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はじめに

応益的な費用負担による森林保全の動きが高まっている。費用負担の根拠と

して注 目されているのは,森林のもつ公益的機能である。森林法では,河川流

域において上下流の関係にある自治体間で森林整備協定を結ぶことにより,下

流の自治体に公益的機能を持つ上流の森林保全のための費用を一部ないし全て

負担させることを可能にしている1)。 また,番場 (2003,2004)に よると,森

林の水源涵養機能の保全を目的に管理費用を地方環境税により調達 しようとす

る動きが都道府県レベルで盛んになってお り,高知県と岡山県では既に導入さ

れている。

熊崎 (1981a,b,c)や泉 (2004)に よると,公益的機能の 1つである水源

涵養機能に注目する森林保全の応益的な費用負担の歴史は長い。ただし,熊崎

(1977)は ,水源涵養機能には公共財的な性質があ り,必ず しも受益者が負担

するべき財であるとはいえない, としているい。更に,応益的な費用負担をす

るということになっても「誰が,何のために,どのような形で,どれ位負担す

るか」が大きな問題 となるつ。受益者負担による森林保全のためのこれらの間

題は,応益的費用負担を行 う上での克服すべき主要な課題である。

このような課題がある中で,愛知県豊田市では1993年 に水道水源保全基金が

成立 し,翌94年 より積立が始まった。この基金は上流森林の水源涵養機能保全

を目的とし,市の水道利用者に対 し水道使用量 ltに つき 1円を負担させ,特

別会計に基づいて基金事業を行 う応益的な費用負担制度であ り,水道事業の拠

出に基づ く負担形式や水のつなが りに基づ く流域的な取 り組みとして注目され

ている→。更に,特別会計に基づ く基金事業の展開や水道料金への上乗せとい

う負担形式を中心とする豊田市の基金による森林保全メカニズムは,現在実際

に導入されている地方環境税による森林保全の取 り組みや検討段階にある地方

環境税でも提案されてお り,こ の点で豊田市の基金は地方環境税による森林保

全の取 り組みの先駆けに位置づけられよう。

熊崎や泉は歴史的な応益的費用負担制度の個々の事例について,水源林保全

に関わる上下流の交渉や行われた管理を詳細に扱っている。 しかし,応益的な

費用負担制度を考察する上で,水源涵養機能による受益が下流においてどのよ

うに認識され,費用負担に至るまでの下流における合意形成過程の理論的検証
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が不十分である。そこで,本稿では受益者負担論を理論的基軸として,基金及

び基金事業の合意形成過程を検証する。受益者負担論から豊田市の事例を分析

することで,熊崎や泉により行われてきた応益的費用負担による森林保全の研

究に新たな理論的視点を導入する。そして,事例分析を通して,環境保全にお

ける受益者負担論の意義と限界を見出したいと考えている。

本稿は以下の構成で進める。I節では森林の水源涵養機能の経済的性質とそ

れに関わる諸問題を説明する。Ⅲ節では本稿の分析軸である牛嶋 (1973)に よ

る受益者負担論を説明する。Ⅳ節,V節では豊田市水道水源保全基金の成立過

程及び制度設計を受益者負担論から検証し,豊田市における上流森林の経済的

性質や制度の特徴を明らかにする。Ⅵ節ではこれまでの応益的費用負担による

森林保全事例と本稿の扱った基金を比較しながら,基金の評価を試みる。最後

に,基金の検証を通して,環境保全における受益者負担論の意義とともに限界

についても考察する。

I.森 林の水源涵養機能の経済的性質 と諸問題

太田・服部 (2002)に よると,森林の水源涵養機能として次の 3つの機能が

ある。第 1に ,降水の流出量を平準化するとともに長期的に安定化させる渇水

緩和機能である。第 2に,降水のピーク時の流量を低減させて洪水を緩和させ

る洪水緩和機能である。第 3に ,河川への土砂流出量を減少させ,水の窒素濃

度を低下させるなどの水質浄化機能であるの。

熊崎 (1977)は,受益の帰属という観点からこれらの水源涵養機能の経済的

性質を論じている。水道事業など用水との関連で水源涵養機能による受益の帰

属がより明確に把握できる可能性があることを指摘しつつ,概 して,水源涵養

機能の受益は流域の全ての水利用者に広が り,下流の任意の主体に対して澄ん

だ水を送るなどの操作ができないという性質がみられることから,/AN共財的性

質があることを述べているの。即ち,流域にいる限 り人々は何らかの形で水源

涵養機能からの受益を享受しており,受益の性質として非排除的であると同時

に,どのくらい消費しており,あ る地域での消費が他地域での利用可能性を妨

げているのかが曖味なのである。

このように,受益について非排除的であり,かつ消費の競合性も曖床という

性質があるからこそ,渡辺 (1992)が論 じたように応益的費用負担による森林

水利科学 No 285 2005



太田 :受益者負担論からみた森林保全制度の検証  51

保全は常に実現してきていないつ。森林保全をめぐる費用負担が実現しない原

因として,熊崎 (1989)と 渡辺 (1992)は ともに次の 2点を指摘している。第

1に ,森林の水源涵養機能と森林管理のための施業がどれだけ水に対して効果

をもつものかを定量的に把握することが困難であり,両者の関係が明確ではな

い点である。第 2に,水源涵養機能を根拠とする森林管理のための費用負担が

成立するには,下流住民が納得してこれを支持することが必要となる点である。

しかし,水源涵養機能は科学的証明が困難という特徴があり,下流住民の支持

を得るのは容易ではない。そして,仮に受益者負担による費用負担が実現する

としても,冒頭で述べた熊崎の制度設計に関わる費用負担問題が生じる。これ

らの問題から,森林保全は政府が担い,林業政策などと絡めながら租税により

費用負担を行 うべきであるという反論がでるのであるの。

冒頭で述べたように,応益的費用負担による森林保全の歴史は長い一方で,

この負担形式による森林保全にはこれまで触れたような多くの問題がある。そ

こで,応益的費用負担の理論的な掘 り下げも含めながら,受益者負担の視点か

ら考える。

Ⅲ.受益者負担論
"

受益者負担をめぐる議論では公共財,も しくは準公共財を供給する際の費用

を租税により調達するか受益者に負担させて調達するかという議論が行われて

きた。鈴木 (1968)に よると,租税により調達する場合,公共サービスの給付

とその対価が直接的かつ個別的に対応する関係がなく, しいて言えば租税負担

は「一般的報償」に結びつく。それに対し,受益者負担によって費用を調達す

る場合には,あ る公共サービスについてその特定の受益者のみが料金などの形

で負担する給付に対する反対給付という形態をとる1の。ここから,受益者負担

により費用を調達する際の前提として,受益と負担の関係が明確であることが

求められる。

鈴木は租税負担と受益者負担の明確な基準を提示していないが,牛嶋 (1973)

は「財の生産・供給にともなう費用の負担は,その供給を通じて利益を受けた

者がその利益の大きさに応じて負うべきである」という「広義の利益原則」に

立ち11),受益者負担で費用が調達される財の経済的性質から,受益者負担の適

用範囲を提示している。
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牛嶋は次の 3つの基準から受益者負担により費用が調達される財の性質を論

じている。尚,牛嶋の議論は,生活基盤及び産業基盤に関わる社会資本形成の

ための費用調達を問題意識としている。

第 1に ,帰属する受益の明確性である。財からの受益の全てが,特定個人に

帰属する場合と不特定多数の人々に帰属する場合を両極端とし,大部分の財が

その中間に位置することを指摘しながら,こ の基準の対象に幅があることを述

べている。受益の帰属が全く分からない場合は受益者負担が適用されず,明確

であればあるほど受益者負担の適用が可能になる。ただし,帰属する受益の測

定は困難である12)。

第 2に,外部性である1つ。この基準にも幅があることを述べ,一方に完全な

分割性をもつ私的財,他方に完全な集合消費の性質を持つ純粋公共財を置いて,

その中間に部分的な外部性を持つ財を位置づけている。

第 3に,費用算定基準である。これは,財の供給にかかる費用全てが人々に

価格や料金に含まれて共通に負担される費用か,それとも特定個人により直接

負担される費用かを判断する基準である。この基準は費用負担の公正概念を背

景としており1→ ,人々が共通に費用負担するよりも特定個人の負担とするべき

であると考えられる場合,こ の基準が適用されない。

3つの基準から,私的財と純粋公共財とその中間の財は,以下の4パ ターン

に分類される。

表 1においてA,B,Cは受益者負担の適用が可能な財であり,特定個人へ

の直接負担が適している財としている。Aの性質を持つ財は私的財もしくは価

表 1 受益者負担により費用調達される財の性質

財 受益帰属の明確性
外部性

(分割不可能性)

費用算定基準 供給のための費用負担

A ○ ○ 受益者負担 (価格)

B ○ 受益者負担

C ○ ○ 受益者負担

D ○ 租税

出所)筆者作成

注)表中,○は受益帰属が明確であること,外部性が認められること,費用算定基準の適用が可

能であることを示している。×は受益帰属が不明確であること,分割可能であること,費用

算定基準の適用ができないことを示している。
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格・料金により調達可能な公共サービスである。この場合の公共サービスは,

電気や上下水道,ガスなどが考えられている。Bは財からの受益の帰属が明確

であって分割可能でありながら,排除原則の適用が困難である性質を持つ財で

ある。Bの性質を持つ財の一例として歩行者が利用する道路が挙げられている。

高速道路以外の一般道路は自動車だけではなく歩行者も利用する。歩行者の利

用は短距離であり,回数が極めて頻繁であることから,いちいち料金により徴

収すると徴収費が著しく高 くなり,価格・料金による排除原則の適用が難し

い1つ。Cは財の受益の帰属が明確でありながら,外部性があり,排除原則の適

用が困難である財である。Cの性質を持つ財の一例として,公共事業による幹

線道路の整備や空港建設など,比較的広範囲に及ぶ区画整備事業とそれに伴 う

費用負担として開発利益の還元を想定している。この種の公共事業による受益

は,大半はこれらの施設の利用者に帰属するので価格・料金による調達が可能

である一方,こ れらの施設ができることにより地域全体の生産性が向上する。

生産性上昇に伴 う受益は不特定多数に及ぶが,一部は地価上昇となって現れる

ため,土地所有者に対して課徴金などを課して調達することが可能になる10。

Dは純粋な公共財であり,租税により調達される。

牛嶋は,3つの基準から私的財のように価格・料金により費用負担される財

と租税で負担される純粋公共財の中間にある財の経済的性質を明らかにし,そ

れらの財が受益者負担により費用調達されると主張した。利益原則に立脚した

受益者負担論を展開することで,受益帰属がある程度明確であれば費用負担は

明確化されるとしている1つ。牛嶋の議論で特徴的なのは,財 Cの ように受益

の帰属が明確であれば,その財が外部性を有していても受益者負担により費用

調達が可能であると論じている点である。便益の定量的評価が困難などの諸間

題を抱える水源涵養機能を考えた場合に,示唆に富む議論である10。

Ⅳ 基金成立までの合意形成過程の検証

1 豊田市議会での議論

水道水源保全基金は表 2の過程を経て1993年の市議会で可決され,2000年 よ

り事業が実施されている。基金案は93年の水道事業審議会で提案されて答申に

至っているが,上流の森林は以前より市議会で議論されてお り,市議会での議
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表 基金の経過

1993年 9月 2日 水道事業審議会が ltあたり1円の基金創設を答申

1993年 12月 22日 水道料金改定と併せて,基金条例,特別会計条例が議会で議決

1994年 4月 1日 基金の積立開始

1999年 10月 29日 水道事業審議会にて,事業実施の了解

20∞年 1月 25日  関係 5町村 (藤岡町,旭町,足助町,下山村,小原村)と ,事業実施の

ための「基本協定」を締結

21XXl年 11月 29日 「事業開始式」を行い5町村で事業をスタート

2KXll年 10月 25日 稲武町と「基本協定」を締結,事業区域を拡大

出所)豊田市資料を加筆修正

論から上流森林が豊田市にとってどういう経済的性質をもつものかを把握する

ことができる。ここでは,上流森林をめぐる市議会での議論を検討する。

豊田市議会においては,1980年代後半から森林の水源涵養機能が注目されて

いる。1988(昭和63)年 9月 の定例会では,上流森林をめぐって次の質問がな

されている。

質問 :

例えば,西三河の人口120万人が倍増した場合,気象変化による渇水状態に

陥ったとき等,現在でも水不足の不安を抱えております豊田市としては,あ く

までも水資源は有限という考え方に立った施策を考えておく必要があると考え

るものであります。そのため水源確保を重点的に考えると,水源地区にあたる

根羽村,平谷村 (筆者注 :2つ とも長野県),上矢作町 (筆者注 :岐阜県)地

域での森林組合などの日頃の努力と清水供給に関わる自然保護が市の発展の

キーポイントだと言っても言い過ぎではないと思われるのであります。一つ)

ここで注目すべき点として,質問者が矢作川流域での渇水が生じる可能性が

あることを懸念しながら,上流町村における森林保全と水資源と結び付けて論

じている点である。

1989(平成元)年 3月 の定例会では,次の質疑応答が行われている。

質問 :

…こういう過疎に悩む上流町村では,それぞれ自分たちが生き残るためにい

ろんな苦労をしてみえるわけでありますけれども,豊田市民の観点から言えば,

きれいな飲み水を安定的に供給していただきたい,こ ういう望みを持っている
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わけでありますので,こ ういう町村には豊田市の方から積極的に何らか連携す

る手を差し伸べる必要があるんじゃないかと思います。…

答弁 :市長

…それから,水の問題を言われました。…豊田市の水の恩恵は上流の市町村

があってこその水の恩恵ですから,そのことを忘れてはいけません。そう思っ

ております。しかし,これは豊田市だけの問題ではなくて,流域の全体の問題

として取 り組むべきだと,こ う思っております。…2の

ここでも,市の水と上流町村を関連付けて町村に対し市が支援をする必要性

があることを主張している。これに対して市長は,市の水が上流域の恩恵があっ

てこそであることを認めつつ,水についての上流からの便益を背景とする上流

域への支援は流域で行うべきことを主張している。

基金案が水道事業審議会の答申で出された後の1993(平成 5)年 9月 の定例

会では,次のような議論が行われている。

質問 :

水資源は,地域やそこに住む人の生活,文化,経済,産業など地域社会の主

活動を支える基本的な資源として発展に寄与してまいりました。一森林は,緑

のダムと言われ,雨水の地表貯留,地下浸透を助け,地表流下量を自然のうち

に調整するという水源涵養機能を持っています。こうした森林の機能を有効に

生かしていくためにも,将来に向けた水源涵養林の維持造成に積極的に取 り組

んでいくべきだと思います。…今年度の豊田市水道事業審議会において水道水

源保全基金創設が提案され,水道料金の見直しと共に市長に答申されたようで

あります。…今審議会において,こ うした提案がされたことに対して賛辞を送

るととともに,市長はこの提案を受け入れ,是非創設なさるようにお願いした

いと思います。…

答弁 :農林部長

森林は水源涵養機能として治水及び水資源確保の観点から高く評価されてお

ります。…市内の水については,上流域の恩恵を過大に受けていて,森林の有

する公益的な機能を維持増進するための森林保全,保育の促進については,豊

田市だけではなく,広域的な観点から捉えていくことが必要ではないかと認識

いたしております。…
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答弁 :水道事業管理者

…それから,い ま1つ ,水道水源保全基金のお話でございますが,…お話に

ございましたように水道利用者でございます市民の方が有限な水資源の確保 ,

そして水道水源の保全,こ ういったことをまずご確認をいただこうということ

でございますけれども,さ らには水源地域に対する感謝の気持ち,こ れを示し

ていただくというふうな意味合いで創設が提案されておるものでございます。

具体的な事業としては,水源涵養事業,こ ういったことをやっていくためのま

ずは資金を積み立てて用意しようという考え方でございます。ご賛同をいただ

くということでお話をいただいておりますが,市民の皆さん方にも是非理解を

いただき,議会のご賛同をいただけて実施ができればというふうに考えており

ます。…21)

ここで注目すべき点は,質問者が森林の水源涵養機能を正確に把握している

点である。そして,市の社会経済的な発展には水が不可欠であり,市が森林の

維持造成のために取 り組んでいくことを主張し,水道水源保全基金案に賛同じ

ている。農林部長も同様に水源涵養機能を評価しており,市が水について上流

森林から便益を受けていることを認識しているものの,上流森林の保全及び育

成は豊田市だけが取 り組むのではなく,他の市町村も行うべきことを主張して

いる。水道事業管理者は,水道水源保全基金が市として水源地域に感謝を示し

て水資源を確保するために行うものであり,基金事業として水源涵養事業を行

うことを述べている。

豊田市議会での上流森林をめぐる議論をみてきた。特徴として,水源涵養機

能及び上流の森林保全の取 り組みによる受益を認識しており,更に水と結び付

けられて評価されている。市として費用負担を行うべきという主張がなされて

いる点は興味深いが,水源涵養機能と保全のための費用の定量的評価は全く言

及されておらず,どの程度負担するのかという点については議論されていない。

関連して,水源涵養機能の便益は流域に拡散しており,上流の森林保全のため

の費用負担は広域的にすべきであるという見解が市側から提示されている。豊

田市議会の議論では,2節で述べた水源涵養機能の特徴とこれに起因する諸問

題が議論の焦点となっていることが分かるが,興味深いのは,水源涵養機能を

積極的に評価しており,費用負担をすることについて市議会で議員及び市の両

者で共通の認識が形成されている点である。
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2.水道事業審議会での合意形成

表 2に よると,基金案は1993年 の水道事業審議会で提案されて賛同を得,答
申されている。ここでは93年の審議会での議論を検証する。特に,制度設計に

おいて鍵となる費用負担 と基金による森林管理の対象地域について,水使用量

ltに つき 1円 という負担 と,上流域の自治体の336町村の森林が管理対象に決

まった点に焦点をあてて,決定過程を明らかにする。

水道事業審議会は,水道料金改定や水道事業の長期計画を審議する目的で設

置された水道局内の機関である。1993年の審議会のテーマは,配水施設の老化

に伴 う更新と配水範囲の拡張に伴 う水道料金の値上げであったが,そ の中で水

道水源保全基金案が提示された。

第 1回 の審議会では,環境問題への関心の高まりを受けて,上流森林に水源

涵養機能があ り,山を水源・貯水池とみなし,水道事業において水源林の確保

を念頭に置いた費用負担案が提示された2の 。その後,第 4回の審議会で市水道

局から基金形式での水源林保全のための負担案が提示された。具体的に,上流

森林の取得を視野に入れた支出を念頭に置 くこと,年間の水道利用量が約4,500

万 tで あることから水使用量 ltにつき 1円を負担すれば10年間で 5億 円程度

の基金になることが示され,こ れらの内容の基金案が提案されている。この提

案をめぐって,森林保全のための負担を市が行 うことについては全 く異論がな

いものの,水道料金に上乗せか一般財源で負担するかについて議論が生 じた。

しかし,水道料金に反映させることで市民に水源や水利用に対する認識をもた

せるとい う啓発効果が期待できることから,ltl円 に基づ く基金案を答申に

表3 水道水源保全基金についての答申

将来にわたり,水道水が「安全でおいしい水」であるためには,水道水源の保全が必要

である。水道利用者の市民が,有限な水資源の保全と,水道水の給水確保の重要性を認識

し、水源酒養事業や,水質保全の環境整備などを,進める資金を積み立てし,用 意するこ

とを目的とした,「水道水源保全基金」の創設を提案する。

資金の原資は,当 面水道水の使用量 1ピについて, 1円 を料金に上乗せして確保する。

基金の活用については最も効果的な方策を検討することが必要であり,基金創設後,当
審議会に諮問されたい。

なお,基金の創設,及 び資金の徴収に当たっては,その趣旨の徹底に努められたい。

出所)平成 5年度水道事業審議会答申書より
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出すことが全会一致で決まった2つ 。

審議会終了時に,下記の内容を一部 とする答申が出された。答申書では基金

創設のねらいが次のように書かれている。

審議会での議論 とこの答申から,上流の森林が市の水道水源であ り,「安全

でおいしい水」の供給に貢献するものであると位置づけられてお り,基金が水

資源確保のための施策であること,水に対する市民への啓発を目的としている

ことが分かる。また,市議会における議論 と同様に水源涵養機能の便益を評価

するものの定量的評価が行われていない。上流における森林管理のための労働

についても同じである。基金における ltl円 は,水源涵養機能や上流の労働

量を根拠として決められたものではなく,市の年間の水道利用量に基づいて決

められたことが分かる。

3.合意形成過程における議論のまとめ

豊田市議会,及び水道事業審議会における議論は,以下のようにまとめられ

る。

・水源涵養機能の内容を正確に理解 して注目している一方で,その効果の

定量的評価が行われているとはいえない。

・上流における森林管理を評価する一方,管理にかかる費用は注目されて

いない。

・矢作川上流の森林を市の水道水源として位置づけてお り,市 として便益

を受けていることを認識 している。

・森林管理のための費用負担を市がすることに合意 している。

・水道料金と関連付けて費用を調達することに合意 している。

・便益は豊田市を含めた流域一帯で受けてお り,豊田市だけが上流森林の

管理の費用負担をすべきではない。

これらの特徴を牛嶋のフレームワークにあてはめると,豊田市における上流

森林の経済的性質が明らかになる。

・水源涵養機能の便益は豊田市に帰属 している→受益の帰属は明確である

。この便益は流域に拡散 しているという認識をもっている→外部性を認め

ている

・費用算定基準については,豊田市内だけで考える場合と,流域規模で考

える場合で判断が変わる。豊田市だけに注目した場合,市で水道料金に
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上乗せして森林保全費用を負担することで合意 していることから,費用

算定基準が適用されているといえる。 しかし,市議会で指摘されたよう

に,水源涵養機能の便益は豊田市以外の中下流の自治体にも及んでいる

はずである。 したがって,流域規模の視野でみたとき,豊田市だけが追

加的に費用を負担 していることから,費用算定基準は適用されておらず ,

市として直接費用負担をしている。

よって,豊田市内だけで考える場合→費用算定基準が適用される

流域規模で考える場合→費用算定基準が適用されない

以上より,第 3の基準については豊田市の基金をどういう空間規模で捉えて

評価するかにより基準にあてはまるかどうか判断が異なるものの,上流森林か

らの受益には外部性があ り分割不可能である一方,受益の帰属が明確であると

いう経済的性質がみられる。豊田市では応益的な費用負担が適当な財として捉

えられていた。

市議会及び水道事業審議会での議論の特徴は,上流森林の水源涵養機能につ

いての定量的な評価がなされていないものの,市の水道水源として評価されて

いる点である。上流森林は市の水道水供給に寄与する水道事業の一部と捉えて

お り,水道水源保全基金は水道事業における水源への投資という側面がある。

上流の森林が豊田市において受益者負担により費用負担される財として妥当で

あると結論付けることができたのは,こ こに理由がある。それでは,なぜ豊田

市ではこのように上流森林を捉えていたのかを次節で検証する。

4.基金が成立した背景

豊田市で基金創設に至った背景には,市が抱える水道水源問題がある。

矢作川の利水秩序は,豊田市で水道事業が始まる前に歴史的に形成されてお

り,市内を流れる矢作川の水を水道水 として利用することができない。志村

(1981)や千賀 (1982)に よると,矢作川では枝下用水土地改良区と明治用水

土地改良区の水利権が圧倒的に大きく,こ れらの土地改良区は他の農業用水や

工業用水,水道水との関係で優位性がある20。 豊田市は水道事業により配水し

ている水量のうち,矢作川の伏流水による地下水を井戸で掘って取水する自己

水源によるものが約30%,残 りの約70%は愛知県営水道から受水している2つ 。

豊田市は矢作川とその支流を含めた河川に対 し約60件 の水利権を持っている

が,その大半が農業用水利権であ り,転用が難 しい2の。こぅした利水秩序と市
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表 4 県営水道への意見書

の水道水源状況は,市に影響を及ぼす。

第 1に ,県営水道の値上げがそのまま市の水道料金に反映される。1975(昭

和50)年に県営水道より料金値上げが提示されてこのことが問題 とな り,下記

の意見書を関係機関に提出することが議決されている。

第 2に,渇水による影響が大きい。Jヽ 島 (1998)に よると,豊田市は1992年

から96年にかけて渇水による給水制限を行っている。特に94年の渇水から大き

な影響を受けたものの市内で時間断水までに至らなかったのは,農業利水者に

よる節水の協力があったからとされている27)。

市の水道水の水源状態 と新規水源の確保は市議会でも盛んに議論されてい

る。最近では2002(平成14)年 3月 の市議会で次のような質疑応答が行われた。

質問 :

… 3点 目は,地下水の水源確保についてであ ります。先程申し上げましたよ

うに,豊田市の水道水の23パ ーセントを地下水に依存 してお り,1日 あた り約

3万 tく み上げているわけです。地下水利用の10年間の経年変化を見ますと,

揚水量は36パ ーセント減少 してお り,水道水の地下水依存率は34パ ーセントか

ら23パ ーセントと11パ ーセント下がっています。古 くから「井戸はからすな」

と言われるように,地下水は本来安定 した利用を図るべきであるのに地下水量

の減少傾向が見られ心配であ ります。…さらに,昨年の渇水時の反省から個人

的試算をしますと,渇水時には 1日 あた り約 1万 tの 地下水の増量 くみ上げが
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愛知県水道当局は去る6月 県議会企業商工委員会において県営水道料金の値上げを発

表しました。県営水道の値上げは市町村等の水道事業経営を一層苦しくし,ひいては市町

村水道料金の値上げをもたらすものです。従って県知事は住民の生活を守るために県水道

料金の値上げを極力抑制するため次の努力をしていただくよう強く要望します。

・県水道料金は現行の料金を維持されるよう努力されたい。

・市町村ひいては県民の負担を大きくする責任受水制の一層の強化を行わないこと

。水源開発費が県水道事業の経営の大きな負担となっているので国の補助金の増額を要

求するとともに,県の一般会計からの繰り入れについても大幅に増額されたい。

以上地方自治法第99条 第 2項の規定により意見書を提出する。

昭和50年 8月 8日  豊田市議会

出所)豊田市議会昭和50年 8月 臨時会会議録,60ページより筆者作成。
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必要と思います。…安定した地下水水量確保についての考え方をお伺いいたし

ます。…

答弁 :水道事業管理者

…次に,自 己水と県水の比率,地下水量の確保のご質問であります。本市の

水道は創設以来地下水を水源といたしておりましたが,昭和47年,社会環境の

変化等によりまして矢作川を水源とする県営水道から受水し,現在に至ってお

ります。その比率は,議員が言われましたように,現在,自 己水23パ ーセント,

それから県水につきましては77パ ーセントとなっておりますが,第 6次拡張事

業計画では平成22年の目標数値は自己水16パ ーセント,県水84パ ーセントとい

う水源計画を持っております。県水への依存度は高くなると予測をしておりま

す。…しからば自己水源の新規開発という発想もあるわけでございますが,過

去に市内全域にわたりまして調査を行いました。都市化によりましてまとまっ

た水量の確保できる適地はなく,新規水源の確保は極めて困難であるという状

況下に置かれておりますので現状維持でいきたいと考えております。ご理解を

いただきたいと思います。…2の

このように,上水道の水源の安定的確保と新規水源の確保は,豊田市におい

て水道事業が始まって今日に至るまで克服すべき課題であり続けている。市議

会や水道事業審議会で水源涵養機能を持つ森林が高く評価されているのは,水

源のない状況の中で森林が水資源の安定的 。安全的確保に寄与していると評価

されているからである。

水道水源保全基金の制度設計の検証

!.基金事業の決定過程

水道水源保全基金の具体的な制度設計の検証に入る前に,基金事業の決定プ

ロセスを検証する。表 1で示 したように,1993年 の水道事業審議会及び市議会

を経て翌94年 より基金の積立が始まった。この時点での基金の支出について ,

上流森林の取得を視野に入れることが案として出されていた程度で,具体的な

支出方法は決まっていなかった。以降,市議会では,基金事業の具体的提案や

基金の支出方法について質疑応答が繰 り返されている。
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1997(平成 9)年 6月 の定例会では,基金の使途についての提案がなされて

いる。

質問 :

…最後の質問,4番 目ですが,水道水源保全基金の活用策についてお伺いい

たします。…本市は水道水源のための基金積み立てを市民の理解を得て行って

お りますが,ま だ,その具体的使われ方は明らかにされていないところであ り

ます。私は…きれいでおいしい水を確保するために使ってみてはどうかと考え

ます。例えば,上流域の汚水処理浄化事業への支援などに活用する考えはない

かお伺いいたします。

答弁 :水道事業管理者

私からは,…水道水源保全基金の活用策についてお答えさせていただきます。

…この基金の活用先,本議会におきましても数々の御提案をいただいてお りま

す。今回お話あ りました上流域での汚水浄化事業の支援ということにつきまし

ても,その御提案の 1つ ということで受けとめさせていただいて,参考にさせ

ていただきたい,こ んなふ うに思ってお ります2"。

翌1998(平成10)年 12月 の定例議会では,基金額に触れ,早期の支出を促す

質疑応答が行われている。

質問 :

1番 目は,水源地の水環境について伺いたいと思います。… 1点 目は,水源

地域の環境保全を 目的 とした水道水源保全基金が積み立てられ,現在 1億

9,000万円近 くあると思います。既に目的を実施に移す時期に来ていると思い

ますので,こ れらの使途についてどのように考えておられるのか,お尋ねをい

たします。加えて,私案,私的案であ りますが,水源地域の水の浄化のために

合併浄化槽設置の上乗せ補助金の一部に充てたらと思いますので,考えをお聞

かせ ください。

答弁 :環境部長

…水道水源保全基金の使途についてどのような考えを持っておるかという御

質問でございますが,こ の基金につきましては,水道水源保全事業の推進を図

るために平成 6年度に市民の御理解のもとに設置をいたしました。この件につ
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きまして,市長から現在検討の指示が出てお りましていろいろな方の御意見を

今伺っておるところでございます。具体的な使途の方向につきましては,い ま

少 し時間をちょうだいしたいと,こ のように思います3の 。

市議会では,水道事業審議会で提案された10年間の積立の後に支出という構

想よりも早い段階で支出し,資金の具体的な使途について提案されている。こ

の状況を受けて,99年の水道事業審議会で基金の支出方法が決定された。審議

会では,水道局から基金の所轄が環境部に変わるという説明がなされ,環境部

より基金の使途と事業化の骨子が提案されている。基金事業については,次節

で述べる内容の原案が提示され,それがそのまま賛同を得た。基金事業の展開

範囲については,豊田市より上流の町村を視野に入れながらも,豊田市と共に

豊田加茂広域市町村圏を構成 していた藤岡町,小原村,足助町,下山村,旭町

の 5町村に限定することが提案された31)。 基金事業の対象範囲は,水源涵養機

能の大きさなどの科学的根拠 よりも,豊田市と周辺の町村との関係が重視され

ていることが分かる。

2 基金の制度設計

水道水源保全基金の制度設計を検証する。基金は図 1の仕組みにより運営さ

れている。

豊田市の水道利用者である市民 と事業所は,水使用量 ltにつき 1円を負担

している。豊田市の水道普及率は2003(平成15)年度現在で99.88%で あ り,

利用者の 9割が豊田市民である3つ 。

集められた資金は特別会計により運用されている。図 2は特別会計により資

金が調達され,支出されるまでの流れを示 している。

基金の原資は上水道局で水道料金を通 じて集められ,環境政策課の管轄下の

水道水源保全基金特別会計を通 して事業へ支出されている。

基金事業による森林整備事業が行われている地域を図 3に示 した。2000年か

ら藤岡町,下山村,小原村,旭町,足助町の 5町村で事業が始まり,2001年 に

稲武町が加わって 6町村が基金の支援先となっている。この地域の森林は,愛

知県により水源機能機能を持つ森林とされている3つ 。基金事業では,2010(平

成22)年 までに1,000 haの 森林の管理を目標としている3つ 。

豊田市と上流町村は下記の内容を主とする基本協定を結んでいる。
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図 2 水道水源保全基金及び特別会計の概念図

出所)豊田市資料をもとに加筆修正

水道水源保全事業負担金 1水道水源保全基金負担金 1水道水源保全事業費

2水道水源保全基金積立金



^矢
作川水系

図 3 基金事業の対象地域

出所)豊田市資料に加筆

基金事業で実施される間伐は,森林所有者が負担 しない補助率100%の 事業

である。そして,基金事業が決められた1999年の水道事業審議会では,間伐対

象の私有人工林の選定にあたって,上流町村の自主性を尊重する方針になっ

た3つ 。また,年度の初めに森林管理計画を上流町村と豊田市が協議 し,年度の

終わ りには豊田市により計画通 りに事業が進行 したかどうかの検査が行われて

いる。
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表 5 豊田市と上流町村の基本協定

3.基金事業の実施状況

基金の支出を表 6に示 した。基金事業は2000(平成12)年度から始まってい

るため実際の支出は2000(平成12)年度以降ということになる。基金支出の構

成は基本的に半分が森林整備事業のための支出,残 り半分が積立となっている。

尚,基金額が変動するのは市の水道利用量が変動 していることによる

上流町村への負担金は,こ れまでに図 4の ように配分されている。

基金事業費の配分は町村間で大きな差がみられる。このように差が生 じてい

るのは,町村で事業の実施状況がバラバラであるからである。上流町村の基金

事業の実施状況を表 7に示 した。

第 3条 (水源保全林の選定)

(1)上流町村の行政区域内に存在する森林であること

(2)間伐等の保育事業が不十分な概ね11年生以上の人工林を主体とした一団の森林であ

ること

(3)一 団の森林の面積が概ね 2 ha以上であること

(4)国 ,県 ,市町村,公益法人,財産区などの公共団体及び公共的団体が所有するもの

ではないこと

(5)当該森林の立木及びその土地所有者 (以下,「森林所有者」という)の大部分と次

条第 1項に規定する覚書を締結できるものであること

(6)過去において当該森林に適用された国,県の補助制度等の規定に照らして,保全事

業の実施に支障のないものであること

水源林の選定及び森林所有者の取りまとめは上流町村が行うものとし,豊田市と協議の

上決定する。

第 4条 (覚書の提出)

上流町村は水源林保全が決定された場合には,その区域を特定するとともに,所有権な

どを確認の上,該当する森林所有者との間で,位置,保全事業の目的,内容,皆伐の禁止,

上流町村及び森林所有者の責務等を定めた 20年 を期間とする覚書を締結するものとする。

第 5条 (水源保全林の整備計画)

1 上流町村は,覚書が締結された水源保全林について,20年 を期間とする水源保全林

の整備計画を作成し,豊 田市及び森林所有者と協議するものとする。

2 整備計画の立案にあたっては,保全事業の目的に照らし,木材生産を主たる目的と

せず,水源保全林の水源涵養機能がより高度に発揮されるような森林整備を目標とすると

ともに,最少の費用で行うように計画するものとする。

出所)豊田市資料より
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表 6 基金の支出

負担金,補助金

及び交付金

積立金

需用費

旅費

償還金,利子

及び割引料

負担金,補助金

及び交付金

積立金

需用費

旅費

償還金,利子

及び割引料

合計

1996(平成8)年度  1997(平成9)年度 1998(平 成10)年度 1999(平成11)年度

47,200,000

20KXl(平 成12)年度 2001(平成13)年度 2Kll12(平 成14)年度

17,320,800

27.501,248

2,101,050

0

20,458,000

24,219,000

1,697,000

22,172,430

14,274plxl

917,726

0

6.543.900

合 計 46,374,000

出所)1999年 11月 5日 付失作新報及び豊田市資料より作成。基金事業は2∞0(平成 12)年 から

開始されているため,1999(平成 11)年 までは積立額のみ。

平成14年度         平成15年度

”

∞

９０

８０

７０

６０

”

¨

３０

２。

１０

。

平成12年度 平成13年度

□藤岡町 口小原村 日足助町 口下山村 口旭町 口稲武町

図 4 上流町村への基金事業費の配分比率

出所)豊田市資料より作成
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表7 事業の実施状況

2∞0(平成12)年度 2001(平成13)年度 2002(平成14)年 度 2∞3(平成15)年度

面積 面積 面積

藤岡町  測量

間伐

測量

間伐

足助町  測量

間伐

下山村  測量

間伐

旭 町  測量

間伐

稲武町  測量

間伐

1074

62

0

42

27

51

5173

1278

1655

1273

1986

1548

353

353

0

0

4

2

71

47

2214

1418

2565

1716

2392

215

1561

2183

1618

1868

4■ 61

4461

235

1498

5213

1046

なし

なし

191

1744

402

402

出所)豊田市資料に加筆。面積の単位は ha。

注)稲武町は21X10(平 成 12)年の時点で豊田市と基本協定を締結していないため,基金による

森林管理は行われていないため,「 なし」と表記した。

事業の実施状況に差があるのは,各町村における私有林の実情が反映されて

いる。基金事業では管理対象を私有林としているため,森林所有者が申請 しな

いと事業の実施ができない。実施面積の少ない藤岡町では不在所有者が多 く,

基金事業の実施を呼びかけて募集 しても申請がなかなか出てこないことから,

事業実施が困難な状況にある30。 また,稲武町では 6つの財産区が町内の森林

のほぼ全域を覆ってお り,基金事業の実施にあたっては財産区の区長らと話し

合いながら,区内の一部を整備しているために広範囲に及ぶ面的な管理を行っ

ている37)。

4.基金の制度設計のまとめ

1)上流 6町村への支援

基金の制度設計で興味深いのは,他にも町村がある中で藤岡町,下山村,小

原村,旭町,足助町,稲武町の森林が管理対象になった点である。 V.1では
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豊田市とこれらの町村が広域市町村圏を形成してきたことが重視されたことを

述べたが,こ れについてもう少し詳しく論ずる。

豊田市と6町村,そ して三好町は豊田加茂地域において住民の生活環境の整

備を効率的に進めて魅力ある豊かな地域社会を構築するため,広域市町村圏が

形成されている。1974年 に協議会,75年に豊田加茂広域市町村圏事務処理組合

が設立された。ごみ処理や広域移動図書館,火葬場の設置及び運営などの共同

事務を行っている3の 。広いコミュニティを形成するという地域的関係の中で,

藤岡町,下山村,小原村,旭町,足助町の森林について,基金が創設される前

の90(平成 2)年 12月 の市議会に話題に上っている3"。 また,広域市町村圏で

は,豊田加茂ふるさと振興基金により水源林維持増進のための林道整備を行っ

ている4の 。水道水源保全基金は制度上,広域市町村圏とは全く関係がない。し

かし,99年の水道事業審議会では,三好町が他流域の水源保全費を負担してい

ること,こ の時点で広域市町村圏に参加していない稲武町は,長野県,岐阜県

の町村と共に見送られている41)。 事業範囲として豊田市より上流の町村を視野

に入れつつも,豊田加茂広域市町村圏を構成していた藤岡町,小原村,足助町 ,

下山村,旭町の 5町村に限定することが決まった4つ。ここから,こ れまでの地

域的関係が優先されたことは明らかである。

2)基金事業の他の制度との比較

基金事業で行われている管理について,国や愛知県などが行っている他の造

林補助制度における管理と比較をし,そ の特徴を抽出しながら評価を試みたい。

水道水源保全基金は,愛知県などが実施している間伐造林補助制度と比較を

すると特徴がみられる。表 8は愛知県などが実施している補助制度と豊田市の

基金の比較である。

豊田市の基金事業と愛知県及び矢作川水源基金の補助事業を比較すると,豊

田市の基金事業は森林所有者の費用負担は 0であり,かつ対象となる森林面積

が広いという特徴があることが分かる43)。 管理費用の全額を豊田市が負担して

いる点については,先述したように上流の森林管理に対する市の負担の必要性

が主張されていたことが反映していると考えられる。また,対象となる面積の

広さを比較しても,森林荒廃や林業不振など森林をめぐる問題を抱える上流町

村のユーズに合致する制度となっていることが分かる。

加えて,事業を実施するうえで上流町村の自主性を重んじている点も特徴と
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表 8 国及び愛知県の森林管理における補助制度と水道水源保全基金の比較

出所)林野庁 (211114)及び20∞ 年農林業センサス第1巻 より作成。

注)上流 6町村とは,豊田市の基金が対象としている藤岡町,小原村,足助町,下山村,旭町,

稲武町である。これら上流 6町村における私有の人工林の総面積は32,067haで ある。

して挙げられよう。町村では,表に記したいくつかの事業と基金による事業の

対象となる森林が重ならないように森林管理を行っている。ここから,基金事

業は上流町村における森林管理と各制度による森林管理を補完していることが

分かる。また,い くつかの町村では住民意見を反映させながらの管理対象の選

定が行われていることから,豊田市の基金事業では自治的な管理が行われてい

るといえよう。

Ⅵ.水道水源保全基金の評価

:.基金における費用負担及び合意形成過程について

豊田市の水道水源保全基金について,市議会及び水道事業審議会における合

意形成過程での議論に注目し,受益者負担論から上流森林の経済的性質を解明

するとともに,基金の制度がどのように設計され,ど ういう事業が行われてい

るかを検証した。ここでは,熊崎 (1981a,b,c)や泉 (2004)が扱ったこれ

事業名 間伐補助率 補助条件

上流 6町 村 に

おける事業 の

対象面積 (注 )

小規模森林育成事業費補助金(県 ) 4/10以 内

1施行地O IX15ha以 上

8-12齢級 (35-60年 生)の人工林

道路から概ねlKlllm以内の箇所

14 780ha

森林機能回復緊急整備事業(県 )

(小規模治山事業のメニュー)

全額県費負担

保安林のうち防災上緊急性の高い

森林

林齢51-6Kl年 生もしくは小面積の

森林の本数調整伐

3,017ha

水源林対策事業費補助金

(矢作川水源基金)

6/10以 内
矢作川水系の山林

0 1ha以 上の規模
32,067ha

豊田市水道水源保全基金 全額市費負担
11年 生以上の人工林

2ha↓夫JL
31,246ha
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までの応益的な費用負担による森林保全制度とそれに対する彼らの研究蓄積を

交えながら,水道水源保全基金の評価を試みたい。

表 9は ,熊崎 (1981a)が作成した表に泉 (2004)が扱った甲府市の市営水

源林管理と本稿が扱った豊田市の事例を加え,更に高知県の地方環境税による

森林保全を加えて作成し直したものである40。 これまでの事例と豊田市の基金

は,以下の点で類似している。

第 1に ,費用負担形式である。豊田市のように水利用量に基づいた負担には

先例がある4つ。熊崎によると,滋賀県犬上郡では戸数や灌漑面積に応じて負担

額を決めたという。また,木曽三川造林公社では,事業の利水効果を負担額決

定の根拠の 1つ として採用している4の 。

第 2に ,上流森林の費用負担を行うに至る背景である。明治および大正期を

中心に,こ れまでに行われてきた保全事例の多くは,過剰な伐採などを中心と

する森林の荒廃に基づく洪水や渇水などの水問題を背景としている。これらの

事例では,比較的小さい水系の範囲の中で植林や適切な管理を行った場合の水

源涵養機能の受益を評価した上で,森林を保全することによってこれらの問題

を克服しようとしていた。個々の事例によって森林荒廃の程度などは異なるも

のの,水問題を背景としている点で,豊田市もこれらの事例も共通している。

以上 2点の類似点があるものの,過去の応益的な費用負担による保全事例に

ついては注意しなければならない点がある。それは,こ れまでの事例では保全

以外の目的が含まれている点である。表 9を見て分かるように,財産形成を視

野に入れた分収形式で費用負担が行われたり,水源林整備の他に水源地域対策

を含む流域規模や県レベルでの基金がある。また,森林保全の背景に県の財政

難があった り,政治的 リーダーシップも作用していることから,必ずしも水源

涵養機能の便益だけが評価されて保全が行われてきたわけではない。これに対

して,豊田市の水道水源保全基金は,こ れまでの事例と比べると決定過程及び

基金事業で水源涵養機能以外の要因がみられず,基金事業として相対的に受益

と負担の関係が明確であると評価できる。

ただし,水道水源保全基金については,次の 2点の疑問点・問題点がある。

第 1に ,水道料金における ltl円の根拠が曖味な点である。基金の合意形

成過程における一連の議論を牛嶋の議論から分析すると,豊田市にとって上流

森林は受益者負担が可能な性質があるものの,必ずしも水道料金への上乗せが

可能になる条件を満たしているとはいえない。このように考える理由は,水源
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涵養機能の定量的評価を行った形跡がないからである。しかし,熊崎らが指摘

するように定量的評価を行うのは困難である。その代わ り,代替指標として上

流における森林管理の労働に係る費用が考えられるが,その算出を行った形跡

もない。ltl円の根拠に曖味さが残る。

この点について,費用負担の根拠が曖味でも成立したことに水道水源保全基

金の特徴があると評価することもできる。しかし,水道料金に上乗せをする以

上,水源涵養機能の定量的把握や上流における森林保全のための労働費用の把

握を試み,費用負担の根拠をこれらの数字で示したうえで,費用負担のあり方

を検討するというプロセスを踏むべきではなかったかと考える。

第 2に,基金が水道事業審議会及び市議会主導で合意形成がなされた点であ

る。この合意形成プロセスでは水道事業審議会で基金案が提案されてからたっ

た数ヶ月で積立が実施されており,水道水源確保という重要な課題を抱えてい

る状況では評価されるものであったかもしれない。しかし,本稿を執筆する際

に行った豊田市へのヒアリング及び文献調査などの一連の調査では,実際の費

用負担者である市民の合意形成過程における参加が全くといっていいほど見ら

れなかった。今日に至るまで,基金に対する市民の反応も極めて乏しい4つ 。

受益者負担制度の成立過程及び実際の運用において,その行政区域内の住民

の参加が必要であることを主張したのは関野 (1982)である。関野は戦前にお

ける受益者負担制度の 1つである都市計画が行政主導により行われた事例を検

証して,こ れが十分な財源調達機能を果たさず,更に費用負担者に対する過剰

な負担が課されていたことを明らかにした。こうした事態を回避するためには,

費用負担者である住民の参加と合意形成が必要であり,こ れらを含む住民自治

制度が確立されるべきであることを主張している。行政及び議会主導により創

設が決まった水道水源保全基金も,関野が指摘する問題が起こる可能性が全く

ないとはいえない。また,Ⅱ 節で述べたように,水源涵養機能の受益は認識が

難しく,応益的な費用負担による森林保全には下流住民の納得と支持が必要で

あることが指摘されている。これらのことから,受益とは何で,何に対して費

用負担をするのか,集められた資金はどのように支出されるのかという点につ

いて,費用負担者である市民の参加は特に重視されよう。しかし,豊田市では

合意形成過程に市民の参加が全くといっていいはどなく,費用負担の根拠が曖

味なまま水道料金への上乗せに至った水道水源保全基金に対して市民がどこま

で納得し支持したのか疑間が残る。加えて,Ⅳの 2で扱った1993年の水道事業
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表9 これまでに行われた下流の費用負担による森林保全事例
沐
型
摯
導
　
Ｚ
ｏ
あ
い
　
一
８
０

事業主体 名称

事業種類と開始時期

費用負担にいたる背景明治～

大正初期

大正末～

戦前

昭和
"年

代

～311年代
昭和40年代 昭和511年代 平成～

農業水利団体 赤川土地改良区連合(鶴岡市)

青竜寺土地改良区(鶴 岡市)

明治用水土地改良区(安城市)

鹿妻穴堰土地改良区(盛岡市)

AD

AID

CD

D

森林荒廃→水不足,洪水

洪水

乱伐防止,財産形成

水源地保護

郡 滋賀県犬上郡

滋賀県甲賀郡

福岡県八女郡(計画)

C

C

Ci

水不足,洪水,森林荒廃

森林荒廃,水不足,洪水

水源地保護

水道事業体 東京都水道局

横浜市水道局

神奈川県企業庁

高崎市水道局

柏崎市ガス水道部

CD

BD

C

ＢＣ

　

Ｄ

水汚染,水不足懸念,森林荒廃

水汚染,水不足懸念,森林荒廃

水源涵養,事業成立の見通し

水需要増加

水源酒養

市 神戸市

仙台市

甲府市

熊本市

岡山市など

下田市

(財)福岡市森林公社

豊田市

D

D

C

C

集水域における森林荒廃

乱伐による水不足,財産形成

水量確保,水質汚濁

水害

水源酒養,乱伐防止,拡大造林

洪水被害,水源酒養

水源涵養,森林荒廃

水質保全,水量確保,森林荒廃



県 (県行造林) 熊本県白川水源林

熊本県水源酒養林

宮城県電気水源酒養林

新潟県刈谷田川水源酒養造林

新潟県電気水源酒養造林

宮崎県県行分収造林

C+D

C

C

C

C

水害,渇水

水害,渇水

水害,渇水

森林荒廃,水害

乱伐,水量減少

治山治水

県 (県単補助) 兵庫県水源林整備事業

群馬県森林造成基金

栃木県水源林整備基金

B

B

B

水資源確保,県の財政難

上流側の要求,森林造成

上流側の要求,森林整備

県 高知県森林環境保全基金 森林荒廃,水害

造林公社 (社 )滋賀県造林公社

(財)びわ湖造林公社

(社 )木曽三川水源造成公社

C

C

CD

森林荒廃,治山,水資源確保

水需要増加,森林造成

水資源確保,水害,愛知県知事の働き

公益法人 (財 )豊川水源基金

(財 )矢作川水源基金

(財 )沖縄水源基金

(財 )福岡県水源の森基金

B

B

B

B

水源地域対策,水源林整備

水源地域対策,水源林整備

水源地域対策,水資源確保

渇水,水源洒養,県知事の働き

沐
塾
摯
撃
　
Ｚ
ｏ
場
Ｏ
　
Ｎ
８
９

出所)熊崎 (1981),6-7ページの別表に泉 (2004),そ して豊田市水道水源保全基金と松下・浅野・飯國 (2004)に よる高知県環境保全基金を加え

て筆者加筆。

注 1)Aは 損失補償,Bは補助金,Cは分収造林,Dは 山林取得を表し,A',C'は未実現を表す。

注 2)*に ついて,高知県森林環境保全基金は,森林整備事業の他に県民に対する啓発事業も大きく位置づけているため, 4種 類の分類には属さ

ないと判断した。
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審議会の答申書では,基金に水道水や上流山林への認識を高めるという啓発効

果を持たせることをねらいとする旨が書かれている。啓発効果をもたせるため

にも,市民の参加に基づく合意形成過程が必要であり,今後の基金制度の運用

に求められるのではないかと考える。

2.基金による森林管理について

次に,こ れまでの保全事例と比較しながら,基金における間伐を中心とする

管理について論ずる。

豊田市の基金事業のような間伐による森林の質的改善を行う森林の管理形式

は,昭和50年代の流域規模の水源基金でも行われている。また,昨今の高知県

における森林環境保全基金でも行われており,豊田市に基金に見られる管理手

法は新しいものではない。

これまでの事例と比較 した際に基金事業の大きな特徴として挙げられるの

は,費用負担を行う豊田市が上流町村に自主性を認めており,町村は地域住民

とともに対象となる森林を選択して管理を行うという自治的な管理を行ってい

る点である。泉 (2004)が詳細に明らかにした東京市による上流森林の管理事

例では,東京市の水道水源付近の森林が山焼きや盗伐などによって荒廃してい

たことを背景に山林を買い取った。その後,調査官を送って調査結果を作らせ

てそれをもとに自ら管理計画を立て,こ れを実行するという下流主導の管理を

行っていた。このプロセスでは上記の上流における森林利用と東京市による森

林管理が合致せず,両者が対立することもあったという。

一方,豊田市の基金では,上流町村は自治的な管理を行い,下流は費用負担

をするという分業による管理が行われている。上流町村では他制度と補完的に

管理対象となる森林を選択する以外に,町村によっては独自のルールを作 り,

荒廃の程度の差や町村内における管理主体の資金力の差を考慮して,緊急に管

理すべき森林を選択して管理している4の 。このように上流町村が自治的に管理

することにより,水源涵養機能保全のための森林管理の効果が期待できると考

えられる。

3.私有財産としての森林の側面

これまで論じてきたように,豊田市では長年にわたり上流森林は市の水道水

源として評価されてきた。背景に水道水源問題を抱え,水源涵養機能の定量的
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評価が行われずとも保全のための費用負担が正当化された理由はこの点にあ

る。上流町村との基本協定など,基金事業も水源涵養機能保全で徹底して制度

設計されているが,制度設計において 1点だけ検討すべき問題がある。それは,

私有人工林が基金事業の管理対象となっているソ点である。これは,水源涵養機

能を持つ森林が対象となっている一方,私有財産たる森林を基金により管理し

ていることを意味している。

上流域では私有林の荒廃が問題とされており,豊田市民の負担により基金事

業ではそれに対応して 2 ha以上の11年生以上の私有人工林を対象に管理が行

われている。管理対象の森林は20年間皆伐禁止とされているが,現在さほど齢

級の高くない森林が対象となっている場合,20年間管理された後の森林は木材

価値を高め,所有者にある程度の価値をもたらす可能性がある。基金事業は徹

底して水源涵養機能保全のための管理が行われているが,一定期間の管理を終

え,木材価値が高まっている森林をどのように扱うのかについては基本協定で

は必ずしも明確ではなく,基金に関わる議論においても十分な議論が行われて

いない。基金事業が結果として森林の木材生産価値を高めているという点につ

いて今後どうするか,課題が残されているといえよう。

Ⅶ.ま とめ と今後の研究課題

本稿は,環境保全における応益的費用負担として注目されている豊田市の水

道水源保全基金を事例に,牛嶋 (1973)の 提示する分析基準を用いて豊田市議

会及び水道事業審議会での議論を分析して上流森林の経済的性質を明らかにし

ながら,応益性の観点から基金の制度設計を検証した。その結果,水源涵養機

能保全の目的と基金事業における実際の管理の対応関係が明確であることが分

かった。しかし,費用負担の根拠については曖味さが残 り,合意形成過程では

費用負担者である市民の参加が乏しいことが明らかになった。また,水道水源

保全基金の背景に,上流山林を市の水道水源とみなして市が抱える水道水源間

題を克服する手段として基金が成立し,更に水源涵養機能保全で徹底して管理

が行われていることを明らかにした。更に,過去に行われてきた応益的費用負

担に基づく森林保全事例と比較しながら,基金の評価を試みた。費用負担形式

や管理方法は新しいものではないものの,上流に自主性をもたせながら豊田市

は費用負担だけを行うという分業的な管理を行っている点が特徴的であること
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が 分 か っ た 。

最後に,豊田市の基金の検証を通して,森林保全及び環境保全における費用

負担原理としての受益者負担論の意義と課題を提示する。

本稿は牛嶋 (1973)の 展開する受益者負担論を分析軸として利用した。特に

牛嶋による受益帰属の明確性,外部性,費用算定基準の 3つの基準は,財の供

給費用を調達する上で受益者負担が適しているかどうかを判断する際に検証す

べき点を含み,受益者負担により費用負担をするか否かの合意形成を行う際の

判断基準として役に立つ。特に,認識が困難な特徴を持つ水源涵養機能の保全

を目的とする森林保全を行う上での費用負担問題を考察する際に,示唆に富む

議論である。また,費用負担がなされる要因の解明や,合意形成価値及び制度

検証を行う際にも,有用である。ただし,牛嶋の議論には限界と考えられる点

があり,い くつかの点で留意しなければならない。

第 1に ,牛嶋の議論では森林をはじめとする環境資源からの受益が帰属して

いるか否かを扱っているが,その受益が経済学的にどのような性質を持つのか

については何も述べていない。これを議論しなければならない理由は,受益の

経済的性質を厳密に解明することにより,牛嶋が明確に述べていない財 B,C
のような中間的な財の費用負担方式の問題に対し,よ り正確に答えることがで

きるからである4の 。

第 2に,豊田市の基金は費用負担の根拠という点で曖味さが残るものの,集

められた資金は水源涵養機能保全で徹底して支出されており,使途が明確であ

る。基金案が提示された1993年の審議会では山林の取得や整備に支出するとい

う漠然とした使途の方向性があっただけで,市議会で基金の創設が決まった。

その後,基金の積立が始まって2000年に基金事業が開始されるまで,市議会で

は基金の支出方法が盛んに提案されて議論されていた。基金導入の趣旨に則っ

た支出についての提案がなされる中で,99年の水道事業審議会で決まったのは,

水源涵養機能保全で徹底して行う間伐を主とする内容の基金事業である。結果

として,水源涵養機能保全のための極めて明確な基金事業が行われており,使

途の明確な支出がされている。

Ⅲで述べたように,牛嶋の 3基準を軸とする受益者負担論がテーマとしてい

たのは,社会資本形成における財源調達のための受益者負担である。生活基盤

及び産業基盤整備のための社会資本形成という明確な受益の存在と使途があっ

たために,使途の明確性は主要な争点としなかった可能性がある。一方で,森
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林保全の場合は保全対象となる環境資源の便益の帰属が明確でなかったり,そ

れを保全するための労働による便益が評価されにくい。曖味な受益を前提とし

て集められたお金をどのように支出するかという点については,受益について

の合意形成と併せて,費用負担者が納得するまでの十分な時間をかけて合意形

成を行う必要があろう50。 環境資源の保全を応益的費用負担に基づいて行う際

には,牛嶋の 3基準に加え,使途の明確性という基準が合意形成の判断基準と

して加わる必要があろう。

また,費用負担者である住民の参加及び合意形成とそのための制度設計のあ

り方である。本稿では,関野 (1982)を引用しながら応益的費用制度における

市民参加の重要性を指摘した。関野は地方行政のチェックを行うために人々の

参加の必要性を主張したが,本稿ではこれに加えて,保全対象である森林から

の受益の内容とその経済的性質,更に資金の使途や徴収方法についても費用負

担者の参加が必要であることを主張した。このことは,森林保全の計画からそ

の実行の全てのプロセスで費用負担者である人々の参加が必要であることを意

味している。

環境保全における人々の参加と地域住民を交えた合意形成は,具体的な制度

設計を検討する段階にきている。豊田市の基金の成立過程で市民参加が乏しく,

啓発効果という点で必ずしも効果が大きくなかったことや,関野による住民参

加の重要性の指摘から,費用負担をする住民の直接参加が重要であると考える。

環境保全における参加と合意形成のための制度設計については,参加とガバナ

ンスを正面から扱う川崎・中口・植田 (2004)な どがあり,こ れらの研究成果

を活用し発展させていくことが必要となろう。

最後に,租税負担,所有者負担など,複数ある費用負担を踏まえて森林保全

を研究していかなければならない。Ⅵの 3で述べたように,森林は一方で水源

涵養機能などの公益的機能を持つ環境資源でありながら,私有財産としての一

面も持つ。本稿では応益的な森林保全について限定して論じてきたが,森林保

全を考察する上でこれだけでは十分ではない。熊崎 (1977)は森林に公共財的

性質があることを指摘した上で,森林保全は政府が担い,林業政策などと絡め

ながら租税により費用負担を行うべきであるという反論があることを紹介して

いる。また,岡 (1998)は森林の木材生産機能と水源涵養機能に着目し, ミク

ロ経済モデルを構築した上で,森林保全のための費用負担を所有者が負担する

場合と水源涵養機能の受益者が負担する場合を考察している。このように,森
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林保全のための費用負担を行 う上で,応益的費用負担以外にも租税負担,所有

者負担があ り得る。国有,公有,私有といった森林の所有形式と水源涵養機能

など森林のもつ公益的機能を視野に入れながら,「誰が,何のために, どのよ

うな形で,どれ位負担するか」という費用負担問題を考察 しなければならず ,

今後の研究課題である。

付記

本稿を執筆するにあた り,豊田市水道総務課及び環境政策課,そ して旧藤岡

町,旧足助町,旧旭町,旧下山村,旧稲武町,旧小原村の林政,林業担当の方

方や各森林組合の方々より多大な御協力を得た。また,愛知県の間伐補助事業

及び尾張西三河地域森林計画について,愛知県森林保全課及び林務課の方々よ

り御教示いただいた。深 く感謝申し上げる。また,論文執筆過程では,京都大

学の松下和夫教授,西井正弘教授,浅野耕太助教授,松本泰子助教授の諸先生

方と地球環境政策研究会の院生の方々,更に,一橋大学経済学研究科博士課程

の野田浩二氏より有益なコメントをいただいた。また, 日本地方財政学会第 13

回大会で報告 した際に作新学院大学の和田尚久教授,東洋大学の八巻節夫教授 ,

松山大学の鈴木茂教授より貴重なコメントをいただいた。厚 く御礼申し上げる。

当然ながら,本稿に関する誤 りがあれば全て筆者に帰する。尚,本研究は財団

法人昭和シェル石油環境研究助成財団の研究助成「受益者負担論からの森林保

全の検証」の成果の一部である。
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注

1)森林行政研究会編 (1991),154-159ペ ージを参照。

2)森林保全における費用負担形式については,本稿がテーマとしている応益的な

負担の他にいくつかの負担形式があるが,本稿では応益的負担に限定した議論を

展開する。尚,本稿の最後に,森林保全を行 うための費用負担について,他の費

用負担形式を視野に入れた議論を行う。

3)熊崎 (1981a),2ページを参照。

4)水資源白書では 2度にわたり取 り上げられている。平成 7年度白書,217ペ ージ,

平成12年度白書,268ペ ージを参照。

5)太田・服部 (2002),第 1章及び第 2章を参照。

6)熊崎 (1977),9-14ペ ージを参照。

7)渡辺 (1992)は ,利根川上流に位置する群馬県が県内森林の保全のための費用

負担を東京都に求めたものの,実現に至らなかった事例を扱っている。

8)熊崎 (1981a),4ページを参照。

9)藤田 (1980)に よると受益者負担をめぐって多様な議論が展開されてお り,必
ずしも議論の枠組みや議論の範疇などについて共通の基盤が確立されているとは

いえない。藤田は受益者負担をめぐる議論を「狭義の受益者負担」と「広義の受

益者負担」に分け,前者を公共事業で生ずる開発利益の還元に議論を限定する立

場,後者を公共サービスからの受益を根拠として成立する手数料・利用料,料金
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などを受益者負担に含むことを支持する立場としている。藤日の整理を受けて,

本稿における受益者負担論は「広義の受益者負担」を念頭に置き,議論を進める。
10)鈴木 (1968),6-7ペ ージを参照。

11)牛嶋 (1973),23ペ ージを参照。

12)牛嶋 (1973),23-27ペ ージを参照。

13)牛嶋はこの基準を Musgravc(1969)を 根拠に提示しており,財の分割可能性と

対比させて論 じている (牛嶋,1973,21ペ ージ)。 本稿ではこの文献の他 Mus_

gravc(1959)も 参照した。

14)牛嶋 (1973),19ペ ージを参照。

15)牛嶋 (1973),25ペ ージを参照。

16)牛嶋 (1973),18ベ ージ,21-23ペ ージを参照。

17)牛嶋 (1973),26ペ ージを参照。

18)ただし,牛嶋の議論には次の問題点がある。牛嶋は B,cの性質の財を供給す

る上での負担方法をA及びD程明確に提示していない。B,cについては,特定

個人の直接負担による費用調達としてお り,諸々の具体的な社会資本形成の事例

の中で都市計画税などの目的税や一定期間における臨時の差別的料金 (価格)の
適用などに言及しているものの,B,cに ついて,どちらが目的税に適しているの

か,料金のような手法に適しているのかという点について理論を提示していない。

牛嶋の議論は費用負担方式についてこのような問題があるが, この課題は財政学

における主要な研究課題の 1つであり,更なる研究が必要である。

19)昭和63年 9月豊田市議会定例会会議録,222ペ ージを参照。

20)平成元年 3月豊田市議会定例会会議録,155-170ベ ージを参照。

21)平成 5年 9月豊田市議会定例会会議録,159-173ペ ージを参照。

22)1993年第 1回豊田市水道事業審議会議事録を参照。

23)1993年第 4回豊田市水道事業審議会議事録を参照。ltl円について,2001年に

行われたインタビューでは,豊田市の環境政策課長 (2000年時には水道事業管理

者)は次のように述べている。

「水道料金 l m3当 たり1円 というのは,1年で 1家庭当たリコーヒー1杯にもな

らない金額です。個人負担は少ないのに期待される事業効果には非常に大きいも

のがあります」出所 :「水道料金 ltl円 で,上流 5町村の森林を保全 愛知県豊

田市」,『現代林業』第423号 ,32ページより。

この発言は93年の基金の制度設計時におけるものではないが,水道利用者に対

して重い負担にならないようltl円に設定された可能性がある。

24)渇水時には企業や愛知県営水道が明治用水を訪問し,節水の依頼をすることが

あった (毎 日新聞社編,1980,160ペ ージ)。

25)豊田市水道史編纂委員会 (1993)に よると,豊 田市は市内の人口増加と工業を

水利科学  No 285 2005



84

中心とする産業の発展による水需要の急増を受け,自 己水源だけでは対応できな

いことから,1972年に県営水道より受水を始めた。神谷 (2000)に よると,1975

年当時の 1日 の平均配水量が自己水源59万 tで,県営水道27万 tであったのに対

し,1999年 には自己水源34万 t,県営水道101万 tと なり,県営水道への依存度が

年々高まっている。

26)平成 7年 3月豊田市議会定例会会議録,303ペ ージの企画部長の答弁より。

27)小島氏は当時豊田市の水道事業管理者に就いている。1994年 の渇水における農

業利水者の節水協力を「農業利水者側の破格の協力」と記している (小島,1998,

44ペ ージ)。

28)平成14年 3月 豊田市議会議事録より (豊 田市議会事務局 HPを参照)。

29)平成 9年 6月豊田市議会定例会会議録,87-93ペ ージ,99ページを参照。

30)平成10年 12月 豊田市議会議事録より (豊 田市議会事務局 HPを参照)。

31)審議会での議論の詳細は,1999年 11月 5日 付の矢作新報を参照。

32)豊田市上下水道局 (2004),10ペ ージを参照。

33)愛知県農地林務部林務課 (1996)を 参照。

34)平成16年 9月 豊田市議会定例会会議録における産業部長の答弁より (308ペ ー

ジ)。

1999年 11月 5日 付の矢作新報より。

2005年 2月 藤岡町ヒアリングより。不在所有者については東京や横浜など愛知

県外の者も多いとのことである。

2005年 1月 稲武町ヒアリングより。

豊田加茂広域市町村圏事務処理組合組合編 (2004)及び同組合 HPを参照。

平成 2年豊田市議会定例会会議録,269ペ ージを参照。

平成 5年 9月豊田市議会定例会会議録163ペ ージの農林部長答弁より。

1999年 11月 5日 付の矢作新報を参照。

6町村と豊田市は2005年 4月 に合併し,新 しく豊田市となった。

2005年 1月 ,2月 に行った上流町村ヒアリングでは,補助率100%の 事業は稀有

であり,他の制度では間伐による管理の対象外とされる齢級の高い森林も負担 0

で間伐ができる点を評価していた。

地方環境税を用いた高知県の森林保全については,松下 浅野・飯國 (2004)

を参照。熊崎 (1981a)は 論文執筆時までの事例から表を作成しており,栗栖 (2002)

や泉 (2004)に よると,その後も下流による応益的費用負担の事例は増え続けて

いるものの,新 しい負担・事業形式が出ている訳ではなく,負担するに至る背景

も森林荒廃及び水問題であるため,熊崎の表を改変することで対応した。

45)熊崎 (1981a),9ページを参照。

46)熊崎 (1981c),38ページを参照。

水利科学 No 285 2005

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)
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47)2004年 12月 に実施した豊田市でのヒアリングでは,基金成立過程や成立以降の

市民参加の有無についての質問をしたところ,合意形成過程に直接市民が参加し

たことはないということであった。また,基金について市民から問い合わせがあっ

たかどうか尋ねたところ,2004年 12月 までの半年で 1件のみということであった。

48)2005年 1月 稲武町,足助町ヒアリングより。

49)本稿では森林の便益の経済的性質まで議論をすることができなかった。これを

考察する際に手がか りになるのが,仁連 (1982)の議論である。仁連は,マ ルク

スによる価値論やジェボンズやマーシャルの効用論などをベースに,直接的便益 ,

間接的便益,収益的便益,非収益的便益の 4つの基準から水管理施設の便益の経

済的性質を議論している。そして,水管理施設の維持管理費用の負担について,

帰属する便益の性質を踏まえて,受益者が負担すべき費用の額を決めるべきであ

ることを主張している。本稿ではここまで踏み込んで議論することができなかっ

たが,森林をはじめ,1つの環境資源をめぐって多くの利用者,受益者がいる中で

保全のための費用負担のあ り方を考察する際に,受益の経済的性質を考察し,そ

こから負担のあり方を考えるアプローチは必要となろう。

50)実際,使途の明確性は地方環境税による森林保全をめぐって主要な論点となっ

ている。2005年 1月 21日 付日本経済新聞「近畿でも森林環境税J及び諸富 (2006)

を参照。

(京都大学大学院経済学研究科博土後期課程)
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