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(1）水資源開発促進法および

水資源開発公団法について

八塚 陽 介

昭和34年 8月厚生省が「水道府水公団」案の構怨を打ち出した。こしつ構想はその後

l 年間にはそれ以上具体化しなかった。 35年に入って「水」 lこ関係の深い通産省，建

設省，農林省，厚生省がそれぞれの立場から「公団」構想を打ち出し，一方自民党に

おいてもまたこのような問題に取り組み出したのである。各省の構想はそれぞれの所

管；こしたがってその狙いとすると ころに異なる点があることはもちろんだが，実際上

はかなり重複競合することとなるのもまた当然であった。当時の諸構想、についてはつ

ぎのよう である。

（通産省） 工業用水の極度に逼迫した地域について，主として工業用水源施設お

よび主要導水幹線施設の建設，管理等を「工業用水公団」が行なって，経済ベース；こ

のる低廉な工業用水の供給を図る として 「工業用水資源開発促進法」を制定する。

（建設省） 建設大臣が定める開発基本J十四Jこもとづいて， 多目的ダム，河口堰，

多目的幹線水路の建設，管理を行なう「水資源開発公団」を設置するc

（農林省） 愛知用水公団を発展的に解消させ，「水利開発管理公団Jを設置し，主
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として農業水利の開発合理化を行なう。

（厚生省） 「水道用水公団」を設置し上水道専用ダム，河口堰，上水道幹線水路

の建設，管理を行なう。

以上のような諸構想、がそれぞれの省の性格を反映して異なったアプローチの仕方を

とり，異なったセクターに水を引こうとしてL、ても，事業としては，たとえば対象水

系として，その一つに利根川を予定してL、ることからみても，それらの諸構想にはそ

れぞれ独立の意味があるとしても，はたして「公団」システムでなければ目的がはた

されなし、かという点は別としても，それぞれ別々に 4つの公団を設置するというこ

とはまことに無意味であり，無駄であり，のみならず相互に制約し合うこととなって

仕事を行なうことは不可能となることすら予想されるのである。したがって何らかの

調整が必要となったわけであるが，その調整には，かねて自民党に設置されていた水

資源特別委員会が乗りだすことになった。 35年 6月ごろから 6回にわたり調整のため

の会議がもたれたのであるが，なかなかまとまらず， 10月 8日遂にとにかく各省の公

団構想は一本にしぼることと L、う基木線だけを決めて調整は総選挙のために中断した

のである。総選挙の後， 35年の年も押しつまった12月23日同会の委員長が「水資源開

発促進法案大綱」および 「水資源開発公団法案」を自民党政調会事務当局案として提

示したのであるが，まとまらず遂に年を越したのである。そのように調整ができなか

った理由は主として公団の所管に関して，建設省の専管的主張と他の 3省の企画庁に

統一的に監督権を集中せしめよと L、う主張の対立にあったといってよい。結局， 36年

度予算としては上記の「促進法」が成立することを一応前提としての水資源開発審議

会に関する事務的な筏費のみを企画庁に計上することが 1月19日の閣議で決定しただ

けで為る。自民党水資源特別委員会においても， 36年 3月頃には遂に当初の一本化の

構想を断念し「水資源開発公団案」と「用水事業公団案」の二公団案にすることにし

て，このご公団案（土L、ったん自民党としての正式な調整案となったのである。したが

ってその時期には，これに対応して政府側においてもこの二公団案の法制化を具体的

に作業することとなり，その上での調整が内閣官房，内閣法制局，経済企画庁，大蔵

省，自治省も参加して行なわれたが，もともと重複競合する性質のものであるのは明

らかなので，このようなこ公団案とし、う調整案もまたそれを法律的に整理し，具体化

しようとすると不可能であることがわかり，結局，総理大臣による決定とし、う最後的

な段階になったのがお年の 4月25日であった。その決定の要旨は結局やはり一つの公

団にするということ。その公団の「事務窓口」は企画庁長官であること。多目的ダム，

多目的水路等は建設大臣主管とすること，であった。この決定の内容をみてもわかる

ように調整が難行したのはまさに各省の権限の問題であったということができる。そ

の後この決定にもとづいて異例のスピードで法律を作成する作業が進められたのて、あ

るが，政府案決定の最後の段階においてもなお「水資源開発公団法案第55条（公団に

対する所管怪限を規定している）の政令（具体的には政令で定めることとなっている
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ので）は，昭和36年 4月25日の総理裁定の趣旨にもとづき，関係行政機関の設置法その

他の法令に定められている所管権限に即Lて定めるものとする」と Lヴ閣議了解が付

せられていることも， この所管権限の問題こそがかくまで法案決定の渋滞をもたらし

た中心問題で、あったことを哀書きしているのである。その後5月23日国会に提出され，

若干の付帯決議が付されて衆議院の委員会での審議は終わったが結局，会期末混乱の

あおりをくって，第38通常国会では審議未了となった。しかしつぎの国会にほぼ原

案通りで提出することはすでに一致していたので，いったんは審議未了となったもの

の，それ以上は法律案そのものについての検討は特に進められることはなく ，第39回

臨時国会に若干法文について法技術的な整理を加えただけで再提出されたのである。

今回は衆議院において修正（後述）があったが無事通過し，「水資源開発促進法」およ

び「水資源開発公団法」が36年11月13日誕生したわけである。

以上でいわゆる水資源二法の成立の過程，それも政府原案の決定までの経過をやや

詳細に述べたのであるが，それはこのような出生前の経過はやはりこの二つの法律の

性格を理解する上においても，また今後これらの法律にもとづいて実際どのように運

営されるであろうかという ことを考える点におL、て，かなり重要である と思われるか

らである。もう少し立ち入っていえば，このように単に各省間の所管権限の争いに終

始したかのEさがあるにしても，実はその背景に長い水制度についての対立，調整の歴

史があったのであり，またそのような所管権限の争いの根木には治水 ・利水間，利水

相互間の実体的な矛盾対立についての歴史が為るということの反映であるということ

であろう。このような関係各省聞の論争についてより詳細に知るならば，ここで多く

の人はそれがかつての「水制度部会」における激しし、論争の再現であると思われるで

あろう（水制度部会とは国土総合開発法にもとづいて設置された国土総合開発審議会

の一つの部会であって，建設省の河川法改正を契機として，昭和28年から29年にかけ

て水制度に関して調査審議をし，報告：3を作成した。しかもその報告書の内容は全会

一致にいたらず少数意見の留保があった。しかもそのような意見の対立はやはり水行

政の総合化に関し，特に所管について問題があったのである）。しかしまた単なる再現

にすぎないともし火、得ないと思われる。 7j(制度部会の報告書が河川法所管の建設省の

意向に沿う意見を少数意見としたことから，結局，何ら具体的成果に結実しなかった

ということは当たらないので，河川法の全面的な改正は沙汰止みになったとしても，

部分的には特定多目的ダム法，河川法の一部改正等の立法にその報告の趣旨は生かさ

れてきたと見るべきであり，今回の水資源開発二法も論争は同じような論争を繰り返

したにすぎなくても，結局成案を得たことはやはり従来よりも水制度に関して一歩も

二歩も，関係各省の常識が前進したことを物語っているといってよいであろう。

さて法律の内容そのものであるが，直接原文に当っていただし、て，それほどわかり

難い法律ではないと思われる。しかし読むこと自体面倒であるといわれる向きもある

と思われるので，ここで一応全体の仕組を主要な問題点に触れて解説しておきたい。
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ところで水資源開発促進法と水資源開発公団法とは，二つで一つのセットになって

L、る。このような二つの法律にするということは必ずしも各省の当初の構想になかっ

たことである。計画に関する法律とその計画に対応して事業を実施するための手段に

ついての法律を二つにすることは，しかし本格的に河川の開発に取り組もうとする態

勢としては不適当でないといわなければならなL、。ただ注意：をしておかなければなら

ない重要なことは，このような構成になってL、るからといって，特に水資源開発促進

法が十全の意味で利水に関する基木法であるということではないという点である。周

知のように河川に関する法律とレ亡は明治29年以来の河川法があってこれがやはりも

っとも根本的な法律である。河川法については当時の河川lこ関する社会的環境からい

って治水がもっとも重要関心事であったこと，反面河川を経済的に利用する点では旧

来の農業的利用についても交通手段としての舟運等の利用についても特に制度的な新

しい要請が少なかったことなどによって，治水法的性格が強L、ことはすでに一般の常

識である。その後の経済の進展にともない河川利用に関する要請が漸次複雑になって

きて，それに対して多くの河川利用に関する法律が制定されてきた。たとえば耕地整

理法（明32），水利組合法（明41），電気事業法（明44）等がそれである。また水利その

ものを直接対象とした立法の企図もいくつかあったのである。河川法自体についても

法の根本的改正は行なわれなかったが，そのような情勢の推移に対応して法文の規定

の不備を多くの命令，通達等を出すことによって運用の円滑を期してきたのである。

しかしそれにしてもやはり河川の利用についての根本は治水法的な河川法中の利水：こ

関する規定であったのである。すなわち河川法中の水利権や河川に設ける取水等の施

設についての制限等の規定である（河川法第三章，第17条，第18条）。したがってさき

にも述べたように戦後になって利水に関する規定の整備を一つの重要な動機とする河

川法の改正の企図があり，それが水制度部会の審議となり， しかも結局，そのことは

達成されなかったとしづ経績も為ったのであり，要するに利水に関する基本法の立法

の必要が痛感されていたのである。ダムについては特定多目的ダム法（昭32）また所

管権限の総合性の確保のためには河川法の一部改正（昭33）があってその点では利水

に関する立法の進歩はみられるのであるが，やはり不十分のそしりは免れなL、。とこ

ろが，水に対する需要はいっそう緊迫してくるとともに水資源の開発はし、っそう困難

となってきたので，そのままではすまされなくなってきた。ここに前に述べたような

各省が一斉に公団僑想に取り組みだした理由もあるわけである。それを契機として，

そのような問題の直般的な解決法としての公団構想だけにとどまらないで，一歩進め

て治水法的河川法に対する何らかの利水に関する基本的な立法に進まざるを得ないの

ではなL、かと着想することも当然である。その意味で水資源開発促進法はその名の示

すとおり利水法である。しかし利水法としての根本的な核である水利権，水利施設に

ついては何ら触れられていないことは，この水資源開発促進法の利水法としての限定

された性絡を特徴つ1するものであろう。利水法としては決して基本法的なものではな
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レのである。依然として利水に関し，また利水と治水とに関し，如何に制度的に改善

を図って行くかとし、う問題が残っているといわなければならなし、。しかし，このよう

に限定された範囲であるが，反面この水資源開発促進法はやはりある面で利水に関す

る基本的性格を持ってL、るということもできる。すなわち，それは水資源の開発とい

うことは総合的でなければならないとし，その総合性を確保するためにいろいろな方

法をとってし、るのである。その総合性の中で事業執行を円滑にするための手段として

公団が活動するとし、う仕組になっているのである。このような意味で促進法と公団法

はセットとして利水の面で，従来の法律に比してやはり相当画期的な効果があるはず

であると思われるのである。

水資源開発促進法に水利権や水利施設：こ対する規定を含んでいないとして，なぜこ

のような利水法が立法せられたか，実はこの水資源開発促進法が発想された動機，す

なわちこの法律の目的について考えるとその理由ははっきりすると思われるのであ

る。特にこの促進法の第 1条である目的に関する規定は国会で修正を受けたのである

が，政府原案はつぎのようになっていた。｜第 l条 この法律は，産業の発展及び都市

人口の増加に伴い水の需要の著しL、増大がみられる地域に対する用水の供給を確保す

るため，特定の河川の水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を

図り， 」となってし、たのであるが，これは「産業の発展」ではなく「産業の開発

又は発展」と，「水の需要の著しい増大がみられる」は削除されて「用水を必要とする」

におき代えられ，「特定の」も削除されて別に「水源の保全極養とあいまって」という

ふうに国会によって修正されたのである。このように修正されたが，政府の促進法に

対する思想は原案によく現われている。すなわち，政府としての当初考えたこの法律

の目的は水資源開発に関する一般法の立法を企図したものではなかったのである。日

本全土の主要な河川を対象とするものではなく，「産業が発展し，都市人口が増加し，

水の需要が著しい地域に関連のある」特定の河川のみを対象とするのであった。修正

によってかなり政府の当初の意図，促進法の目的についての考え方もまた修正されざ

るを得ないのであるが，実はその修正の意図も，法文上やや明瞭ではないが，必ずし

も一般法に仕立て直すとし、うほどのものではなかったとみてよく，やはり実際上は促

進法は依然として特定の河川に適用される法律であると考えてよいであろう。なぜな

らば，この第 1条の修正は第 1条のみの修正にとどまって，この法律によれば，指定

された水系について開発のための基本計画を樹てることとなっているが，全国的に一

般的な水資源開発計画を樹てることとするというところまで修正されなかったからで

ある。したがってこの促進法を以上のような経過からして十全の意味の利水基本法に

する意図は政府も国会もなかったといってよいと思われるのである。つまりこの促進

法の総合性は，特定の河川の開発について限定された意味での総合性であるといえ

る。

それにしても促進法によってこの総合性はどのような仕組で確保されているであろ
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うか。促進法によれば，まず前述の第 11条の目的に照応して，「広域的な用水対策を緊

急、lこ実施する必要がある」地域に対し，「用水の供給を確保するため水資源の総合的な

開発及び利用の合理化を促進する必要がある河川の水系を」一定の子続きを経て，「水

資源開発水系として指定する」のである（第 3条）。そのようにして指定された水系に

ついて「内閣総理大臣」が「開発及び利用の合理化の基本となるべき水資源開発基本

計画を決定」することとなっている。この際も前の水系指定のときと同様の手続きを

経るわけである。その手続きとはすなわち「関係行政機関の長（各省大臣などを指す）

に協議しかつ関係都道府県知事及び水資源問先審議会の意見をきく」こととなって

いる（以上第 4条）。 基木計画の内容は

( l ) 水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標

( 2〕 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項

( 3 ) その他

である。しかしこの基本計ー幽をどの程度まで具体的に定めるか，どの程度まで確定

度をもたせるかについて現在の段階ではきまっていないが，この計画によって明らか

にされなければならないこと，それは各種の競合する水需要を合理的に調整してもっ

とも経済的にかっその間に紛争を生じないようにすること，そしてそれはもちろんど

のようにして供給するかと L、う供給についての調整も当然ともなわなければならない

しそれらに関連して事業費，託費負担の大綱は計四の中になければ計画の当否につ

いて判定のしょうがないと思われる。なお水源地域と下流需要地域の利害もたし、てい

の場合一応矛盾することと予想されるしそれらの地域の利害を代表する都道府県知

事が計画の当否を判断できる材料となる程度にまで計画ば具体的でなければならない

と考えられるのである。なおここで計画の性絡に関連して注意すべきことがある。そ

の一つは基本計闘は，その河川に関してすべてを含むものではないということであ

る。法の性格が利水法である ことおよび治山治水については当然別の法体系があって

利水法としての性質上治山治水については，この促進法に包摂されていなし、こと，こ

のことから計画の内容としては治山治水に関する計画を含まないことである。河川を

総合的に統御し治水利水を一つの観点から把握することが必要なことはL、うまでもな

いが，この促進法はそこまで徹底していないのである。しかしそのような統一的把握

を否定しているものではもちろんないので，むしろ促進法にもとづいて事業を行なう

公団法においては当然治水目的を含む工事を包括して，一つの工事として行なう場合

がきわめて多いことを予想しているし（公団法第55条第 2号等）基本計画の内容にお

いても治山治水の計画との調和を図るよう十分な考慮、を払うことを必要としているの

である（第 4条第 3号）。また電源開発に関しでもこの基水計聞はそれを内容として

いないのである。利水といえば，その主要の役者の一人として電源開発を欠くことが

できないのはあまりにも明らかである。しかし電源開発についてはその水の利用の態

様がやや他の工業用水とか上水道用水，農業用水と異なる点がある。つまり材料とし
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て消耗するのではなく，位置のエネノレギーを利用するのであるが，それにしても電源

開発がこの促進法の体系の外になった主たる理由はその水の需要が他の利水部門では

その河川の流域に限定せられるのに反し，送電により発生電力は全国的な需給計画：こ

より結びつきやすく ，かつ電源開発促進法という一般的な（促進法は特定の水系につ

いてである）法体系を別にすでに持っているからである。しかしこ の場合もまったく

排除することにはなっていないので，従来の多目的ダムによる方法にやや似ている

が，固有の業務としてではなレが公団の受託工事として共同施工することとしている

し（公団法第四条 2項 2号），基木計画の内容においても治山治水と同様，電源開発に

ついて十分な考慮を払うことになっているわけであり，また電源開発基本計画との調

整を内閣総理大臣が行なうこととなっている（促進法第11条）。と ころで以上のことに

関する促進法第 4条第3項の規定は政府原案に当初はなかった「当該水資源開発水系

にかかる後進地域の開発」についても十分な考慮を払うよう国会におし、て修正付加さ

れたのである。この点は第 1条の修正として産業が発達した地域だけではなく今後の

開発を予想し，今後用水需要があると予想される地域を促進法が対象とすることがで

きるよう に修正されたことと対応しているわけであるO ともあれそのような流域のい

わゆる後進地域の開発についてもであるが，さらに国土総合開発計画と調整すること

が必要なのである（促進法第11条）。例えば利根川を指定水系として取り上げる場合，

すでに国土総合開発法にもとづき決定してし、る同地域の特定地域開発計四とどのよう

な関係になるか，また近い将来決定せられるであろう全国計聞との関係如何という問

題があるわけである。なお指定は河川を水系として把えることとなってし、るしこの

ような河川は当然流域が広域であり，その流域の開発にとっては河川が重要な地位を

占めるはずであるとともにー府県の範囲に限定されることは考えられなし、。したがっ

て府県の範囲を超えて開発計画をしかも河川の水利用を中心として樹てるということ

は確かに国土開発計画との関係が重要な問題となるのである。 ここ で想い出されるの

は例のアメリカのTV.A.である0 T.V. Aの場合と対比して考えると， TV.A.（土文字通り総

合的であり，テネシーJllを中心として数州にまたがる広域的な開発計画とそれを実行

に移す具体的な権能をもっている。そのことによって能く画期的な業績を挙げ得たの

であろう。 T.V.A，の守備範囲には実際その地域の農家経営の改善に関することも，造

林や浸蝕防止の研究や対策事業も含まれている。もちろん発電をして売電することも

治水工事自体も本来の業務と されている。そのような権限が T.V.A.に与えられ， その

ように内容的にも総合的に事業をー貸して遂行して行く過程で実際上，所管権限や州

の権利との問でどのような摩擦があり，どのように調整されているか知らないのであ

るが，少なくとも徹底して一元的に，かっ総合的である。促進法にもとづく計画や，

その計画にもとづいて事業を行なう水資源開発公団はとにかくそれほど徹底していな

いことだけは事笑である。対象は水系を一貫として，かっ府県の範囲を超えて広域的

であることは同様であるが，他の既存の官庁や団体の権限に対して決して超越的なか
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つ独立した機能を持っていないこと，その点で機能的にはとう ・n、T.V.A.に比すべき

ものはなにもないといってし、L、過ぎではないと思われる。そうし、ったから といって，

日本の実情から T.V.A.の如き組織，機構が実際的であり，またそのような機関を作る

ことが可能であるといえるかどうかは十分検討に値することである。しかしとにかく

機能的にはある種の理想からかなり距離があることは否定し得ないであろう。

さて以上のような水系指定，その水系についての基本計画の決定の前に，そのため

に必要な基礎調査がなければならないことは当然である。この基礎調査は政府が行な

うことはもちろんだがその政府とはやはり従来通り各省がそれぞれの所管に応じて行

なうことと了解されてし、る。ただその際必要な調整は経済企画庁長官が行なうのであ

り，また従来各省ごとの調査はともすれば相互に交流することもなかったということ

ができるので，調査の結果の報告を経済企画庁長官は求めることができることとして

調査の重複による無駄をはぶき，また各省間の調査の公開性の確保を図っている（促

進法第 2条）。なおこのような計画法には当然のこととして審議会が置かれることと

なってL、る。すなわち水系指定についても，また基本計聞の決定についても内閣総理

大臣は水資源開発審議会の意見をきくこととなってし、るし，その他それらに関する重

要事項について調査審議するとともに意見をHIし出ることができる。この審議会の委

員は 15人で学識経験者を内閣総理大臣が任命する（促進法第 6条）。実際問題として

水の問題が難かしいことは周知のことで，この審議会は重要な任務を担うことになる

ものと予想せられるのである。この審議会と並んで水系指定ならびに基本計画の決定

を内閣総理大臣が行なうためには関係都道府県知事の意見をきくこととなっているの

だが，国会においてこの点がもっとも論議の中心点の一つであったのである。もとも

とこのよう な法律が構想せられた動機の つに水資源開発の今後のL、っそうの進展の

ためにはどうしても府県の範囲を超えた大水系を大規模に開発することが必要であっ

て，そのためにはやはり府県的利害の主張とそれを超えた広い範囲での利害の主張と

の調和が求められなければならないということにあった。それだけに，法文上にある

ような「関係都道府県知事の意見をきいて」とL、う程度にしか都道府県知事の発言権

を認めないという ことでは，都道府県知事は心もとないとして，都道府県知事，特に

上流水源県知事にとっては神経質にならざるを得なかったのであり，それがまた与野

党を問わず国会の審議において反映したのである。河川法の水利権に関する制度の改

正を全然含んでいないわけであるし，事実沿川住民の意向を代表する関係県の知事の

発言権を無視して手続きを進めるということは総理大臣といえどもたいていの場合行

ない得なレことであろうから，杷変に過ぎるともいえる。したがって，促進法におい

てはその点について結局，修正はなかったのであるC しかしこのことはそのような意

見，不安の背後にある沿川の後進地域の開発に関する文言を挿入させるだけの効果は

あったのである。すなわち前述の第 11条の修正や第4条第 3項の修正がそれである。

このことに関連することと思われるが，国会の審議で問題となった興味がある点にな
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おつぎのことがある。すなわち，この法の目的が特に人口，産業が過度に集中してL、

る東京，大阪等に対する水の供給を容易にするために企図せられてし、るが，この法が

成立し所期の目的を達成するということは過度集巾をいっそう助長することであ っ

て，一方の産業の地方分散，所得の地域約差の是正の方向に反する ことにならなL、か

とい うこ とである。政府と しては水系指定はまず利浪川， 淀川を挙げ 亡し、るわけであ

るからまことにこの法律の核心に触れた問題点であると し、わなければならなL、。ただ

現実の情況はすでに東京，大阪に集中してしまった産業や人口を短時日にたやすく 分

散させる ことは不可能であるとともに射在の水の不足はすでにはなはだ しいとすれ

ば，これらに対する水の供給は必ずしも過度集中をいっそう助長するとし、うには当た

らないと考えられるのである。しかしそのよう な意味でこ の法律は促進法第 3条；こし、

うとお り「用水対策を緊急に笑施する」ためとしう性格を強く持っており， したがっ

て恒久的利水法たる性格は薄いものといわざるを得ないのである。

さて促進法第12条によれ（f，「基本計画に基つeく事業は，当該事業に関する法律 （こ

れに基づく 命令を含む）の規定に従L、’国 ・地方公共団体，水資源開発公団その他の

者が実施する もの とする」 となっていて， 基本計画にもとづく事業を水資源開発公団

が他の国や地方公共団体と分担しあって実施するわけであるO その分担をどのような

基準で定めるのか，その原則（土現在のところはっき りしていない。ところで公団につ

いてであるが，公副法による公団の組織等は特に他の公団と異なった点は少なL、。例

によ って例の如しである。 fこだすでfこ促進J去につL、て述べたことと亙複するかもしれ

ないが，若干触れておく こと とする。

公団の業務はつぎのようであるO 第ーは回有の業務ともいうべきものである。発電

にかかわる部分を除いて，ダム，河口上医，湖沼水位調節焔設，多目的用水路，専用水

路等の施設やこれと密接な関連を有する施設の新築または改築を行なうことc および

その施設の操作，維持，修繕等管理を行な うこと，等、σある。 第二［之本来的ではない

が， 本来の業務：こ支障をおよぼさない範聞で受託して行なう業務であって，水資源の

開発または利用；二閲する調査，測量，設立十，試験および研究を行なう こと。また本来

的業務としてfj どう ：L：手と共同日j血行するこ とが適当である場合の51';1'互に｜却する工事を

行なうこと，その他一般に水資源開発の工事を行なうこと ，等である。別の分類をす

れば，公団f~新築または改築の工事を行，伝 うとし、う建設業務とと も に， 新築または改

築した施設を管理すると L、う色理業務をすることとなっているわけである （公団法第

四条）。公団がこのような事業を行なう に当たっては，主務大臣が指示する事業実施方

針や施設管理方針にもとづいて，それぞれ事業実施計市lや施設管理規程を作成して行

なうことになっている。なお主務大臣が事業実施方針や施設合理方針を定めるに当た

っても，あらかじめ凶係行政機関の長に協議するとともに関係都道府県知事の意見を

きくことと しているし また公団が事業実胞計画や飽設管理規程を作成するに当たっ

ても，関係都道府県知事に協議するこ とを裂するのてFある。また公団が事業実施計i国
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を作成し変更する際その事業実施計画にかかわる施設を利用して流水を水道または

工業用水道の用に供しようとする者，またi窪i俣の用に供しようとする者が組織する土

地改良区，すなわちいわゆる受益者が特定しているときは，それら受益者の意見をき

くとともに受益者の費用負担がある場合は同意を得なければならないこととなってい

。。
ところで公団が事業を行なうに要する費用はどう負担されるかということである

が，それは治水効果に対応する部分は国からの交付金，利水により受益する部分は負

担金であり，なお従来の例により利水事業等に対する補助金である。また資金調達ο

方法は長期，短期の借入金，債券の発行等によるものである（公団法5(:;26～33条， '1';

39～40条，第43条）。

つぎに公団法に関連して，関係各省間でもっとも論争の的となった公団に対する主

務大臣如何ということであるが，これは公団の性格や運営をある意味で決定的に特徴

づける問題でもある。これに関する規定は公団法第48条および第 55条にある。特；こ

第55条についてであるが，最終的lこは現在（12月15日）まだ政令が定まっていないの

で，詳細に疑いを容れない程度にまでは確定していなし、。条文は長くなるので引用し

ないこととするが，いずれにしろ原則的には最初経過の説明の際述ぺfニ，現在の各省

所管権限に即して定めると L、う閣議了解の線にしたがって定められているということ

ができるO

以上でこの散漫な解説を終わることとしt::.＼，、が，最後に書き添えてお詫びしておき

fニL、ことは，筆者の私事にわたって恐縮であるが，筆者は政府原案の作成の過程では

直接タッチしていなかったので，役人としての解説としてははなはだ隔靴掻痔の感が

あるであろうということ，同時に今後この三法の運用に当たる立場であるから，十分

に客観的ではないのではなし、かということである。

（経済企画庁総合開発課長）
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