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1. まえがき

水資源開発における利用者負担金制

と原水供給料金制について

一ーし、わゆる売水制の意義一一

三島義教

昨年夏東京都民を襲った歴史的異常渇水は3 幸い 8月20日の干天の慈雨と

25日の水資源開発公団荒川取水堰の仮通水の完成によって，一挙に解消した

が3 すでに東京都水道は過去 3年にわたり水飢鐘が続いており，今後も異常

渇水に備えた水対策が必須であるから，この経験を通し都民始め関係各方面

の与論は，水資源の先行開発の促進をあらためて痛感したものと思われる。

水資源開発は，現在，水資源開発公団を中心と して利根川水系 ・淀川水系に

おいて着々と事業が進められているが，荒川取水堰の仮通水による 1日は，

水資源開発時代の新しL、1ページを飾るものであり，今後各地に着手される

であろう 40万トンの取水開発の広域的視野とタイミングとさらにその社会生

活において占める重要な意味を象徴しているよう tこ思われるヲこれを機会に

水資源開発の当面する最大の問題である水資源の先行的な水資源確保とその

資金調達の方策を今後充実してゆくため，現に行なわれてL、る特定利用者の

負担金方式の性絡と問題点を反省し，先行開発と十分調和し難L、面について

は，水資源開発の料金制を導入するいわゆる売水構成のあり方を検討してゆ

くことが，今後における水資源開発行政の具体的対策として有効適切である

と考えられる。水資源開発公団法の制定の経緯において，水資源開発に対す

る先行投資の促進が， 1つの大きな立法理由とされ，料金制の併用が考慮さ

れたのであるが3 できあがったものは，従来の特定多目的ダム法における河

川総合開発の特定利用者負担金方式をほぼ踏襲した内容となり，このため，

水資源開発における先行投資もきわめて不十分に しか実現されないこととな
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ったのであるの

従来の河川総合開発事業：之，水道事業者等公営企業において開発費のアロ

ケーション相当額を負担金として国に納入する方式をとっており，事業着手

までに多目的グムの利用の限度が確定するいわゆる特定利用者にその費用を

負担せしむるものであるからs もしここで水源確保のための先行投資をする

とすれば，すべて特定利用者たる地方公営企業者が自らの需要予測に立脚し

て先行負担をしなければならなかったので、あるつしかも，この方式で：土，着

工に先立っ て費用配分が確定しなければならないが，こ の問題；土実際上最後

まで紛糾するのが通例で，着工はほ とんど仮の配分により行ない，最終的に

変更することが多L、。 しかし3 最近の都市用水，産業用水等の急激な地域的

需要の増加に伴L、3 河川水系の全体にわたる合理的な水利用計画が必要とな

ってきており，こ のため，多目的水源施設は勿論，これと一体をなす導水施

設のほか，河口における流水利用のための多目的河口堰，および湖沼水の利

用のための施設等多岐広範にわたる水資源開発施設の建設が要求されて来て

いるが，こ のような広域的開発ば 1地方公営企業者の先行開発によって目的

を達成し難くなっ てく ることは勿論，これとともに，従来行なわれなかった

多目的にわたる広域的水利調整の面および水利事業そのものも国の立場に立

脚し十分に公益判断をつくしたうえ，広く公共団体等の意見を採用して高い

立場において実施すべきことがら となってきているのである。 このような配

慮と手続の結果， 一貫的開発の規模も多数府県の需要のう えにたって決定

され，経済的合理性の限度においてこれらの需要の将来の見込みも最大にす

るよう考慮、され，用水の大量供給を可能とすることが目標となるから， その

費用も，従来のごと く1地方団体にすべて先行負担をさせる制度は実際的に

も困難乃至不可能となっているし，制度的にも適切を欠くものといわなけれ

ばならない。

このよ うな諸点を考慮した結果，水資源開発事業について：土，借入金によ

る自己資金を運用し，特定利用者の負担金相当分を先行的に立替え支弁して

建設費に充当すること とし，他方で負担金の割賦支払いを認めて長期の分割

払いの途を新たに可能にした。

以上の意味での水資源の先行開発の目標は，いかなる程度の時点に設けら

れるべきであろうかつこれは，水資源開発に対する国等の公共投資の目標で
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あるからp 国の経済政策等の公共政策に密接な関係をもっているのであるが

水資源開発二法の母体となった所得倍増計画によれば 「開発のタ イミングに

ついてば，将来の需要増のおくれをとらぬ配慮、が必要であって，常に 2～4

年の先行投資が要請される。現在の夕、ム建設は利水単独ダムの場合はもと よ

り多目的夕、ムの場合でも利水事業者が確定しなければ，着工しない建前であ

るが，河川の最も有効な開発と治水との円滑な関係企保ちつつ，漸増する需

要に対応し－cL、くためには3 将来の不特定者に対する用水供給のための建設

事業を先行させる ことが可能で、なければならないっこのような事業が水系

ごとにあるいは水系相互間で適切に行い得るような制度的改善が要求され

る。」I）と述べられている。また水資源開発促進法で（よ，水資源開発水系の指

定は「産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域

について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるとき」に行

なうと規定されており，現実には，当面10ヵ年程度合目標として運用されて

いるうしかし，水資源開発はますます強いH守代の社会的要請となっており 3

今後，先行投資をさらに促進するとともに水資源利月！の合理化を推進するた

めには，単なる負担金の割賦支払いでは不十分であり，売1KflilJに切り換える

ことが必要であるつこれらを以下の点で分説することとしよう。

2. 負担金制度と料金制度の意義について

( l) 行政法の教科書によれば，負担金ば，人的公用負担の一種で「特定の

公益事業別の利害関係を有する者にその事業に要する経費の全部又は一部を

負担せしめるために課する公法上の金銭給付義務」であると定義されている

が，特定の人が特定の公益上の事業のために必要な給付の義務全負担する閣

係、（土，公法上の債権債務の関係であり， したがって特定の物に固蒼する負担

ではなく ，かつ，直接財産権について物権的変動会生ぜしめるものではない

点において公用制限，公用徴収等の物的負担と異なってし、るうしかし，かか

る手段は，私法的手段ではなく ，国家的公権に基づき，公益の必要をみたす

ため，本人の意思如何にかかわらず強制的に負担金課し得ることとし，他方

において，すべて法律の根拠に本づくことを要することとして私益との調和

をばかり3 かっ，公用負担を課する権利；主，国家に専属する権利として，そ

の行使を国の（まか，公共団体及び国に準ずる公団等の公企業lこ限定している
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のである。人的公用負担は， 特定の公益事業の必要を満たすため，法律に基

づき，その事業の経済主体に対し，一定の作為，不作為3 又は給付をなすべ

き人民の公法上の義務をいい，義務者が義務を履行しないときは3 これに対

し行政上の強制執行をなしi'Jる。負担金には，受益者負担金（その事業から特

別の刺益を受ける者に対し， その利益を受ける限度に応 じて事業の経貨の一郎を負担

せしめる），原因者負担金（特定の工事の必要を生ぜしめた場合に，その工事の必要

を生ずるに至った原因を与えた者に対し， その工事費の全部又は 一部を負担せしめ

る），損傷者負担金 （特に事業に損傷を与える事業をなす者に対し，その事業の維持

又は修繕等の経費の一部を負担せしめる）の 3種があるが3 いずれも，その義務

の不履行に対しては，滞納処分をなし得るものとするのが通例である。 水資

源開発公団法第29条にいう水資源開発施設の利用者負担金はこのいずれに属

するかは同法第31条の受益者負担金との関係からい って必ずしも明確とはし、

えないが，形式的には講学上の受益者負担金の一穫で，利用者以外の第三者

である受益者（こ対する公団法第31条の受益者負担金（発電所の下流増に伴うも

の等のごとき） と比較し＇ 'i~~造物利用の当時者として原因者負担金に近い性

格を有するものと考えられる2）つ

以上に述べた負担金と異なり 「使用料」は3 公法」：の使用関係につき，そ

の使用の対価を意味するも ので， 「物又（主権利の使用の対（固 として支払われ

る金銭Jと定義されているが，一般公衆に，直J安，紅j斉「l'-J，精神的，文化的

役務を提供し，またはその利用に供せられるいわゆる公共営造物にあって，

営造物利用者は，法令，または条例，規則等の定める利用条件：二従い，符造

物主体に対し，継続的かっ均等に給付または利用を請求する一湿の債権的権

利を有するが3 日造物主体：二自ら利用条ドj-a:定め，利用者からその利用条件

に基づく対価の徴収また：土日求等の権利を有するのであるつ営造物の利用の

開始が利用者の自由意思；こよる場合にはp その使用料の徴収；之法規の線拠を

要せず，営造物規則の定めによることができる。営造物の使用料の請求権

比一種の債権的権利であるが， 徴収確保を期するため，行政上の強制徴収

の手段を認める事例も存し，公法上の権利 としてL、る こともある（郵便料につ

き郵便法第37条）。 営造物の利用関係は原則と して，常造物主体と利用者との

閣の自由意思によって成立し（実際は，あらかじめその利用条件を定めて公示し，

その利用条件を具備する利用者に対しては，その設備の許す限り において，利用を許
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容すべき義務を負う）， 利用目的の終了， 利用関係の脱退，営造物の廃止等に

より営造物利用関係は終了する。なお，営造物観念は，物的設備の使用に止

まらず，人的物的施設の総体としての営造物から一定の役務サービスの供給

を受ける場合にいわれるので，その利用の内容が単に営造物を構成する物的

施設の使用につき る場合（丸公物の使用関係なのである。また，営造物本来

の目的を達成せしめるために行なう公の権能として営造物管理権は，営造物

そのものについて公物管理（積極的に公物の目的を達成せしめる作用および消極的

に物の障害を除去するための作用）を行なl'' および営造物の利用者に対し一種

の特別権力関係をととじ利用条件の設店のほか，命令懲戒権をも含むという

のが通説である。法律の規定により，営造物主体（土，営造物管理権に基っ・

き，公用負担等の公法上の特権を利用者以外の第三者に対して認められてい

る。水資源開発施設は，操作管理を伴い営造物主体たる公団の人的な役務に

より，施設利用者はその経済的利益の目的を達成し得るから，その利用関係、

は単なる公物利用関係をこえた営造物利用関係の一種とみてよいであろう。

したがって，水資源開発施設管理者は法律の定めると ころにより ，施設利用

者から3 使用料を徴収することができるであろう。営造物を動的な公企業観

念で分析することもできるのであるが，公企業における利用者の地位も，営

造物の利用者の地位と同様に考えられるから，その料金も営造物と同様の性

格であると考えてよし、。両者は利用者を権力的利用関係として認識するか，

企業的利用関係として認識するかの差異があるにとどまるのであるお。

上述のとおり 3 負担金も料金も，同様に公の経済的必要をみたす点で共通

な経営的機能を有しながら具体的な差異としてP 施設に対する個人の関係を

既定の利用関係においてとらえ，利用に先立って，特定の関係、を生ずおもの

とみるか，特定の利用行為によって始めて施設との法的関係を生ずるものと

みるか，があるにすぎず，両者に実体的な差異があるわけではなく ，いずれ

によって規律するかは，もっぱら政策の問題に帰するものと思われる。す

なわち，施設と個人の関係を，個別的利用関係としてみるか，継続的な利用

権を認める反面，これに相当する経済的給付を要求するかの政策的評価にか

かっているのである。この両者の見方については，例えば，セリグマンによ

れば，強制徴収の可能な公共収入に，租税（共同負担の一種） ， 使用料（実費

主義に立ち，個人に対する政府の報償行為からの特別利益に対し個人に支払物とし
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て徴する） ， 特別課徴 （公主主上行なわれる財産の特定改良事業の経費支弁のため，

特別利益に比例して当該財産所有者に課せられる公課） の3つの調達方式がある

が3 いずれも政府の干渉政策如何に基づく区別にすぎないといわれるべ

さらに，水資源開発公団法におけ るごと く負担金の割賦支払を認め，他

方，後述するように，料金に従量制料金および定額制料金の区別を認め，従

量制料金にも最低料金を認めて企業経営上の最低水準を収入面に確保する場

合には3 負担金と料金の差；立いちじるしく狭まり ，実質的にも相似 してくる

ものといえよう。 したがってp このような場合に料金制のねらいは，資金の

償還よりはむ しろ企業的経営の主体または物そのものの個別的供給によるメ

リットの面にゐらわれてくるであろう。

( 2) したがって，水資源開発について負担金方式をとるか料金方式をと

るかのねらいは，制度そのものより ，それによって開発規模の全体におよぶ

利用者の確定，すなわち費用調達の見込みをまずたてたのち事業に着手すべ

きか，水の開発により用水消費の節約をはかり，水の利用の合理化の促進を

ねらいつつ，現実的な利用状況に応 じて負担額の回収を行なうかにかかって

おり ，いずれも資金調達Jこっき公権的手段を確保すべきか，水の節約効果乞

重視するかに関連する ものと思われる。

結局，以上の推論によれば今後におけるわが国の水資源の利用見通 し如何

に帰する ものといわなければならなし、。これま で，わが圏全体にわにる水収

支，特にその河川依存量については種々の推定が行なわれてきている ところ

であるがsi, 昭和37年の経済企画庁水資源局の推定資料は次に述べるとおり

となっ ており ，現況において河川有効流出量の約20%を利用しているのに対

し，昭和45年において約33%；こ増大する もの と考えられる。しかし，なお3

依然として， 約 1,350億トン程度の年間有効開発可能河川水が放流されてい

るといわれる。

わが国は世界有数の多雨地帯で，世界の年平均降雨量約860mmの約2倍が

降っているが，わが国河川の特性により洪水量と渇水量の差がし、ちじるし

く，かっ， 地形上念、流河川のため，洪水時の無効放流が多いこともあって，

自然の流況のままで利用できる量はそれほど多く はなし、。ここで河川の流況

を平準化し，洪水を水源に転換する水資源開発を行なうことが必要となっ て

くるうし，とがって，わが国の水問題は当面水資源開発をL、か；こ整備し， 促進
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してゆくかにかかっていると 第 1表

いって過言ではない。しかる 干rよ勾現況 145年需要｜（粗）

に，さらに，水資源の賦存状

況を詳細に検討してゆ くなら

ば，水資源の利用問題すなわ

ち，水の需要地域と供給地域

のアンバランスの問題は当然

のこととして，水の季節的賦

存のアンバランスに基づく水

利用の合理化の問題があり，

また濯概期間以外の余剰農業

用水の利用と慣行水利権の内

容の問題等は，現に水利用関

係者の閣の切実な問題点な

のであり，政府の基本的施策

としても，用水の合理的利用

河川総流出量 4,000 4,000 

河川有効流出量（A) 2,000 2,000 

利用量（河川依存）

363.5 433.7 70.2 

工 業 用 水 26.5 162.6 136.1 

水 道 用 水 28.6 59.7 31 1 

言十 ( B) 418.6 65.6 237.4 

利用率（ B /A)(%) 20.9 32.7 11.8 

（注） I. 総降水量 6,000億トン／年と!it.定
2. 現況および将来需要の全量は，全国総合開発言十阿

3. 興業用水の現況河川依存率74.3%は， 農林省『日本

興業と水利用』による

4. 工業用水の現況河川依存率30.3%，将来需要依存率

63. 4%，上水の現況および将来河川依存率75.7%は，

いずれも資源調査会『日本の水資源』による．

および浪費の防止は，今後の水資源行政の 1つの重要課題となることが明ら

かであろう 6）。

また用水問題を国民経済的にみるならば，用水部門相互における競合的利

用関係においては，できる限り ，他部門に対する余剰水の転換をはかり ，全

体的に用水コスト の低減をはかるべきであるが3 旧秩序において確立された

用水配分の権利関係が，社会構造の流動的変化に基づく用水需要の面の変動

にもかかわらず，固定化し，新しい社会事情に調和しがたくなっている場

合には，この聞に何らかの利益の調和をはかるべき公的措置を考えなけれ

ばならない。水資源開発各部門聞において，こ の考え方を適用するとすれ

ば，水の料金制が適切であって，負担金による利用者の地位の固定化は好ま

しいものとはし、えなL、。いずれも，水に対する政府の基本的施策の方向に係

る問題であるが，現在は，旧秩序の改編を迫られながら，既得権によって構

成された社会的歴史的勢力が社会秩序の基本をなしつつ，これに新規の経済

的利益が追加されるたて まえをとらざるを得ないから，少なくとも新規開発

の面については，社会の流動に対処 し得る経済的利用の制度を考慮、し，水利
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用の合理化の面に力点を置く べきであろう 九

3. 現行の公団法の建前

一一水資源開発費削の構成と共同配分の基準

現在の公団法によれば，水資源開発に要する費用は，以下に述べる ような

費用構成となっ ており ，あわせてその費用配分の方式，さらに，負担金の支

払方法の概観をすることとする （SIJ図参照）。

( 1 ) 特定施設（治水関係目的を合む水資源開発施設をいう ）の新築等の費用の

うち，洪水調節，濯液その他流水の正常な機能の維持と増進の用途 （治水関

係用途） に係る費用（ま，国が公団に治水交付金を交付 し（治水特別会計から支

出港波に係る交付金が含まれてい る場合に，下流において土地改良事業等

により専用施設を新設拡張して当該特定施設を利用 して流水を濯概の用に供

する者 （特定機淑利用者と いっている） は，新改築に係る交付金相当分の 100

分の10以上， 100分の21未満の範囲内の金額相当額を特定濯萩負担金として

負担 しなければな らない f法第26条，第27条，EHHJ令，百I14条から22条）ぅ治水交

付金は，毎年度交付されるが3 その うわ特定漉j既負担金については，10年償

還年利 6分 5厘の元利均等年賦支払の方法により都道府県知事が徴収して治

水特別会計に納入することとな っており ，公団f人 当該負担金相当額を借入

金により立替支弁 し，工事完了後借入金の｛賞辺に応 じ，交付金の交付を受け

るのである。

（室 町 f棄を，.，，＿ジ4矢子語、

水資源開発施設（特定胞設を含む）の新改築の11＇用の 配分およ び支払方法
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次に，特定施設以外の水資源開発施設の新築等に要する費用 （特定施設の

新築等の費用で治水関係用途に係る費用以外のものを含む）は，政府が工業用水道

または濯翫排水に係る補助金を補助する ことができるほか，当該施設を利用

して流水を水道もしくは工業用水道の用に供する者または港紙f「］に供する者

の組織する土地改良区に対 し公団が水資源開発施設利用者負担ー企を課するも

のとされている。ただし，公団の濯統制水業務の受益都道府県I；！：泌j銑お！水に

係る土地改良区負担金の半分を負担金として公団に支払わなければならな

い。工業用水道に係る補助金は，工業用水道負担相当分の 4分の 1以内，I荏

j使排水に係る補助金；二地獄排水に係る都道府県農業分担額の 100分の58以上

100分の80以下の範囲内等とされてい る。

( 2) 問題は， 水資源開発施設の治水， 水道，工業用水道， 1~1：淑排水各部門

にわたり 3 新築等の費用の配分の基準にあるの水資源開発事業は，共同事業

なので，その費用比各事業の利益の程度に応じて配分する手続が必要であ

るが，このいわゆるアロケーショ ンfよ，電源開発促進法，特定多目的ダム法

を通じて形成せられた理論がある。しかし，前述のごとく，所何倍増計画で

提案せられた水資源の先行開発に関すゐ制度が，公団法において多少勘案さ

れたことに伴l＇＇若干の例外が認められたのである。すなわち，公団法施行令

第15条第 2項によれば「法tf}26条第 1項の交付金の額の算定の基礎となる割

合は，当該特定施設に係る洪水調宣11.高潮防禦，法j既その他流水の正常な機

能の維持と増進の用途について，当該特定施設の新築または改築に要する費

用の負担につき法第20条第2引の規定により 同：立を得なければならない者が

ある場合においては特定多目的ダム法施行令第 1条から第 6条までの規定の

例による方法によ り3 その他の場合において（之当該方法に準じて建設大臣が

関係行政機関の長に協議して定める方法により算定するものとする。」とされ

ており ，この規定は3 施行令第18条 （特定施設の管理交付金），tfj21条 （特定濯

灘負担金）， 第24条3(;2項（水資源開発の新改築費用の水道等負担金）．第24条の第

2項 （向上の濯淑排水負担金）等に準用され，水資源開発の新築，改築，管理

または，災害復旧工事に要する費用の全体を一貫する汚え方として用いられ

ているのである。その意味ft，公団が事業実施計画をfr成しようとするとき

に，当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用 して流水を水道または工

業用水道の用に供する者，も しくは濯j阪の用に供する者の組織する土地改良
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区が特定するに至っていれば，当該水資源開発施設の新築，改築に要する費

用の負担についてその者の同意合得なければならないのであるが，この場合

に；よ3 当該事業実施計画：こ係る水資源開発施設の利用者がすべて特定してい

る特定多目的グム法におけるアロケーション ・システムが概念的意味におい

て適用されるので，ダムj法の例合踏襲することが可能かっ適切であるのに対

して，事業実施計画の作成までに水資源開発施設の利用者がすべて特定する

に至らない場合には特定多同的夕、ム扶の配分泉準を用い難い事情があるの

で，こ のような場合に；人 当該方法に準じて主務大臣が関係行政機関の長に

協議して配分基準をケースパイ ケースに定める ことと したのである 3 水資源

開発事業におし、て：二3 公団：こ借入金調達能力を設定したので，多目的ダム建

設事業と異なり，アロケー ションが未定の場合にも公団が借入金により建設

資金，従来のをいわ；王立替え支弁すゐ ことが可能であり，後述するごとく，

事例に比較して，若干の先行開発ができることとなったのであるつ

しかし，以上の規定すると ころ（土3 アロケーションが未定。場合も事業に

着千－でをるということは拍論し得るのであるが，このこ とによって具体的に

いかなる先行投資を公団がなし得るかが明らかにされたという わけで（土な

いっ公団法第29条コ3 施設利用者負担金はすべて政令の定める とニろに委任

しており，公団がL、かなる者に対し当該負担を行なわせ得るかその内容はす

べて政令にまかせたから，法律上先行投資方式か費用持寄り方式のI，、ずれが

原則となるべきかの政策的評価：二行な っていないのであゐラまた，これを受

けた公団法施行令の施設利用者負担金に関する規定からも，そのいずれを原

則とするかは明らかでf；なく ，工事禁手までに利用者が特定しない場合：こ，

必ずしも工事完了まで利用者が特定しなければならないとも規定しているわ

けではなし、したがって工事完了後（施設の供用開始後） 利用者が特定する事

例を公団法第29条が認めていない とは解釈し難く ，法理的！こ：二3 すべてこの

ような問題は，運用の問題上残されているというべきで，こ の意，，よで，アロ

ケーショ ンの未定事業につし・て：ニ，利用者の負担割合は3 計画上の身替り建

設資等により仮アロケ ーションし3 その確定後3 交付金等の精算を禁止して

いるもの とみることはないと考えられている。いずれも， これら！人水資源

開発の財務の運用の問題に帰するところで、あるが，政令の審議の際の水資源

関係各省の意見は， ll~短的であり，先行投資は例外的に しか認めず，費用負担
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者は原則として工事着手までに特定し，例外的な場合にも，施設供用開始ま

で特定しなければならないとする考え方が支配的で（厚生，農林，通産各省），

比較的積極的に考えた建設省L 公団法の原則として先行投資を認めながら

も，費用負担者（土，建設完了時に特定するのを原則としたのにとどまってお

り，こ の点については，法制局の態度は，関係行政機関の聞の実体上の話合

により先行投資の問題を解決することが好ましいということであったといわ

れる。

( 3) 以上に述べた水資源開発利用者負担金等のうち，治水交付金， 工水

補助金，濯排補助金は国が年々公団に対して負担をするのに対して，水道等負

担金については，申出により 一時支払をなし得ることは当然ながら，割賦支

払の方法にもより得ることと され，特に土地改良区濯掛負担金および府県濯

排負担金は，いずれも政令において割賦支払の条件を明示している （工事期

間据置10年元利均等年賦支払，利子率年 6分 5康）。また，水道負担金，工業用水

道負担金の割賦支払条件は，内閣総理大臣および主務大臣の定めるところに

よるものとされている（施行令第24条第 4項）が， 現在，こ の点は検討中であ

り，公団の借入金および水資源開発債券の総合的な償還計画にバランスのと

れた負担金の割賦支払の方法を定めるため，今後の公団の長期的資金需要の

見通しのうえにたち，かっ，水資源開発事業を各施設利用者がそれぞれの利

用目的にそって水道事業等として行なう場合に事業者の負担する資金コスト

とのバランスを考慮しつつ，水資源開発の効率的経済性をはからなければな

らない点に問題があろう 。地域的にも異なり 3 事業者によ っても異なり ，ま

た政府の長期低利の財政融資があるか否かによ っていちじるしく異なるわが

国の資金事情を公正に反映し，特定の利用者にいちじるしく有利になるよう

なことがあっては適当ではないであろう。なお3 愛知用水公団の濯淑排水事

業は，すべて長期低利の世銀借款，政府の資金運用部資金等を導入 し，農民

賦課金，県負担金（土据置を除く15年の元利均等償還年利 6分5厘の割賦支払

を認め，発電，水道，工業用水道に対してはp 愛知用水施設の使用（共用）

の対価として，アロケーション相当分の割賦支払に相当する元利均等年賦支

払 （工事期間鋸置20年，年利 6.5% または75%) のoc用料を徴収する こととして

いる。
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4. 水資源開発公団法の制定の経緯

一一料金制と先行投資一一

以上の現行公団法の建前ができあがるまで，料金制を中心とした種々の見

解が検討されたので，この；機会に先行投資を中心とする所得倍増計画の水問

題と現行法の結ひ’っきについて分析してみたいと思 うっ

( l ) 前述のごとく， 昭和35年12月に閣議決定された国民所得倍増計画に

おいて，用水問題は今後わが国経済の成長阻害要因の lつとなるであろうと

いう考え方にたち「治水に よる国土の保全の他，上水，工業用水，農業用水

等の確保と総合調整の面からも今後重要となるので，治水利水の総合的な観

点から，事業の計画および実施が推進されなければならない」と述べられて

いるつすなわち，目標年次（！昭和45年）において，工業用水需要は，1日当り約

7,000～8,300万ト ンに増大する見込みであり ，こ のため，工業用水道建設事

業が社会資本充実における重点事業になるものと考えられ，また上水道は 1

日当り 2,000～2,200万トンの需要に達する （簡易水道を除く）もの と推計さ

れ，このため，今後の大きな障害は大都市における水源開発の問題であり，

総合的な治水，利水事業， 産業立地の動向等と有機的に関連されつつ克服さ

れなければならないものと考えられるつこれらの急増する水需要に対し，「こ

の際不特定需要者に供給できるよう建設事業を先行させる制度の改善が必要

であり，また民業用水とその他用水のような利水相互間の調整は技術的な改

善や将来の産業構造に即して合理的に行なわれるべきで，既得権を固定的に

保護することは必ずしも賢明ではない」のであり ，特に注目すべ きことに

「冶水と利水とが常に有機的連けいを保つことはきわめて重要である」とい

う前提に立っていることであろう的。

所得倍増計画の提出 した用水問題を解決するための具体的構想は，水問題

のもつ広範かっ複雑な利害関係を反映しているため3 水資源関係各省にそれ

ぞれの独自の政策があり，昭和35年度から36年度にかけて政府与党の重要な

政治問題の lつとなって当時の新聞紙上を賑わす程となったことは，いまだ

記憶に新しいものがあろう。自民党は水資源開発特別委員会を設置して水資

源政策の一元化をはかった結果，昭和36年4月25日には首相裁定が行なわれ

水資源開発公団法案に一本化されるとともに，水資源開発の事務窓口は経済
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企画庁が行なうものと され，水資源局が設けられることとなったのである。

水行政の統一問題（土3 治水利水の両面にわたる総合調整について主として

存 しているが，明治以来錯綜したこの問題の根源は，水行政の権限が各官庁

に分属せしめられたことにあり ，この意味で，水資源開発行政について事務

的な調整機構が政府部内に設置されたことは画期的なことといってよいであ

ろう列。

しかし，現在の水資源二法は，対立矛盾する水に関する諸種の複雑多岐に

わたる諸種の要請の妥協の産物であるため，実際上，関係者の尽力にもかか

わらず，水資源開発基本計画の策定にお：寸る各種水利調整は十分満足に行な

われているとはし、L、難L、状態にあるし，水資源開発の先行投資の必要が強調

されながらも ， 従来の多目的夕、ム建設事業と実体的にはj~~異のない現状にあ

り，本来の目的を十分完全に達成しているとはし、L、難L、のである。

水問題には，まだいろいろの問題をかかえているのであるけれども 3 以下

において，売水構想をめぐる当時の考え方をみてみることとしてみよう 10）。

( 2) 当初，水資源関係各省には，それぞれの公団の設立構想があり， こ

れが，最終的に，利水各省の公団構想（水道用水公団，水利開発管理公団，工業用

水公団）の一元化をはかつて，昭和36年3月30日利水事業公団法案がまとめ

られたのであるが，この公団は，ダム，河口堰その他貯水施設，導水施設お

よび貯水施設の新設等のほか，当該施設の利用による水の供給を行なうこと

を業務としており，借入金等により施設を建設する反面，水の供給を行なっ

て3 水の料金を定めて使用料を徴収しその費用を償還する考え方であった。

また，建設省の水資源開発公団法案にJ品、ても，公団は水資源開発施設の

利用による水の供給を行なうこととされ， 国の交付金，補助金を受けるほ

か，借入金によって建設資金を調達し，ダム使用権設定予定者から利用者負

担金を事前にまたは事後に課徴するとともに，水の供給に際し，水の料金を

定め使用料を徴収することができるものとされたのである。

以上の 2公団構想を一元化した後の水資源開発公団法案として経済企画庁

のまとめた考え方も同様に，負担金と料金を併用し，水供給規程によ り水料

金（売水制）をとり得るものとしたのである。

この場合の両者の関係は，施設建設に際し，あらかじめ施設利用者が特定

しているときには，特定多目的ダム法における ごと くダム使用権設定予定者
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を考えるこ とができるから，原則としてア ロケーション方式により 費用負担

者を定めることとし，ただ例外的に施設の利用者が将来特定するよ うな場合

に新たに施設の利用を認め， この場合に水の料金制を併用する こととしたの

である。特定多目的ダム法のアロケーション（土3 売水制ではなく ，施設の利

用者に対しその利用分に応じ負担金を前提とする ものであり ，水資源開発公

団法においても，先行投資に相当する部分は従来のアロ ケーションをとり難

いため，その部分について：土例外的な措置を認めようと したものであるつ こ

の場合なぜ従来のアロケーション方式をと り難し、かということは，費用負担

者が特定されない限り公団事業に必要な工事，手続を進める ことができない

ため，事前にアロケーションを決定する必要があるが，先行投資の場合には

費用負担者が未決定のまま事業に着手するから，ア ロケーションを決定する

ことができないし，また， 水資源開発は，水資源開発基本計画に基づいて各

地域における各種用水の需要に即し3 水系全体にわたり各種施設を建設し，

河川の利用度を高めようとするため，各施設ごとに個別的に費用負担者を確

定してから開発に着手するア ロケーション方式では，水系金体にわたる計画

的総合的開発は到底できないこととなり，また，将来の不特定需要も含む水

系全体の計画的総合的かっ広域的な開発をする必要があるのに，従来のアロ

ケーション方式では開発地域，受益者，受益事業等がすべて特定していなけ

ればならなし、から当面の問題に十分応 じ難い等の理由に基づくのである。

水の先行投資を促進し，水系全体にわたる総合的水資源開発の調和をはか

るために売水制はかくして本来的なものであり，この点は水資源関係各省の

一致した見解であったのにかかわらず，これが前述のごとき，水資源開発公

団法施行令の際に，非常に後退した慎重論に固着したのはL、かなる理由であ

るカミ。

この点については，財政当局の水資源開発の資金の調達はア ロケーション

方式によ るのを原則とすることとし，個々の工事着手：工これによって供給さ

れる水の大部分の需要が特定し，需要者との聞に長期的供給契約の成立した

後に行なうベぎであるとし、う根強い意見が存したことも さることながら，基

本的には用水需要l＇！，道路の交通需要における需要の本来的不特定性とは異

なり， 導水施設，給水施設等の施設によ る供給関係が需要者を地域的に特定

させるため，きわめて属地的性格が強く，かっ，継続的供給関係を生じやす
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いのであり，用水事業はむしろ特定供給事業の性格を帯びており， したがっ

て，その需要の形態もより強く地域経済なり地域社会の構造，発展等に拘束

を受けることとなりがちであるということがし、ぃ得る。この故に，用水需要

は，交通需要とは本質的に異なっているため，道路の料金制のアナロジーは

考え難し、。また，工業用水需要の伸びの予測にはより多く地域開発的要素す

なわち将来の企業の発展の動向を反映し，よ り多く，地域社会の立地条件の

難易を受けて，企業責任的性格の用水施設の建設費まで国が負うのは必ずし

も適切とはL火、難い ともし、L、得ょう。さらにまた，先行投資を はかる うえ

に，用水部門相Eの流動的利用をはかることまで現時点においてわが国の水

問題は逼迫しているというより，河川利用度を高めることによ って目的を達

成し得るものとも考えることができょう。

しかし，用水問題は種々の問題点を持っており，結局3 今日のわが国社会

の存立の基本的な問題として国がその開発の社会的責務を負わなければなら

ないであろう。この意味で，社会の発展動向に即応し，用水の先行的開発を

はかり，社会経済の存立の基礎を整備しておく ことは現下の基本的任務であ

りp 水の先行開発を時期尚早とする消極論は，大勢を見誤まるものがあろ

う。したがって，現在の不徹底な水資源開発公団法施行令のアロケーション

方式は，早急に改正の方向に検討さるべきであるの

( 3) 水資源開発公団法案の国会審議を通じ水の料金制を中心とした先

行投資に関する論議が屡々行なわれてきたことは，当時の国会における政府

答弁をみれば明らかなところである11）。

例えば，昭和36年 5月26日の第38回国会衆議院建設委員会では，公団を作

った主な目的が，工事着手前に水利用者の特定していない場合にも早急に施

設の建設を始めるいわゆる先行投資をすすめるところにあり，こ の場合には

工事が完了して需要者が特定したときにアロケーション方式により各特定需

要者が費用を負担することとし，公団の資金源としては，借入金または公団

債を発行するがこういう制度で必ずしも十分で、なく別途料金方式が必要であ

る場合には，今後，具体的な施設の計画をみて検討するといい，また昭和36

年 5月30日間建設 ・地方行政 ・社会労働 ・農林水産 ・商工各委員会連合審査

では，ある地方自治体の将来長期計画を開発する場合に，ある年限までは負

担金として公団に出し， そのあとの開発分は借入金により公団が水資源を作
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り，将来その需要がきま ったときに負担金として納めることを考えている，

といっている。

ここで特に注目すべきこ とは，料金制による水の先行開発は必要に応じ，

今後検討するとしたことであり，この意味で，料金制は，公団法案の立案に

際し結論の与えられた問題ではなく，その条件を慎重に検討 しつつ， 今後さ

らにその採否を研究すべきであると，されているも のといわなくてはな らな

L、。

特に，以上の質問を通じ，水資源の確保のため，数自治体が長期的な投資

を必要とする場合に，資金の豊かさの程度により片方の自治体は金があるた

めに水資源の確保を割合に余計にやっているが，片方の自治体は金がないた

め当分間に合わせなければならないよう な場合もあるから，負担金のもとに

おいては一方の自治体は水が十分でき， 一方の自治体は水を確保できないよ

うになる不公平を生ずるおそれがあることが指摘されたことに注目すべきで

ある。

( 4) 水資源開発公団が発足して 3年となっているのであるが，すでに積

み重ねられた水資源開発の実績は，負担金制度と料金制のいずれにより結び

っくものというべきであろうか。

この点はまず第 1に負担金制度のもとにおいては施設別の費用負担者 （施

設利用者）が定まり， したがっ て水系全体にわたる施設群によって生みださ

れた水の総合的計画的使用 （プーノレ使用）の目的を達成しないのであるが，そ

れにもかかわらず淀川水系においては，水のプーJレ使用の要望が強く ，7j(価

の低い長柄可動堰の利用者と比較的高い高山ダム， 琵琶湖の利用者との聞の

負担の公平をはかることが必要となってきている。 すなわち，施設利用者

は，地元の覚書をとり かわしており，将来において需要の確定する者は将来

建設される施設の利用を行なうこととし，長柄可動堰等一部の需要しかみた

し得ない ものは，需要の確定した緊急なものをあて ることと しているのであ

るが，このことは，現行公団法のたてまえにもかかわらず，水系全体（淀川）

にわたる（琵琶湖を含め）水の総合的利用を行なう ことが適切であり ，また必

要だということであって，個別的施設の負担金制と両立し難いのである。

次に負担金制は，水を使うかどうか格別とし，水に対する権利の確保を生

ずるから，水が十分余裕のあるときはよいとしても，当面の需要に対し十分
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でない ような場合．特に用水部門別の需要の緊急度の優劣があり，または同

一部門内においても需要者相Eに需要の緊迫度に差等があるような場合に

は，必ずしも適切ではなく，水に対する既得権のない売水制 個別的供給

制一ーにより有効適切な用水利用の合理化を促進することができるのである

が，東京都の水問題もあゐ意味ではこうし、ぅ状態である といってよいのでは

ないだろうか。しかるに，負担金の割賦支払いにより，国は，そのいわば企

業責任を免れて施設利用者である府県に負わせながら，資金の立替をし，そ

の反面，利用者にすべて既得権的な色のついた水を認めることとな ってお

り，今後，この点は，ますます問題となるのではないかと，思われる。

第 3に，負担金の割賦支払いは実質的な延払L、であって，施設利用者の財

政負担を軽減する目的を有しているから，実体的にいえば，このことによっ

て先行投資が行なわれることとなるが，これと不特定需要者に対する料金方

式の差異はますます少なくなってくる。 水資源開発に対する政府の長期低利

資金の導入は，そのこと 自体が一種の公共投資の促進であるが，これはあく

まで，利用者負担金の立替であって，前提として地方公共団体の巨額の企業

投資が決定されなければならないのである。例えば，公団試算によれば，

利根川水系拡張事業に対し投資を行なっている東京都水道事業は， 水資源開

発公団に対する利用者負担金のほか，その他の導水J 給水施設等の専用費を

加え，約 835億円に達しており，かかる巨額の投資決定は， 全国的にも最高

の東京都の財政力を前提としていなければ到底実行不能というべきである。

このように年々巨額化していく水資源開発費用の負担については，今後，

地方公共団体の財政事情をそれぞれについて考慮すれば，何らかの措置が必

要となるものと思われ， したがって負担金の割賦支払いのみでは十分とはし、

えない場合が生じてくることと思われる。 このような場合には，地方公共団

体としても，企業責任の社会的分散をはかり，用水問題を国家的命題とする

反面，その財政問題も また固と地方公共団体の共同責任に帰せしめることが

必要であると思われる。例えば，印旗沼開発事業において，千葉県工業用水

負担金は，昭和38年度一時払いを要求されたもののうち一部について財政上

の理由一一主として起債限度額一ーにより納入されなかったので，公団事業

はこの部分を翌年度に繰り越す必要を生じている。この例は見方によれば，

財政上の怠慢とも L、L、得ょうが，多くの公共団体のそれぞれの事情を反映し
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て生じてくる水問題の一端を物語っているのであり，この：意味で， これに対ー

する何らかの措置が必要であり ，今後， 恒久的に行なわれるわが国各地の水

問題において，地方公営企業の負担限界との調和および地方公営企業相Eの

負担力格差の問題として生ずる同種の問題の解決のヒントとなるであろうと

思われるのである。

以上に述べたごとき事例は，卑近な問題点であるが水資源開発の現状にお

いて指摘されるという意味で，今後も起こり得るものであり， したがって，

負担金制において十分達成できない面は，料金制による原水供給事業の考え

方を水資源開発事業に導入することが必要となってくるもの と考える。

5. 売水嗣lの得失および2つの事例

以上に述べたごとく，売11<.制は当初の意見にかかわらず，結局実現せず，

負担金制による施設利用の従来の考え方を基本的に踏襲する こととなり，依

然として，多く の欠陥を残すこととなったのであるが，ここで3 売水制のも

つ効用と，これに対する問題点を検討し，そのあり方を探るとともに，愛知

用水公団の事例とアメリカ，カリフォルニアナト｜の公共企業体（州法人）の事例

を紹介しよう。

( l) 水の料金制は，水の価値観の確立を前提として考えられるものであ

り，水そのものの商品交換的原理が経済的に考察され得る条件が準備されて

いなければならない。従来「湯水」のごとく豊かさの代表ともいわれた水に

対する認識は，最近の都市用水の欠之に伴い徐々に変わり つつあるものと考

えられており，今後ますます水の消費形態が近代的に進行し，水Vi金がかか

るとしづ社会的認識が成立するのに伴って，水の経済的合理的使用の要求が

強まるのは当然のことであり， 建設費の回収についても，特定者の需要枠を

あらかじめ設定する供給制度から自己資金の調達により将来需要の確定をま

って個別的に供給、ずる制度に進行することとなるであろう 。社会生活は今後

もますます発展を続けるとL、う 長期的視野のうえに立って， 10～20年以上の

前途における社会の水需要の激増に対応すべき水の先行開発を目標とし，そ

の根本的対策を講ずることが，社会の健全なる発展を期待する公衆の期待で

ある。例えば，アメリカにおいても，水資源の問題は3 国の根本的問題であ

り，こ のため上院に水資源開発特別委員会が特設され，西暦？.000年を目標と
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したアメリカの水資源マスタ ープランを検討しているのであり，一国社会の

将来の長期にわたる繁栄の動向については，真にさまざまの不確定要因があ

るにもかかわらず，このような長期的な計画的な対策意識をわれわれ自身に

おいても行政の課題として評価することは有益なことである12）。

水の料金制は，以上に述べたごとく水の価値意識を前提としているがこれ

によって第 lに，用水の節約効果を達成し得るであろう。料金制において

は，用水使用量に応じて負担が確定するから，湯水の観念は減退し，従来と

かく必要水量以上の用水を確保したといわれる農業用慣行水利権等の用水節

約の効果もいちじるしく， この結果生ずる余剰水の転換利用により，水資源

の有効利用が可能となるとともに，水の価格も全体的に低下することとなろ

う。

次に，公団は，白ら需要の限度において，自己資金を調達し，経済計算の

うえにたち，施設を設けるから，負担金のもとにおけるごとく負担者の財政

を顧慮する必要がなく，将来の需要に対し積極的な開発にのりだすことがで

きる。

また，料金制においては，事業実施計画等に係る利用者の意見聴取の子続

が不必要となるから，このため従来着工の遅延した事例が改善されることと

なろう。

また，水系にわたり一貫的開発を行なう水資源開発においては，どの施設

ということもなく用水需要地域に対し広域的供給を行なうのであるから，利

用者としてみれば，特定の施設の利用者として負担金を文払うのは不合理

で，すべての水源施設より供給を受けるいわゆるプーノレ使用をすることによ

り，利用者全体にわたる費用負担の公平をはかり得るのであるが，水系全体

にわたり水の価格を統一するためには3 負担金制より料金制の方がより妥当

なのである。また，このことによって，ある施設については，経済的限界外

である場合にも新規開発が可能となるのである。

また，このことによって，地方公営企業の財政負担が軽減される ことは当

然のことである。年々の負担金は，地方債をもって支弁しているのであり，

料金制による個別支払いに伴ない生じた余裕地方債の枠は，他の配水施設等

の関連事業にまわし得ることとなる。しかし，以上の効用に対して，水料金

については用水需要の予測の可能性等の問題点がある。
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水道事業，工業用水道事業は，地方公営企業と して経営されてきており，

いわゆる企業責任は地方公共団体の公共事務としてその経済的見込みのうえ

にたって地方公共団体が負担してきている。国は，政策上これに対し補助金

を与え，または起債の優遇措置を認めてきているにすぎない。また，農業水

利事業は，土地改良法によ り，大規模な場合には国営土地改良事業として行

ない農民はその一部を負担するにすぎず，採算の合わない公共事業として実

施されてきており，企業的性格を帯びているとはL、L、難し、。水資源開発事業

に料金制を導入することは，これらの関連事業のうえに両立し得るものでな

ければならないが，公団が料金による償還可能性について企業的意味での責

任を負担する需要の見込みの問題が残っている。

需要の予測は，あらゆる企業体の経営の基本的前提であって，経験と勘を

排除し，経済変動の動向を探り，商品の市場経済性を予測し，消費者の購買

意欲を調査する等の科学的需要予測を行なう ことは，現代経営学の常識であ

り，その手法についても今日種々の推計統計学的ア プロ ーチが試みられてい

るが，社会経済は動態的に変動しており，予測が単なる見込みから脱脚する

のはきわめて困難なことである。 これは，企業予測のみならず，国の経済予

測，地域開発予測等についても同様の問題であり ，国土計画，社会計画と も

密接な関連を有しているが，一定条件のもとにおける発展の推移を計測する

のは，今日の資本主義的自由経済の社会では本質的に困難なものがあるとい

えよう。しかし，このような一般論をはなれて，水資源に関する将来の需要

の予測の現状は，これに対応して国が企業的責任を負担し得る程度に確かと

いってよいであろうか。需要が当初の予想を上回る場合には，予測の精粗は

それ程問題でないが， 下回わる場合には問題である。しかし，用水需要は，

経済の発展に相即するもので，短期的な変動は多少あるであろうが，長期的

にいえば，社会はますます発展し，経済はますます拡大を続けるであろうか

ら，社会の基礎的な存立の要件である用水需要は長い目でみれば地域全体に

わたりますます激増の一途をたどるものと断じて過誤はないもの と考えられ

る。そこで，有料道路においても，万一償還不能の場合には，地元の地方公

共団体が責任を分担するというような危険分散の方策がとられている事例も

考察し，用水問題が社会的に必要なものである以上は，多少の危険も見こし

て国が積極的に用水需要の予測を行なしら 地元地方公共団体との協調のう え
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にたって，公共投資を充実していくことが社会的に求められているといって

よいのではなL、かと考える。また，これとともに，用水需要の予測の手法に

ついてはさらに理論，実務の両面にわたる研究を積んで将来の動向に対しよ

り適切な想定を行なL、3 科学的な基礎を固めることが必要である13）。

次に，第 2に，水料金制は，現在の水利権のあり方と深い関連をも ってい

るう

現在の水利権においては，河川敷地内に工作物を設置する者が，同時に河

川流水を占用する事例が大多数であることを反映して，工作物の設置者が併

わせて水利権者であることが原則となっている。しかるに，水資源開発公団

は，水資源開発施設を設置するのであるが，施設を利用する者は，地方公営

企業者等であるため，最終消費者と施設設置者が異なることとなるため，従

来の水利権の取扱い事例からいえばきわめて例外的というべきである。特

に，水資源開発公団が売水制をと って原水供給を行なう場合には，公団が自

ら河川流水の占用を行ない，多目的にわたる流水利用を公団の立場において

行ない得るようにしなければならないこととなろう。従来，水利権の本質

は，権利者，取水地点，取水目的， 取水量等の各種の点、において継続的，排

他的かっ独占的な河川の流水の支配占取にあるといわれてきているが，水資

源開発公団が原水供給をする場合には，特定用水目的に色づけのない個別的

な用水供給を行なうために，多目的水利権を認める必要があろう。公団の原

水供給事業は，水の個別的供給に特色があり，特定部門に対する用水供給の

最低限度を前提としないところに長所を認めるべきであるから，その水利権

についても，河川取水地点における多目的取水と して許可される必要があろ

う14）。

( 2) 以上は，売水制の効用と問題点に触れたのであるが，水資源開発公

団と同様な原水供給の立場にありながら，料金制をとっている 2つの事例

一一愛知用水公団と南カリフォルニア大都市圏用水供給区一ーを紹介する。

なお，現行公団法と原水供給の関係について一一現行法では料金制をとら

なかった反面，原水供給業務も削除したーーは，前記の連合審査の政府答弁

（昭和36年 5月31日）をみると，公団は，ダム等によって河川の流水を貯溜

し， ためた水を，ある地域まで幹線水路等を作りこれによって運んでいき，

ここでそれぞれ水道事業者等に引き渡すことを目的としており，河川の区域
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外にわたる水路を建設する場合には，通常私的管理に属する施設であるから

私水として水利権を取得する必要があるというように説明している。したが

って，現行法においても，公団は，幹線水路等により貯溜した原水を引き渡

すものと考えられている ようである11）。

愛知用水公団は，愛知用水公団法によって設立せられ，木曽川水系および

豊川水系の水資源の総合的開発を図って濯淑排水事業等を行なうものとされ

ているのであって，農業用水の供給とあわせて，発電，水道，工業用水道の

用に供給するためにも利用せられている。 したがってその事業費は，それぞ

れの部門に対し，身替り妥当支出法等を基準としてアロケーションされてお

り，農民負担分については ？～14年間の元利均等年賦支払いで割賦賦課金を

徴収することとされている。この賦課金は水資源開発施設利用者負担金と同

様に，公用負担の一種であって，土地改良法の受益者賦課金の規定が準用さ

れている。したがって，ここでは，売水制をとっていないようにみえる。し

かし，発電，水道，工業用水道各事業者に対しては，公団は原水供給者の立

場であって，自ら，水利権を取得し各事業者に対し分水供給させる立場に立

ちながら，共用施設の使用契約によって工事完了後20年間の元利均等年賦支

払いの使用料を徴収することとしたのである。 これは，内容的には，アロケ

ーション相当分の年賦払L、であるけれども，形式的には年間供給量当りの売

水制である。しかし，きわめて形式的な売水制といわなければならなL、。愛

知用水公団と発電事業者等との関係は，愛知用水公団の濯萩排水施設の利用

者であり， これらの使用者に対する分水は，公団と使用者の協定，覚書等に

よって（昭和31年 3月19臼上水道事業および工業用水道事業に関する基本協定等の交

換文書がある）， これらの権利義務を明らかにしているのである。愛知用水

公団において，注目すべきことは3 科学的な量水施設が各分水地点に設置さ

れ，給水管理が適切に行なわれていることである。料金制のみを強調 して

も，事実上取水がノレーズであれば，名目に堕するが，科学的な量水管理を行

ない得るような技術水準の向上が，水の合理的利用を促進しているのであ

る。従来，水利権の許可に際し，取水量の観測の義務を定める例があって

も，実際上はノレーズに取り扱われており合理的な取水管理が徹底していない

という批判があり，水資源開発公団においても，今後，こ の点を十分に検討

すべきである問。
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次は， 85年平均降雨量444mmとL、う少雨地帯に属する ロスアンゼノレス市を

中心として発達した南カリ フォ jレニア地区における州の原水供給事業の事例

を紹介する。

すでに1920年代から，当地域は水不足を克服するため 400km離れたコロラ

ド河総合開発の計画を進めてきたが，連邦内務省開拓局の手により ，フーヴ

ー・ ダム（ボノレダー ・ダム）の建設が行なわれることとなり（ボノレダー峡谷事業

計画法1928年），これと平行し，カリフォルニア州の法律（1927年6月）により

南カリフォノレニア大都市圏用水供給区が設置され，当地方への原水供給をは

かることとなったのである（Metropolitan Water District of Southern Calif.）区は，

フーヴー・ ダム（有効貯水量級大2,457万エーカーフ ィート＝290億トン）によ って

統制され， 155マイル下流のパーカー ・ダムによ って逆調整されたコロラド

河の流水を延々 242マイノレ（387km）にわたり直径16フィ ー ト（4.8m）の導水管で

引水し，年間最大121万2,000エーカーフィー卜 （約14億トン）の原水（一部処理

水として〕をロスアンゼノレス市，サンディエゴ市等25名の構成員（各水道事

業者等）に対し供給し，これを都市用水，農業用水に利用しているのである。

フーヴー・ ダムの建設費 16,500万ドノレ（594億円）は，年利 4%, 50年の政府

借入金により連邦が自ら調達し，パーカー・ ダムは， 1933年 2月10日の連邦

および供給区の契約により，区の供給した資金により開拓局が建設にあた

り，水力特権の 2分の lおよび貯水量の表面10フィ ー 卜の規制権限は合衆国

が保有し，ダムおよび貯水池は合衆国の財産と なり ，区の利益のため合衆国

が操作維持をすることとなったもので， 71万 7,000エーカーフィ ー卜 （8億

7,000万m3）の貯水能力と， 5門の洪水放流門， 発電施設をもっている。 その

工事は1938年 6月完成した。パーカー ・ダム建設費に対しては， 1933年 3月

の国家産業復興法 theNa↑ional Industry Recovery Act (NI RA）により 設置された

P. W. A (the Feder。lErne伊 ncyAdm附In

ら長期低利の資金の貸付が行なわれた。また，コロラド河の流水は合衆国の

管理するところであるので， 1930年 4月24日の連邦および供給区の契約 （水

の貯蔵および引渡しに関する合衆国と用水供給区の協定）により 3 合衆国はフ ーヴ

ー・ ダムによって生産された貯水池の有効貯水のうちから，毎年，供給区に

対し，引水地点である コロラ ド河上流地点において コロラド河から供給区に

引水されるすべての他の用水を含んで供給区の上水として供給する合計量を
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引水するにめに必要とされる水を， カリフォノレニア州水資源庁長官の勧告す

る優先順位および量をもって， コロラド河関係州盟約およびボルダー峡谷事

業計画法のもとにおけるカリフォノレニア州の用益の限度に従いつつ，引き渡

すものとされ，濯液，ロスアンゼノレス市等の順位により，連邦内務省長官の

最終的調整を受けつつボルタゼー峡谷貯水池の水を独占的に引水することがで

きる ことと なった。

また，パーカー・ ダム地点 2km上流における取入設備から 5ヵ所の揚水場

を経てマセウ湖までの幹線導水管242マイ ル（387km）および各構成員に対す

る配水管4307イノレ（688km）およびマセウ湖，モリス貯水池等 6貯水池は，

用水供給区が建設，維持，管理をし，これらの費用にあてるため，1931年 9

月コロ ラト河導水路建設事業のため 22,000万 ドルの公債発行が承認 され，

1932年には連邦の復興金融会社 theReconstruction Finonce Corporationが年利 5

%, 15～50年償還で 4,000万ドノレ， 引続いて 6,000万 ドルの融資をした。 1962

年の区の貸借対照表によれば，導水路建設費（パーカー・ダム1,332万ドノレを含む）

43,322万 ドノレに達しており， 長期公債の総額 22,084万 ドノレ，構成市および供

給区の抵当価格 41,806万ドノレ等により負債の規模は， 66,000万ドノレである。

債券の年償還 l,273万ドノレは，構成員に対する租税2,882万ドノレにより調達し

ている。供給区は，処理水 （家事または農業） 29ドノレまたは22.25ドノレ（エー

カーフィ ート当り，8.6円／トンまたは6.6円／トン），非処理水 （家事または農業用）

21ドノレまたな 14.25ドノレ（エーカーフィ ート 当り）で水を売るのである (1963年

理事会決定額）が， 1961事業年度には，総供給量は93万エーカーフィ ー卜 （11

億ト ソ）に達しており ，当地方のコロ ラド河依存率は，地域により 50% から

90%に達してし、るのである。供給区は，大都市圏用水供給区法（1927年カリフ

オノレニア州法429号） 第 3条により自家用の水を開発し， 貯蔵 し， かっ分配す

る目的で組織され，同第4条に定める権限によ り，土地収用権を保有し，工

作物を設置維持し，区の債務の支払L、のため租税を課徴し， 州の内外にわた

り水および水利権を取得し，水を開発 し，貯蔵し，かっ運搬するほか，合衆

国，ナH，その他の自治体または家庭の用に供する目的で水を卸で供給し，販

売しかっ引 き渡す to provide, sell and deliver water at whole sale for municipal and 

domestic uses and purposes とともに， 契約者に対する料金等の条件は，工事の

資本費用および管理支出を勘案し 5年， その後 3年ごと理事会が調整決定
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するほか，契約上の余剰水は，自家用または自治体等有益目的のため供給販

売することができるが3 供給区内の使用が優先し，余剰水の購買契約は 1年
に限定されるものとされている。これらの費用にあてるため，貨幣を借入

れ，負債を起こし，債券またはこの種の負債証書を発行することができる

が，本供給区の保有す．る全課税可能財産の査定価額合計の15%を超過する負

債は起こしてはならない。 以上は，気候条件はもとより，資金事情，経済事

情の全く異なるアメリカ南西部に発達したユニークな原水供給事業とその財

政を中心にして述べたのであるが，当地域はコロ ラド河の水が殆んど唯一の

水源であり， 1949年以降オレンジ郡自治体用水供給区が低地サンタアナ谷地

域に対し 100万エーカーフィー卜程度の地下水補給を行なってきている事情

等を考えると，料金制としてはきわめて特異な条件を備えているというべき

であるとともに，1962年度の水売却収入は約 1,680万トソレにすぎず， むしろ

構成員租税受取が約 2,900万 ドノレに達しているので， 区の収入の面からいえ

ば3 料金収入は従たる部分を占める実体となっているようである16）。

6. 水資源開発各部門の事業との関係

水資源開発事業は，治水関係事業のほか，上水道事業，工業用水道事業，

濯獄排水事業の 4事業の多目的事業であるから，水資源開発事業の料金制を

考慮する際にも，ある程度各構成事業のそれぞれの性格を反映した異なった

取扱いが要求される。

( 1 ) 治水関係事業は，洪水高潮を防禦しp 濯殺その他流水の維持と増進

を目的としており ，その効果は特定受益者について発生するものではなく，

河川流域における社会生活の全体を対象とする一般公共の被害を防止し，そ

の他一般公衆の河川｜による公益の維持と増進をはかることにあるから，特定

の需要に対する企業的充足をはかる通常の需給原理で説明し難い特殊性があ

り，価格メカニズムの関係で特定受益者の負担を考慮するより ，一般公衆の

負担としての租税により資金を調達する現行の治水費制度が合理的である。

したがって，治水関係事業は，料金制度になじまないものといえよう。

( 2) 上水道事業，工業用水道事業は，地方公営企業法の地方公営企業と

して経営される水道事業で，水資源開発事業は，そのう ち，水源施設，導水

施設を建設管理するものであるが，地方公営企業は特別会計を設けて経理
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し，その経費は当該事業の経営に伴なう収入をもって充てなければならない

とLヴ原則があるから，上水道事業，工業用水道事業を定めた水道法，工業

用水道事業法も公益事業法であって，供給規程を定めて事業者は料金等の供

給条件を定めることができるとともに，その料金は，能率的な経営の下にお

いて適正な原価に照ら し公正妥当なものであ り，かっ，定率または定額をも

って明確に定められていなければならず，その他特定の者に対し不当な差別

的取扱いがなされてはならないこととされているのである。水道料金の法律

的性格は公の営造物使用料であると考えられており （昭和 B年2月 4日東京地

裁判例），水道料金の原則は，用益原価を補償するに足るだけの収入取得を目

標として料金水準を定める原価補償主義が支配してし、る。したがっ て，水資

源開発事業を一種の原水供給事業とみて，水道法の用水供給事業（浄水施設を

含む）の特殊な類型と考えれば（工業用水道事業法上は公団も許可を受けて工業用

水道事業として水資源開発を行ない料金を徴収し得るように恩われる）料金方式を適

用して水道事業者から資金を回収する方式は，水道事業の企業的形式と両立

する。ただし，工業用水道事業については，補助金があるけれども，公団に

ついても，同様な考え方で適用し得るであろう 17）。

( 3) 問題は，潅凝排水事業にある。公団の濯萩排水事業部門に対して

は，国が費用の58/,00から80/100以内の補助金を負担しているほか，残りの半分

にあたる21/100から10/100は受益都道府県が負担するので，農民（土地改良区）負

担分は事業費の 1割～2割 1分の範囲内にすぎず， しかもこの負担金は10年

の延払い（年利 6分 5厘）の割賦支払いが認められており， したがって濯淑排

水部門の農民の水利費負担については，農業の特殊事情を反映した優遇措置

が行なわれている。この思想、は，国営土地改良事業についても同様であり ，

農業水利事業によって受益する農民の水利費負担と料金制は直接結びつき難

いように思われる。例えば，昭和36年農林省農産物生産費調査によれば，販

売農家米生産費費目別割合（150kg当り）は，農家単位60kg以上玄米販売農家に

おいて生産費6,699円中水利費194円で， 2.9%を占めるにすぎなし、。しかし濯

液排水事業と料金方式について，農林担当者の意見では，将来の農業企業化

のために，種々の条件のもとにおいて料金方式をとるべきものとしているよ

うである。仙波宏氏は，「現行制度のもとにおいても，運営のいかんによ って

はある程度可能であり，特に水利施設の維持管理の段階におし、て，最も笑施
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の可能性があると，思われる」といい 「新規開発事業の場合には，事業の建設

段階を含めた料金制の採用も必ずしも不可能ではない。しかし新規にダム

を建設して一度本川に放流し， さらに幹線水路に導水して末端に配水すると

いった大規模な事業や，合口や水路の改修をともなう一般の更新事業にあっ

ては慣行水利権との調整の問題もあって，その実施はきわめて困難ではない

かと思われる。なお，旧来の慣行に基づき多数の零細農家が複雑な水利用の

形式をと っている場合には，真の意味の料金制を導入することは至難なこと

である」が，農業水利料金制によ って，①用水の節約効果，②農業内外の水

の需要の流動的変動，①企業的農業化，④慣行水利権の合理化， ⑤アロケー

ションの水価格の均一化等の目的を合理的に達成し得ることとなろうといわ

れている18）。

また，針田五六氏は賦課金制度の法律的および経済的性格の不明確，農業

用水と他種水利との競合的利用の必要，農業内部における水利秩序の変動等

の事情をめぐり，現行制度改正の気運が醸成されているとしづ見地に立ち，

事業主体が自己資金を調達して，国等の助成を出資におきかえ，地域的独占

の弊害を除くため公益事業料金的制約を加えつつ，水の供給利用関係に経済

的プライス，メカニズムを導入することがある程度可能であろうといわれて

いる19）。

なお，農業用水における水利費負担は，日本農業の歴史的条件を反映し，

農地において水を排他的に占取するための共同団体の事業費であり，従来の

農業の水利用は慣行水利権を基礎とし，水田に付着する固定的な排他的独占

であったから， この意味で用水そのものについての一物一価の商品原理が成

立する余地はなかったが，農業内外にわたる水利用形態の動揺と，村落社会

構成の内容的変化に伴なう水利使用主体の変動等社会的条件が変ぼうを遂げ

ており，土地改良事業の性格もまた変わりつつあり， これらの外的条件とと

もに， 用水施設の改良による量水調節の技術的可能性が向上して お り， ま

た， 水源施設の大規模化によ って，用水の計画的， 一貫的な支配統制の可能

性がますます増大している等の技術的諸条件の整備が農業水利料金の可能性

をますます強くしてきている という考え方がある。農業用水料金は，水その

ものの取引を意味するから，水の生産販売者側の制度と， 水の購賞者側の消

費需要に関する制度の両面にわたる全体的考察が必要である。
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愛知用水公団では，前述のごとく，農業用水部門については，土地改良法

の考え方に立って賦課金制度をとっている。水資源開発事業の料金制は，農

業用水部門の料金制いかんに係るであろうと思われる。

水資源開発事業は，以上に述べたごとく，それぞれの社会的機能，需要の

形態， 性格，企業的性格等にいちじるしい差異のある多目的の事業の経済的

性格を顧慮しつつ，総合的に開発事業を実施するため，その財政等を一元化

しよ うとするものであるが， このような差異を実質的にどのように認め，ど

の程度に統一的な制度をとるかに問題が秘められているといえよう。例え

ば，水資源開発料金のもとにおいても，共同費用の配分は一応必要であろう

し，実際問題として水利権によって，流水の利用に関する特定の独占的用益

の限界がそれぞれの用水目的別に設定せられるわけであるから，前述のコロ

ラド河の流水利用の優先順位および量の考え方を前提とし，その余剰水の転

換利用については，それぞれの用水目的の範囲内で，暫定的に他部門に利用

させるごとき方法をとらざるを得ないこととなろう。 これは，ア ロケーショ

ン思想、と料金の対立原理の問題なのである。

( 4) 水資源開発事業に料金制を導入する場合，どのような形態と性格が

賦与せられるべきであろうか。

水資源開発の料金制は， 水道事業等におけると同様に一種の公益企業（公

営）の形態をとることを意味しており，水道事業者等に対し，いわば原水の

供給をする立場が与えられるのである。この結果，公団は原水の供給者とな

り，水道事業者等は原水の受給者となり，ある程度継続的な供給関係を生ず

るが3 その関係は，公益企業とほぼ同ーの原則に立ち，一方で原水供給規程

を定めて供給者の供給条件を明示して不公平な差別取扱の弊害を防ぐととも

に，受給者の契約上の権利義務を明らかにしてその経済的地位を確保する必

要がある。これらは，すべて水資源開発公団法にその法律上の根拠を明らか

にする必要がある。

また，この意味での料金制と前述の負担金制との関係については，－すべて

を料金制とするべきかp 特定者に対しては負担金制をと りつつ，例外的に料

金制をとるか，という問題もあろう。 水の使用の合理化をはかる意味では，

すべて料金制によ ることが望ま しいけれども，負担金による余地をなからし

めるのも現実的には妥当でない場合があろうと思われる。 これらは，すべて



三島 ：水資源開発における利用者負担金制と原水供給料金制について 29 

事例ごとにその取扱いを勘案すベ‘きであって，場合によっては，従来のごと

き，負担金が望ましい場合もあろうが，場合によっ ては，すべて料金制をと

る場合が望ましい場合もあるであろう。今後の問題としては，すべて料金制

に移行し，水道事業におけるごとぎ完全な意味での料金制をとることが望ま

しいであろうが，過渡的に一挙にそのような事態に飛躍するのは現実に（れ、

かがであろうか。場合によっては維持管理費等年々の必要経費は，定量的で

はなし、から，料金制をとることが容易で為ろ うとも考えられる。 この問題

は，種々の事情を考慮して3 現実的に妥当な結果を得るよう幅の広い弾力的

な運用をはかることが望ましいであろう。

7. 水資源開発料金の基準

水資源開発料金の基準に関連し，一般的に経営学的に公益企業と呼ばれる

公企業において，公料金の基準として考えられている原則を概観する。

( l ) 公益企業の特性としてその生産する財またはサービスについて非移

転性すなわち地域的独占化の一般的傾向があり，また，生産される財または

サービスの生産費的特質として総生産費中の固定費の占める割合が大きく，

生産増加量に比例する付加的費用は一定または軽減され，固定設備に分制可

能性に関する強い制約がある等の理由により一定量以上の生産規模である必

要があり，また，需要の価格弾力性が低いため，個々の需要者にとってその

主観的価値が平均費用より通常大である度合がきわめて大きく，大部分の需

要者にとって，いわゆる消費者余剰が大きいという ことがあげられ，私経済

的視点に立ち利潤の最大化を許すならば，大規模生産の利潤に加え，市場価

格面の独占価格操作により莫大な利潤をあげ得る とともに，公益企業の価格

機構はその社会経済的特質のゆえに私企業的利潤最大の原則をはなれ何らか

の意味で社会厚生的最適性とし、う基準に照らし，企業の社会的限界費用と料

金が一致するように議論が進められている20）。

このような特性により，政府機関による公益企業の規制の主要目標は，

合理的かっ無差別な料金，適正なサービスの二点を中心として行なわれてい

る。すなわち，サービスの普遍的提供の義務，最高能力におけるサービス提

供義務，安全かっ十分なサービスを提供する義務が一方で課せられるととも

に，独占的利潤の追求を抑止し，合理的価格でサービス供給が行なわれるよ
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う価格決定の原則が法的に明示せられ3 公衆保護の目的を達成している。

公正かっ合理的な公益事業料金の内容に，総括原価方式（総費用＋適正利潤〉

または公正報酬原則方式 （広義の営業費＋事業財産の公正価値に対する公正報酬）

の2種がある。適正利潤，；；：，追加資本の調達可能性を基準とし，公正報酬率

は原始原価基準により減価償却の基準により定まるものである。公益企業の

総括原価を販売量で除した値が料金の単価である21）。

( 2) わが国の公営企業料金の原則は，原価補償の最低料金かっ，企業の

独立採算の維持を 11襟にし－(l、る といえよう 22）。しかし，個々の料金は，サ

ービス原価のほか，需要者の負担力，その他の政策的要素が加味さ れてい

る。しかも公営企業の場合における「原価」は資本報酬を必要としない（政

的の無利子の出資等がある）等の事情を反映し，営業費，減価償却費，支払利

子等に限定され，電気， カボス等の公益企業における公正報酬を含まない。例

えば，国鉄運賃， 電話料金， 郵便料金は，法律が基本的に原価主義の料金体

系をとり 3 地方公営企業の料金はそれぞれの事業法により主務大臣の認可を

受け，適正原価主義（自動車運送事業は適正な利潤を含む）の体系をとってい

る。 このほか，地方公営企業の営造物使用料と本質を同じくしながら，使用

の受益の範囲内における実費主義を とる有料道路，下水道，港湾，漁港の使

用料がある。以上は3 いずれも 3 公益事業における事業の報酬，諸税 （免税）

を含まないのである。公芭ー企業と私営公益企業は明確に区別すべきであり，

持に，水資源開発事業は，公営企業の料金体系である原価主義にさらに実費

的要請を加味し個々の料金を定める必要があろう。

( 3) 次に，個別的料金単価の決定については一般に原価の機能に対応し

て需要者料金（公益企業施設の生産能力に依存する需要者原価部分に対応するも の

で，生産量の増減にかかわり なく固定的），供給量料金（供給量の増減に弾力的に依

存する生産量原価すなわち単位F当り恒常費に対応する部分）および需要量料金（需

要者当り均ーのもので，需要者施設，言十器等から生ずる諸費用，料金徴収費等需要者

直接経費に対応する需要者原佃iの部分）の三部料金に構成できるが，実際は，定

額料金と従量料金の二部構成が考えられている。したがって公益企業料金の

基本形式は，定額料金，従量料金および二部料金（ホプキンソン料金）の三者

があ り，実際は，需要の種別，大ノト等にしたがし、料率に種々の差別が付され

ている。原価の可変的部分が固定原価に比しきわめて小て’ある ときには，可
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変費はほとんど無視し得るからー需要者の負担すべき年間原価はその最大需

要に比例することとなり，定額料金が合理的となる。この場合は，料金計算

が簡単で，計量器を必要と しない利便があるが，契約された量の需要を十分

に持続しない使用者にと

ので、P 浪費を伴なう傾向は免がれ難いこととなる。水道事業は，投下資本と

営業収益の比は10対 1程度であり，供給水量に対 し，揚水用電力費を主体と

した維持費が要るのみであるので，水道料金は，栓口数，室数， 建物間口，

支栓施設の大きさ等により定額料金を採用している事例が多いが，最近は，

11<..の浪費を防止するため従量制に切り替える事例が増加している。

すなわち，サービスの需給関係が複雑となるに伴なL、3 企業者の収益確保

と需要者側のサービス使用条件に応じた支出とし、う要求に最もよ く適合し得

るような仕組みの従量料金が普及されてきた。企業者側としては，最低の収

益を確保するため， 最低料金を採用 して，需要昂応サービスに備え，需要者

の最低料金のもとにおけるサービス量の原価を加算して算定されるのでら

る。従量料金のもとにおいては，直線式の均一料金と，消費水量の増進と と

もに単位料金の低減する区画料金とを併用しているのが通常である。水道料

金の場合，従量制を併用している場合には，衛生上の理由により最低料金制

を設けている。水道料金では，二部料金をとらないで，実質的に，定額的料

金をこのようにして用いているのが常でおる。水資源開発の料金も，これら

の要素を参考として， 種々の体系を考え得るが，農業部門のほか，水道，工

業用水道の各部門については，それぞれの料金原価を考えるか，あるいは共

通原価として，個別的料金において部門別の料金単価をとって合理的な差別

取扱いを行な うか，いずれに しても部門別の料金にそれぞれの負担力を加味

した差別料金となるのはある程度やむを得ないであろ うと考えられるお）。

( 4 ) また，有料道路は，料金徴収総額を一定期間に償還する制度となっ

ているが，水資源開発施設の場合には，ある程度の管理操作を伴なうので，

利水者のための操作は施設の耐用年数の間必要であるが，建設費の｛賞還を何

年間に行なうべきかは問題である。建設費は公団が立替支弁するので，その

借入金償還との関係を考慮する必要があるが，借換等の手段により，具体的

に料金が金利負担を増大せしめて耐用年数に見合う よう償還計画を立てるこ

とは可能であろう。しかし，水の価格の負担力の程度もあり，また借換によ



32 

る利子負担の増大もいちじるしくなるので，やはり，有料道路程度の20～30

年位が相当することとなるだろう と思われる。

あとがき

水資源開発の料金制の最大のねらいは，以上に述べたとおり，禾特定用水

需要に対する国家的立場における先行開発の促進と，用水需要の浪費を防止

し，合理的な水の利用の促進をはかることにあるものということができるで

あろう。わが国の用水需要は，年々逼迫の度を加えており，特定需要者に対

する水の利用の公平を貫くために，広く水の個別供給制度を要求する事態に

いたっているものといってよいであろう。勿論，こ の制度には，いろいろの

前提条件があり，自然的，社会的な各種の環境を整備し，政策的に推進しな

ければならない面も生ずるであろうが，われわれの当面する水問題の第 1の

目標を先行投資におき，先行投資を導入するための種々の研究を加えて対く

ことは，今や必要と思われる24）。

水資源開発事業はまだその緒についただけであって，長年にわたりわが国

社会に要求されてきた河川流水の総合開発を進めるために，今後多くの問題

を克服しなければならなし、。冒頭に述べたごとく，昨年夏の異常渇水におい

て東京都水道行政は， 一方で雨待ちの後向きの手段と，他方で水資源公団に

よる荒川の 1日40万トン緊急通水を促進する前向きの子段とに終始せざるを

得なかったが，今後は，後者の面に全力を集中して水源確保を促進し，前者

のごとき消極的態度に終始することは許されなL、。この意味で，水資源開発

の促進は時代の要請であり，将来に備えた水の先行開発を推進するための諸

問題を克服しなければならなし、。本稿は，売水制の問題点を探ることを目的

とし，今日われわれをとりまく水問題の所在に触れるつもりであったが，農

業用水の料金制，地方公営企業制，治水事業の性格等法律，経済，経営等各

般にわたる各種の問題点を包蔵しているため，その意図にもかかわらず，枝

葉の問題点に終始した感があるけれども，この資料が，今後この問題の検討

をすすめる際の 1つの踏み石となれば，望外の幸ぜである。なお，申すまで

もなく，本文中の見解はすべて筆者の個人的見解であり，何ら公的な見解を

含んでいるものではないことを付言する。

（経済企画庁，水資源局）
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16) 『南カリフォノレニヤ大都市圏用水供給区事業年報』（第24巻，1962年版等）

17) 田上穣治，『水道協会雑誌』，（昭和13年 7月）「水道事業の法律的性質」，竹中

竜雄， （向上昭和37年）「水道料金の理論的考察 I• Il」

18）仙波宏 ；『水温の研究』（昭和37年 8月号） 「農業水利の料金制について」

19）針回五六 ，『水路』（昭和37年 2・5月号）「農業水利料金制度に関する一考察

(1), (2）」

20）中村貢，『高速道路』（昭和37年 6月）「公益企業の適正料金」

21）北久一 ，『公益企業論』，竹中竜雄，『公益企業料金論』，竹中竜雄 ，『水道協

会雑誌』（昭和37年第334, 335号），「水道料金の理論的考察 I• Il」

22）辻誠二 ，『水道協会雑誌』（昭和34年 8月第299号）「公営企業の料金についてJ,

占部都美 ， （同上昭和30年 9月） 「地方公営企業の料金決定原則」

23）前掲公益企業論等，なお水資源開発公団業務部料金制度関係資料集

24）なお，以上のほか，佐藤武夫，『水利経済論』等の参考文献がある。
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