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《資手ヰ 2》

治山治水緊急措置法

豊沢大

立法までの経緯

昭和33年の狩野川台風を主とする各地の災筈を契機と して，治山i台＊事業の的確な

実施を図るための「治山治＊対策閣僚懇談会」が昭和34年 4月，内閣に設置され治山

治水対策につき検討審議の結果，別表のような長期計画の枠が決定したのであるが，

従来の計画が法的な拘束力もなく政府の意志表明の段階にとどまり，年々の事業量

も国家財政によって左右され，音ii百を大幅に下廻る実績しか得られなかった結果に鑑

み，本長期汁函の強力かつ確実な実施のためには法的裏付けを必要とするとして，「治

山治水緊急措置法」が第34医会に提出，可決され，昭和35年 3月31日法律第21号をも

って公布されたので、ある。

法律の内容

1. 法律の目的（第 I条〕

本法の目的は治山治7）く事業を緊急かつ計画的に行い国土の保全と開発を図り国民生

活の安定と向上を図ることにある。

2. 適用事業（第 2条 1～2項〉

ヱド？去を適用する治山事業及び治水事業の定義は， 国が自ら行うもの（直結事業〕及

び国の負担（地すベり等防止法，河川法，砂防法に関する事業〉 または補助（森林法，

準用河川に関する事業〕により都道府県 （森林法関係事業の箔？？主体〉 または都道府

県知事（河Iii法， 砂防法，T己すべり等防止関係事業の事業主fめが行うものでJzの事

業である。

〔治山事業〕

イ．森林法に規定する保安施設事業。

ロ．地すべり等防止法に規定する地すべり防止工事及び｛ぎた山嶺壊防止工事。

：治水事業〕

イ．河川i去に規定する河川に関する事業。

ロ．砂防法に規定する砂防設備に関する事業。

．地すべり等防止法［こ規定する地すべり防！と工事及びぼた山崩壊防止工事。

ニ．特定多目的ダム法：こ規定する多目的ダムの建設に関する事業ご
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3. 適用除外事業（第 2条3項〕

長期的な計画を策定することが困難であるか， または不適当な次の事業は本法の適

用を受けない。

イ． 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律；又は公共土木施

設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受ける災宮復旧事業。

ロ．災害関連事業

ハ．伊勢湾等高潮対策事業。

ニ． 臨時石炭鉱害復旧事業。

ホ．地盤変動対策事業。

4. 10ヵ年計画の作成（第 3条 1～4項〕

差是林大臣および建設大臣は夫々昭和35年度以降の 10ヵ年計画 （前期 5ヵ年，後期 5

ヵ年〕を次の手続きを経て案を作成し閣議決定を求め決定したものを都道府県知事に

通告しなければならない。なお 10ヵ年計画で、定めなければならない内容は前期5ヵ年

および後期5ヵ年に行うべき事業の目標と事業の量である。

農林大臣，建設大医の相互調整〔第 3条3項〕

経済企画庁長官と協議（第 3条4項〉

↓ 
北海道開発庁長官と協議（附帯決議〕

↓ 
農林大臣は中央森林審議会＼

〉の意見聴取（第 3条 1：項〕
建設大臣は河川審議会／

閣議決定 〈第 3条 1項）

都道府県知事へ通知〈第 3条5項〕

5. 10ヵ年計画の変更〈第 3条6項〉

不iJlljの大災害等により計画を変更しよう とするときも前述の作成から通知までの手

続をしなければならない。

6. 10ヵ年計画の実施（第 4条〉

10ヵ年計画を実施するために政府は必要な措置を講ずることとなっているが，これ

は国および地方公共団体双方の財政上の措置および事業実施のための機構，人員の整

備，工事施行に関する調査，指導を意味している。

っきrに， J合山治水緊急措置法の全文を掲けやる。
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治山i治水長期計回 〈事業費億円〉

区分 35年度 5ヵ平，計百I{1j1び率 5ヵ年計画 伸び率 計 伸び率I ｜前期 ｜ ｜後期 ｜｜ ｜ 
(35～39年度〕 (%) (40～44年度〕 （%〕 (35～44年度〕 〔%）

659 4,ooo I 9.7 5,200 2.9 9,200 7.2 

治山 ｜
（民有林〉

87 550 11.8 750 3.3 1,300 8.7 

計 746 4,550 10.0 5,950 2.9 10,500 7.4 

I白 ill 
34 173 189 362 I 

〔国有林〕

治山治水緊急措置法 （昭和35年 3月31日，法律第21号〕

（目的〕

第 1条 この法律（土， i合山治水事業の緊急、かつ計両自（Jな実施を促進ずることにより ，

国土の保全 と開発を凶り ， もって国民生活の安定と向上lこ資することを目的とす

ー，
G。
（定義〉

第 2条 この法律で 「治山卒業」 とa，次の各号に掲げる事業で， 国が施行するも

の及び都道府県又：；.都道府県知事が施行し， かつ，これに要する費用の一部を国

が負担し，又：土補助するものをいう。

ー 京株法〔昭示126年法律第 249・＞｝〕第41条に規定する保安泡設事業

二 地すべり等防止法（昭和33年法律第30場〕第51：条第 1；項第 2弓に規定する池

すべ り地域又；工ぼた山：二関して同法第 3条又は第 4条の規定によって 指定され

た泡すべり防止区域スコ（ぎた山崩援防止区域における地すべり防止工事 スi土：玉

た山崩嬢防止工事に関する事業

2 この法律でー治水事業Jとは，次の各号に掲げる事業で， 国が箔行ずるもの及

ひ都道府県知事が施行 し，かつ， これに要する費用の一部を国が負担し， 又：土補

幼するものをいう 3

一 河川iit；、（明治29年法律第71号〕 第 1条に規定する河II[ （同法第 5条の規定に

よって同法が採用される水流， 水面若しくは河川を含むつ） iこ関する事業（第

4号：こ該当するものを除く τ〕

二 砂防法（明治30年法律第29号〉 第 1条に規定する砂防設備に関する事業

三 地すべり等防止法第51条第 1；項第 1号文は第 3号 戸；こ規定する地すベり地域

又はぼた山に関して同法第 3条又は第 4条の規定によって指定された地すべり

防止区域又はぼた山崩壊防止区j或における地すべり防止工事又はぼた山崩~防

止工事Jこ関する事業
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四 特定多目的ダム法（昭和32年法律第35号〉第 2条第 I；項に規定する多 目的ダ

ムの建設工事に関する事業

3 Jえの各号に掲げる卒業は，古1J2項の規定にかかわらず， 治山事業又は治水事業

iこ含まれないものとする。

一 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年

法律第 169号〉又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法〔昭和26年法律第

97号〉の規定の適用を受ける災害復旧事業

二 前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認

められるため，これと合併して行なう新設又は改良に関する事業

三 昭和34年台風第15号によ り災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮

対策事業に関する特別措置法（昭和34年法律第 172号〕による伊勢湾等高潮対

策事業

四 臨時石炭鉱害復旧法（昭和127年法律第 295号〕第 2条第 2項に規定する復旧

工事に関する事業

五 地震による地盤の変動のため必要を生じた河川に関する事業で政令で定める

もの

し台山事業10箇年計百Jj及び治水事業10箇年計画〕

第 3条 農林大臣は，中央森林審議会の意見をきいて， 昭和35年度以降の 5箇年間

において実施すべき治山事業に関する計画（以下「治山事業前期 5箇年計画」とい

う。〉の案及び昭和40年度以降の 5箇年間において実施すべき治山事業に関する

計画〔以下「治山事業後期 5箇年計酎」とし、う。〕の家を， 建設大臣は，河川審

議会の意見をきいて，昭和135年度以降の 5箇年聞において実施すべき治水事業に

関する計画（以 f「治水事業前期 5箇年計四i」と L、う。〉の案及び昭示140年度以降の

5箇年間において実施すべき治水事業に｜潤する計函（以下「治水事業後期 5箇年

計画」という。〕の案を，それぞれ作成し，閣議の決定を求めなければならなL、。

2 治山事業前期 5箇年計両及び治山事業後期 5箇年計画（以下「治山事業10箇年

計画と総称する。）又は治水事業前期 5個年計画及び治水事業後期 5箇年計画（以

下「治水事業10箇年計画」と総称する。〕には， 治山事業又は治水事業につき，

次の各号に掲げる事項を定めなければならなL、。

ー がI期及び後期の各 5箇年間に行なうべき事業の実施の目傑

二 前期及び後期の各 5箇年間iこ行なうべき事業の量

3 農林大住及び建設大巨は，第 I：疫の規定により治山事業10箇年計画又は治水事

業10箇年計画の案を作成しようとするときは， 治山治水事業の総合性をイ確保する

ため，あらかじめ相互に調整を図らなければならない。

4 農林大臣又は建設大院は，第 1項の規定により治山事業10箇年計画又は治水事



186水利科学第 4巻第2号 （1960)

業10箇年計画の案を作成しようとするときは， あらかじめ経済企同庁長官に協議

しなければならない。

5 農林大臣又［土建設大臣l土，第 l項の規定によ る閣議の決定があったときは，遅

滞なく ，治山事業10箇年計陰l又は治水事業10筒年計画 を都道府県知事；こ通知しな

ければならない。

6 前 5項の規定i:t,i台山主主薬10箇年言｜画又は治水事業 10箇年計画を変更しようと

する場合に準用するC

（治山事業10箇年計画及び治＊事業 10箇年計画の実施〕

第 4条 政府は，治山事業10箇年計画 及び治水事業10箇年計画を実施するため必要

な措置を講ずるものとする。

附 員lj

この法律l土，昭和35年 4月 1日から施行する。

附帯決議〔衆議院農林，水産，建設連合委員会〉

本法の施行にあたり， 政府は左の点に留意し， 所期の目的達成に遺憾なき を期す

べきである。

1 各年度の予算につき十全の措債を誹 じ， 確実な実行を期すること。

2 治水計画においては利水の関係を考慮し総合的計画の樹立につとむること。

3 海岸保全の計画を速に画定して，国土保全の万全を拐するとと もに， 実施に当

りては，農林，建設，運輸等各省聞の調整を積極的に図ること。

4 北海道開発計画については， その特殊性に鑑み，北海道開発庁長宮との連絡に

遺憾なきを期すること。

右決議す。

附帯決議（参議院建設委員会〕

政府は， i台山治水事業計画の策定ならびにその円滑なる実施を確保するため，す

みやかに左の措置を講ずべきである。

1 計画樹立に際 しては，地方団体の独自の計画との調和を図るととも；二 年次計

画の確実かつ効率的な遂行が可能なるよう措置すること。

2 事業の実施が地方財政に与える圧迫を除くため， 事業量二対処する地方財政の

確保につき十分なる配慮、を加えること。

3 布n助，負担に関しては，地方財政の実情に即応して改善を図る こと。

4 砂防車業は，治山治水の恨本の要部であるから， これが徹底的遂行と機構を充

実すること。

右決議する。 （林野庁？向山諜〉
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