1968)年には世界第 2位となった。それに呼応するように人口も増加し

た。人口動態を見ると，昭和22(1947) ~24 (1949)年の第 1次ベビープーム

の後昭和42(1967)年に 1億人を超え，昭和46(1971) ~49 (1974)年に第

2次ベビーブームとなった（図 1)。経済成長は急激な都市化を進行させ，宅

地・道路面積は20年間（昭和60〈1985〉年／昭和40〈1965〉年）で，それぞれ

1. 6倍， 1.3倍となった。これに伴い，地表面はコンクリートやアスファルトに
ひふく

より被覆化され，雨水流出は速く，多くなり，都市水害を助長した。

＊現在では日本国内で生産された付加価値である GDP(国内総生産）が用いられるが，

長期指標として表示するために，昭和53(1978)年まで採用されていた GNPを用い

た

人口密度が上位の 8都府県における名目水害被害額／総被害額を見ると，年

平均で 14% (昭和37〈1962〉~41〈1966〉年） → 19% (昭和48〈1973〉~52

〈1977〉年） →11% (昭和59〈1984〉~63〈1988〉年）と経年的に都市水害が

増大したが，経済低迷後は減少した（岡 2)。この 8都府県とは東京，神奈川，
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図 1 GNP. 人口宅地 ・道路面積の推移

注）宅地面積は宅地＋その他の宅地面積で，工業用地を除いた面積であ

る
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図2 都市水害，堤防延長水害裁判提訴件数の推移

埼玉千葉大阪 兵 庫 愛 知 福 岡 で 27年間（昭和37-63年）の平均では

東京 (126億円），兵庫 (123億円）の被害額が多く，年最大値は東京（昭和56

〈1981〉年），兵庫（昭和51〈1976〉年）の約900億円である。

人口の都市集積に伴って，洪水氾濫の危険性が高い洪水想定氾濫区域（計画

高水位より標高が低い地域）内の資産シェアは全国で51% (昭和35〈1960〉

年）→80% (平成 2〈1990〉年）に増大した。また，経済成長により 1人あた

りの GDPは昭和55(1980)年／昭和45(1970)年で 4倍以上， 平成 2(1990) 

年／昭和55(1980)年で約 3倍の伸びとなり，豊かさに伴う個人的要求の高ま
：：：う かわ

りにより， 昭和47(1972)年7月水害（江の川水害など） 以降水害裁判が多

数提訴され，提訴件数は昭和50(1975) -52 (1977)年がピークとなった。

この時期の水管理に関係する事柄を時系列的に示せば，図 3の通 りであ

る!)。 河川行政や治水対策が社会 ・経済情勢と密接に関係している ことが分か

る。なお， II章以降では当時の組織名で表している。

昭和 20(1945)年-34年 ⇒昭和 35(1960)年-49年 ⇒昭和 50(1975)年-63年

荒廃した国土に大型台風が嬰
来し．大水害が発生した。経
済的な余裕もなく． また防災
体制がまだ不十分だったこと
もあって．多数の犠牲者を生
じた。戦後復興のために．治
水投究が削減された。国土総
合開発のなかで，ダムがクロ
ーズアップされた

大河川の氾濫被害は少なかっ
たが， 土砂災害が多数発生す
るようになり依然死者数は
多かった。3大都市圏への転
入超過が最大で約 70万人と
活発で，経済成長に伴い，治
水施設の整備も進められた。
ダムによる流水制御が盛んに
なった。昭和 47(1972) 年
水害以降水害裁判が多数提
訴された。都市渇水が発生し
た

直轄大河川の破堤や都市水害
は多かったが水害被害全体
は減少傾向となった。治水施
設の整備と，気象情報 ・詐報
の発表などにより，犠牲者は
少なくなった。経済低迷によ
り 都市化のスピードが治水
対策を上回った。珠境に対す
る意識の向上により河川環
榜の改善が進められた

図 3 時系列的に見た水管理関連事項
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II. 戦後から昭和末期までの水害

この時期の大水害では，死者・行方不明者数，被災家屋数，全壊・流失家屋

数も伊勢湾台風が第 1位である（表 1)。昭和34(1959)年の伊勢湾台風は

929hPa (和歌山．富賃lき）の最低気圧で，台風の通過と高潮時が一致し，最大

偏差（名古屋港）は過去最高の3.45mであった。大型台風による河川氾濫や

高潮だけでなく，貯木場の貯木が高潮により運ばれ，人命や家屋に被害をおよ

ぼしたのが原因で，犠牲者の約 9割が沿岸部で発生したと言われている。一
まくらざき

方，枕崎台風（昭和20〈1945年〉）は戦後の情報統制であまり知られていない

が原爆被災者を治療していた大野陸軍病院を士石流が襲い，約180人が死亡

するなど，土砂・洪水災害により，約 4千人がなくなった（写真 1)。柳田邦

男氏のノンフィクション『空白の天気図』 (1975年）の題材ともなった。また，

昭和22(1947)年のカスリーン台風では，関東北部（群馬，栃木）で土石流災
あずま

害が発生したほか，利根川右岸が埼韮県東村で340m破堤し， 14.5万戸が浸

水した。氾濫水は旧河道を流下して， 4日半後に東京湾に達した。復旧では占

領軍の舟艇やトラックが総動員された。
かのがわ

昭和33(1958)年の狩野川台風では，以前は浸水しなかった東京山の手の谷

底平野で，浸水災害が発生する＊など，都市水害が各地で見られるようになっ

た。典型的な都市河川である鶴見川流域（横浜）は，急激な都市化により，雨

水流出量が多くなり，狩野川台風では6.5万戸が浸水し，台風4号（昭和41

〈1966〉年：都市化率20%)では床上だけで3,400戸が浸水，台風18号（昭和57

〈1982〉年：都市化率70%)では2,700戸が浸水した。昭和59(1984)年からは

表 1 上位 3位の戦後水害

1位 2位 3位

死者・行方 伊勢湾台風 5,098 枕崎台風 3,746 カスリーン台風

不明者（人） 昭和34(1959)年9月 昭和20(1945)年9月 I, 930 

昭和22(1947)年9月

被災家屋 伊勢湾台風 55. 7 狩野川台風 52.6 梅雨前線豪雨 47.2 

（万棟） 昭和3¥i"-9月 昭和33(1958)年9月 昭和28(1953)年6月

全壊・流失 伊勢湾台風 4.0 ルース台風 2.4 ジェーン台風 1. 9 

家屋（万棟） 昭和3牡Jo9月 昭和26(1951)年10月 昭和25(1950)年9月

＊枕崎台風（昭和20〈1945〉年）は全壊・流失家屋数が不明である

水利科学 No.370 2019 
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写真 1 大野陸軍病院東一号病棟の被災2)

こづくえ

鶴見川多目的遊水地事業（横浜市小机町）が開始され，平成15(2003)年の

完成後，水害被害は軽減された。
い かしら

＊狩野川台風では井の頭公園以東で浸水被害が発生したが，昭和41(1966)年の台風4

号では，八王子付近の谷底平野まで浸水域が拡大した

昭和45(1970)年以降の氾濫形態を見ると，破堤や有堤溢水が減少し，代わ

って内水災害が増加した。大河川の治水安全度が向上したことと，昭和50年代

に入って，地盤沈下が活発＊となったり，下水道整備に伴って，河川以外の場

所でも浸水被害が発生するようになったからである。

＊都内や大阪では昭和初期から地盤沈下が進行していた。地盤沈下は沿岸部の浸水も引

き起こした

昭和40年代に入ると，土砂災害が多くなり，
あしわだ

• 昭和41(1966)年 9月台風24号→山梨 ・足和田村（死者・行方不明者数94

人）

• 昭和42(1967)年7,8月豪雨→兵庫県六甲 (92人），広島県呉市 (88人）

• 昭和47(1972)年 7月豪雨→熊本県天草周辺 (115人）
しようどしま

• 昭和51(1976)年台風17号→ 小豆島 (119人）

• 昭和57(1982)年長崎水害→長崎市 (262人）

• 昭和58(1983)年山陰水害→島根県三隅町・浜田市周辺 (107人）

などの災害が発生した3)。足和田村では 2地区の住民 (748人）の約 1/8が犠

水利科学 No.370 2019 



6 

牲となった。昭和41,42年災害を契機として，急傾斜地崩壊対策事業（昭和42

〈1967〉年）が開始された。また．豪雨としては，台風17号は四国・三重・岐

阜などに計834億トンの大雨（歴代 1位）をもたらしたし．長崎水害では時間

雨量187mm(歴代 1位）が観測された。長崎水害では，土石流・地すべりの

他．河川氾濫地下水害も発生した。長崎水害，山陰水害時の豪雨が契機とな

って．昭和59(1984)年より．記録的短時間大雨情報が気象庁より発表される

ようになった。

皿 戦後から昭和末期までの治水制度・技術

治水対策に関係する主要な法律・事業を，直接的な契機となった水害ととも

に示せば，

・枕崎台風（昭和20〈1945〉年）～カスリーン台風（昭和22〈1947〉年）→

水防法（昭和24〈1949〉年）など

• 伊勢湾台風（昭和34〈1959〉年）→治水事業十箇年計画（昭和35〈1960〉

年），災害対策基本法（昭和36〈1961〉年）

• 北九州，島根，広島における豪雨災害（昭和47〈1972〉年）→河川管理施

設等構造令（昭和51〈1976〉年）など

• 長良川水害（昭和51〈1976〉年）ほか→総合治水対策特定河川事業（昭和

54〈1979〉年）

などとなる。

水防法は建設省河川局が制定した最初の法律で，地縁的な水利組合法と国家

的な消防組規則が一元化された。治水事業十箇年計画は最初の治水長期計画

で，計画を正式なものにするために同年に治山治水緊急措置法が制定された。

河川管理施設等構造令は施設の設計に用いられる政令で，多摩川水害訴訟の差

し戻し控訴審判決（平成 4〈1992〉年）においても，構造令（被災した昭和49
しゅくがわらぜき

〈 1974〉年当時）が引用され，宿河原堰• 取付護岸等は十分安全な構造とは評

価されず＊，被告である国が敗訴した。一方，総合治水は直轄大河川の破堤や

相次ぐ都市水害を契機として，都市河川を対象に事業が開始された。例えば，

鶴見川が流下する横浜市には公共・公益施設に容量約 4万m3相当の雨水貯留

施設が設置された。しかし，総合治水にば法的根拠がない，受益と負担及び利

害関係が明確でないなどの理由で，事業は十分実施されなかった4)。

水利科学 No.370 2019 
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＊施設による危険が予測された場合，たとえ諸制約があったとしても，措置を講ずるべ

きであるのに，講じなかったと判断された

その他後述するように，河川法が昭和39(1964)年に改正され，マスター

プランとなる工事実施基本計画が規定された。昭和44(1969)年には都市計画

法が改正され，水害危険性の高い地域は市街化区域に含めないこととなった

が実際の線引きには十分反映されていない。事業等としては，昭和60

(1985)年に利根川や荒川等の 5水系 6河川を対象にした特定地域高規格堤防

（ス ーパー堤防）整備事業が開始され，超過洪水の越水対策＊や防災拠点とし

て期待されたが，なお一部区間の施工にとどまっている。また，昭和50年代半

ば頃には氾濫シミュレーション技術が向上し，昭和62(1987)年には洪水ハザ
しんがしがわ

ードマップの元となる浸水想定区域図が荒川支）II新河岸川，鶴見川などで公表

された。当初不動産価格の下落や地権者の反対などが予想されたが，特に大き

な反響もなく ，逆に河川管理者は影響の少なさに落胆した。

＊スーパー堤防の堤防高は計画高水位＋余裕断で，これに対して変動分（渦等による水

位変動15cm)の越水に対して安全な設計を行っている

戦後の大水害の原因の一つは国土の荒廃で，特に山地における森林伐採の影

響が大きかった（写真 2)。農林省累年統計表を見ると，林野面積は23.8万

km2 (昭和 14〈1939〉年）→19.5万 km2(昭和21〈1946〉年） →24. 7万 km2

（昭和26〈1951〉年）と推移5)しており，戦時中に約 2割の面積減少が見られ

た。戦後スギやヒノキ等の針葉樹が多数植林され，間もなく元の面積に回復し

戴
．` 

襲 --ー さ
’” ----, .... -
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~. ."—".:'-~ ー、とヽ-~~、-- ぺ唸 •. 

， ＇ . -,- ; ツ'~
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写真 2 戦後の荒廃した山地の様子 （広島県）8) 
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た6)。しかし，現時点でも，北アルプスや南アルプス地方などに重荒廃地域＊

が残されている。また，昭和に入ってから戦時中まで，砂防用に植林された北

米原産の繁殖力の高いハリエンジュは下流へ移動し，かつての河原を樹林化さ

せるなど，河川管理上の問題となっている。

＊重荒廃地域は崩壊面積0.3km2以上の崩壊地及びlkm2以上の滑落崖地などで，全国に

14地域 (3,980km2)ある7)

経済成長に伴って，インフラも整備され，多数の治水施設が整備された。直

轄堤防（完成堤＋暫定堤＊）は昭和40年代に大きく整備が進み，昭和42

(1967)年に比べて，昭和末期は約 2倍の延長となっている。越水に強い堤防

として，昭和58(1983)年頃より，アーマーレビー（天端をアスファルト舗装

し，裏のり面をジオメンブレン〈不織布〉で覆い，のり尻にふとんかごのよう

なのり尻工法を設置する。）について研究がされ，加古川の堤防強化に用いら

れた。実験ではのり尻工をふとんかご＋連節ブロックにすれば，ジオメンブレ

ンを保護できることが分かった。また，洪水貯留や氾濫戻しのための霞堤は，

洪水を河道に閉じ込める連続堤化のために各地で締め切られた。

＊暫定堤は計画堤防高を満たしているが，堤防幅を満たしていない堤防である
さめうら

この時期はダムによる洪水調節が盛んになり，洪水調節容量の大きな早明浦
ま ながわ

ダム（高知県）や真名川ダム（福井県）が竣工した。早明浦ダムは水資源開発

公団が昭和50(1975)年に吉野川に竣工させたダムで， 9千万 msの洪水調節
く ずりゆうがわ

容量を有する。真名川ダムは建設省が昭和52(1977)年に九頭竜川支川真名

川に竣工させたダムで， 8,900万 m3の洪水調節容量を有する。全国の主要な

ダム（総貯水容量が千万 ms以上）の洪水調節容量も，昭和25(1950)年から

63 (1988)年までの累積値で約3併意 msが整備された9)。
わたらせ

また，太田川放水路（広島市）や渡良瀬遊水地（栃木県）などの大規模治水

施設も整備された。太田川放水路は昭和42(1967)年に完成した延長9km, 調
やすがわ

節流量4,000m3/sの放水路で，淀川支川の野洲川放水路（昭和62〈1987〉年完

成： 4, 500m3/ s) などと並ぶ規模の大きな放水路である。昭和40(1965)年に

完成した狩野川放水路（静岡県）は約3km区間のうち，約1km区間が日本最

大のトンネル河川（断面積99-115m2)であった（写真 3)。

利根川支川の渡良瀬遊水地（第 1-3調節池）は昭和45(1970)年に完成し

た調節流量9,400m3/sの遊水地で，利根川の田中調節池（昭和35〈1960〉年：

3調節池で5,000m3/s調節）などと並ぶ規模の大きな遊水地である。宮城県に

水利科学 No.370 2019 



末次 戦後から昭和末期までの水笞理技術 9 

写真 3 狩野川放水路の流入口（末次撮影）

かぷくりぬま

は蕪栗沼遊水地など多数の遊水地がある。これは第四紀 (260万年前から現在

まで）以降準平原の北上山地は隆起したが，北上低地は低平地のまま取り残

され，排水性が悪くなり，遊水地が有効な対策となったためである。

土地利用規制に準じた災害危険区域は，建築基準法が制定された昭和25

(1950)年に設定され，出水に関しては佐賀県や札幌市などが指定され，建築

構造の制限（建物の主要部分を鉄筋コンク リート 造とするなど）が行われた。

区域内での建築禁止を定めた移転促進区域は防災集団移転促進事業＊により，

他地区への移転が可能とな った。同事業の対象は土砂災害や火山災害が多い

が，浸水災害では昭和50(1975)年 8月の集中豪雨に伴う岩木川洪水により被

災した青森県黒石市の住民 (44戸）が，翌51(1976)年に200m離れた段丘面

上に移転した事例などがある 10)。また，総合治水の対象流域では盛土競争とな

った地域があり，遊水機能を損なわない （浸水深を高くしない）よう，各自治

体で盛土規制条令が制定された。

＊九州～東北までの広範囲が被災した昭和47(1972)年7月梅雨前線豪雨を契機に創設

された

水害へのソフト対策としては水防，避難や情報伝達などがある。戦後治水

施設が不十分であったため，水防活動は重要な危機回避策で， ビークの昭和35

(1960)年には現在の約 2倍である約170万人の水防団員が積土のうなどの活動

を行っていた。 しかし，昭和50年代以降は，広範囲の大水害も少なくなり，水
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防技術が伝承されなくなっていった（水防体制の弱体化）。また，避難に関係

する大雨警報や洪水警報は昭和40年代は年間に数十-150回発令されていたが，

昭和52(1977)年から観測を開始した気象衛星ひまわり，昭和54(1979)年か

ら開始されたアメダスを活用して，昭和55(1980) -63 (1988)年には年間

300-400回発令されるようになり，避難などの減災に貢献した。

N. 戦後から昭和末期までの洪水対応組織・技術

戦後内務省国土局（昭和16〈1941〉年 9月設置）と戦災復興院が統合し

て，建設院が誕生した。洪水対応は建設院水政局（昭和23〈1948〉年 1月設

置）が担当し，昭和23年 7月に建設省河川局に組織改編された。この間，付属

機関も，内務省土木試験所が建設院第一技術研究所となり，その後建設省土木

研究所となった。シンクタンクとして，昭和48(1973)年に（財）国土開発技

術研究センター，昭和60(1985)年に（財）河川情報センターなどが設立され

た他大学では昭和26(1951)年に京都大学に防災研究所が開設された。

戦後，堤防整備が積極的に進められたが，昭和25(1950) ~35 (1960)年の

堤防は締固めが不十分（締固め度は70~80%:現状の目標値は85%以上11))
たかま

で，クラックや漏水が生じた12)。機関車から土を投下する高撒き方式（写真

4). 浚渫土を土砂流送管で運ぶサンドポンプ方式のため，締固めが不十分で

あった。昭和30年代後半，作業に手間がかかり，施工が難しいという理由で，

水衝部対策は水制エから根固め工へかわっていった。この頃，河川工事の請負

化が進むとともに，各種建設機械（コンクリートポンプ車，30t級プルドー

ー

・

↓

，
 

0

.
 畷

写真 4 高撒き方式による築堤の様子13)
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ザ）が登場し，その後建設機械の大型化や無人化施工技術が進展していっ

た。また，事業支援のための建設コンサルタントも，日本工営（昭和21

〈1946〉年設立），パシフィックコンサルタント（昭和26〈1951〉年設立），建

設技術研究所（昭和38〈1963〉年設立）などが設立された。

昭和38(1963)年に日本住宅公団（現 UR都市機構）が防災調整池を設置

し始めた。これは前述した総合治水の流出抑制対策のはしりで，その後ニュー

タウンなどに防災調節池（恒久施設）や防災調整池（暫定施設）が設置された

ほか，公園・校庭・駐車場に貯留施設，公共施設や一般家屋・駐車場・歩道に

浸透施設が設置された。また，洪水を地下空間を用いて調節する技術も適用さ
やまとがわ

れ，昭和61(1986)年に大阪・大和川支川平野川の街路下調節池（トンネル
しんほりかわ

式調節容量14万 mり，同年に名古屋市の庄内川支川新堀川に若宮大通調節

池 (10万mりが完成した。東京都は昭和63(1988)年より，神田川・環状七

号線地下調節池（トンネル式，約24万mりの建設に着手した。これは将来的

に環七地下河川となる施設である。

住民サイドで見ると，従来の風水害に弱い木造家屋は鉄骨造や鉄筋コンクリ

ート造にかわり，平屋は垂直避難できる 2階建以上の家屋へと変遷していっ

た。日本統計年鑑14)によれば，木造家屋，一戸建て平屋とも，約半数に減少し

ている。

・木造家屋： 86% (昭和38〈1963〉年）→41% (昭和63〈1988〉年）

防火木造を含んだ木造家屋： 95% (昭和38年）→73% (昭和63年）

・一戸建て平屋： 54% (昭和48〈1973〉年）→30% (昭和63年）

一方，全国規模の昭和47(1972)年 7月水害（江の川水害など）以降多数

の水害裁判が提訴された。提訴件数は昭和50(1975) -52 (1977)年がピーク
ひかわ

であった。昭和53(1978)年には富士川水系日川（山梨県）の最高裁判決（被
ばせんがわ

告：山梨県国鉄），昭和57(1982)年には江の川支川の馬洗川（広島県）の

最高裁判決（被告：国）が出された。しかし，昭和59(1984)年に淀川水系の
たんだがわ

谷田川（大阪府）の大東水害訴訟最高裁判決が出されて以来，提訴件数は大幅

に減少した。これは，適切な改修計画の策定又は改修を行っていれば管理責

任は問われないとした判決結果＊が出て，原告が勝つことが難しくなったため

である。

＊判決では河川管理の制約（財政，時間，技術など）が認められた
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V. 戦後から昭和末期までの利水

利水関係では，昭和39(1964)年に河川法が改正された。新河川法は国の行

政や地方制度が変化し，河川管理制度が対応できなくなったことも改正の大き

な理由であるが，大規模なダムが建設されると，その影響が水系全体におよぶ

ため，水系毎に河川管理者を一本化するためである。また．水利権に関する上

下流調整のための総合的な管理が必要となったことも理由である。法改正以
かんがい

降河川法（明治29〈1896〉年）以前からの主に灌漑用水としで慣行的に占用

していだ慣行水利権は河川管理者の許可を受ける許可水利権に切り替えられ

た。現在，許可水利権による取水量は発電用水（許可期間30年）が圧倒的に多

く，次いで灌漑用水（許可期間10年）が多い。

河川法改正に先立つ昭和36(1961)年に水資源開発促進法が制定され，広域

的な用水対策が必要な都市圏がフルプラン地域とされ，フルプラン（水資源開

発基本計画）を定めることとした。計画の指定水系は利根川水系，荒川水系，

淀川水系などの 7水系で，人口割合で全国の約半分を占めている。計画のなか

では，需給見通しと供給目標（ダム，導水路など）が定められた。ダム・堰の

建設・管理を担う水資源開発公団も昭和37(1962)年に設置された。また，昭

和48(1973)年に水没者の生活再建支援のための水源地域対策特別措置法が制

定された。

大規模な利水ダムとして，羹行立ダム（福島県・新潟県）や早明浦ダムなど

が建設された。奥只見ダムは電源開発が昭和35(1960)年に阿賀野川支川只見

川に竣工させたダムで， 4.6億 m3の発電容量を有する＊。また，前述した吉野

川の早明浦ダムは1.7億 m3の利水容量（灌漑，都市用水など）を有する大ダ

ムである。

＊総貯水容量も 6億 m3あり．徳山ダム（岐阜県,6. 6億 mりに次いで．日本第 2位で

ある

昭和63(1988)年時点の用水使用量のシェアを見ると，生活用水 (10%).

工業用水 (42%). 農業用水 (48%) となっていて，工業・農業用水で全体の

9割を占めている。昭和40(1965)年と比較すると，農業用水は微増であった

が，生活・工業用水は約 3倍も増加した15)。一方，水道普及率（簡易水道，専

用水道を含む）は26%(昭和25〈1950〉年）→53% (昭和35〈1960〉年）→
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81% (昭和45〈1970〉年）→92% (昭和55〈1980〉年）と向上し，その後は緩

やかな増加となっている。県別に見ると，熊本県の普及率が低いが，施設が普

及しなかったのではなく，地下水を汲み上げた飲用井戸を使用する世帯が多か

ったためである。

地下水規制が行われる昭和40年代半ばまで，地下水の汲み上げにより帯水層

が圧密収縮し，各地で地盤沈下が発生した。関東平野南部で4m以上，大阪平

野で2m以上，濃尾平野で1.5mの沈下となった。地盤沈下は堤防高を低下さ

せたり，降雨湛水などの内水被害を助長した。

水道普及率は高くなったが，昭和40年代以降，降雨が少ない北部九州や四国

で渇水が多く発生するようになった。特に著者も経験した福岡渇水（昭和53

〈1978〉年）では，給水制限は287日におよび，最も厳しい時は 2時間給水とな

るなど，渇水指数（給水制限率 X制限日数）は8,160%・ 日となり， 日常生活

や産業に大きな影響をおよぽした。福岡が渇水となったのは，大きな都市であ

るにもかかわらず，近くに大河川がなかったためである。その後，渇水対策ダ

ム，配水管網の水圧管理，節水コマ（蛇口を多く回さないと水が出ないよう

に，蛇口に取り付けるコマ）の普及などが実施された。

VI. 戦後から昭和末期までの環境

1950年代から水俣病．イタイイタイ病（雑羅J'1『）などが問題*Iとなり，対策

として，昭和33(1958)年に水質保全法と工場排水等規制法が制定された。昭

和42(1967)年に公害対策基本法が制定され，環境問題の悪化に対して，昭和

45 (1970)年にはいわゆる公害国会が開かれ．翌46年に環境庁が設置された。

公害国会では．公害関係14法*2が成立した。その後水質保全法及び工場排水等

規制法が改正されて，水質汚濁防止法（昭和46〈1971〉年）となり．翌47年に

加害者の法的責任を追及できる無過失賠償責任が導入された。

* 1 原因物質は水俣病が有機水銀．イタイイタイ病がカドミウムである

*2 水質汚濁防止法の成立．公害対策基本法・下水道法の改正など

昭和33(1958)年に下水道法が制定され，汚水処理（処理人口普及率）は 6

％（昭和36〈1961〉年）→40% (昭和63〈1988〉年）と下水道の普及が進ん

だ。昭和46(1971)年の水質汚濁防止法の改正等により，汚染を減らす分流式

の普及が進められるとともに．雨水処理（達成面積率）も 18%(昭和40
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l:l、 i:;: 

写真5 兵庫 ・尼崎市内の汚染された河川 （昭和40年） 16) 

〈1965〉年） →43% (昭和60〈1985〉年）と浸水対策が進んだ。一方，下水道

整備が進んだことにより，河川の平常時水量が減少し，水質環境の悪化を招い

た河川もある。下水処理場の約 9割が沿岸部にあり処理水を河川に還元でき

ないからである。

昭和30年代の河川は工場排水などの排水路となり ，どぶ川の様相を呈して，

魚が生息できず，異臭を放っていた （写真 5)。昭和40年代から50年代にかけ

て，下水道整備や工場排水の浄化などにより河川水質は改善された。水質を

BOD*年平均値でみると，例えば利根川水系の綾瀬川では， 55mg/L (昭和47

〈1972〉年） →28mg/L (昭和49〈1974〉年） →14mg/L (昭和51〈1976〉年）

に改善されるなど，水質環境基準の達成率は向上していった。水域別にみる

と，河川や海域の環境基準達成率は向上したが，湖沼はほとんど横ばいであ っ

た。特に河川は51% (昭和49〈1974〉年）→73% (昭和63〈1988〉年）と改善

された。

* BODは細菌類が有機物を食べた時に消費する生物化学的酸素要求量で表されている

ダム建設が環境におよぼす影響も問題とな った。ダム建設に伴い，下流河道

への土砂供給量が減少したり，中小洪水の増加で細粒土砂が掃流され，河床材

料の粗粒化が見られた17)。これらの現象は連鎖的に以下の河川環境悪化を生じ

させる。ただし，支川からの土砂流入により ，影響は緩和されるので，広範囲

には影響しない。また，ダム貯水池では栄養塩類（窒素，リン）の流入に伴う
らんそう

富栄養化により ，藍藻類や緑藻類の異常繁殖に伴う赤潮が発生し，透明度の低
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下や酸素不足を引き起こした。しかし，本格的な環境対策は平成に入ってから

である。

・供給士砂量の減少→河床低下→掃流幅の減少→樹林化→環境変化など

• 河床材料の粗粒化→アーマー化→付着藻類の剥離• 更新の妨げ→魚類など

のえさの劣化

一方，河川審議会の答申に基づいて，昭和58(1983)年には河川環境の保全

と創造を総合的，計画的に実施するための河川環境管理基本計画が各水系で策

定されたし，景観や生態系に配慮した河川環境整備も行われ始めたが，多自然

（型）川づくりが始まるのは平成に入ってからである。環境関係のシンクタン

クとして，昭和50(1975)年に（財）河川環境管理財団，昭和62(1987)年に

（財）リバーフロント整備センター， （財）ダム水源地環境整備センターが設立

された。

VJI. まとめ

戦後の大水害を教訓として，経済成長に対応して，様々な治水施設が整備さ

れ，経年的に水害被害は減少していった。治水長期計画である治水事業十箇年

計画が策定されたことは画期的であった。計画に基づいて，ダムや堤防，放水

路が建設されるとともに，新たな施設として，スーパー堤防や地下調節池の建

設が始まった。ソフト対策では人工衛星やアメダスを活用して，大雨警報等が

多数発令され，浸水想定区域図も公表された。一方で，経済成長や効率化の弊

害として，都市水害が助長されたり，河川環境の悪化を招いた。また，住民意

識の高まりは水害訴訟を提起し，公共事業への反対運動も起こった。このよう

に戦後から昭和末期までは社会・経済活動の影響を受けながら，水管理施策

が展開された時期であったと言える。
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