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〈座 談 会〉

地域開発

（出 席者）

金沢良

藤村重

山越道

（司会）

武藤博

雄

任

忠

と Jk （中）

（北海道大学教授 ・法博j

（理化学研究所 ・監事j

（国立国会図書館 ・調査立法考査局長〉

（水利科学研究所 ・理事長）

武藤 （司会〕 それでは前回に引き続きまして，地域開発と水資源の座談会，第2

回をお願L、L、たします。

前回は大部分の時間を，戦後の総合開発の移り変わりということを中心に，いろい

ろお話し願ったわけであります。その中には，地域開発ということばの由来から，最

後は河川法の改正にからみまして，将来河川法はどうあるぺきかということから，行

政機構の問題にちょっと入りまして，そこでおしまいになったわけでありますが，本

日は，地域開発に関係いたしました個別的，項目別のお話を承わりたいと思います。

項目別と申しましても，あまりばらばらではし、けませんから，たまたま河川法改正

法が国会を通るような見通しになって参りましたので，やはり，この改正河川法を斡

といたしまして，それに関係のある項目をお話し願ったらどうかと考えております。

そこで最初に，新しい河川法ができた，そのことを契機といたしまして，従来治水

l 0ヵ年計画というのが建設省にあった，もう少しくわしく申しますと，治山治水10ヵ

年計画で，治山関係は林野庁のほうで担当していたわけでありますが，こんどの新河

川法が通過いたしますと，これも改訂の問題にからみましていろいろ新しい考え方が

出てくるように承わっております。間くところによりますと，新たに5ヵ年計画を編

成するということですが，そんな問題から入っていただいたらし、かがかと思います。

藤村さん， L、かがでしょうか。

藤村 けっこうですね。新聞などでみる限りで，そう しづ報道があります。昔でき

た河川法がこんど新しく改正されるわけですが，金沢先生がご専門だが，前の河川法

を改めて新しい河川法にした，その過程で，賛成とか，批判とか相当ありましたが，

こんどそれがいよいよ実施される。前の河川法とだいぶ違って，地におろされていく

この新法についてなにか特に注目すべき事項というのを，話していただけませんか。
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1. 河川工事の実施基本計画

金沢 治水面が計画的に行なわれるとしづ画期的なものを，こんどの新河川法がも

っているといえるかどうかということになりますと，新河川法自体としては，あまり

ないような気もするわけです。この前も申しましたように，河川工事の実施基本計画

というのが，こんどできるわけですけれど，これは工事の段階での実施計画ですから

基本的な面での大きな変革というものはないように思います。ただ， 1級河川がどの

程度指定されてくるかということにも関連するかと思いますけれども， 1級河川の河

川工事の負担の割合が，国が相当にもっということになっておりますので，治水工事

が今までよりは促進される可能性があるのじゃなし、かということはいえると思うので

す。たとえば，いままで2分の 1国が負担したものを，昭和45年までは 4分の 3を国

が負担するというふうになってくると，復旧工事ばかりでなく改良工事も相当に進む

とし、う見通しがついてくるのじゃないか。

藤村 地方の負担が軽くなるわけですね。

金沢 ええ。

2. 国の営造物としての河川，治水利水の施設としての河川

山越 いまの河川法の改正目的の一番枢要なものはなにかというと，私どもも実は

よくつかめないんですけれど，こういうふうな角度からみたらどうだろうかと思うの

です。と申しますのは，現在の河川法というのは，河川を国の営造物とL、う面からと

らえまして，その営造物の築造なり管理という点にしぼっておる。それでこんどの新

河川法というものも，性格的にはそういうものであるのか，あるいは単なる営造物の

維持， 管理といったようなことではなしに，洪水調節とか，あるいは水利用とかL、っ

た面を端的にとらえて，河川なるものは，そのための施設であるとしづ角度からもの

を考えていくということになれば，だいぶその性格が変わってくるのじゃないか。

たとえば，外国では，河川｜法とはし、わない， 「ウォーター・アクト」とか， 「パッ

サーレヒト」 とかし、うことばを使って，水そのものをとらえておる。ところが河川法

は河川とL、う営造物をとらえており，規定のしかたも，河川の水の利用という面は強

く出してなし、。たとえば，現在の河川法からいっても，河川の利用の規定としては，

17条から18条にかけて，土砂をとるとか，敷地を専用するとか，あるいは流水を専用

するとかということばで，今日， われわれが水の利用といっているすべてをし、L、現わ

している。たったそれだけしかないが，もう一歩先の水の統制利用の目的の点からい

えば，なんだかちょっと物足りないわけだが，この点、からみて，こんどの新河川法

は，なにか新しい面を完全に打ち出さないにしても，相当程度まで打ち出してきたと

いったような面の変化はありませんか。
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3. 利水と水利調整一一2種類の河川台帳

金沢 私どもの白からみると，画期的な変化というものは残念ながらなし、。ことに

利水関係の規定は，現行の横すべりである。ただ水利調整に関する若干の規定が付け

加わったとしづ程度。それから治水については，現在まで省令以下にまかされておっ

たのが，やや具体的に法律面でとり入れるようになった。それが若干付け加わったと

いう程度で，おっしゃるような思想的な変化というものは見られないような感じがす

るわけです。

山越 これを外国の水法に比べれば，そこに非常に顕著な差が出ておりませんか。

金沢 その点は，特に利水関係の面では外国の水法はもっと進んでいて，もっとき

めの細かし、規定があるということはたしかにいえると思います。例の山越さんがご研

究になられた，西ドイツの『水管理法』なんかも，非常に細かく定義して，それに対

しての規制jというものを細かく書いてある。ああいう形に日本の新河川法はなってな

い。やはり依然として，流水専用の許可などのようになっているわけです。

山越 しかし，河川台帳という中に2種類あって，河川の物的営造物としての存在

状態を示すための台帳，それから水利権ゃなにかに関する台帳と 2つありますね。そ

の後のものは，利水とし、う面に相当力こぶを入れたとみるべきかどうか。それから水

調整という問題を正面からとりあげてきた。いままでは，ただ流水専用ということで

あったのが，各種の利水の利害関係が，河川を中心として錯綜してくる，それを調整

すべきであるということを，河川法の中にとり入れたということは，ものの考え方と

して，相当大きな変化とみるべきかどうか。どうでしょう。

金沢 台帳のほうですけれど，中華民国なんかのように登録制をとっているところ

もある。中華民国の水法のように，登録しないと水利権が効力を発しないというとこ

ろまでゆけば，非常に意味ももってくるわけです。しかし日本の場合には，そこまで

ゆかなし、。いわばそれをデ－!Jとして，水利調整の問題，あるいは利水計画の場合に

それを参考資料としてゆくとL、う程度のことであれば，まあそれはそれなりに， 1つ

の意味をもってくるだろうと思いますけれど，さらにもう一歩進めるかどうかという

問題は残るだろうと思いますね。

それから水利調整の規定なんですが，これは許可を申請した場合に，利害関係のあ

るものが，意見を申し出ることができるという形で調整が行なわれる。これは大いに

結構なことだと思うのです。ですからそういう面が法文上現われてきたということは

たしかに利水関係で，従来水の高度利用に伴って問題がいろいろ起きてくるという実

態，つまり水の高度利用という実態にピン トを合わせたやりかたであるから，その限

りでは一歩前進ということはL、えると思います。

山越 それに関連したことですけれども，明治時代に作られた河川法というものは

法律を大体読んでみると，結局，主たる目的は治水のための法律であった。そしてそ
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れが主目的なんだから，河川を利用したり，水を使ったりするということは，治水を

害しなし、かどうかということをみて，害しないなら許そうという面が，かなり強かっ

たのじゃないか。ところが，現在，新河川法案では，河川は治水のための施設である

と同時に，利水のための施設でもある。これがパラパラなものではなしに，河川とい

う施設の中で調和された形において，水がコント ローノレきれなければならないという

概念が，意識的，もしくは無意識的に入ってきて，しかもやはり過去の伝統がありま

すから，治水には重きをおいているけれど，利水が遠慮しいしい若干入ってきた。そ

うL、う基本的な観念の動きというものが認められるでしょうか，どうでしょうか。

金沢 やや認められる程度でしょうね。

藤村 あの説明なんかをみると，利水行政の面が相当あると，こうみておったので

すけれど。

金沢 そう L、えると思います。特に 1級河川で，管理権を建設大臣がもっという考

え方は，まさに利水面の問題なんです。ですからそういう点での考え方というものは

出てきておるということは，たしかにいえると患います。

藤村 前から比較すると，多少は新しい方向に向いてきているということはいえる

でしょう。

山越 芽が生えかけておるとL、う程度のことはL、えるでしょう。

金沢 それは一条の目的にも，洪水高潮等による災害の発生が防止され，河川が適

正に利用され・1 なんでいうことをいっているわけですね。だから治水，利水両目

的をもっているのだということが，正面きって打ち出されてきたということはいえる

と思うのです。それじゃそうしづ思想、は，全体を通じてみた場合に，治水に重点がお

かれているか，利水に重点がおかれているか，あるいは両者を平等に考えながら，そ

の調整をはかろうというような内容になっているかというと，どうも全体を通じてや

はりどっちかといえば，なお治水に重点をおかれた性質があるといわざるをえなL、。

4. 新河川法と水資源開発促進法の関係

山越 それは私も同感です。次の間題は，芽が出た程度かも知らんけれど，とにか

く考え方は，基本においては，少し動いてぎた。ところで，その利水とL、う面が，こ

れほど世間で重要になってきているわけですから，そうかといって，けっして治水が

重要でないとし、うわけではありませんけれど，両方とも，重要になってきたわけです

ね。そうすると，新河川法案が出る前に，水資源開発促進法というものができました

ね。これは現行河川法のもとに出たわけです。こんど相当程度利水の問題もとり入れ

たような形において，新河川法が出てきた場合に，水資源開発促進法というものは，

いったい河川法との関係、においては，どういう地位をもつのか。その関連については

こんどの改正案にはなんら触れられていないのでしょう。この水資源開発促進法とい

うものは，すべての河川ではなくて，特定の指定された河川だけに適用されるのです
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けれど，促進法に基っ・いて作られる基本計画というものは，水の需給関係をみて，そ

の目的を達するための各種の施設をどうするかの問題を定めることが書いてあります

ね。そうすると，もう明らかに利水と利水施設だけですね。ところが，この利水と利

水施設というものは，河川という営造物中において行なわれるでしょう。そうすると

治水というものを，ぜんぜん考慮しないで，総合利水計画というも のはたてられない

と思う のです。 促進法では治水のことは知りませんといっても河川法ではそうはゆか

ない。治水と利水と調和をとってゆかざるをえない。河川法で利水の調整をするとい

うことは，広い意味でいえば，水資源開発促進法のあの計画になるだろうと思うので

すが，新河川法案は，そのために計画を作るとはし、つてなし、。いってないけれど，調

整をやるとし、う以上は，先の見通しももってやらざるをえないことになってくるに違

いなし、から，たとえ法律に書いてなし、からといっても調整をやるためのもとになる見

通し，方針をもたざるをえないのじゃないか。そうなってくれば，あの水資源開発促

進法というものは少なくとも 3河川に関する限りは，河川法とどう L、う関係になるだ

ろうかとし、う問題が，われわれはちょっとわからないわけです。そのへんはどうでし

ょうか。

金沢 その点は，この前の座談会の時にだいぶ出たと思いますけれど，いまご指摘

の点は，まさにそのとおりでありまして，なぜ河川法と水資源開発促進法とのかけわ

たしが行なわれなかったか。これはやはり根本的には行政機構の問題であったのじ平

ないかという気がするわけです。つまり治水関係はやはり建設省とし、う伝統的な考え

方があって，水資源開発促進法は，なるほど経済企画庁が担当しておりますけれど，

あの法律は，いまご指摘のようにむしろ利用面を中心としたものなんです。ただそこ

で治水，あるいは電源開発について，十分考慮せよということを書いてある。そして

笑際あの審議会で基本計画をたてる場合には，治水のことも十分に調べてそしてたて

るということにはなっているんです。しかしなっているけれど，計画そのものの中に

は治水関係についての総合的な基本計画というものを盛りこんだものは出てこない。

ただ，その水資源開発基本計画を作るにあたっては，治水面も十分に調べて審議され

るということは，実際としては行なわれるわけなんですけれど，この法律の考え方と

しては，治水を考慮してというのは，それを考えてということなんだけれど，これを

逆に解釈すると，それにはまあ遠慮してということになるわけですね。つまり考慮、し

て，それを尊重してということになる。そんな感、じがそこに出ていると思うのです。

山越 そこで，水資源開発法にふれずに河川法案を作ったということを，多少弁護

しようとL、う立場で解釈してみると，河川法は仮りに利水の問題をとりあげるにして

も，河川というものについてのみしかとりあげられなし、。河川の域外に出た利水の問

題については，それは河川の利水ごとを扱う前提になるけれど，河川法は直接にはこ

れに触れない。ところが，水資源開発促進法は，利水の大もとは河川であるけれど，

河川にのみに視野を注ぐわけにはゆかないので，工業用水にしても，農業用水にして
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も，河川｜から離れたところで使う水の施設のことをとり入れて考えてゆく。水資源開

発促進法の第5条では，必要な施設の建設に関する基本的な事項が，基本計画の中に

とり入れられるということになっておるが，その必要な施設というのは，河川的な施

設も含むけれど，それ以外に河川｜から水を引張ってくる用水路とかL、うのも，その施

設の中に入ると考えて」、L、のかどうか。その施設は，河川外の施設であるから，河川

法ではとりあげにく L、。水資源促進法では，そこまでもとりあげなければならないと

いう問題があるために，これはこれとして残しておかなければならんのだということ

になったのかどうか。

藤村 それは山越さんのおっしゃるとおりではないですか。水資源の総合利用だか

ら，多少適用の対象の幅が広いわけでしょう。

山越水の利用に関係する限り ，河川以外の問題も，河川と同じようなレベルにお

いてとりあげて，総合的に考えるというのが，水資源開発促進法の考え方でしょう。

ところが仮りにそう考えても，水のもとはなんといっても河川なんですね。そこで，

その大もとのところが決まらないというと，あとの施設をどう考えてみてもどうもし

ょうがないといえるわけですから，水資源開発基本計画もその重点はやはり河川の域

内の利水計画だといわざるをえないことになるんでしょうね。そこで，この基本計画

は，水資源開発促進法による基本計画だが，河川法は水利の調整とし、う問題をかなり

大きくとりあげている。基本計画を作成または実施する面において水利調整の問題が

起こった場合に，河川法は横からものをいうのか，両方の運営というものは，どうい

う形でこれが結びつけられているのか。これはこれ，あれはあれ，水資源開発促進法

でいくら計画を作っても，河川法に基づく水利調整は別ですよといっていいのかどう

か。そこらへんの連繁がないだろうか。

金沢 その点はたしかに法律面では連繋がないといえますね。いえるけれど実際問

題としては，たとえば，水資源開発促進法による基本計画で，ここから何トンどうし、

う施設へ出水するということが決まれば，これに関する河川管理者の許可はおろす。

つまり実際の運用は河川法によって運用されてゆくとし、う形になってくると思うので

す。それから物理的な建設そのものは，これは水資源開発促進法でもいっているわけ

ですけれども，国 ・地方公共団体，あるいは水資源開発公団が実施するということに

なるわけですね。その場合に，その工事は河川法の枠によって工事が行なわれてゆく

ということになるだろうと思うのです。

武藤 そこのところが私ども知りたいわけですけれども，いまの山越先生のお話に

出ました水資源開発促進法によります基本計画を利根川において作るとする，これは

あくまでも利水計画で，治水計画は含んでない。そういった基本計画を作った場合，

一方において利根川において河川法による建設省なりの治水計画があるわけですね。

これがもし衝突した場合，やはり河川法が強いでしょうね。これはどこで調整される

んでしょうか。
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金沢 それはやはり水資源開発促進法による基本計商を作定する段階で調整が行な

われるはずなんです。

武藤両者で話し合うわけですね。

金沢 ええ。

5. 河川計画に利水計画が入るか

藤村 こんど作る新河川法の精神を本当に実施する場合に，河川計画というものは

前の治水 1；本の計画と多少変わってくるのじ平ないでしょうか。

金沢 そうですね。

藤村 第 1条によれば

武藤 ということは，利水計画が入るということですか。

藤村 入るんです。前の河川法とこんどの河川法の一番始めの書き出しというか，

精神というか，基本観念が多少違うということですね。

金沢 たとえば，水資源開発促進法が制定されてないということを想定すると，お

そらくこの河川法で河川基本計画とかなんとかし、うようなものを出してきただろうと

息われるわけです。これは前の河川法案ができた時にもご承知だと思うけれど，そう

いう考え方が出ておったんです。その時には治水，利水両方含めた考え方だったと思

う。だからそこで問題になるのは，結局，そういう計画をどこが立てるか，建設省に

まかしておいていいか。まかせられないかということが問題で，行政機構の問題にな

ってしまうのです。建設省は水の卸売りもやるのだといっているわけですから，卸売

りの段階までは建設省がやってもいい，治水に責任をもっているものでないと卸売り

の責任はもてないというのが建設省のし、L、分です。そこが，行政機構の問題とからん

で，非常にむずかしい問題になってきた。

山越 たとえば，利水は各省にまたがるのでそこで経済企画庁とL、う中立の機関に

まとめさせるということになったんでしょう。経済企画庁に実際実力があるかなL、か

は別問題としてね。それをもう一歩進めて，治水と利水は実際上切り離せなL、。そこ

で治水， ~J?J(を通じた河川の計画というものは，建設省だけでもできないし， 各省だ

けでもできなし、。だから，みんながこれを持ちよって，経済企画庁で調整するという

形にもってきたらばいいじゃないか。河川法を経済企画庁の所管にしないでも，建設

省でもいいですけれど，河川計画の調整というものは，治水，利水を通じて各省まと

めてやるとしづ方法を，利水においてできるなら，治水利水両方含めてできない道理

がないじゃなし、かとし、う考え方がありますね。

そこで，水資源開発促進法をみると，第11条というところに，国土総合開発計画と

水資源開発基本計画との調整はこうするということが書いてあるし，それから電源開

発促進法によるところの電源開発基本計画というものと，水資源開発基本計画という

ものとの調整もとるということが，同じ条文の中にある。治水だけが離れておって，
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L、かにも利水と治水とは調整をとらなくてもし、ぃ，利水関係相E聞の調整をとればい

いというふうにみえるわけですね。私はどうもそんなに治水と利水と完全に切り離し

得るかどうか・・・。

藤村 いまおっしゃるのは，水資源開発促進法ですね。

山越 そこでさきほど私が申しましたことにかえってくるのですけれど，水資源開

発促進法というものは，現在の河川法の下にできたものだ。それは利水というものを

あまり大きくとり入れていなかった河川法だ。こんどの河川法案は芽が出た程度かも

しれんが，相当正面から利水をとりあげてきたということになれば，この水資源開発

促進法もなんらかの影響を受けずにおれないのではないかという感じなんです。結局

いわんとするところは，水というものは，治水にしても，利水にしても，また利水の

中の各種の用途にしても，とうてい切り離せないものだという性質をもっているから

ここらへんで法制の体系においても，なにかそれを結びつけた大もとのものがあるべ

きではないか。行政機構のほうは，また少しむずかしいことにもなりましょうが，法

そのものの体系は秩序つ’けておかなければ，水の総合コントローノレというものはでき

ないのじゃないか。なぜそれを政府はお考えにならないのか。

藤村 素朴に申しますと，いまおっしゃっているようなのは，これは河川法だ。だ

から水資旗からいえば，全部これが含んでない面もあるかもしれないから，治水，利

水を総合的に，もっと基本的に，水資源基本法かなにか知りませんけれど，水法の基

本となるものがあったほうがし、いじゃなし、かということになりますか。

山越結局そうなりますけれど，治水の点からいえば，大部分河川の関係ですし，

利水の点からいえば，地下水のようなものもあるのですが，それでもやはり河川とい

うものが水源として一番大きいわけですね。そうすると，やはり治水，利水を含めて

水をコントローノレする大もとの施設は河川だといわざるをえないわけです。その施設

のコントローノレというのは，同時に水のコントローノレになるのだと考えていいのじゃ

ないか。河川法でも，水法でも，名前はどちらでもし、L、が，そうし、う基本法としてい

いのじゃなL、かという感じがするのですがね。

武藤 現状の実際問題としては，いまの河川法というものが，ある程度利水の問題

を取り扱うということになりますと，水資源開発促進法により指定した利根川および

淀川以外の河川の利水計画は，これは河川法によってできるわけですか。

山越 河川法では利水計画を作れとは書いてないようですけれど，たとえば治水計

画を作れと法律に書いてなくても，治水何ヵ年計画というものを作ると同じように，

利水についても行政の運用として計画を作っても差支えないわけですね。

金沢 それはそうです。

武藤 それで一番初めに出しました河川法の改正を契機といたしまして，新しい 5

ヵ年計画を作定する。その中に一部利水計画が入ってくるのじ宇なL、かと・

藤村 そこはまだわかりませんよ。作っているようなことを新聞に報道されている
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ような程度でー－。どうせ新しい河川法が施行されれば，前の河川法によって計画さ

れた治山治水計画は多少経費の面も変わるだろうし，新しい企画が必要になるでしょ

うね。それによって来年度から，予算との関係から準備されているということは出て

いますね。

金沢 その点は私もわかりませんので，臆測ですけれど，治水，利水の総合化とい

うことを水系全体について考えるという考え方を制度的にしたという法律はないけれ

ど，ある lつの施設で，治水，利水の多目的を達成しようというのが，例の特定多目

的ダムです。あれは建設省が所有権とこれに基づく管理権をもちながら，それを利水

面にも大いに使わせ，効用を発揮させるということです。治水計画といっても，たと

えば，ダム計画ということになってくれば，当然治水だけのダムということではなし

に，同時に発電もするし，上水道にも使うという利水面も考えざるをえないわけです

ね。だからおそらく，新しい治水計画の考え方の中には，利水面も入ってくるという

ことは十分考えられると思うのです。ダムとし、う施設でないやりかたについても，利

水面も考慮、して治水計画をたてるということのほうが望ましいという ことはし、えると

思います。

6. 河川管理施設，河川付属物，普通の付属物

武藤 そこで，さきほど金沢先生が，ちょっとおっしゃった l級河川という考え方

は，だいぶこれは利水面を考慮しての考え方のようだ。とし、うお話があったのですけ

れど，そこでこんどの新河川法によりますと，数はどのくらいになるのか，どういう

基準で l級河川というのができるのでしょうか。

藤村 ちゃんとここに書いてある， li級河川とは・・ 。そして l級河川と 2級河川

に分けているんです。前はこんなことはなかった。ただ指定した区域だけが，直轄河

川とかなんとか書いてあっただけです。そして河川管理施設の内容はこんどはダム，

せき，水門 e ・..・とはっきりダムというのが新しく出てきている。とにかくタ．ムを 1つ

の機能として含めてし、し、のじゃなし、かとし、う気がする。さっきおっしゃった建設大臣

が直轄しているダム，いわゆる．多目的ダムについてはもちろん特別の法律があるけ

れど，新河川法に基つ’いて，こうしづ機能を発揮するようなダムは入ってし、L、わけで

す。かつて非常に波乱をよんで，とうとうだめになったずっと以前の改正河川法には

河川の利用，開発，保全と 3つあったと記憶しているんです。そうなると治水，利水

を含めて全部ゃるのだということが表面に出ておったから，とくに利水面の電源開発

とか，農業用水とか，そういう関係の方からそれを 1；本にしぼられて管理されては，

支障をきたす，行政上こまるというので，もめたように記憶していますが，こんどは

そういう書き方はしていない。

山越 たしかに新河川法案では，河川管理施設にダムが入っている。ところで，管

理施設というから，河川管理の目的をもっダムとし、う意味なのか，あるいは電源開発
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用ダムも，農業開発用ダムも， それは河川施設である限りにおいては，そこにいうダ

ムなんだということになるのか。そこはどうなんですか。

金沢 この河川管理施設というのは，現在の法律でいうと，河川付属物ということ

です。だから 3条の2項にも書いてありますように単に 1電力会社のためのダムなど

というのは入ってこないんです。それは河川の流水によって生ずる公利一一私利 じゃ

なしにーーを増進し，また公害を除去し，また軽減する施設，これが河川管理施設と

いうわけです。公害のほうはわかる，つまり治水機能をもっているものは，これは河

川管理施設である。それじゃ利水面はどうかというと，公利を増進するとある。非常

にむずかしい問題ですけれど，一般に水利を増加させるとL、う機能をもっている場合

には，これは公利というふうに考えられるんですね。つまりそこの考え方が非常にむ

ずかしL、。たとえば現在の特定多目的ダム法による場合には，農業用水の増水分は公

利 とみているわけです。だからあれに対しては工事費の負担はかけないという考え方

になるわけです。そういうものは河川管理施設であるということです。だからある特

定の電力会社がタ・ムを作るという場合には，それは河川管理施設にはならないという

わけです。同じダムであっても河川管理施設になるダムと，そうでないダムがあると

いうことになります。

山越 しかし，それは現在の河川法でも，河川付属物であることには間違いないん

でしょう。

金沢 電力会社のダムなどは，河川付属物ではないんです。河川付属物にするには

国が補償しなければならんから。

山越 河川に付属物を設けるという時には，許可をおろしておったでしょう。

金沢 あれは普通の工作物の許可で，いわゆる河川付属物というものじゃないわけ

です。

山越 付属物でない工作物のほうですか。

金沢 そうです。新法で河川管理施設というのは現行法の河川付属物に当るもので

す。

山越 電源開発は，主に営利会社がやるから，したがってこれは公利でないという

ことは，いえるかもしれませんけれど，たとえば，普の日本発送電株式会社とか，現

在でも電源開発株式会社とかは，公社ではありませんけれど，それに近いような役目

をもっているでしょう。しかし，それは株式会社がやっているから公利でないという

べきか。あるいは，閉じ営利事業でも，会社の地方鉄道は公益事業だ。公益事業は公

利 と違うのかどうか知りませんが，相当に政府の統制jを受けていますね。電気だって

たとえ営利会社がやっておっても ，同じように統制を受けている。だからそういうふ

うに公利ということを規定するのがL、いのかどうか，少し疑問があると思いますけれ

ど，仮りにそれはよろしいとしても，電気会社がダムを 1つ作った場合に，それから

出てくるところの電気そのものは，あるいは営利会社の仕事か知りませんけれど，
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河川が影響を受けることはたいへんなものです。非常に大きな影響を受けますね。そ

の影響面からいえば，これは公共の利益に非常に関係してくる。公共の安全にすら関

係してくるとし、うわけですね。その面をみて，なおかつ差支えないという時に発電ダ

ムを作ることを許しているだろうと思いますけれど，そのへんのところが，これは営

利会社がやっているから河川管理上影響なし，これは営利会社でないものがやってい

るから，河川管理上影響があると，はっきり分けられるものでしょうか。

金沢 たとえ河川管理施設でなくても，河川管理上影響があるから，工事の設置に

ついて許可を与えるとか，許可の条件をつけるとか，こんどの新河川法では，〆ムに

関する特則なども設けて，非常に河川管理上監督を加えるという形にはなっているわ

けです。

山越 そのへんの関係は非常にデリケートですね。

藤村 こんど実施の運用面で，多少問題がおこるかもしれないですね。

金沢 つまり河川管理施設とし、う観念をもうけている意味というのは，その施設に

ついては全面的に河川管理者が管理権をもっというところまでゆく必要があるものと

いうことですね。普通の工作物は，その施設をもうけ投資したものにその管理は，一

応まかしておけばいL、。これは河川管理施設にならなL、。しかしそれは河川管理上い

ろいろと問題があるからそれに対してコントロールを加える。しかし管理権そのもの

は，投資をしたものが，所有権に基づいて管理権をもっていればL、L、じゃないかとい

うものもある。そういうものはそういうもので，それをなにも河川管理施設にする必

要がないという考え方なわけです。

山越 それで管理とし、う意味が活きてくるわけですね。

金沢 そうです。

山越 河川施設ではないのだ，管理施設だということですね。

金沢 そうです。現行法の河川付属物の考え方です。

7. 河川管理施設の内容一一河川の定義

山越 もう 1つの疑問は，河川というものと，河川管理施設というものと区別して

いますね。河川管理施設の中にどういうものが入るかというと，堤防とか，ダムはも

ちろん入る。通俗的に河川というのは，堤防も入れた 1つの公物，水をコントローノレ

するため，公共的施設だと考えているのですが，この法案では，河川というのは別に

あって，それを管理する施設というものが，また別にある。両方含めたものを河川と

はいわないのだということになっている。そうすると堤防とかそういうものを除いた

河川とは，ど ういうものかということは，どう考えたらし、L、んですか。

金沢 その点，河川に関する定義はこの法律はなんにも述べてないんです。ただこ

の考え方を，私なりに理解しているところを申しますと，河川というのは自然河川を

基本に考えるわけなんです。その場合に，それじゃ自然河川というものは，どういう
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ものかといえば，流水とそのうつわということになります。その点でたとえばこんど

の新河川法の 6条では河川の区域について一定の規定をおいていますけれど，河川す

なわち流水が継続して存続する土地および地形，草木の生茂の状況が河川の流水が継

続して存続する土地に類する状況を呈している土地とし、うわけで，河岸の土地を含み

洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を更している土地を除く，こうい

っているわけです。この考え方は自然河川というものを根底に考えているといえるで

しょう。そこで堤防というのはどういうことになるかというと，堤防というのは，い

わゆる自然河川｜から相当離れたところにできておる。だからその堤防は「河川｜」を構

成していないという考え方があるわけですね。しかしわれわれの目からみれば，現在

の，とくに日本の河川なんていうのは，およそ自然河川というのはあるのだろうか，

大部分は逆に人工河川的になってきているのじゃないか，とし、う感じがする。そこで

河川の区域ということを決めるというのも，こうしづ考え方でいし、かどうかというこ

とは，今日のように人工河川的な商が大きくなってくると問題になってくると思いま

す。

8. 地場開発と新河川法一一一l；級河川の問題

藤村 少し話を変えまして，この頃は地域総合開発というような要請が新しく出て

きています。新河川法がこんど実施された場合には，地域の総合開発というものは，

これで合理化されてゆくだろうか。前とは多少違った管理の商が出てきていますね。

はじめは 1級河川は大臣がにぎる。が，知事に区聞を指定してまかせるということに

もなっている。 2級河川はだいたい向こうにやらせる。そうし寸管理権の所在の変化

は地域総合開発推進のためによくなったとみてし火、でしょうか。

金沢 それはL、えると思いますね。

藤村 それでこうしづ問題がおるんです。新河川法では，建設大臣が 1級河川の管

理をする。そうすればほかの行政機関との関係が出てきた場合には，大臣と大臣との

間で調整するということになるわけですね。従来の河川法では，各県に知事がいるの

で， 2県あるいは 3県にまたがった問題の場合には，知事相互間の調整ということに

なった。 1つの県内では知事が l人だから，さっき山越さんがおっしゃった治水と利

水の調整などは知事が管理主体なので容易に調整ができる。つまり，前の河川法とこ

んどの河川法と比較して，そうしづ調整の面でどっちがうまくできるだろうかという

問題があるんですがー・・。

金沢他の都府県に影響をおよぼすような河川について，これは知事にまかしてお

いたのでは，なかなかうまくゆかなし、。そこでたとえば，アメリカのような場合には

州際協定というものを通じて，コロラ川｜｜の水の配分をどうするとかし、うことをやっ

ている実績がありますね。ところが日本はかなしし、かなそういう実績にとぼしL、。だ

から数都府県の知事さんが協議しあって，それぞれ一定の妥協線を見出して，うまく
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地元の河川の水の配分を決めてゆくということがないわけです。つまり横の関係では

なしに，みなタテの関係にきて，知事が中央へ中央へと運動をしかけてきて，中央で

なにかまとめないと，まとまらないとしづ陳情行政になっているから，つま りそうい

うピヘイ ピアの場合には，中央でにぎるという形が実際的であるような気もするわけ

です。だから重要な利害関係が，数都府県にわたる場合にはやはり建設大臣がやる。

しかしその場合に，お話があったように利水関係の各省との協議をやって，それがこ

んどの河川法にもあるから，その運用よろしきをえれば，公益的な地域開発にはむし

ろいいんじゃないかという感じはたしかにします。 問題は， l i級河川のどのへんにし

ぼってゆくかということは，具体的な問題として，大きな問題になってきます。

山越 その点については，なぜ 1級河川というものをもうけて建設大臣が直結しな

ければならんかというと，問題はその目的にあると思うのです。藤村さんがし、われる

とおり行政機構が非常に対立しておってうまくゆかなL、。その場合に少しでも よくす

るということを主たる狙いとする場合には， 1県内の河川はむしろ委任行政の機関で

ある知事にまかしたほうがやりやすし、。ところが数府県にまたがる場合には，なかな

かうまくゆかなし、から，その時は国がやる。もちろん国がやれば利水関係において，

いろいろと各省関の問題を生じますけれど，水系一貫的な処理はできやすいというこ

とになる。そこに狙いをおくならば， 1級河川というものを決める基準をピシュと割

り切れてしまうということになる。ただそこに財政上の負担能力の問題とか，技術上

の施工能力の問題を入れると，現在の府県はそれだけの力がないのですから，府県内

だけの河川でも，国が担当するとL、う理窟もたたないことはない。けれど同時にマイ

ナスの面も出てくる。そこでマイナスの面を出さないようにして，しかもプラスの面

は多くするのには，府県内に限れる河川はむしろ知事に委任し，自分 1人ですべての

部門を処理できない建設大臣にまかして，各省とのフリクションの調整に忙殺される

ようなやり方をとらないほうがし叫、じゃなし、かと感ずるのですが。

藤村 2級河川は，公共の利害に重大な関係があるという決め手でおさえており．

1級河川は，国土保全上，または国民経済上， とくに重要な水系でおさえているわけ

です。多少内容として違うわけです。そうすると，とくに地域開発のような場合，例

がし、L、かどうか知りませんが，たとえば木曽川水系などは非常に問題が多いわけです

が，地域開発，経済問題としては大きなウ ェイトをもっているわけです。だから知事

と知事との聞に行政区域ではなく，広域経済圏として，経済の 1つのエリア としてや

れないわけではなL、。現にそういう動きがないでもなし、。さっきアメ リカの例が出ま

したけれど…－。だから大臣が必ずしも上からおさえなくてもし火、のじゃないかとい

う問題がある。経費の面はありますけれど。

山越 経費の面については方法はい くらでもあるでしょう。

武藤利水に重点をおけばそうでしょうけれど，治水とい うことになると，やは り
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藤村 1級河川は，治水，利水両面でしょう。国土保全上また国民経済上とくに重

要な水系といっているので，その国土保全というのは治水のことです。

武藤 いまお話の木曽川のような場合，その規程で 1級河川のほうが都合がし、L、と

いうことでしょうね。

藤村 そうでしょうね。

武藤 逆に，さっきお話に出た，そうし、うのは知事にまかしたらし、L、とし、う場合，

1つの県だけでも国民経済に大きく影響してきそうな河川もあるんですね。 1つの県ー

だけで・一。たとえば最上川 とか，遠賀川とか，ああいうのは 1級河川でしょうね。

金沢 そこが問題です。それに北海道ね。北海道はほかの県になんにも影響がない

から石狩川， 十勝川がどうなるか－－。おそらく建設省の考え方では， 1級河川に指

定すると恩われますが。そこで地元としては，いたしかゆしです。いま山越さんがお

っしゃったように， 1級河川にしたら管理権は奪われる。しかし使用料は県に入る。

費用はうんと国がもってくれるというおまけがついている。しかし管理権を奪われる

のがし、やだから， 2級河川にがんばるということになると，国庫負担は少なくなる。

そこが 1つの問題点です。考え方としては，私はなにも管理権と費用負担を天秤にか

けることは，理論的には必ずしも出てこなし、。新河川法の建前がそうなっているから

そこで 1級河川にしてもらったほうが実利があるという考え方になってくる場合があ

るわけです。そのへんにひとつ…・回目。

藤村 法律の体系としては結構だけれど，経費の面からは，また別問題になる。そ

こがウラハラで響いてくる。旧河川法の成立過程でも，それがあったと思うんです。

あの当時には，それまでの河川改修の経費を地主負担でやっておった。洪水防御の対

象は農地が主体であった。だから地主がそういう面を通じて責任と権限を強くもって

おった。それを法律で国がある程度経費を分担するということに決めた。相当国が関

与するということになってきたわけです。

山越 この問題は，過去において知事に管理権をもたしておいたために事実どんな

弊害があったかということに関する認識のし方に深い関係、が為ると思う。知事はその

立場上， 1地域の利益の代表であるから，たとえ国の事務の受任機関としての資格に

おいても， 1地域の利益を超越した国全体の立場からみて処理しにく L、から国が直接

管理すべきであるということが，もうすでに過去の電源開発の水利権の問題について

因ったときや， 1河川が数府県にまたがり，関係府県聞に話がまとまらないときに，

しばしばし、われた。その他地方の財政負担能力からいうと，国としてほおっておけな

い河川は貧之な県にまかしておいたら改修できないから，国が直接にとりあげてやら

なければならないともいわれた。この財政負担力の問題については，現在のような画

一的な補助率ではなくて，重要な河川については，県に財政力が乏しければ国が特別

に補助するということは，政策としてできるからし北、けれども，前の2つの理由にな

りますと，知事は地方から選挙されたものではあるけれど，河川の管理は国の機関た
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る資格において行なわれるものでゐるから，国全体のことを考えなければならんとい

うことに関する不信観念がゐるということが根本的な問題だと思う。なるほど知事は

県民に選挙されたもので，全国民に選挙されたものではなし、から，まず第 1にその地

域のことを考えるとし、う立場におかれているかもしれませんけれど，それは河川管理

行政だけに限られた問題ではない。そもそも機関委任という制度は，国家的立場に立

って考えなければならない国の行政事務の一部を，便宜上知事に委任して行なわせる

ものですから，知事というものは地方的な利害のみに捉われるものだという不信感を

出発点とすれば，すべての機関委任とし、う制度は根本的にくずれてくるということに

なりはしないか。河川だけは機関委任はこまるけれど，ほかの行政は機関委任で安心

できるといえるでしょうか。

金沢 むずかしい問題ですね。

山越 基本的には，知事が国の機関たる資格においてなすことは，たとえ自分はそ

の地域から選挙されておっても，国の立場において考えなければならんということに

なれば，そしてそれがスムーズに実行されれば，なにも機関委任ではわるいというこ

とはない。ところが，事実そうでないというふうに，中央政府の諸宮庁はみているよ

うだし，時には地方的利害にとらわれ過き、た知事もないわけでもなL、から，こういう

問題がおきてきたということはし、えませんか。

藤村 この新しい河川法5条で， 2級河川は知事が指定するのだが，やはり国の機

関として行なうわけでしょう。公共の利害に重要な関係がある河川だから，地方自治

体という県の知事としての行政じゃなL、。国の機関として動くわけでしょう。あくま

でもよって立つベースは大臣と同じでしょう。国として考えるという ……。

山越 1級河川と 2級河川の区別について完全に狙いをはっきりして， その線に沿

って基準を決めるというふうにできているのかどうか，われわれにはわからないけれ

ど。

藤村 1 i級河川がどのくらいになるか知りませんが，新聞では， 100ぐらいあると

か50ぐらいとかいっている。国土保全という治水と，国民経済という利水と，両方な

ら，基準のおきかたでいくらでもできる。だから認定の基準をどのようにするかとい

うのは， 1つの問題です。直轄河川というのがありましたね。あれも実際をみると，

これが直轄河Jllかなというようなのもないではなかった。前もやはり基準はなかった

でしょう。

金沢 むしろ地元は直輸河川にしてもらいたかったわけです。つまり費用負担の関

係で，直轄河川にしてくれとし、う要求が出てくる。だからこんども， そうL、う関係か

らゆけば， 1級河川に指定してもらいたいとL、う要求があると思うんです。最初の話

では，現在直轄河川にしている河川は，全部 1級河川にするという考え方さえもあっ

たようです。そうすると，適用河川大部分は直轄河川だとすれば，それが 1i級河川に

格上げになる。すると非常な数になってしまうという ことも考えられます。しかし費
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用の問題を別に切り離して考えるならば，そんなにたくさん 1級河川にしなくてもい

いのじゃないか。ある人の話では，これは河川関係の専門家ですが，全国の河川につ

いて調べてみたところが，27,28かせいぜい30くらい止りだろうということをいって

おられました。

武藤すると，実際問題としては，むしろ別の結果になるかもしれませんね。地方

のほうから， 1；級河川にしてもらうように希望が出て，国のほうでそれを査定してゆ

くとL、う形すら出かねない。

金沢 かもしれませんね。そこのところはよくわかりませんけれど。そうしづ可能

性もなきにしもあらずでしょうね。

山越 それはありうるでしょう。根本的な問題として，こんど水系一貫としづ線が

出ましたが，これは建設省がしっかりと水系一貫的に河川の管理運用についての根本

方針をたてておきまして，その方針のうちで工事に関する部分については，この部分

は国が直接担当する，あの部分は県なら県が担当する。しかしそれらは全体の方針に

基っ・いてやるべきものだということにしたら，スムーズにいったのじゃないか。とこ

ろが，過去はどうかというと，水系一貫とL、う思想はあまりはっきりとはとりあげら

れていなかった。工事本位の考え方から，工事の種類によって，河川をずたずたに区

切ってしまったというわけで，過去においては少なくとも，水系一貫的な政策という

ことは意識されていなかった。そこに問題があったのじ宇ないか。河川行政は性質上

国の事務だとすれば，国が握っていなければならん基本的方針はまかせなL、。これだ

けは国が決めるから，それの実施面について，国と府県との担当をきめて，これだけ

は府県の方でやりなさいといってもし、いわけだ。機関委任したらなんでもかんでも国

は一切指導監督できないというはずではないのですから，そういう体制をしっかり固

めずにおいて，こんどのような措置をとってみても，いい面もあるかもしれんが，運

用し、かんによっては，また逆の面も出てこないとも限らないと思います。

問題は，水系一貫的に，治水， ;f!J:<lc.を含めてしっかりと国が根本方針を確立する。

その線にしたがって，国と県が分担をして，工事そのものは実行するという，大もと

のところは確立すべきで，それをやるのは，国以外にないのじゃないか，こう私は思

いますが，どうでしょうか。

金沢私もそのとおりだと思います。その点で 1級河川でも，さきほどお話があり

ましたように，一定の区間については知事にまかせるというような方法もあるわけで

すね。しかしそれが区聞を指定して，一定区間については， 1級河川でも知事にやら

せるということだけではなしに，管理の内容の問題になると思うんです。いろいろな

細かいことまで全部管理権を建設大臣がもたなければならんかというと，必ずしもそ

うじ宇なL、。つまり水系一貫主義を必要としないような管理の面も相当ある。たとえ

ば川にポート の施設をもうけるというような細かし、ものだってあるし，そんなものを

地方建設局でやったら，たいへんな業務量になるので，そんなものは地元の府県にま
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かしておけばL、L、ということになってくる。その点が非常に大ざっぱであるというの

は，結局，利水についての規定が大ざっぱなために，そんなことになってしまってい

るんです。そこに 1つの問題がある。だから 1級河川の認定基準の問題が重要ですが

その点と，管理権の内容を，いま山越さんがL、われたような一定の計画に基つ’いて中

央官庁がどの程度，にぎらなければならん性質のものはなにか，ということを，もう

少しきめ細かく考えておかないと，やり方によっては，地方建設局の非常な業務量と

いうものになって， 1級河川に指定されたために，非常に不便だということになって

くる。

9. 森林法の問題一一国有林の性格

藤村 新河川法にふれることですが，水系主義をとっていくときに，それと関連し

て考えるのだけれど，その上流地域の水源地帯ですね。いま森林法というのがありま

すが，水に関連する日本の森林の位置は外国以上に重大なポイントにある。アメリカ

の例をひくと，金沢先生もご存知のように，向こうは非常にコンサーベーションの機

能を強く森林に期待している。河Jllの流域と密接に関係をもたしている。このあいだ

雑誌、を読んでいたら，アメリカのフォレスターは，水源地帯を管理する考え方として

こう書いていました。これはアメリカの西部の森林ですが，そこの森林面積は全地域

の21%だが，全降水量の31%を占めている。そして年流水量の53%を供給している。

そしてそのうち 3分の2は濯萩用水として利用され，大部分の水力発電はこの森林か

らの水に依存している。そういう思想で，森林の管理をやっている。それが日本では

河川の水源地帯の森林の管理のしかた，その基となる考え方というものが，ちょっと

違うんですよ。だから今後水資源が保全され，かっ合理的に経済的に利用されるとい

う面で，前の河川法からみると，新河川法は多少芽が出たといわれたけれども，もっ

と国民経済的にそれが活用され，無駄なく価値をうむためには水源地帯まで考えを広

めないといけなし、。この水系主義をとる河川法の意図している機能もこれだけでは十

分発揮できないのじゃなL、かとし、う問題が残っていると思うのです。

金沢 それは非常に重要な問題ですね。日本の森林の場合は，アメリカなんかの考

え方と違うといわれましたけれども，どういうふうに違うのか，そのへんをちょっと

山越 森林法というものは，森林を木材とL、う物資を生産する場所としてのみ考え

るわけではないでしょう。もちろん治山面のことも考えるでしょうがー・

藤村 ちょうど旧河川法と同じように森林法も制定されたのは古L、。旧河川法が明

治29年，森林法が30年で，それに砂防法ができて，この 3つの法律を治水3法といっ

たものです。あれができた頃は各種の制度が確立していなかった。森林経営どころで

はなかったわけです。したがって，まず保護，保全とし、う面が強く要請されたわけで

す。その後いろいろ社会経済的な面からの要素が，法律の中に入ってきて，いまの森
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林法というのは，森林組合に関するものもあり，営林の監督という面もあり，森林の

基本要件の他に産業的要件が混在していて，一番はじめにできた時と比べると内容が

変質して，法体系としても整っていないわけですよ。

山越 森林というものは，木材を生産する場所だけでなく ，水および土砂を生産す

るところでもある。水と土砂はプラス，マイナス両方の効果がありますけれど，そう

いう多目的の生産を行なうところだ。森林というものの性絡を基本的に考えなおして

みなければL、かんと私は思うのです。河川法は河川という営造物を中心としてものを

考えるわけでしょうが，上流の森林地帯は河川の源泉として水および土砂を生産して

それを供給するところですね。下流の河川はこれを受け入れ，適当にコントローノレし

つつ必要な物を利用するための施設であって，この両面があって河川というものは，

はじめてものをいっているのだといってよいでしょう。ところで，後の方の面につい

ては，基本的には河川法があり，その他水資源開発法や国土開発法などがあって，総

合的に利用を図るということになっておりますけれど，上流のところは何によってそ

ういう法制的な結びつきができているか。できてないのじゃないか。

藤村 以前の河川法を施行する，その立場でいえるのは，河川！の水が乱暴にどこで

も侵害してはこまる。だから堤防を作り，堤内地を保護するということで，ずっとき

たわけです。それがだんだん変わってきた。それは堤防で固めてきた河道だけでは水

は治められない。ずっと上流にさかのぼって河道に入る水を貯水しよう。そして，下

流の負担を少なくしようということになった。河川法が，保護対象にしておった堤内

地は主に農地あるいは住宅地だった。が上流のほうにゆけば，農村から山村地帯に入

る。森林地帯になり，山岳地帯になる。広い山地の面から流れてきた水は線である河

川に全部集まって，下に流れていく。そのような地理的な配置づけが，河川法なり，

森林法なり，あるいは農地法というような法律によってカパーされなければならない

わけです。こうし、う意味から，森林法によって規制される森林地帯は，どうし、う機能

をもつべきかということになるわけですね。

山越 そこのところに，なにか欠けたものがあるような気がする。

武藤 さっき治水3法とし、うお話が出たのですが，河川法のほうは，今日まで治水

法の性格をむしろ頑強にもっているわけですね。ところが治水3法の 1っとして成立

した森林法のほうは，河川法でいえば利水に相当する，森林利用，木材利用のほうに

傾いてしまった傾向がある。しかしながら森林法においては厳然として国土保全とい

うことを，最初にうたっているわけです。それを運用する人間もそれは看板だけであ

って，じっさいは利水に相当する木材利用のほうにはしっているわけです。どうして

そういうことになったかというと，河川法では，治水は建設省で，利水はほかの省で

しょう。ですから建設省はあくまでも治水の線を守ってゆかざるをえなし、。森林法は

国土保全も森林利用も農林省の林野庁でやっているため，簡単に重点を変更できた。

こういうことじゃないかと思うのですが，今日にL、たってみれば，むしろ治水3法の
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時代の精神に，ある程度もどらなければL、かんという気がするんです。

藤村農林省というのは，主として国民食糧の生産供給を行政目標としてきたのだ

が，最近は農家経済の問題を強くとりあげてきている。そのための生産基盤の維持，

増進と農業経営の近代化ということを通じて，新しい態勢に対応しようとしている。

それを土地利用の面からいえば，この農業の生産基盤に似たような形で森林法の適用

される林地にも要求が強く出てきている。土地経済，土地とし、う財産の活用，それを

通じての木材生産，こうし、う面から，そうし、う要求が強く出てきている。そのちょう

ど同じ林地に，保全の面，あるいは水資源の酒養とL、う面からの要求がある。それを

どう法律として体系づけるか。いまの森林法を改正すべきか。産業経済と社会公益の

要素をもっとすっきりした形で割り切るべきか。あるいは今のままでいくべきか。さ

らにまた，法体系に応じて行政組織をも改むべきか。そのへんに大きな問題が残って

いる。

またいまの建設省，前は内務省だったが，とにかく土木を主体とした国土建設，あ

るいは国土保全の行政担当者と，土地経済をベースにしている農林省の産業行政のち

ょうど中聞のようなところに林野庁というものはあるんですよ。行政の組織からいえ

~；）＇. ＂ ....。だから一方からいえば，新河川法は治水と利水との両方を加味していまの社

会的需要に多少こたえることになった。しかしそういうような関係のものが，こんど

は違った部面，つまり土地に関する産業経済と公益に関する行政とを体系としてどう

整理したらいいかという問題が林野庁を中心としてぶつかってくる。それをさらにし

ぼってゆくと，国有林の性格はどうあるべきかという問題になる。国有林はいったい

どうあるべきか，国民の国有林に要求するものは一体何であるかとし寸問題にぶつか

ってくるわけです。

山主主 これを国有林とする，あれは民有林でL、いという区分をつけるための基本的

な基準というのは，今まで何であったのですか。

藤村ないんです。

金沢 伝統的なもの。

藤村前から存在しておったということで，その目的のために設定されたわけでは

ない。そこに問題があるということにもなるのです。いつかはそれを整理しないと国

有林管理の方向がはっきりしなL、。また本当の資源の総合的な利用が，国民経済と結

びついてゆくかゆかなL、かという，分れ目にもなるのじゃなし、かと思うんです。

山経 非常に大事な問題ですね。

10. 河川維持水一一河川維持土砂

武藤時間も迫ってきましたが，今日の座談会は，結局新しい河川法の根本問題を

検討していただいたということになったようですけれども，最後に，河川を利用する

ということで，いつも問題になっているのは，河川維持水というのがありますね。こ
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んどの新河川法でも同様のことが出てくると思うのですけれど，河川維持用水という

ものは，どういうものなんでしょうか。これもなにか合理的な基準があるのでしょう

:Ir、。

藤村 この頃新聞をみると，砂利採取のことがえらい問題になってし‘る。これでま

た新しい法律を作ろうかとかいっている。河川維持用水といっても，砂利をとって，

大きな穴をあけたら，維持用水以上の大きな問題ですよ。人為的に無秩序に，ある程

度計画を与えて許可してあるけれど，それを実際実行する場合には，乱採，乱掘して

今まで河川改良をせっかくやったのが，なんにもならなくなる。場合によると農業用

水の取水施設すらだめになるということで，維持用水以上の問題が，都市近郊河川に

おいては発生Lてきた。維持用水の問題は，両先生ご存知かもしれんが，聞いてもは

っきりしないようですね。

武藤 しかしこの水を利用するという場合，河川維持用水は，無条件で天引きする

んでしょうっ

藤村 そうでもないんですね。たとえば利根川なんか，このあいだ聞いたら，なか

ったらしし、ですね。なかったから作ったというんですよー…・。

山越 河川維持用水とし、う場合に河川を維持するということは，どうし、う内容を意

味するのですか。

金沢 河川維持用水とL、う，非常に抽象的なわかりにくいことばで，建設省あたり

でいわれているんですけれど，いろいろの内容をこれにもたせているのじゃなし、かと

思われるのです。普通考えられるのは，河川の一般使用なんでいうことをよくいわれ

る，せんたくしたり，魚を釣ったり，あるいは船の就航とか，特定の目的のために使

われない水の維持，維持というと，どっちかというと，治水に関連するようにきこえ

るけれど，それがある。いま 1つは，河川！というのは，河川の関係の人にいわせると

絶えず水が流れているほうが，河川の管理，ことに治水関係の管理なんかにはし、L、と

いうことを聞いたこともあるんです。だからある一定の水が流れて河川が安定してい

る必要があるのだという考え方があると思います。

それから最近いわれている淀川なんかの維持用水というのは，いわゆる汚濁水を干

潮時に流すための水という機能までも，河川維持用水と考えられてきている。

いま 1つは，特定目的のための利水といったって，ある一定の河川維持用水がなけ

ればその取水は不可能なんだという考え方。それを支えているものが必要なんだとい

う考え方もある。だから河川維持用水というのは一概に一定の機能をもつものだとは

いえなし、。いろいろな機能をもっているように考えられる。そこで，はたしてこの河

川維持用水がどれだけ必要かということになってくると，実際問題としては，なかな

か決め手がないのじゃなL、かという感じがしますね。

藤村 時代とともに，河川維持用水の意義が変わってゆくわけですね。

山越 木曽川なんかについては，たしか毎秒50トンクコ水を河川維持用水としている
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といっている。それはなんのためか，われわれ聞きたいんですが，一部の問題として

は舟運があるという話ですよ。舟運というものも 1つの水利用ですね。ある一定の水

深を維持しなければならんということでしょう。それが河川維持用水なのかどうか，

私にはわからなし、。河川の管理をするためのいろいろな設備があって，その設備を害

しないようにしなければならん。そのためには一定の水がし、るということであれば，

河川維持ということがわかるのですけれど，農業用の取水をやるためには，一定の水

位がなければ取水できなL、。それを維持するために水を常時流しておかなければなら

んということも，河川維持用水であるのかどうか。

藤村 河川工作物の維持ということもいっているんです。

山越 そこらへんの概念をはっきりして，ここまでは河川そのものを維持するため

に必要な水量だ，これから先は各種の水の利用について調整する問題だとはっきりさ

せ，調整の問題は河川維持用水問題ではないというふうにしないと，なんでもかんで

も河川維持用水だというのは，ますます問題が紛叫してくるばかりではないか。

藤村 またむずかしし、からかしれんが，表面に出てこないのは，たとえばタ．ムをた

くさん作るでしょう。ダムによって一方では堆砂がものすごくなる。そして他方では

掘さくが強くなるということで，河道の形体が上流から下流まで，非常にでこぼこし

てきた。上から土砂の移動がなL、。河道は掘られてしまう。そして河口では閉塞が強

くなってきた。そういう水系を対象にして考えたときに河道の安定，水の合理的利用

のための基幹になる河道を，今後どうすればL、L、のか。そう L、う意味合いの河川維持

というのは，非常に大きな問題で残っているんですよ。

山越 その問題になると，河川維持のための土砂というものが必要になると思いま

すね。これは本当に河川の堤防なら堤防を維持するために必要なものだけれど，河川

維持用土砂ということを誰もいわなし、。こうしづ点をもっとほりさげて，しっかりし

たプリンシフ勺レを作ってゆかなければいかんと思いますね。

藤村 いまはそういう基本的な課題に対して，河川技術者は心の中では大変だと思

っているに違いないけれども取組まなし、。取組むだけの勇気がなL、。あるいは総合的

研究体制ができていないということかもしれなL、。これは将来どうするのか。大変な

問題ですよ。

山越 自分 1人では解決つかないことでしょうけれど，少なくとも声を大きくして

訴えるべきだと思います。

武藤 それに直接関係のあります河川の汚濁の問題とか，工業用水の問題とか，地

域開発と災害の問題とか，いろいろ伺いたいことがありましたけれど，また機会を改

めまして，第 3回としてせ．ひ近日中にお願いしたいと思います。本日はどうもありが

とうございました。 （終）
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