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首都圏における水資源の開発と

その手法について は）

鈴 木 忠夫

1. 首都圏の水問題

水問題はL、まやわが国の都市問題，産業問題等に関連し，全国的に重大な関心事と

なっているが，とくに都市および工業開発地域の用水確保のための新規水源開発問題

が大きくクローズアップされている。

人口および産業の大都市集中傾向は現代における世界的傾向であって，欧米先進国

では20世紀初頭においてこの傾向が顕著に現われ，第 l図にみられるように産業人口

は第 1次産業から第2次あるいは第3次産業へと移動している。

日本においても最近，産業，経済の急速な伸展に伴い，農業就業者は次第に商工業

に流れて，その結果，人口および産業が都市および新たに開発を予想される特定地域

へ集中する傾向がし、ちじるしく，その結果水需要も大都市とその周辺地域において集

中的な増大をもたらしたのである（第 2図）。

わが国においては従来 1地区の需要水量が比較的小さいあいだは需要地区周辺の河

川等を水源として水の需給のバランスを確保することができたのであるが，近年都市

の規模が大きくなるにつれて，水需要も 1地区に集中的に増大するに至ってその水源

を他の地区に求めなければならない情勢になってきた。

しかしながら，水の賦存量には降水量，地形，地質，その他自然条件による地域的

な特性があり．かつ現状のままで利用可能な賦存水量は，すでにそれぞれの地域で水

利権として取水が見込まれているので，新規需要に対する水源の開発に際しては，

既存の水利権との関係や当該地域の将来需要との調整，あるいは治水事業との関連な

ど，常に複雑な諸問題を同時に解決してゆかねばならないとL寸困難な条件が伴って

いる。

現在わが国で行なわれている大規模な水資源開発事業としては， 1961年に公布され
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第 1図 世界各国就業者の業種別就業比率の変遷 た「水資源開発促進法」な
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らび，こ「水資源．開発公団

法」に基づく事業がある。

この事業はとくに，水需

給の逼迫している 5大水系

流域（利根川，淀川，木曽川，

吉野川，筑後川）の水資源

開発計画を中心として進め

られているが，将来はさら

に大規模な開発事業を計画

する必要に迫られるである

フ。

首都圏についてはこの計

画により，東京を含む利根

川流域の1970年までの水需

要に対する水資源開発事業

として利根川上流矢木沢ダ

ム，下久保ダム等の建設工

事が進捗中であるが， 1970

年以後においても依然とし

て水需要の増勢はし、ちじる

しいものと考えられ，また

利根川流域以外の首都圏域

の水需要も急速に場大する

ことが予想されるので，首

都整備の一環として，長期

第 2図 東京の人口推移と上水道給水量（ l日最大） 見通しのもとに今後大規模
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き段階ということができょ

う。そして今後の水資源開

発計画は，従来のように限

定された水需要地区に対す

る個々の供給計画ではなく

広域的視野に立ち，かつ長

期的見通しのもとに賦存水

源を最も効率的，経済的，
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合理的！こ活用する水の総合需給計画iこ基づくものであることが望ましし、

そして計画の実現までには水資源の開発手法iこ関して行政的；こも技術的にも解決す

べき多くの問題を抱えているといえよう。

このような観点から将来における開発事業推進の参考として，この際，すでに大規

模な水源開発事業を推進しつつあるアメリカの水資源開発事業がどのようなものであ

るかを調べてみよう。

2. アメリカ連邦政府の水資源開発機構

アメリカの水資源開発事業は開発の目的や規模によって事業の実施機関がそれぞれ

異なってL、るが． とくに近年：こ至り，水資源開発の目的が多目的となり， 1つの開発

事業が洪水防御や都市用水やレクリェーション，あるいは電力などと多くの利水計画

に関連するようになったため，関係機関のあいだで相互の連絡調整がかなり複雑化し

ている《

この点；主日本の水資源開発関係機関が，利水の目的別に各省にその権限と責任が分

割されているのと似通ったところがあり，日本でも lつの開発事業を実施するには各

方面の意見の調整が大きな問題である。

しかしアメリ カではその地理的条件から大規模な水運開発や利水事業は建国の当

初から国家的事業として重視されたため，水資源の開発は従来の日本における水利用

の形態とばかなりちがった歴史をもってL、て，現在，日本が当面しているような水資

源開発問題；こ関してはずっと以前から真剣に取り組んでいる。 そして水資源開発事業

の円滑な准遂をはかるため，連邦政府や州政府はすでにいろいろな経験や努力を積み

かさねてきたて

水資源開発計画とその実施については，アメリカ連邦政府の多くの機関が関係して

いるが， 現在これらの事業に最も大きな力をもっているのは陸軍工兵隊と内務省開拓

局である 3 そして，陸軍工兵隊（Corpsof Army Engineer）は水運開発および洪水防御

関係事業：ニ多くの実績をもっており，一般建設関係事業については本来の箪関係の仕

事とはまったく別の組織 （CivilWorks）をもって運営されている。

この組織、土全米二llの管区と40の支区および出先機関として約 200ヵ所の現場事務

所をもっ℃L、て，事業の実施lこ当たっている。

っき勺二内務省開拓局は，主として霞力を含む多目的計画を担当し，濯蔵施設や発電

施設の建設（建設工事は陸軍工兵隊も担当している）および運営，売電などの業務を

担当して，各種用水の供給，水力発電などの業務を遂行してし、る。

これまで；二開拓局が行なった関発事業には有名なフーパーダム建設事業を含むコロ

ラド河総合開発計画や，セソトラ／レノミレ一計画など，大規模な水資源開発事業が数多

くあり，関係河川流域の洪水制御，港紙，発電，あるいは都市用水，工業用水などの

窓水供給事業；ニ多くの実績を残している。



第 3図 連邦政府機関と水資源関係所管事項
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このほかの水資源関係機関とその所管事項を示せば，おおむねつぎのようになって

いて，これらの機構の相互関係は第3図に示すようになっている。

所管事項

1) 洪水被害の防止 レクリエーションおよび魚類，野

2〕 j謹概 生の動物の保護

3) 排水 8) 分水界の問題

4) 水の供給

5) 水の汚染防止

6) 船舶航行路の改善

水資源開発に関係する連邦政府機関

財務省ー一一沿岸警備隊（5,6) 

陸軍省一一工兵隊（1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) 

内務省一一開墾局（ 1から10まで全部）

内務省一ーボネヴィノレ電力局（9,10) 

内務省一一南東電力局（9,10) 

内務省一一南西電力局（9,10) 

？） 発電

1 0) 変電および配電

内務省一一インディアン保護局（1,2, 3, 4, 8, 9, 10) 

内務省ー一一土地管理局（1,3, 4, 7, 8) 

内務省一一魚類，野生，動物保護局（5,7, 8) 

内務省一一地質調査部（1,2,3,4,6,8,9)

内務省一一国立公園局（7,8〕

内務省一一鉱山局（5,9) 

農務省一一森林局（1,4,7,8)

農務省一一土壌保護局（1,2,3,4,7,8)

農務省一一農業保護局（1, 8) 

農務省一一農村電化促進局（9,10) 

農務省一一農民住宅局（2,3,4)

商務省一一沿岸，測地調査局（6)

商務省一一気象局（1,2,4,9)

保健 ・教育 ・福祉省一一公衆衛生局（4,5, 7) 

原子力委員会（9)

連邦電力委員会（9,10) 

テネシー ・ヴァレー開拓局（ 2を除くすべて）

国際境界線．水委員会（1,2, 4, 5, 9) 

国際共同委員会（1,2, 4, 5, 6, 7, 9) 

以上のほかにもなんらかの形で，水資源あるいは電力問題に関係している連邦政府
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機関が若干あるようである。

3. 水資源開発の推移と連邦政府機関の活動

水資源の開発を推進するに当たって上記のような関係各機関の抜雑な所管事項を調

整し，相互に協力関係を確立し，事業を円滑に進めるための努力はアメリカにおいて

も長いあいだつづけられてきた。以下に連邦陸軍工兵隊の報告資料（Repor↑onWater 

Resources and Power）を参考；こして， アメリカにおける水資源開発の経緯をたどって

みよう。

アメリカでは， 1930年前後までには，特定の計画や事業l主主として特定の機関によ

ってのみ行なわれていた。すなわち単一目的をもった事業の計画，あるいは少なくと

もある lつの目的が他の目的よりも優先している事業計画i二重点がおかれていた。し

かし， 1927年に陸軍工兵隊による河川流域調査が承認され， 1928年（こフーヴァーダム

建設が許可されるようになると．重点は次第に多目的事業計画におかれるようにな

り， とくに最近では，流域全般に及ぶ計画が重視されるようになったーその結果とし

て，各行政機関の目的，政策，権限等について調整の必要な場合が多くなった。1927

年の河川港湾法がとくに狙いとしたのは，船舶航行路，洪水防止，濯液，水力発電等

の開発であったが，この法律：こよって陸軍工兵隊は，アメリカ合衆国の主要な河川す

べてを調査する権限を与えられた。この法律ができる前は，連邦政府による潜減計画

はすべて，内務省の開墾局二よって行なわれ，1902年から1930年までのあいだ；こ，西

部諸州の 279万acreに及ぶ乾燥地帯の濃殺を同局が行なってきた。連邦政府（'J:，滋語正

用ダムの付帯事業として，17の小さな水力発電所を建設した。これらの発電所（'J:, 22 

万6,000kWの発電力をもち， 連邦政府から貸与されて濯級委員会；こよって管理され

ている。つぎに主要な開発計画およびその実施のためにとられたいろいろの施策につ

いて述べることとしよう。

( 1〕 電力開発

ボウノレダー峡谷開発計画法が通過してからは，水力資源開発の重点は多目的開発事

業計画へと移行した。これは，船舶の航行，溶液 ・洪水防止等の目的にかない，同時

に水力発電を行なう大ダムの建設を中心にした計画である。同法ば，開墾局による最

初の大規模な多目的ダムの建設を許可し，連邦政府が水力発電による電気を大量に販

売するこ とを可能にした。これらの計画は，公衆衛生， 魚類，野生動物保護，土壌保

護，森林，レ Fリェーション等の部門にも影響を与えた。

水資源開発についての新しい考え方が， L、かに大きな影響を及ぼしたかについて

は，つぎのような数字によって明らかにされている。

すなわち，1953年の 6月30日までに連邦政府は，1,049刀6,000kWの発電力をもっ

た68の水力発電所と 12の火力発電所を建設するか買い入れ，さらに＇ 975万1,OOOkW 

の発電力をもった31の水力発電所と 4つの火力発電所を建設巾であった。
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これらの水資源開発活動に大きな貢献をしたのは， 1930年代の初期の不況時代に恩

内産業復興法に基づいて連邦政府が行なった緊急公共事業であった。これらの緊急公

共事業は，緊急救助局，公共事業局，土木局，森林保護部隊，事業促進局などによっ

て実施された。これまで連邦政府による洪水防止活動は， ミシシッピ河とサクラメン

ト河lこかぎられ，陸軍工兵隊；こよって行なわれていたのであるが， 1930年代以降は，

他の地域にも広げられ，陸軍工兵隊以外の連邦政府機関も参加するようになった。陸

軍工兵隊は，森林保護部隊と協力してヴァーモント州のウイノスキ河洪水防止事業を

はじめ，オハイオ州のムスキンガム河流域の洪水防止事業も始めた。またアメリカ合

衆国ーメキシコ国際境界線水委員会は，テキサス州のリオグランデ河下流における洪

水防止事業を担当する責任を与えられたコ

( 2) TVA 

TVA l土， 1933年に連邦政府所有の公団として，テネシー河流域の洪水の防止，船舶

航路の改善，水力発電を含む資源の開発等を目的として設立されたが，これは連邦政

府のさまざまの行政機関の対立，衝突を解消する lつの方法でもあった。 1953年の年

次報告書のなかで TVA当局はつぎのように述べている。 「TVA, （主連邦政府の従来の

組織からははずれたものであり，或る特定の地域の天然資源の開発を統一的に行なう

責任が，単一の行政機関に与えられた最初の例である」。 ノレーズヴェノレト大統領は，

1933年4月l0日の議会へのメッセージのなかで， TVAの設立を勧告して，つぎのよう

に宣言した。 「もしわれわれがこの事業に成功するならば，わが国の他の地域でも同

じような開発計画を l歩 1歩進めていくことができるだろう」。その後アーカンソー，

コロンビア，コネティカ ット， ミズリー河流域を TVA方式で開発しようという提案，

またアメリカ全土をこのような機関でおおってしまおうとL、う提案がなされたけれ

ど，関係住民の大多数の受け入れるところとはならず，連邦議会も賛成しなかった。

1935年の河川港湾法の結果，陸軍工兵隊がカリフオノレニアのサクラメント河に大き

なダムをつくる工事に参加することになった。カリフオノレニア州政府は，セントラノレ

バレーの水を利用する計画を樹ててし、たのである。しかし，陸軍工兵隊の予算配分が

決まる前に，緊急資金が開墾局に割り当てられ，同局がダム建設を行なうことになっ
、）.，
t、－o

( 3) 洪水防止

1935年のなかごろまでに， 1927年に始まった一連の大洪水の結果として，連邦政府が

洪水防止に大きな関心を示し，洪水防止事業のために主要な責任を負う用意があるこ

とが明瞭になった。水資源の開発，管理に関しては，連邦政府も議会も，水力発電の

可能性を犠牲にした，単一目的のタ．ムよりも水力発電をも考慮に入れた，高層多目的

ダムの建設を歓迎した。しかし一方，水資源開発を扱っている連邦政府各機関のあ

レだの競争，対立も激化した。陸軍工兵隊は，洪水防止事業における主導権を維持し

ようとし開墾局は高層ダム建設に関する権限を放棄したがらなかったし一方，両
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第 4図 アメリカのセン トラ ノレパレ一計画（カリフォノレニア）
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注 セントラルパレ一計画は，①北部地区余剰水の南部サンフランシスコ地方への送水，②サクラメント

河の洪水防御，③デノレタ地区への海水の浸入防止等をH的として，1937年に連邦事業に決定L,1958 

年に第 1次計両を完成したが，その後引きつづき拡張計画を実施中の多 目的水源開発事業であって，

ダムの建設による開発水量は，発電 ・i曹凝用水，その他の用水の巨大な水源として利肘されている。
出所 ：TαskForee Reρorf on W凶 erResources and Powerより。
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者の既得特権は，新しい行政機関，たとえば， TVA方式が普及することによって危う

くなりつつあった。

1936年には，もう lつの強力な省，農務省が上流地域開発計画を携えて競争に加わ

った。この計画はもともと河川上流における土砂流出を防ぐためのものであったが，

まもなく陸軍工兵隊と競争するような土木建設事業も含むようになった。このように

して， 1930年代の終りごろには，いくつかの主要な連邦政府の行政機関が，類似し，

重複し，あるいは関連し合った活動に従事するようになった。これらの活動のなかに

は，わずか10年前；こは，連邦政府の責任事項には本来属さないと考えられていたもの

さえあったのである。

第 2次世界大戦が始まると，軍事目的lこ必要なもの以外は，連邦政府の建設工事は

一時中止された。しかし戦争が終ると同時に連邦政府機関は膨大な新規建設計画を

樹て，水資源開発事業の予算は急速に上昇して，不況時代の支出水準をはるかに上回

る年額平均10億ドノレを越すに至った。

( 4) 調整への最初の試み

水資源開発のための支出が増大したけれども， 効果的な巾央の統制機関が行政府に

も議会（議会では権限が多くの委員会に分散している）にも欠けているので，種々の

行政機関の活動を調整しようという必要と要求が，水資源開発iこ関するあらゆる連邦

政府活動のなかで，最も重要な問題の 1つとなった。中央のレヴェノレでの調整への努

力は，事業と権限の拡大が各政府機関のあいだの対立を表面化させてからまもなく始

められた。1939年に，ノレーズヴェノレト大統領は，河川港湾および洪水防止に関する陸

軍工兵隊の報告書は議会に送られる前に，大統領がみずから検討するために彼の許に

送らねばならない， と命令した。これらの報告書を大統領みずから評価するという慣

習が，最高の権威をもった再審委員会の基礎を築いた。

国家的な規模で調整を行なう最初の機関はa 天然資源委員会が，陸軍工兵隊，関墾

局，農業経済局聞の意見の調整をはかる責任を与えられたときに生まれたといってよ

い。天然資源委員会はこれらの行政機関が現地で情報の交換を行なったり，また現地

やワシントンで事業計画について共同協議を行なったりする機会を提供した。天然資

源委員会は， 政府機関間の調整をはかる機関の基礎を築いたといえる。

(5) 大統領命令8455

ノレーズヴェノレト大統領は， 1939年に，行政府の再編成に関する最初の命令を出 した

後で，水資源開発事業に関する調整，再審の責任のいくつかを 4人の市民と連邦機関

代表によって構成されている天然資源計画局と予算局とに委ねた。1940年 6月26日の

大統領命令8455は，つぎのように命令した。

「建設工事を行なう行政機関は，その予算見積り と一緒Jこ，今後 6年間の公共事業

建設プランを毎年提出しなければならなし、。このプランは，予算局と天然資源計画局

が共同して利用するためのもので， 今後 6年間の うち毎年どの事業を優先して行なう
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かを明らかにしてL、なければならなL、」。

その後数年間；こ，天然資源計画局の水資源委員会は各行政機関の調整をはかるうえ

に若干の進歩を示したけれど， 1943年の8月には議会によって廃止されてしまった。

その結果，各行政機関問の意見の一致をはかる監督機関が消滅したのみならず，計画

局と予算局が建設工事計画に対してもっていた再審の手続きも無効となったが， 1943

年10月の大統領命令9384；こより，予算局が公共事業の実施計画を樹て，各行政機関の

事業計画を議会：こ提出する前；こ検討する責任をもつことになった。この年議会では，

35人の熟練技術者と経済学者とによって構成される，新しい部を運営するに必要な20

万ドノレの予算要求は否決してしまった。この新しい部［土，結局設立されなかった。

行政機関間協定は， 1943年；こ陸軍工兵隊，開墾局，農務省，連邦電力委員会のあい

だで復活したが，まったく任意によるものであって大統領直属機関による監督を受け

るものではなかった。この協定に基づいて，連邦行政機関問河川流f或委員会（Federa ｜ 

lntelligencγRive「B。sinC。mrη
政機関の相互接触、を（土かることとなつた。この委員会にl土’ 1946年（こ商務省， 1950年

に保健 ・教育 ・福祉省， 1953年に労務省がそれぞれ参加した。

(6) 行政機関問委員会

協定が復活してのちも大統領直属機関の監督あるいは議会の承認がないので，行政

機関問委員会ば，特定の河川流域ごとに現地委員会を設立したさたとえば， 1645年3

月にミメリー河流域委員会， 1946年 2月にコロンビア河流域委員会， 1948年；こ太平洋

南西連邦行政機関間技術委員会などである。連邦行政機関のメンバーシップもさまざ

まであった。ボソネヴィノレ電力局はコロンビア委員会のメンバーとなり，その代表省

は開墾局からではなく内務省長官事務局から出ていた。関係諸ナ11も代表を送った。

ズリ ー河沿岸州委員会ば，ミス、リー河流域連邦委員会ができる 2年前lこ組織され．連

邦委員会には連邦行政機関代表省と同じ数の代表省を送った。コロンビア河流域委員

会では，コロンヒア河流域 7州の知事が委員会メンパーとなった。

1950年 5月：こ，行政機関問委員会の利益および費用に関する小委員会l士， 「河川流

域開発事業の経済的分析のための手続き」と題する報告書を提出した。これは後に
Fリーンプヲグ

「緑の本」と呼ばれるようになった報告書である。小委員会は，この報告書が連邦行

政機関によって，河川流域開発事業の経済的分析，河川流域開発言｜画策定，多目的開

発事業の費用配分等の基礎になるものとして採択されるよう勧告したっ

行政機関問委員会が発表した「緑の木」は，さまざまの行政機関の水行政に一貫性

を与えようとしてし、る点で期待をそそるものであったっしかし第 1次フーヴァー委

員会の天然資源、；こ関する特別委員会は， 1948年に行政機関問委員会の活動状況を調査

した結果， いままでのところたいした効果をあげていないとの判断を下した。

2年後の1950年には，大統領の水資源政策委員会が，つぎのような結論を出 した。

「行政機関問委員は，河川流域開発を計画するに当たって行政機関同士のあし、だに或
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程度の協力関係を生み出すのに成功したが，法律的紛争は解決できなかったしま

た，行政機関をして委員会の決定に従わせることもできなかった」。委員会は開発事

業の経済的評価をもっと現実的に行なおうとする動きに抵抗してL、たのである。委員

会は，利益を現実的に計算しようとすれば開発事業そのものが危うくなってしまうこ

とを，明らかに恐れていたのである。

しかしながら，天然資源に関する特別委員会は，行政機関問委員会が，若干の成果

をあげたことは認めている。母体である委員会と，各地域ごとの委員会は，行政機関

同士のあいだばかりではなく関係諸州との意見の交換をはかる機会を提供した。それ

にもかかわらず委員会の機構には根本的な弱点があることを指指した。委員会の代表

は通常専門家であって，彼らの専門的意見は行政機関の長のみがくつがえすことがで

きる。委員会は全会一致のみによって行動することになっている。このような任意団

体が，それを構成している行政機関聞の対立を解決できると思うのは無理である。行

政機関は，自分自身の特権が侵害されなし、かぎり ，他の行政機関の計画を鋭く批判す

るようなことはしないのが普通である。行政機関問委員会の場合もそうだったのであ

る。行政機関問委員会は究極的には，行政機関間同士の批判を抑制することによって，

また，好意的な意見を流すことによって，あるいは，実際には存在してL、なL、調整が

表面上存在してし、るかのような印象を与えることによって，各行政機関の力を強める

という効果を生じている。そして議会あるいは大統領は，これらの行政機関を統制す

ることがますます困難になっているのである。各行政機関は白分自身の法律をつくり

出している。各行政機関は，議会の関係委員会と協力しつつ，また或る程度予算上の

制約を受けながらも，計画から建設・運営；こ関して，連邦政府プログラムのなかで．

多額の予算をもった lg:~門を掌握してし、る 。 これらの事実は，現在の制度の根本的な

弱点とみられる。すなわち，連邦政府の水資源開発事業を中央において効果的：二統制

する機関が，大統領のもとにもなければ談会にもないのである。

このようなことから，l950年の洪水防止法では，関係機関聞の円滑な運営をはかる

ための調整について努力が払われている。この法律ではアーカ ンソー，ホワイト，レ

ッド河流域について，あらゆる種類の水資源開発に必要な総合的な改良事業を進める

呂的で調査を行ない，かつ，これらの計画が連邦行政機関のあし、だで調整され，州政

府とも調整されなければならないと規定している。

この法律はまたメリマッ F，コネティカット，その他のニューイングランドの諮河

川で，水力発電が可能と思われる地域の調査を規定している。この調査の範囲はのち

に拡大されてニューヨーク市を除いたニューヨーク州を含むこととなり， 1950年10月

にはこれらの調査を調整するために，連邦行政機関問河川流域委員会と関係諸州が協

力してニューヨ－!7行政機関問委員会が設立された。
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4. むすび

首都圏では現在上水道で 1日約 500万m＇余 （このほか水道によらない生活用水があ

る），工業用水 l日約 900万m＇余（ 工業用水統計1964年）のほか農業用水として毎秒

約l,500m3程度の水が利用されているものとみられる。

一方，その水源となる関東地方全域の総降水量は，年間約 600 l:~m3 といわれ，こ の

降水は首都圏域の河川水，地下水，湖沼水等の供給源となっている。

もちろんこれらの水はその賦存の状態，賦存の位置，あるレ［主流出の条件等からた

だちに利用しうるものばかりとはいえないが，上記の需要量Jこ比較すればはるかに莫

大な水量なのである。世界的にみても降水に恵まれた国とL、われるゆえんである。

首都圏の水需要が，将来相当程度増大するであろうことはすでに述べたとおり疑う

余地もないが，その需要に対して円滑な供給を確保できるかどうかはこれらの賦存水

源を，いか：こタイミゾグよく，合理的に，経済的に利用するかということであろうと

思われる。現在までの水の需給のアンバランスは水の絶対量の不足によるものとみる

のは適当でない ように思う。すなわち，水需要の発生に対して供給施設の整備が立ち

遅れ，水源確保のタイミングがずれてL、たからといわざるをえなし、。これには，いろ

いろの原因があげられよう。たとえば，観測資料の不備や，既存水利権の調整，ある

いは開発資金の調達等々，数えあげれば際限がなし、。しかし，やはり最も重大な原因

は水需給の長期見通しに対する明確な目標に欠けてし、たことが指摘されてよいと考え

られるのである。

196 l年「水資源開発促進法」 が制定施行され，主要水系の開発が軌道にの りつつあ

ることはすでに述べたが，今後，首都圏において計画すべき大規模な開発事業の推進

に当たって，直面するであろう各種の困難と，それを解決するため必要な努力につい

ては前節：こ述べたアメリカの経験から得るところが少なくないように思うのである。

（首都圏整備委員会計画第 2部）
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