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司 会）
（
佐々木四郎（経済企画庁水資源局参事官）

1
. 昨夏の渇水と現在の水事情

佐々木 倦越ですが，司会をつとめさせていただきます。みなさんそれぞれベテラ
ソでおられるから，いろいろお話し願うとして，まず東京都の現在の水の事情を去年
の夏の渇水問題に関連させてお話しいただけませんか。 去年， ああ L、う問題があっ
たが，それ以来いまこうなっているということを，紹介していただきましょうか。
谷口

都の水道で問題になりましたのは，ご承知のよう に，多摩川の上流から水を

とっております貯水池系一一小河内貯水池，村山貯水池，山口貯水池の 3つを合わせ
まして貯水池系とい っておりますが，こ の貯水池系の渇水と ，それに伴う断減水でご
まいます。この総貯水量の最低が，昨年の 8月 20日の 346万 5,
0
0
0 トソ，満水時 2
:
1
意
2
,
0
0
0万トンに対して ， 1
.
6%の貯水量というのが底であったのです。この当時は， 50

%制限という第 4次強化の状態で，自 衛隊も応急給水に手伝いにきていた，最悪の事
態でありました。
幸いに，その前後に降雨があり，ことに 20日には水源地でも 82mmからの降雨があ
り，同時に 25日には，待望の荒川 ｜
からの取水もこの系統にはいるようになりまして ，
それ以来，制限も第 3次，第 2次，第 1次と緩められまして. 1
0月 1日以降ずっと今
日まで．貯水池系は 1
5%制限ということできております。現状は 1
5%制限と申してお
りますが，ほとんど出ないところはなし、。もしも出ないところがあれば，そこの局所
的な現象 ・原因と L、う程度でありまして ，現状ではだいたいどこも水が出ている状態
であります。きょうの貯水池の状況 （
40年 1月27日）を申し上げますと ， 3貯水池を
合わせまして 7,442万 2,000トンという数字で，満水時に対して 34% の保有量， 昨年の
きょうは 4.262万ト ンでありまして，それからみましでも， 3
,200万トン多いという状
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態であります。 この理由は，さきほど申しました荒川取水が，毎日だし、たい 35万トン
ぐらいはいっておりますので，これが非常に影響していると思います。そんなような
現状です。
2. 東京都の渇水問題の性格

佐々木 去年の東京の渇水の問題の性格というか，為るいは原因でも結構ですが，
性格的にいった L、どういうように理解したらし、 L、のか，そのへん，石橋さんからお話
し願いたいんです。当時，小河内に対していろいろ批判がありましたね。そういうこ
とも含めて，全体的にみて，この問題は，どういうように考えるのが L、いんだろうか
。 というようなことについて。
石橋

まあ直接の原因としては ，降雨量が比較的少なかった。しかもそうし、う年が

3年ばか り続いた。

これが直接に影響しているだろうと思うんです。

しかしもう 1

つ，その前の段階に，根本的な問題があるわけなんです。それは都の水道水の供給の
公称能力とし、 L、ますか，水利権をもっている水量と，実際に供給している水量との間
に， 1日量で約 100万トンの開きがあって供給量が上回っている。それだけ無理をし
ている点が，過去ずっと続いているわけです。
佐々木

ちょっと，そこのところがよくわからないんですが，無理をしているとい

うことがー
石橋

水利権で公認されている水量と，実際にとっていた水量と に，開 きがあるわ

けです。実際のほうが多くて ，公称能力をはみ出している。
谷口

現在の公称能力は 1臼245万トンですね。

藤田

拡張がおくれたということでしょう。

石橋

当然やるべき仕事が，それだけできていなかった。それを一時的にオーパ ー

・ロードさせて，無理に無理を重ねてきて，前、縫的なことしかやってなかったという
点、が，なんといっても大きなポイントなんです。
ところが，なぜそういうことになったかという ， もう lつ前の段階をみますと，こ
れは根本的な水利権の問題を，都単独でなかなか片づけられなかったとし、う問題があ
るんです。それが最近の情勢は ，水資源開発は総合的にやるという考え方に進んでき
ましたけれども，以前はなんといっても都府県間の壁というものがあ って， 簡単に片
づかないということが，直接の障害をなしておった。ま あしかしそういう障害があっ
たにしても ，私はも う少し都は努力をすべきだったということはいえると思うんで
す。というのは，火がついてから都知事が動き出して頼みまわるというんでは手遅れ
で，もっと早い時期に，そう L、う政治的な強 L、手を打つべきであった。それがちょっ
と手ぬるかったということは，ゐるんじゃなかろうかと思うわけです。そういった無
理を重ねてきているところへもってきて，たまたま貯水池系に年間の降雨量が少ない
ために，直接的な大きな影響がきたというのが，あれだけ大きな断水に追い込まれた

20

原因だろうと思うんです。
佐々木

降雨が少なかったとおっしゃいますけれども，東京都に限らず，一般に水

道計画をたてる場合の貯水池計画などの 降雨量の基準というのは，と＊のへんにおくん
ですか。
藤田

最渇水です。

佐々木

ということになると，降雨量が少なかったというのはどういうことです

、
台。
藤田

いちおう過去の最渇水を基準にして計画しておりましたが，ただ し、ま石橋さ

んのご説明がありましたように，オーバー ・ロードというか，計画以上に使った。貯
水池が計画どおりに使っておれば， 最小貯水量のときでも 6.000万トンぐらい，まだ
残る計画になっているんですが，オーバー ・ロードであったということは結局，水が
あるうち使ってしまわざるをえなかったというところに，問題があるわけです。
佐々木

もう少しはっきりつつこみますと ，小河内 の去年の渇水は，あの気象条件

では雨量が少なかったということが一般的にいわれるんですが，小河内をつくる時の
計画でとり上げている量と比較してはどうなんですか。
藤田

3 ヵ年連続してあれだけの渇水はなかったけれども，

1年 1年として考えれ

ば，ほぼあれに近い渇水はあるわけです。
佐々木 小河内の貯水池を計画するときに基準に降雨量を考えているわけですね。
その点でとり上け子こ降雨の量と，去年の降雨量と 比較すると
藤田

計画した年からみて l年を比較すれば，最渇水としては，ほとんど計画にの

せたものに近いんですが， 3年と L、う長期連続のものは計画時にはなかったわけです。
佐々木

3年間続いたというわけですか。それは降雨量だけみて・・..・。

藤田

ええ。

谷口

それと，いまの話の補足になりますが， 1日98万トンぐらいの水を引き出し

ているぶんには問題なかった。ところが，人口がふえ需要がふえる。貯水池にためて
おいて ，こ れしか出さんということはできな L、から， 100万 ト
ン
， 1
2
1万トン出したと
いうのが貯水池をカラにした原因ですね。
3. 気象の立場から

佐々木

どうですか，気象の立場からみて。

日下部 貯水池付近の集水域の問題，雨量の問題などについては『水利科学』に 2
固にわたって，斎藤錬ーさん（『水利科学』 No.29, 1963年 2月）と多賀さん（『水利科
学』 No.39, 1964年 1
0月）が詳細に説明されておりますので，あすこの流域の水のた
まり方の問題については，それをど覧願えればさらに申し上げることもないと思うん
ですが，集水域としては狭いということと ， しかも太平洋岸に位している貯水池にし
ては ，海岸 との簡に箱根の山があるものですから ，その山陰になって雨が少ない区域
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にあたっているとしヴ不利な点があると思うんです。しかし根本的なことは ，気象的
にみれば冬は北陸側のほうに，雪としての水がたくさんたまり，梅雨期は太平洋側の
ほうにたくさんたまるんだとし、う原則がありますから，やっぱり理想論からいえば，
両方の水が使える立場にあることが非常に有利なんで，その点ではやむをえないと思
います。
もう 1つ，雨の降り方で， 3年連続で雨が非常に少なかったというんですが，だい
た L、大きい雨が降って ，水がし、っぱいになるというのは，台風の雨なんですね。現に
あすこの貯水池がし、っぱいになったというのは，狩野川台風の年なんです。狩野川台
風があって，もう 1っその次の年にも大きいのがあって・ 1
藤田

伊勢湾ですね。

日下部

台風がきたときしかし、っぱいにならなし、。台風というのは ，日本では平均

して年十こ 2〜 3個はくる。けれども，それが関東地方のあのうまい位置にくるという
ことは，確率としてはかなり少な L、。たまたま，それがくればいっぱいになるけれど
も，そうでないとすると無理な点もあると思われます。とにかく梅雨期にシトシト降
る雨をたくさんためようというような水の求め方では，大東京の水源としては，これ
からは無理ではないか。台風を期待するということになると，台風というのはこない
年もあるしきても，その場所はいろいろでうまくはいらないかもしれな し、。そ うい
う点で，雨量のむらがあるということについても，考えなければいけないんではない
かという気がし 、
たします。
佐々木 小河内の貯水池には，もちろん雨量計はあるんですね。
藤田

あります。

日下部 集水域には，たくさんもっておられるわけですね。
佐々木
藤田

それをもとにしているわけですか。
ゐれだけの集水区域に相当数を取り付けて，小河内を計画いたしましたころ

から，全部私のほうで測定しております。それから気象庁のものと，山梨県のほうの
も参考にして ，だいたい 40年ぐ らいのものを使って計画しました
佐々木 去年の渇水問題のとき ，東京の雨量計をもとにして雨が降らないという議
論と ，一方では小河内の雨量計をもとにして雨が少ないとし、う議論がこんがらがっ
てしまって，雨が少ないというけれども，東京はたしかに少ないが，小河内ではそ
うでもない。つま り小河内ではこれ位の雨量はそんなに少ない方ではないと L、う議論
が，なにかチラッとでていたような気がしたんですがね。
日下部 一般に，山寄りのほうが雨が多というんですけれども，あのへん はあんま
り多くないんで，統計的にみると ，東京と 大差ない数字なんです。貯水池の集水域の
年聞を通じての雨量が東京と似たような数字であるということはし、 L、かえると，せっ
かく山のほうに貯水池があるのに ，山は雨が多いという一般的な利点があまり有効に
はなってないという気はいたしますけれども −
−
。
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石橋

貯水池ができてからあとのあすこの雨量と ，それからできる前の過去の雨量

と，なにか変化というものはゐらわれないですか。私，そういったダムができて湛水
すると，局地的な気象条件が若干変わって，雨が少なくなるという話を，だれかに聞
いたことがあるんです。
藤図

磯野先生が人工降雨の実験のとき ，あれだけの水面があると，気温に変化が

生ずるということをいわれて L、ますし，私ども調査にはいったり，建設途上にありま
したころは，毎日のように膝雨があったんて すが，あれができてからは少ないように
e

思います。しかしこれは，われわれしろうとが直感て いうことじゃないと思いますが
e

ね。
日下部 多少そうし、う傾向はあるにしても，あれだけ大さい水の量となると，どれ
ほど影響があるか，あまりはっきりしたことはわかりません。
藤田

ただ，いまの問題をちょっと補足させていただきますと，計画のときでも ，

いちおう雨の年ごとのバラツキがあることはわかっておりますから，将来のことを過
去の記録でやるというのはおかしいんですが，台風のあったときに満水になるという
仮定のもとに 30何年，40年近くずっと差引き計算をやっていて，結局いちばん長期に
満水にならない期間，

1
,
2
0
0日以上もの長期の渇水を考慮して，

その時点においてあ

の貯水量を必要だと決め，そして最大98万 トン とし、う数字を出しいてるわけです。そ
れからさきほど申し上げましたように，あれは狩野川台風ならびに伊勢湾台風でいっ
ぱいになったんですから，もしあの時点から 98万トン使用で，制限給水ぜんぜんなし
000万 トン ぐらいたまっているわけです。
で昨年 8月20日ぐらいまでやってくると 6.

4. 水道用水計画は最渇水を考慮して樹立される

佐々木 私がこうし、う質問をいたしましたのは，あとでお話がでると思いますが，
こんど今年の夏の対策に緊急水利連絡会というのができましたね。あの場合，利根川
系統からの余剰水がどれだけ必要かとし、う計算をやっていますが，たしか過去の雨量
記録について幾つかの グループに分けて， 少ないものから順に第 1グループの場合は
こうなる，第 2クソレープはこうなるとし、う方法をとった。つまり最渇水というものじ
ゃなしに 1つのグノレープに含まれてる各年の平均値，それをとって計算されていたと
記憶しています。一般論としてたしかに水道用水というのは，直接料金に影響します
から，あまり安全をみすぎるというか，過大な計画を立てると不経済なことになる。
そこで水道計画でもそうし、う意味合いでは経済性は考えなければならないでしょう。
すなわち，水道用水の計画のとさに ，過去の最大渇水をとるとしたら普通の年ではほ
とんど貯水池の水を全部使い切れなし、。つまり余分の水をためている。もっとも小河
内の場合，こんな ことはあり得ませんがね。あくまで一般論としていっているわけで
すが，そうし、う不経済論もお ζ ってくるということはありませんかね。
藤田

それはたしかにそうなんです。しかし過去の記録に非常に悪い年もあったも

〈座談会〉東京都上水道の現状 と将来

23

のですから，河水を高度利用するには不経済でも止むを得ませんし，今日までの水道
計画は，全部最渇水でやっているわけです。
佐々木

だいたいそういうことですか。計画をたてるときの一般的な考え方です

な。つまり ，自然の雨が河川に流出すればそれだけのもの は貯水池 なしで得られる。
藤田

私どもいちばん最初非常に困ったのは，発電が第 2位ぐらいの渇水に対 して

計画して ，最渇水のとき は
， 少 し節電してもとし 、う考え方なん です。それで最渇水で
計画する水道とちぐはぐでした。この計画はできあがらなかったんですが，多摩川の
総合開発計画を検討したとき，関係のみなさんとご相談してやったときも， そ うい う
問題がでて非常に議論 した問題です。
佐々木
石橋

石橋さん水道用水計爾というの は，だいた L、最渇水ということですか。
だいたい最渇水ですね。ところが今後は，ちょっとそうは し、かなくなるんじ

ゃな L、かと思うんです。 というのは，そういうとり方をしていたんでは，なかなか水
がとれな L、。そうい うこと が何年に l回ぐらいあっても，そのとき は使用の制限をし
てお互いに我慢し合うとし、う考え方にはいらざるをえないところが，地域的にあるん
じゃないかと思いますね。
佐々木

去年の渇水 さわぎのよ うな時には，責任者の側は何をいっ，
ても一般の人々

には弁解にしか聞えませんね。
石橋

小河内無用論なんていうのが，

あのときだいぶでましたがね。 しかしこれ

は，さきほど話がでましたように，あの河川に対して入れ物が大きすぎたということ
は
， はっきりしてますね。 もっともあのダムを計画した当時の都の情勢として は，ほ
かの J
l
lからもとれなし、から，最終的に多摩川を洗いざらい利用するんだという三考え方
であったと思うんですけれども，結果的には，ちょっと大きすぎたということになっ
たのかもしれないんです。
5. 利根川の水利権

藤田

それは計画の当初から，東京市のなかでもあった問題で，第 1：
番に利根川

を，次に相模川｜を，荒川をとし、う比較案を出したんですが，どれもこれも水利権が得
られないんで，東京府内を流れている川を使わざるをえなかったということが真実の
ところなんです。
佐々木 水利権の問題があって，普は利根川にも予が出せ なか ったと いう 事情はた
しかに あったで しょう 。
ところで，今の事情はどうでしょう。当時とだし、ぶ違いますからね。 どうですか，
いまは情勢が違うわけだから，

その当時の問題をふりかえって，

これから東京の水

は，矢木沢，下久保，それから利根導水ができれば，利根川からはし、ってくるわけで
すが，あれだけでもまだ不足するでしょうが，ああいうことをやっているが，東京都
としては過去のそういう苦い経験にかん がみて ，まあまあ，あれで L、
L、んじゃなし、か
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とか．あるいはもっとこういうふうにしたらし、 L、じゃないかというようなご意見はな
いですか。
藤田

それについては ，水資源開発審議会でフノレフ。 ラン をたてていただいておりま

すから ，現在， 利根川系 の拡張事業として，

1日 120万トン の拡張を実施しており，

昨年 8月25日に，暫定措置ではございますけれども ．荒川
｜ から取水させていただ L、
て
いるようなわけで，こ れの完成を 1日も早くやりたし 、と思っ ております。これは矢木
沢，下久保ダムの 水 源 措 置に関連して，私ど もは ，受入れ体制を着々やっておりま
す。フノレフ。ランのほうには，さらに区部の取水量，ならびに 3多摩が水に困っており
ますので，あわせて 154万トンを，そのなかにいちおう織り込んでもらっているもの
ですから ，いろいろ厚生省にお願いして，私ども，受入れ体制のほうは L、まのところ
44年度いっぱ L、ぐらいに実施したいとし、う意気ごみでやっております。

ですから ， これに対する水源措置のほうも，神戸ダ ムその他関連のものを，国のほ
うもなんとか急いでやっていただきたし、。ところが，この考え方は 45年でいちおう需
給のパランスがとれるというものですから ，さらに区部のほうの伸びもありましょう
し
，

3多摩のほうにもまた伸びていくと思いますのそれから東京湾埋立その他ピノレ用

水規制，工業用水のほうに転換するものとがし、ろいろあると思いますから，上水だけ
でなしに，さらに関東一円からの水源獲得に努力したし、と思っておるわけです。
6. 15，
%節水の意味，地域的アンバランスの是正

佐々木

5
ちょっと前にかえりますけれども，谷 口さんのお話のなかにあった現在 1

%制限しているが，実際はほとんど水の出ないところはないんだといわれましたが，
これはどうし、う意味ですか。
谷口

出の細いところがあるわけですね。シャ ー ッと快適に出な L、。時聞をかけれ

ば，まあまあ用はたりるという程度になっている。
佐々木
谷口

時間的な制限じゃないんですか。
はい ，流量です。流出の度合いです。
24時間全部出る。

佐々木
谷口

はい ， 1日の水量で 15%節水しているとし、う段階です。

石橋

チョロチョロしか水が出なし、から，自然と節水になりあまり使わないという

ことです。
藤田

宣伝がきいて L、るからか，みなさん節水していただいている点はあるかと思

いますね。
武藤 都民の立場からおうかが L、したし、んですけれども ，たまたま私どものおりま
すところは， 水の出のもっとも悪いとこだったと思うんですが，それがし、まは実に出
すぎるぐらい，夜なんかブノレプノレッと管がふるえるぐらい水圧が強く出るんです。そ
れでこれはいいんだと思ったんですが，いまのお話ですと ， これでも 1
5%節水してい
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る。従来いちばん条件の悪いところと思われた私どものところでも，あれだけ景気よ
く出るんですから，こうし、う際に節約してためておくとし、う意味から， 20%, 25% に
節水しても ，だれも気がつかずに節約できるんじゃなし、かという気がし、たしますのと
（笑声）水源を大いに確保して，浄水施設を拡充していただく。これが L、ちばん大事
なことじゃな L、かと思いま す
。
それにしても，さきほどお話がありましたように，いちばん強い制限である第 4次
制限でも， 50% しか制限していない。水というものは使いようで， 50% 出り平結権な
んです。ところが悪い地域じゃ，ゼロになるわけです。これはおそらく地下の配水管
とか，いろんな事情はあると思うんですけれども，将来相当原水を確保していただい
ても，東京都のそうし、う条件の悪いところは．また水が出ないんじゃないか。配管そ
の他の方面を拡充して．大きな不公平をなくすようなご努力もお願いしたし、と思うん
ですが，いかがでございましょうかね。
谷口

いまの 1
5% 制限，あるいは 50% 制限というのは，貯水池系だけの話でありま

して，都の水道全体としては，制限してないところもあるわけです。おたくのほうの
管がふるえるぐらい出るというのは ，最近，多摩川の下流が渇水で取水状況が悪いん
ですよ。そんな関係で配水系統を変えまして，他の系統から補給しています。おたく
はたまたまその影響で調子のし 、いほう に含まれたという ことだと思うんです。地域に
よっては ．いまだに悪いところと，それこそよすぎるところとあるんです。これは去
年の夏ももちろんありましたが，今年の夏そういうことがあっちゃいけな L、。大シワ
が寄ら ないようにしようということで，具体的に対策をとりつつあります。この夏を
目標に，各系統を太い管で連絡すると し、う工事をしておりますから，それでだいぶ緩
和されるだろうと思し、ます。
佐々木

都のほうは 5割制限といっているから ， 1日のうち半分は出るんだと思っ

たら高台は丸々 1日水が出ないとい ってずいぶん騒ぎましたな。それで自衛隊が，プ
ラスチックの容器に入れた水をトラックで、配ったりした。今年の夏はそういうことは
ほとんどな L、。つまり 5割制限が仮りに起こったとしても，それは l日のうちの半分
の時間は出るんだ，そういうふうにうけとっていいわけですか。
谷口

まあ，そう考えていただいてし、し、と思いますね。 5剖制限はもちろんないつ

もりですし，極端なアンバランス はないと考えていただいてし 、
L、と思います。
佐々木 去年の問題は，それが大きな問題だったですね。もし 5割制限しても ， 1
日のうち半分出れば L火、とはいわんけれども， なんとか之しきを分かちあう というこ
となんですが。
谷口

もう少し補足しますと，たとえば電気ですと，高低に無関係にスイァチを入

れれば一瞬でどこへでもいくわけですね。ところが，水道はもの自体を運ぶ。そこで
時間給水となると，低いところは公示した時間以外は，水が出ても使わないでいただ
またし、。低いと ころ で使わなければ．その先の高いところはいつからいつまで水が出
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ますよ ， ということをわれわれのほうは PR しているんです。それなのに低いと こ
ろは，いつでもひねると出るから公示の時間外にも使っちゃう。そうすると約束した
時間に高いとこ ろは出なし、。そういう こと で，なんといっ ても高台でも末端とい う所
はシワが寄っ ちゃうんですね。
なんとか小型のポンプでもつけて公平にいくようなことはできないんです

佐々木

ヵ
、
。
谷口

おっしゃるようにそういうキメのこまかし、ものを，さらに増設中です。

7
. 漏水の問題

もう 1つ，漏水ですねコあれはもう少しなんとかならんもんですか。

佐々木

谷口

漏水， もちろん都としては ，今年度も， 7億円の金を漏水防止作業に使って

おりまして，関係している人員も約 600人余で，毎日 一生懸命やっているん です。配
水管の総延長 7.
080k
m で管齢が 70年ぐらいになる管もあるし．新しい管もあります
が，なかなか これがとまらないんですね。給水管つまり個人の管からの漏水も多 いの
です。これをひっくるめて止めています。
佐々木
藤田

都の今年の水道予算と来年の水道予算と比較すると，どう なんですか。

今年は 527億円 （
内拡張費 303億），来年は 705億円（内拡張費 376億）ですね。

佐々木

そのぐ らいの オーダ ーですか。そうすると ，漏水止に 7億円ぽっちじゃ少

ないんじ ゃな し、かな（笑声）。
これはほとんどが人件費でございます。経常費予算は 197億円 です。

谷口
佐々木

しかし考えてみると，小河内系統だけでも 1日 100万トンでしょう。 2剖

という と20万トン，大きいですね。
谷口

大きいです。

佐々木

だから私も あのと き，ちょっとお話 しした こと があった んだけれども ，い

まお話しの古いパイプと L、うのは，どこだということはわかっているわけでしょう。
それはどんどんやり替えるというのが，非常に有効じゃないですかね。
谷口

ええ ，いけ替える とい うの がし、ちばん有効なんです。と ころ がし、け替えると

なりま すと，生きている管，つまり 水の通っている管をいけ替えることであり ，さら
に，市街地ですから路面交通はさ かんであり， 地下はほかの埋設物が網の自のよう に
はい っているもの ですから ，容易じゃ ない んです。それで極端な漏水区聞は L、け替え
をやっておりますが，そうじゃないと ころは ，局部的にその場所，その場所の管を取
り替えたり修理したり ，管の継子を締め直したりしておるわけです。
佐々木

石橋さん，日本だけじゃなしに世界の各都市をみ て，だし、たい水道の水の

ロスというの は，普通ど のぐら いあるもんですか。
石橋

0% ぐらいは避けられないんです。 ところが純漏水のほか
純漏水と しては， 1

にメータ ーにかからない公共用の水がある 。たとえば火災のと きの消火用水と か，公
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園の中の水飲み栓とか，利用はされているが， メー ターにかからなし、小流量がありま
す。公共用のものはメータ ーがついていないで流している。これも区別ができないの
でいちおう漏水といっしょに扱っているわけですが，それにしても日本は，全国的に
ロスが多いんですの これは 1つは 構 造上の問題があるんです。外国の都市というの
は，同じ人口のいれものでも，建物が比較的集約しておって，高い構造の建物が多
い。日本は平面的に発達しているものですから ，配水木管から分かれて各家庭にはし、
っている給水管の延長が，非常に長いという点がある 。おそらく 東京都の配水管延長
は 7,
000k
mぐらいで，給水管延長はそれの数倍ぐらいじゃないかと思うんですが，漏
水の大半，

80% ぐらいまでが給水管の漏水なんです。配水管で漏っているというの

は，漏水のうち 1割か 2剖しかな L、。結局しらみつぶしに ，各家庭に入っている細い
パイフ。を直して L、かなければ，漏水はとまらなし、。 外国の都市は大きなピノレが多いで
すか ら，太い給水管で一指し て入れてしまえば，あとは漏水の少ない屋内配管なんで
す。だから漏水が非常に少なし、。 日本は，

土の中へ埋める分が延々とのびる。この

点，構造上の問題が非常に大きく影響していますね。
それにしても， 日本の 6大都市のうちでは東京は漏水が多いほうなんです。ですか
ら都のほうでもう 少 し漏水防止に努力 していただし、て，困難の程度は，さっき谷口さ
んか らお話があ ったんですけれども，大阪にしても横浜にしても戦災を受けています
し交通事情その他条件としては同じで，ただ大阪のような都市がし、くつかくっつい
ただけと考えればし、 L、わけで，大阪の程度までもっていけ ない ことはないと思うんで
すがね。
佐々木
石橋

大阪はどのぐらいですか。
有収率（配水総量で料金化された全水量を割ったもの）と L、うので，大阪は

7
5〜7
6% ぐらいだったと思います。東京は 6
5〜6
6% じゃなかったですか。 1
0% ぐらい

の開 きがあるんです。ですから努力目標として 1
0% というのは，さきほどのお話のよ
うに，夏の 1日最大給水量を考えますと， 30万トンの水 を浮かしうるというのは ，非
常に大きな水量だと患います。なんとしても漏水防止 ということに，都も努力してい
ただきた いですね。
佐々木

とくにこの夏の渇水の準備としてやられているのは，さきほどいわれた，

去年，部分的に水がなかったところは，なるべく出をよくしていくということと，そ
れか らいまの漏水 も，不十分ではあるけれども一生懸命やる 。そ のほかなにかありま
すか。
谷口

それと，建設のほうでやっている利根川の開発，これなんかタ不でございま

すね。
8. ふたたび気象の問題

武藤

日下部さんにおうかがし、したいんですけれども， 3年間渇水が続いたという
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お話がございましたが，さきほどの斎藤さんと多賀さんのご研究によりますと雨量と
してはたいして少なくはないんですね。どうも 近年，これは私らがただボン ヤリ と感
じることですけれども ，諌早，狩野川台風以来，集中豪雨式の雨が多くて，昔の台風
のように広く水源地に襲来して， 利根川や淀川があふれた という大がかりな水害は，
少なくなってきたような気がするんです。集中豪雨が降水の主体となるということに
なると ，利水上さまざまな不便を生じ ，ことに小河内の場合は非常に危険なことにな
るのではないか。関東地方全体としてみれば，方々に局地的豪雨があるが，小河内が
それを確保できる機会が減ってきたような気がするんですがね。
日下部

それはよくわかりませんけれども ，だいたいの傾向からみて，終戦後，雨

が非常に多い時期があって ， それからいまは雨が少なくなっている時期であること
は，たしかだと思うんです。しかしまた一方，貯水池の貯水量のグラフをみますと，
梅雨期から台風期にかけて ，貯水量はいつもかなり回復 してはおりますが，完全に回
復し切らないで年々下がっている。あのカ ーブを見た感想、としては ，水が少ないとい
う感じよりも，使い方が激しいことのために貯水量が回復しきらんで，年ごとに貯水
量の山が低くなっていっている。毎年の傾向は同じような傾向にな っていますね。そ
うし、う意味で，昨年の大渇水はたまたま狩野川台風のような大きな雨がやってこなか
ったということもあるけれども，使い方が激しかったという感じがし、たします。さら
にもう lつは ，最近雨が少ない時期になっているということであって，両方が重な っ
たためと思います。
最近，集中豪雨が多い，雨が降 るとなるとまとまって降るということがし、われるん
ですが，それも実際上たしかなようですね。しかし 1つには，昔の大雨の記録という
のは，深い山の中には雨量計がなかったから ，大雨が降っ ていてもわからなかったと
いう説，こ れもたしかだと思うんです。昔は ， 1日で 200mmも 300mmも降るなんてし、
う実測値は少なかった。終戦後，山の中に雨量計ができてから，台風がくるとか，あ
るいは梅雨期末期の豪雨だと， ひと雨 2〜3 日の聞に 1,000mmとか 900mmという のは ，
ぎらに出るようになりました。私は ，ほんとうに雨がそんなふうな激しい降り方にな
ったとみるよりは，観測がそうし、う値をレポートしてくれるようになったから，実態
がわかってきたという感じではないかと思います。
いまの話に関連して ，戦後，雨が多い年と少ない年とに周期があるという

佐々木

ことは，やっぱりいえるんですね。
日下部

ええ，たとえば関東地方に限ってみましても，終戦後のときは，キャスリ

ン台風，アイオン台風と続けざまにやってきて ，大きい洪水がありましたけれども ，
最近は狩野川台風以後，あまり大きいのはそうこちらのほうにはこないというような
ことで，台風のほうのむらはたしかにあると思います。
石橋

日下部

やはり年降雨量の大周期というようなものがありますか。
それほどはっきり周期的ではないけれども，変動があることは事実でしょ
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う。 もう lつ最近よくいわれているのは，この数年は太陽の活動がし、ちばん静かな時
期に当っています。そういうときにはなにか異常が多いんだといわれています。たし
かに台風についてみても，昨年は台風20号がきましたけれども，

1昨年は台風の来襲

が非常に少なかったんです。その前の年も，まるっきり台風の来襲はなかったといっ
ていい状態でした。 2度あることは 3度あるというか，それとも 2年続けてこなかっ
たか ら， 3年目にはあるだろうとか，いろんな考え方があったけれども，結果的には
昨年は 20号がやってきた。しかし関東地方にはあまり影響がなかった。ですから大き
い変動はあるようですが，周期的というほど，はっきりしたものではない現象のほう
が多いようです。
佐々木

そうすると今年の夏は，水のほうはまた非常に使う時期になるわけです

が，気象的には，去年のようなああいう事態が起こりうる可能性は....・ 0
日下部

だけど，昨年は 1月に非i
常に雨が多くて ，予報がはずれて因ったんですけ

れども（笑声）今年の 1月は雨が少ないですね。 まだ半分ぐらいしか降っていないん
じゃな L、かと思います。それに今年はなにが起こるか， まだよくわからなし、。 という
のは ，昨年は台風が発生しなかったんですけれども，今年はすでに台風 2号というの
が出ているんです。
佐々木 冬 な の に

・。これは非常に珍らしいんですか。

日下部 特に珍らしいというほどではないけれども，台風が 2つ続けて発生したこ
とはまあ珍らしいほうの部類に属する 。そんなわけで，まだ変動の多い状態が続くん
じゃなし、かと思います。昨年でも，東京の貯水池系統のほうは，早魅で困ったんです
けれども ，山を越した向こう側は，山陰，北陸豪雨があって，要するに梅雨前線が少
し北にあがって停滞したために，その地方は丹念にやられた形なんです。
佐々木

それは向こう側ばかりでなしに，昨年も 利根川系統の農業関係では，一時

早舷だといって騒ぎたてたけれども ，結局は水に不自 由せずに農業なんかもやってま
したね。相模川のほうは，ちょっと問題が起こってましたが…一。
日下部

ですから平均して日本全体としてみれば，水のパランスがそう悪いという

わけではない。梅雨の場合だと ，前線の具合で希望しない場所にまとまって降ってし
まうと L、う形があるんで，昨年も梅雨前線がもうちょっと下がっていれば，こういう
ことにならないでいたんですけれども・

（笑声）。まあ私どもとしては，長期予報的

な観察をする場合には ，現在の技術では巨視的な傾向しかわかりませんので．日本な
んて非常に小さいものですから ，それのなかで， こっち側がぜんぜん降らないで，向
こう側が大雨だというと，一般に水のパラ・ノスから考えれば， 日本全体としてはそう
変ではなかったということになるかもしれません。長期予報的に，ことにあすこの貯
水池の中にたまれなんていう問題になると，非常にむずかしいと思います（笑声） 。
9. 現貯水量のセーブ
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おそらくそういうことかもしれませんので，今年の夏も，雨を頼りにする

佐々木

ということはあるわけですな。小河内の場合は，多摩川という小さな川にかなり大き
なタ．ムができて ，気象の関係からもさきほどお話のあったようなことですが，いまは
たまっておるとし、 L、ながら，全体からみれば34% 程度です。あれをもう少し有効に，
たとえばよく新聞に出ます笛吹川などからの導水計画はどうなっているんですか。
藤田

いろいろ検討しているわけですが，さしあたっては，国のほうにもお願いし

て調査してもらっておりますのは ，利根川 の余剰水を暫定的にいただいて，その分だ
けでも貯水池の引き出しをセーブしようというのが，今のところ第 l番の方法です。
いまお話しの笛吹川とか，さらに速く千曲川の水を小河内に落とすということも，関
係県の問題がし、ろいろありますが，たしかにコストの点が見合えば大いに有効で，そ
のための浄水場をつくるというよりも，いまでは弾力性がありますから， もってくれ
ば，そのままズパリ有効に使えるわけです。 しかし小河内とは山 1つむこうという関
係で，雨量の点では笛吹川なんかも大同小異ぐらいですから，笛吹川だけですとちょ
っと割高になるんで，なんとかもう少し水量的に恵まれればと思っているんです。そ
れでなんとしても ，第 1に利根川のほうを暫定的に使わしていただし、て，貯水量を少
しでもセーブしたいというのが，いまのところの考えなんです。
佐々木

ところが，あれは余剰j
水利用でしょう。そうすると不安定給水ですね。い

ちおう過去の記録からいって，これだけとれそうだということを計算しますが，とに
かく余剰がなければとれない。利根川から水が入るようになったから，もうこれで大
丈夫だと安心してしまうわけにはまいりませんね。
藤田

その問題については ，余剰水ということで暫定的にお願いしておりますけれ

ども，冒頭にも申し上げましたように，小河内も計画どおりの使用方法をすれば，私
どもはいまでも大丈夫だと考えておるわけです。そして現在，いちばん水を使わない
ときですら，荒川｜
からの お万トンを入れて， 110万トンぐらい貯水池系から出してい
る。 これは上水にしてそれだけですから，原水にすると 120万トン以上のものになる
と思います。そうすると荒川｜からのものを差し引し、ても ，原水を 85〜90万ト ン出して
いるということは，使いすぎなんですね。 1日最大98万トンですから，平均でも貯水
池系は 85万トン以下の計画なんです。そういうことから考えますと ，計画どおり使 っ
ていくように，早く次々と拡張を進めていって ，小河内を計画どおりさせてやりたい
というのが，われわれ関係したものの願いなんですがね。
佐々木
藤田

佐々木

いまはだいたい計画どおりやっているわけですか。
貯水池からいま出ているのは ，計画より，ちょっと使いすきfですね。
荒川｜
からのお万トン送水 と，水の使用が比較的少ない冬期ということから

いえば，水量的には，ほほ現状は計画どおりということですね。
藤田

だいたいそんなところです。
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10
. 広域的視野から処置せねばならぬ

そうすると，この事態でずっとし 、
って一一渇水期とし、うのは 4〜 6月です

佐 々木

か。梅雨があけてからですか。
過去の実績からいいますと ，いちばん渇水は梅雨 まえころまでです。 5, 6

藤田

月ころまで減っていって ， 7月 ぐら L、から増加しているのです。
佐々木

いまの 7,400万トンと L、う数字ですね。このままの状態で，荒川 ｜
からの お

万トン，小河内 も計画どおりずっといって，夏の渇水期にはいる。そうすると 担当さ
れている立場からいって，だいたい今年の夏は，去年のようなことは，まあ起こ らん
といえるんでしょ うね
。
それはまた余剰水の話になりますけれども ，いまのままいけばからになるわ

藤田

からの導水を完成して， 36万ト ンを
けです。ですからやはり 2月いっぱいに，利根川 ｜
72万トンにふやし，また 5月からは濯淑期ですが，施設能力を 88万トンまで増加し．
9月までには 132万トン取水できるようにして ，いただけるときだけでも取水させて

いただくというようにもって L、かなければ，この夏はどうしても需要のほうもふえる
時期になりますから，制限なしに出すと，給水のほうが追いつかないわけです。貯水
池系だけで，年々 1割 ぐらいずつふえているんですから。
佐々木

いまのお話は，東村山の標準能力を規程どおりやれば，小河内の水は計画

どおりたまっていくんだ。ところが需要が大き L、からたまらない

。 東村山は建設

をほぼ終わっていますな。そうすると小河内にオ ーパー・ロー ドをかけないで，需要
のふえた分を全部まかなうようにする方向というの は，どういうことなんですか。ま
た別になにかつくっているわけですか。
藤田

それはいまや っている 利根川 の拡張事業ですね。

佐々木
藤田

利根川 の拡張工事 というのは，東村山のほうにいくんですか。
この浄水場も夏には利根川系の拡張分ができ上がりますから，次の利根川の

水はさらに一部を東村山に，残りを朝霞と，金町の浄水場をもう 1回拡張するという
ことで，フノレプ ランの

154万トン に対する能力を増やすと ，小河内は正常に使えると

思います。
佐々木 金町系統と貯水池系統を連絡したのでしたね。
藤田

昨年 6月には 40万トン の連絡ができておりますし今年はさらに 2 ヵ所で連

絡しますから，どちらへでもいくようになるわけです。
佐々木 前は一部分しか連絡で きていないということだったですね。
藤田

それを全部つながるよ うにするわけです。これは

154万トンのとき ，44年度

いっぱいでないと，完全な連絡はできませんが。 ー。
佐々木
て少し

44年度 までには完全につなぐというわけですね。次に水利権の問題につい

。 これは非常に重要なんですが，実は私自身はこういうことを考えている
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んです。
こんど東京の水は利根川と結ばれたわけです。それから相模川の方もすでに結ばれ

JI
からの送水は何月何日までの約束だから，そ
ていますね。去年の渇水のとき ，相模I
れ以後は東京都には送れなし、。相模川のほうも水がない，ということだったのを東京
の水事情が極端に悪化したため，相模川流域の農業用水を調整してもらって元通り 20
万トン送った。ああいうことをやったのを考えまして，こんどは利根川と結ばれたん
だから，水の使用範囲がもっと広くなった。こうしてだんだん水の使用区域が同ーの
系統で広くなる。多摩川，相撲川｜ ，荒川，利根川がみな同一系統になってしまったん
ですね。こうなると，そのなかで自由に水が使えるように，いわゆる有無相通ずるよ
うになってくる。たとえば東京都民は飲み水も因っているのに，同じ系統の中の水団
地帯では，水のかけ流しをやっていて水が余っている。あるいは逆に，東京では冷房
とか道路の散水にじゃんじゃん水を使っているが，隣の県の水田は皐越で稲が枯死し
ようとしている。こうし、う場合が起こると思いますが， こんなときには水路でつなが
っていて ，同一用水系統ですから ，水の配分を操作することによって，そうし、う事態
をきりぬくことができる。そんなようなことをなにか考えなければだめだと思うんで
すがね。どうなんですか，水利権問題というのは。
藤田

いまのお話は，私ども非常にありがたいんで，そういうふうになってほ しい

と思っているんです。多摩川の水は，最大問万トンぐらいしか出せませんから，こん
どの計画でいきますと，いままで金町からとっておりましたもの 90万トン，それから
， 154万トン，全部合わせますと 364万 トンになる
こんど朝霞と金町でとる 120万 トン
わけです。この水が利根川筋 1；本にな るわけで，残りのものというのは，多摩川の貯
水池系は 98万トン，多摩川下流系の 35万トンと，相模川系は 20万トンを去年のように
10万トンプラスしていただいて 30万トンとして ，合計しても 163万トンで融通しよう

にも ，多摩川側からくる水は非常に少ないわけですね。ですから，多摩川 ・相撲川の
ほうから十分に取水できれば， 利根川のほうも節水するとし、うだけの余裕ができるわ
けです。富士川の下流からでも大きい補給がされるなら，融通できると思うんですけ
れども ，いまのところは 154万トソくる時点に ，朝霞から品川のほうまでの南北幹線
と，金町から淀橋を通って和田堀のほうに連絡する東西幹線という大きな管を通し
て
，

どの系統でも完全に融通つくようにしたいと思っていますが， 外からはし、るの

は，利根川 に非常に偏ってきましたから ， この点，今後の拡張については，ぜひ企画
庁のほうでも考えていただきたいと思うんです。
谷口

いまのお話のように，やっと 23区の給水区域内が融通できるようになったと

いう段階でありまし〈，ぜひもっと関東と L、
L、ますか，利根川水系全体をひとつ広域
的に ごらんになって ，農業用水，水道用水， その他もあも人の用水， 利水の面での処
方2
査を，企画庁あたりでお決めいただきたし、ですね。
佐々木

実際の行政ではなかなかむずかしいが，それぐらいのことは，少なくとも

〈座談会〉東京都上水道の現状と将来

33

考えのなかに入れながらやらんと，あまり姑息なことばかりやっていてもし、かんでし
ょうね。
それから話があっちこっちにとぶんですが，水道局というのは， 23区だけでなし
に
， 3多摩も全部，守備範囲にはいったんですか。
藤田

正式にはいっておりませんね。

谷口

条例を改正して郡部というか， 3多摩地区も近く包合する予定なんです。

佐々木

ら
，

あれはぜひそうしてほしいですね。どうも同じ東京都の問題でらりなが

3多摩とな ると話がボヤケてしまう。あれはあれで，わが方は知らない，という

んだな（笑声） 。
藤田

どうも申しわけございません。

1
1
. 欽用水と雑用水

佐々木

それでこういうことはお考えになっていないですか。都心部でも，たとえ

ば新宿へんは副都心といって，どんどんビノレをつくりますね。それから郊外でも 3多
摩のほうには，何万人も収容できるような棺当大規模の団地とか工場ができる。その
ときに ， 3多摩の水の問題も当然あるわけですから，雑用水と飲料水と別につくる。
たとえば ピル用水などは，量的にはあまりた L、したことないという話もきくけれど
も，とにかく ，冷房あ るいは水洗の水をどんどん使う。一方，下水道の方では，下水
は処理しなければ川へ出しちゃいかんことになっている。そうすると．処理された水
は飲料水にはなりませんけれども，水洗とか冷房とか散水などには十分使える。とこ
ろがこれを使うとなると，パイプをぜんぜん別にしなきゃならんでしょう。だからい
ままでのところは無理かもしれないけれども ． これからできる 3多摩の団地，あるい
は副都市についてはそうしヴ計画をつくるという こと は，考えられないですか。

藤回

これは石橋先生のご意見を聞くのが早いと思うんですが，私どもとして考え

ますのは ，団地なんかできて，そこで下水道の終末処理までやられて還元水が得られ
ると L、う場合ですと ，距離的に非常に近くに雑用水を得られると．割合簡単かもしれ
ません。とこ人が水道でいちばん金がかかるのは，配水管なんです。これが 2系統は
いるということになりますと大変です。水さえあれば処理した水を 1本の管で配水し
たほうが経済的だということで，雑用水というのは，井戸からとってまかなえるよう
などノレなどではやっていますが，町の中全体を雑用水と飲料水に分けるというのは，
非常にむずかしいですね。
どこかほかの都市でやっているんじゃないですか。

佐々木

石橋

が

パリなんか，街路洗浄用の雑用水道があるようですね。私は直接見てません

。しかし藤田部長からお話があったように，二重配管の費用一一それが公共の

パイプだけでなしに，各個人の家に引っぱりこむ給水管も二重になるわけですね。
佐々木

いや，個人といわんでもピノレとか団地とか，ああし、う集団しているところ
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t
こ・。

石橋

下水の処理水というのは，また問題があるだろうと思うんです。かなりクロ

ーノレ分がありますから，パイプの腐蝕その他の問題がありますし上水と誤って用い
るということも起こりかねないですから。
佐々木 処理したあとでも
石橋

ええ。

佐々木

たとえば新宿副都心は，落合処理場が近いですね。それからそうおっしゃ

るけれども，江東地区では，下水の処理水を工業用水に使っているでしょう。
石橋

工業用水なら，相当まとまって大量に使うもんですか ら

佐々木

工業用に使えるものなら，雑用水に使えるでしょう 。

石橋

工業用水は供給する地区が限られているんですね。一般の二重配管というの

はたいへんなんです。だからそれだけの金を投資するぐらいな ら，上水道の 1本の管
に したほうが．経済的にできるということですね。
佐々木

それは水道の原水コストも含めてですか。

石橋

ええ，浄水に要する金というのは，管理費も含めて意外に少ないんです。配

水系統に使う金が非常に大きい。
佐々木 建設費はどうですか。
石橋 建設費も，全体の 7割か 8割見当が配水施設です。
佐々木

電気代などは。

石橋 電気代は，二重配管の場合も変わりません。ただP過池を通す，沈殿させる
ということですから，これは意外に少ない費用です。
佐々木 量的にはどうなんですか。雑用水に水道用水を使っているのは，たいした
量じゃないんですか。
石橋

雑用がたいした量でしょう。いちばんてっとり早い話が，東京都の場合，ほ

んとうの生活用水として使う分は，

1人 1日60〜80￡，そんなものでしょう。

谷口

ギリギリのものはそんなもんでしょうね。

石橋

各家庭では．だいたいそのぐらいしか使ってないですね。それが実際は都の

場合， 1人 1日 400￡近くなる。 これは工場，ピノレ等に大量に供給しているが，それ
らの水量を定住人口でカバ ー してますから大きな水量になるわけです。給水人口には
浮動人口は含めないのです。
谷口

それから最近，下水道の普及で水洗便所のフラッシュにかなり使うようにな

りました。
佐々木 風呂とか洗濯とか，一般家庭で使う水の量は 1人 1日60￡ぐらいですか。
谷口
佐々木
る
。

まおまあ，

1人 1
0
0〜 1
50￡ ぐらいでしょうね。

そうすると，

400とか 50
0とかし、っているのは，それの数倍以上に相当す
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ちょっと問題がありますのは，あの量というのは定住している人口で給水総

量を割っているのです。外部から昼間に何十万とは L、ってくる人は，分母のほうには
いってな L、。ですからその分だけ，定住人口の使用水量が増加しているわけですね。
1
2
. 水道水の原単位

佐々木

その点うかがし、たいんだけれども ，水道の水に限らず水の問題のときに，

よく原単位ということをいいますね。水道については使用水量 1日いくらとか，工場
用水は工場の業種別にいくらとか

。あゐ L、う原単位というのが問題だと思うんで

す。これは石橋さんのご専門だけれども，だんだん こういうふうに窮屈にな ってくる
と，いま使っているそうし、う数字は，その他もろもろのものが全部はいるものだか
ら，ふえるといっているんで， これはあまり 科学的じゃないですね。なんとか変えよ
うとし、う考えはないんですか。
石橋

私ども，生活用水についての分を，各都市のデータをと って分析している ん

ですけれども，非常に開きがありますね。ですから的確な数字は出にくいんですが，
たとえば比較的はっきりしているのは水洗便所の大便器フラッシュは，

1回使う左約

1
5＆，電気洗濯機は， 1回使うと約 240＆とし、うのはつかめるんです。しかし台所で

使う水の原単位というのは，つかみにくい点があるんで，なんとかこれは解析しなき
ゃし、かんと思っているんです。
佐々木

どこかの大学で，そういうのを研究しているところがありますね。あれは

研究分野からみれば，まだあまり進んだものではないのですか。
石橋 過去の実績による原単位というのは一応できております。たとえばふろに 5
人家族で 1回は L、ると約 500＆，洗面は 1回につき 4gとい ったものは出ています。
し か し 炊 事 と か 雑用 となると明確でないのです。
13. 需要の伸びと 浪費

佐 々木

あればおもしろいもんですね。日本の各都市をみても，非常に少ないとこ

ろとえらく多いところと ，それが実績ならまだ L、
L、
んです。計画でもそのようにとり
あげている。たとえばたしか，福岡は昭和45年とか 50年とか先のことで 1人当りいく
らの目標にするというのが，まことにつましい数字なんです。数字は忘れましたが。
きいてみると ，だいたいあゐいうところは，水はないものだという観念があるから．
非常に節約して使っていて，そういう観点で長期計画をはじいているとし、うわけで
す。また逆に，非常にぜいたくに，

1
.
0
0
0g も出していると ころもある。しかも福岡

とかそういうと ころは ，水 を使 うと金がかかるものだから，財政の問題もかみ合わせ
ながら ，市民に，そんなに水道の水 を使うと金がかかるから，あまり使うなという こ
とと同じことですな。 そ ういう ことでいいんでし ょうかね。
石橋

1人当りの水量が，ここ 1
0年ばかり急激に伸びているんです。 これは各都市
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ともその傾向がゐるんですが，生活程度の向上という こと が，多分に影響していると
思うんです。たとえば貧乏なうちだと．台所に 1つの水栓しかなし、から節水にもな
る。生活程度がよくなってくると ，ふろ を作 るということで，家庭用のふろが非常に
普及しだした。 このごろ都内の銭湯は利用客が減ってきている。それから電気洗濯機
はひとわたり普及したとみてし、 L、。これがたらいの場合より多く水を使うから水量に
影響がある。それから冷房ですね。これはどのぐらい伸びるか，予想がむずかしいん
ですがー 。 それと車が多くなって，洗車用水というような新しい需要がふえている
わけですね。
ですから逐次水量のふえる要素がでてくるんですが，

しかし、浪費がかなりゐると私

はみているんです。これはもう少し節水しうる可能性があるんじゃないか．というの
は外国でも，アメリカは極端に多いんですが，ヨ ーロッパ の，たとえばドイツあたり
の都市の使用量をみますと，ハンブノレグあたりでも， 200万人 くらいの大人口なのに
1人 1日約 200g （年平均）で， 日本の都市と比べると非常に少ないです。 これは国

民性の問題が，
佐々木

1つあるんじゃな L、かと思うんですね。

たしか私の記憶では ， ニューヨークあたりは 8
0
0
￡ ぐらい使っている。そ

れに比べて，ロンドンとかノミリは，あれだけ近代化された都市でありながら半分以下
でしょう。どうし、うわけですか。
石橋

これはアメリカは浪費が多いと思いますね。

佐々木

浪費といってもちょっと多すぎる。倍使うとし、うのはよっぽどのことでし

ょう。
石橋

相当浪費が多いと患いますね。それから アメリカは，芝生の散水というのが

ある 。 これの量が相当大きし、。日本の水の使い方はアメリカ化してきて，どうもヨー
ロッパの方になら って くれりゃし、し、んだけれども ，浪費が多分にあると私はみている
んです。ですから家庭用水については，節水によって 1割や 2剖は節減しうる 。その
へんの PRは，少し都あたりもやってし、 L、んじゃなし、かと思うんです。
佐々木

汚い話になっちゃって恐縮だけれども，水洗便所の水をもっとよけい流し

て くだ さいと L、う忠告が，都からきたですよ 。と L、うのは，大抵の団地などでは，み
んな簡易処理をやっている 。下水が完備してれば L内、けれども，道端の側溝にジャー
γ

と出て L、く
。

くさい し不衛生だから，

もっと 1回の水をよけい流せというんです

ね。
石橋 水は豊かに使うほうが理想ですけれども，水資源その他だんだん限られて く
ると

。 現 に， 外国の都市で．

日本以上に水洗便所が普及し生活程度の高い都市

で，日本よ り使用量の少ないところがあるんですから ，ま だ節水という観念が少した
りないんじゃなし、かという感じがしますね。
谷口

全く同感です。川の水と水せんから出る水道の水とでは価値が大いに違うで

すから。また逆に安すぎるということもあろうかと思うんです。水代が L、くらか知っ

く座談会〉東京都上水道の現状と将来
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ているご主人は少ないですからね。われわれ商売だから知ってますが，高くなれば，
みんなもっと節水するだろうと思うんです。
イギリスのようにメーターがなくたって ， あれだけ水洗便所使っても，

藤田

250

4ぐらいなんですから，使いほうだいなんですよ。節約しょうがしまいが，金は同じ
なんですから。
佐々木

この間こんな話がありましたね。病院食堂，国鉄の車両洗浄とか，大量に

水を使うところはうんと高くとれ，それから一般家庭は安くしろー 。
谷口

水道料金制度調査会とかそういうところで，さかんにその問題がでておりま

すが， これはちょっと ， どうし、う方向へもっていくかむずかしい問題です。
最近，都内にヒ司ノレを建てる場合は，負担金をとったらどうかと L、う問題が起

石橋

こりますが，新しく工場とかピノレができて大量の新しい水需要ができた場合は ，負担
金的なものを課しても L北、んじゃな L、かという気がしますね。
藤田

水さえあれば，いま石橋先生のお話のように ，先行投資的な問題にもなりま

すから ，電話なんかと同じように ，負担金的なものでいくということも，

1つの方法

だと思うんです。なにしろ絶対量がなかなか得られないものですから ，節水していた
だかなきゃならなくなってくるんですが・
武藤

。

もう lっさかのぼって，河川の流量というほうから申しますと，まだまだい

くらでもあるわけですね。ですからお金さえかければ，

いくらでも水はっくり出せ

る。こういうこともいえるわけです。
佐々木

河川の流量というのは，年間流れている量を全部合わせたら，何千億トン

というオーダーですが． だいたい私のほうで計算したのでも，
は，大ざっぱにいって，

日本の国土に降る雨

年間平均 6,000億トンぐらい，それが河川に流れるのはどれ

ぐらいだと計算すると，ゆっくりみて 2割ぐらいは，蒸発その他でロスされる。だか
ら 8割ぐらいは河川に出てくる 。そ うすると， 4千数百万トンの水は河水に出る。さ
らにこんどは ，台風その他でーぺんに出てくる水があるから，そう L、う水は利用でき
ないとかりに考えると ，それがだいたい 3剖ぐらいある。そうすると ，お金のことは
度外視して ， 水の資源と L、う考え方からすれば 3,
000億トンぐらい年聞に資源量があ
る
。

ところが， いまどれだけ使っているかということになると， 大ざっぱにいって

600億トンぐらいでしょう 。そ うすると水資源としては，まだ相当余裕がある。 3
,
0
00

億トンぐらいの水を対象にして，ダムをつくったりいろいろなことをやっていくとい
うことなんです。
だから川にいくらでも水があるというのは，

3
,000億トンを対象 f
こしてものをいう

わけですが，ただこれも，なにもせんではできんですな。ダムをつくったり ，利根川
でやったように河口を締め切ってやるとか，そういうようなことをやらないと利用で
きなし、。こうして開発をすすめる順序としては，安い地点、とか，経済性のし、 L、ところ
を先にやりますから，金のかかるところが残ってくる。金のかかるところが残ってく
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れば， しぜん料金とかそういうところへそれがはね返ってくる。一般に，経済が成長
すれば物価が上がると L、
L、ますけれども ，それと同じように ，水のほうも水利用が高
度化すれば次第にお金がかかってくるということは，ある程度やむをえなし、。しかし
そうかといって，開発の仕方のほうはどうかというと．水資源、公団などができて，ば
らばらにやらないで，できるだけ一元的にやろうとし、う方向に向いていますから ，ま
だ満足すべきやり方じゃないけれども，少なくともいままでよりは進歩しています
な。そ うすると，だんだんそうし、う方向で，なるべくコストダウンを考えていく，こ
うし、う順序になると思うんですね。
武藤

イスラエノレとかアラビアとかで，どうにもこうにもぜんせ んないものを，根

こそ E使うというんじゃなくて ， そういうところの国民は，

それに慣らされるんで

すが，日本のようにふんだんにあるところは，だいた L、心構えが悪いんですから。
佐々木

それはたしかにありますね。とにかくいままでは ，水を空気と同じみたい

に考えてましたからな。これがなけりゃ生きられないものだから，まったく空気と同
じように取り扱われていたということですね。
石橋

日本人のふろ好きなんていうのも，水の使用にずいぶん響いていると思いま

すよ（笑声） 。非常に湿度が高くて入浴回数が多し、。む こう はだいたいシャワーぐらい
で，非常に少ない水量ですましているんですが
佐々木

。

そのかわり 日本人のふろ の使い方は，ーペんわかしたら全部はいるけれど

も 外 国 の ふ ろ は 1回 l回捨てちゃうでしょう 。
石橋
日下部

しかし，外国ではシャワーが多いんじゃないですか。
そして日本のように ，ふろおけに水をいっぱい沸かすということ はないで

すよ （
笑声）
。
石橋 私は，この影響はかなりあると思いますね。
佐々木

さっきの話のように ，個々の家で風呂場をつくったものだから，いままで

1日おきだったのが毎日はいるということで，だんだん風呂へはいる回数も多くなり

ますね。
14. 根本的な長期計画を

藤田

しかし，根本的にどうですかね3 水 をもってくるのにいちばん苦労している

ところに ．人口が集中しちゃっているもんですから， これは企画庁あたりで，格差是
正 も結構ですが，人口の再配分かなにかしていただかないとー
佐々木

。

その話がでましたから，私どものやっていることをいわせてもらいます

と，水の需給というものを長期的にながめて，そういうプランをどうしてもつくる必
要がある。利根川では 45年を目標としたフノレプランをいちおうっくりましたけれど
も，そういうものができておりますと，今年はこうし、うわけで，みなさん我慢してく
れ，事情がこうだから， しかしあと 2年待って くれればこうなるぞ，というようなこ

〈座談会〉東京都上水道の現状と将来
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一 般のみなさんにはっきりいえるわけですよ。それがし、ままではいえなかっ

た。だからどうなるのかとし寸不安がある。そういうものを実はっくりたいというわ
けで，来年度から ，水関発の基本計画というものをとり急いで，重要河川にだけはな
るべく早くやろうと思っているんです。今までは水の需給見通しが，長期的にできて
いなかったというようなことは，いろいろむずかしい事情はあるんですが，

f
也白から

みれば当然できていなければならないことだと思われるでしょうからね 2
武藤

それはぜひお願いしたいですね コそして水問題というのは，非常に心理的な

問題が大きいんです。さっき給水部長からお話がありましたけれども，あの渇水時期
の最後にも小河内には 346万トンの水があったんですね 3 根こそぎなくなったわけじ
ゃないんですけれども，貯水池が減ってきて空になりそうだということになると，都
,000万トン
民の心理的な心配がなかなか大きいと思うんですよ。やっぱり小河内は 3
000万トンとかを常時ためていただきませんと安心できません。 実際は，すっ
とか 4,

かりなくなる時分には雨がきて ，まにあ ったんだということになるにしても −。

佐々木

さきほど東京都の努力がたらないという話があったけれども ，たしかに足

らなかったことも認められるでしょう。しかしただそれだけとは L、えないわけです。
つまり，いままでの水の開発のしかたというのは，極端なし、 L、方をすれば思いつき開
L、んだけれ
発ですよね。あすこがよさそうだからあすこをやろう 。 こっちのものは L、

ども ，なかなかむずかしくて ，ややこしし、から無理だという工合で，ちっとも計画的
じゃなし、。そういうことをやってきているから，こういう事態が起きるんじゃない
か，それは担当者の努力がたらんとかし、われるけれども，そういうしくみになってな
いですからね。だからこうし、う事態が起こるんだろうと思うんです。
利根川の開発のことをちょっと考えてみますと，来年度は利根川に 2つ，大きな堰
をつくるんですよ 。 河口に 1っと中流部に lつです。

日本でいちばん大きし、 l
.
0
0
0m

近 くもあるような川幅のところを締め切るなんていうことは，

4〜 5年前にはまず夢

みたいなことだったでしょう 。それを現笑に来年度からやるんですから．あと 4〜 5
年すればできあがるんですよ 。そういうことが早く実現できるようになったというの
は，やっぱり関係者が寄り合って相談できる場があり，それと開発を促進する専門の
総合的な機関ができた結果であろうと思います。計画的に年次的に必要な手を打って
ゆかないとさきざき困るということがわかってきたから，ゃるようになったんじゃな
いかと思うんですよ 。 もしこれを思いつきでやっていたら，利根川の河口堰なんてい
うのは ，いまだに実現できたかどうかはなはだあやしいものだと思います。 もう河口
堰に手をつけ，再来年からは神戸ダムにも着工する。こうなってくると，さらには沼
田タ．ムなどは大方の人々は，

まだ夢みたいな感じでうけとっているかも知れません

が，そういう長期プランができていますと ，あらゆる努力を注ぎこみ，あらゆる手を
打 ってそういうものをやらなければ，どうにもならん。一例をあげれば，沼田ダムな
んかも ，そう夢みたいなものじゃないのではな L、かということなんです。
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いまのお話にありましたとおりなんですが，いまから 20年ほど前，昭和 17,

谷口

1
8年ごろに東京都が利根川から水をもってこようというプランがあったんです。とこ

ろがあの当時は．都の力がたりなかったといえばたりなかったんですが，国のご指導
などがやっぱりたりなかったという点も，あろうかと思うんですね。
佐々木

それは水道関係者とか都の努力とか L、うより，制度の問題として考えるべ

きでしょう。水の制度が非常に整備されていなかった。ゆきあたりばったりにやるよ
うなやり方でしょう 。
それと，これは都の水道だけじゃなくて，各都市でも，あるいは各種の産業

谷口

でも困るようになっているんで，国としても，それぞれにまかせっきりじゃなんとも
ならん。どうしても国の力でなんとかしなきゃならなし、。それから都のなかでは水源
はもちろんないし，ほかの県に交渉しなきゃならん。そうするとまとまりが悪し、。一
段ベースが上がったといいますか，国で総合的にみていただくようになったという点
は，今後の仕事を進めるうえにおいて，非常にプラスになると思うんですね。
佐々木

そのことで非常に大きな変わり方をしているのは，河川法ですね。河川法

が改正されて，

1級河川という形になりましたな。それは国管理であって，県知事管

理でな L、。実際問題としちゃ，県の意向を無視することはできませんが， しかし非常
に重要なのは，制度がそういうふうに変わってますからね。水の世界では， これは根
本的な改革ですよ。
藤田

ちょっと還すぎたけれども，結局，必要度がそうさせたんですね。

谷口

都だけ騒いでも，制度を設けることはできなかった。

佐々木

河川法を改正せしめたのは，小河内ダムに水がたまらないということであ

ったかもしれなし、。何百億というえらい高いものでしたけれどもね（笑声）。
それじゃ時間もまいりましたのでこれでー 。本日はありがとうございました。
（
終
）
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