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工業用水行政の現状と今後の課題 (fV) 

6. 工業用水源問題（つづき）

(6) 工業用海水基縫調査

（。） 調査国的

諸富忠男

工業用水として使用される海水の全伏川比は，淡水よりも多く，日昼 5,500

万 fにも達している。

とく；こ臨海工業地帯において，重化学工業が使用する海水の量は，淡水の

数倍：こも達しており，今後の重化学工業の発展に伴う工業用海水の需要増も

相当大さなものと見込まれている。

しかも，企業のコンビナート化が進むにしたがって，工業がコンパクトに

立地され，各工場ーが冷却JIJ；ニ佼Jjjする海水もきわめてがれ、範囲内で，個々バ

ラパラに取排水を行なう結果，相立干渉による取水条件の悪化を来たしてい
_, 
/,,) c 

この悪条件を打破し，各工業地帯の地域的特性を考慮して，合理的で，経

済的な海水利用の方法を樹立するのが，本調査の目的である。

(b) 海水利用状況

昭和39年度の工業用水統計による海水の全使用量；は，約 5,500万m3／日であ
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1 淡水全使用量のl.15倍となっている。

この海水を使用している企業は，火力発電所，鉄鋼業，化学工業が主体で

あり ，大部分が冷却用水であるが，淡水に比して，水質に多少の難点はあっ

ても，手軽に取水できること，コストが割安であること等の理由から，臨海

型の大型企業における海水依存度は，年々高まっていく傾向にある。

(c) 本調査の必要性

( i) 工業用海水は，今後とも増大する傾向にあり，そのための施設も設

置する必要がある。

しかし，これを個別企業が，個別計画に基づいて行なえば，相互間の調整

がとれず，不経済な投資を行なうのみならず，先進企業と後発企業との聞に

各種の問題を生じ，ひいては，取水条件を悪化することになる。

したがって，将来の需要をも考慮した，適正な海水利用計画を樹立するた

めの基礎調査を行なう c

( ii ) 本調査において，各企業の海水使用分野とその系統合明らかにし，

安価な海水の使用比率を高め，淡水，海水をプーノレして最も経済的な水使用

計画を樹立するために資する。

(iii) 既存の臨海工業地帯においては，海水の取J~I＇水が，各企業が，それ

ぞれ独自の立場で，行なっているため，種々の弊害を生ずる事例が増加して

きた。

このように，泌水を lつの工業地帯で，＇＆＇接して利用している場合は，将

来の当該地域の海水利用の姿を想定して，このような弊害の生じないような

事前の処置を講ずるために，本調査を行なう。等々。

(d) 調査の内容

本調査の内容は，技術的一般問題として，まず海岸の特性に関する調査の

うち，海象調査，海底地質の調査，漂砂に関する調査等が必要であり，特

に，台風等による海底地形の経年的変化を解明しておく必要がある。また，

海水等用水道計画が合理的，経済的に成りたっかどうかを行なって，取水口

の位置を決定したり，取水管の波浪に対する安全性をたしかめる必要があ

る。

(7) 水源確保に対する財政援助

(a) 水源確保の現状
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( i) わが国産業とくに用水多消費型産業である重化学工業のウェイ卜の

増大によって，今後の工業用水の需要は，ますます増加を続けることが予測

されるが，工業用水の供給側の状況は3 悪化の一途をたどってL、ることは，

既述のとおりである。

このため，将来の淡水，海水の確保をはかるために，古くは，数年前，新

しきは，来年度から，各種の調査を行なってきていることも既述のとおりで

ある。

ところで，地下水なり，淡水なり，海水なりが，賦存し，こう L、ぅ供給ノレ

ート で計画すれば，最ものぞましいということが判明しても，実際に，計画

を実現する場合（こtま，工業用水の本質的要請である「豊富かっ低康」という

ことを充足するかどうかが問題となってくる。

ことに，最近は，工業用水源を多国的ダムに求める事例が多くなってき

た。

( ii ) つまり，中小、河川が手近にあって，河口湖等新しい水源縫保方式の

採用できる地域で， しかも，水量的にも，需要を十分まかなえる範囲内のも

のであれば，この方式による開発を促進することも，検討される。

しかしながら，これら中小河川もなく，かりにあっても，地質，地形等の

条件によって，比較的安く建設できる河口湖の築造も期待できず，地下水等

の水源もないとすれば，比較的近い（相対的に）河川の上流にダムを築造し

て，ここに， 7j(を貯溜し，治水，利水等の多目的のために利用する方式を採

用せざるをえない。

このため，近年，次表のごとく，水源を多目的ダムに求める例が急増して

水源を多目的ダムに求める事例の推移

｜同度｜ 33 35 37 40 41 

12 

(A) (3) (3) (7) (7) 

（多目削ムに僻するものl 8 

(B) (5) 

B/A% ぺペペ
66,6 

(25.0) (66.7) (66 7) (100 0) (100.0) (71.4) 

（注） 括弧内は，補助事業である。
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きている。

(iii) 多目的ダムの開発もこれまでは，中小河川の比較的中小規模のもの

が多く ，ダム建設完了と水利用の時間的ズレは，それほどなかったのである

が，近年3 水資源開発も地域的に広範囲にわたる総合開発事業の一環とし

て，長期的かっ大規模に行なわれる傾向が強まってきた。

これに伴，, ＇ダム建設完了の時点と利水の時点にかなりの時間的ズレが生

じてきており，利水面から，これをみると，超先行投資的性絡を有すること

になってきている。

( b) 財政援助の必要性

( i ) 地域開発に伴う水源確保上からの要請

水源開発の問題が，重要な地域的課題として，登場したのは，かなり以前

のことであった。

しかし，近年，開発の必要性を支配する内外の諸条件は，かなり早いテン

ポで，変化の過程をたどった。

とくに，工業政策をめぐる諸条件の変化は，「所得倍増計画」を起点、とし

て，「新産業都市建設促進法」「工業整備特別地域整備促進法」と中 ・後進地

域への工業誘導政策が打ち出され，このことが，地方公共団体の水源開発と

くに，工業用水の確保を主目的とした河川の総合開発に拍車をかけている。

工業の立地を支配する因子は，用地用水，電力，輸送施設，労働力など数

多くあげることができるが，このなかにおいて，用地，用水の各因子は 3 地

域の制約をかなり強く受ける。

とくに用水については，いまだかなり強い属地性を有しており，工業を媒

体として，地域の発展を画するならば，用水の確保L 供給の限界性が，そ

の他の工業開発の基本的方向と規模を決定づけることとなる。

それ故に，工業用水の確保については，多面的な検討を加えると同時に，

水源の開発については，国の強力な財政援助により，その促進を図 ること

が，強く要請されている。

( ii ) 超先行投資性からの要請

ダム完了と同時に，工業用水の需要が，発生するのであれば，現行の工業

用水道建設方式でよいわけであるが，実態は，ダムが完成しても，工業用水

の需要は，直ちに発生しないケースが生じてきた。
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このようなときは，ダム建設に必要だった経費のうち，工業用水道関係負

担分については，収入が全くないにもかかわらず，建設費にあてた地方債の

元利を償還するということは，地方公共団体にきわめて， 大~な負担をかけ

ることとなる。

したがって，水源としてのダム完成年時と，工業用水道としての専用施設

が完成する年次とのギャ γ プが大きいものについては，その聞の負担をでき

るだけ，軽減させるため，国の強力な財政援助を行なうことが必要である。

(iii) 総合開発事業を促進する上からの要請

既述のごとく，近年の開発行政の活発化に伴って，大規棋な水資源開発行

政が，強力：こ進められようとしているが，河川の治水，発屯，上水，工業用

水等治水，利水の開発を総合的に行なうことが，当該河川の開発利用をする

上で，最も経済的かっ合理的であると判断される場合においても，たとえ

ば，治水と工業用水の需要の時間的ズレ等の事情がある場合には，現行開発

体制では3 水資源開発の総合的かつ長期的開発がかならずしも円滑に行なわ

れがたい面が多い。

したがって，このような場合には，先行投資性の強い工業用水関係につい

ては，特に，凶が強力な財政援助を行なって 3 総合開発を有効適切に行なう

必要がある。

( c ) 財政援助の内容 ・制度

( i ) 工業用水源費負担金に対する高率補助

既述のように，水源確保の必要上，昭和42年度から，工業用水i原資負担金

に対し，高率補助を行なうよう現在，予算要求中である。

その概要を述べれば，およそつぎのとおりであるc

μ） 目的

多目的グム佳設費に係る工業用水負担金のうち，超先行的なものについ

て，その地方負拘の軽減を図ることにより，将来の工業用水道のための水泌

を確保し，もって，工業用水の豊富かつ低廉な供給を縫保することを目的と

している。

（ロ） 制度の概要

治水等の要請によって，多目的ダムが建設される場合であって，当面工業

用水道専用施設の建設が行なわれないが，通商産業大臣が，とくに，工業用
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水の水源の確保を図る必要があると認めた場合においては，当該多目的ダム

建設費のうち，工業用水負担分について，とりあえず， 3分の 2の国庫補助

を行ない，工業用水道専用施設を布設するにいたった時期においては，あら

ためて，水源費コミで，妥当投資計算をやりなおし，一般の補助率を適用

し，？，：：：：額の調整を行なおうとするもの、Cある。

付交付の対象

当面工業用水の専用施設の建設は行なわれないが，通商産業大臣が，当該

地域の水源の状況から，将来の工業用水の水源として確保しておく必要性が

とくに強いと認められた多目的ダムの工業用水負担金等を対象にする。

この場合，つぎのような条件を満たすものについて，採択を行なうことが

諸官 ．工業用水行政の現状と今後の課題（IV)

のぞましい。つまり，

① 国民経済的見地から，当該地域において，工業用水の水源を確保し

ておく必要性がとくに強いことが認められること。

当該地域においては，当該ダム以外に適切な水源がないと認められ② 

ること。

③ 当該ダム治水が，かんがい，発電 ・上水等工業用水以外の要請によ

って着工されるものであること。

（ニ）補助率等

当該年度の工業用水分担金 3分の 2とする。

地域によって，差を設けることとはしない。アロケーション未定の場介

は，仮アロケによる負担金に対して， 3分の 2の補助を行なう。

（注） 3分の 2国庫補助の例

① 1級河川改良（治ノ＇K)C河川法60条）

ただし 44年度までは 4分の 3 （河川法施行法第 5条）

砂防事業（砂防法第13条）

海岸保全施設整備

治山事業（森林法46条）

地方道改修（道路楚備緊急措置法第 4条）

一般同道改修 4分の 3

⑨ 街路事業

⑦ 基幹林道（森林法第19条）

(ii) 水資源開発公団の借入金

水資源開発公団事業の工業用水道負担金のうち，補助費の部分について

②

mw一④
⑤
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は3 全額公団借入金によることとする（現行公団借入金70%，地元負担30%）。

このことは，昭和42年度予算要求にあたっても，強く要望しているところ

であるが，その理由は，次のとおりである。

付） 水資源開発公団事業の工業用水道負担金のうち，国庫補助費の部分に

ついては，現在，公団借入金（政府融資および政府保証債）のほか， 地方公共

団体の負担金にも，大きく依存している。ところが，この負担金を全額一時

に支払うことは，困難であるため，負担金の相当部分は，工業用水道事業の

地方債の枠内で，資金調達をせざるをえない。

その結果，公団の建設テンポは，関係地方公共団体の財政上の負担能力，

地方債の枠によって左右されることとなる。

（吋 また，地方公共団体の負担金を地方債で，資金調達する場合，これま

での実績からみると，資金の質がきわめて悪く，ほぼ全額3 縁故債（年平lj8 

%，償還期間 7年）が充当されている。

しかも，公団事業に係る工業用水道事業は，地盤沈下対策事業または，先

行投資性の強い地域開発促進のためのものが主であるので，縁故債の消化は

きわめて困難である。

村上水道事業関係負担金は，全額公団借入金が認められている。等々 。

( d) 昭和42年度水源確保対象予定事業の概況

昭和42年度予算要求にあたり，このような多目的ダムに該当し，それに対

し，高率補助を予定しているものは，さしあたり，宮城県の釜房ダム，愛知

県の矢作ダム，四国の早明浦ダムの 3個所で、ある。

全体事業費は， 37,470百万円で，このうち，工業用水関係負担総額は，現

在のところ， 3,770.9百万円が見込まれており，昭和42年度工業用水関係負担

額は， 1,030百万円となっている。

これらの特徴は，大規模な総合開発計画の一環として，長期的視野のもと

に，開発の促進が，要請されていることである。ちなみに，釜房ダム，早明

浦ダムによる工業用水の主要給水先は，新産業都市である。

それでは，それぞれについて，計画の概要を述べれば次のとおりである。

( i) 釜房ダム

付）河川，ダム名

(a）名取水系 碁石川



( b) ダム名一一釜房ダム

( c ) 事業主体一一建設省

（ロ） ダム諸元

(a) 電力式

( b) 高さ一一47.5m 

( c) 長さ－205.0m

( d) 堤体積 122,000 m3 

( e) 総貯水量一一45,300,000m3 

( f) 有効貯水量一一39,300,000m3 

付共同事業費一一7,970百万円

（斗工期一一昭和39～44年

件）目的

(a) 洪水調節－800m3/s調節
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( b) かんがL、 3,690 ho （名取沿岸）

( c ) 上水道一一177,000m3／日（仙台市）

( d ) 工業用水道一一100,000m3／日（仙塩地区）

（サ概要説明

① 名取川は，宮城，山形県境二又峠（943m）に源を発し，東流し，仙

台平野を貫流して，太平洋に注いでいる。碁石川はこの支流であるc

②釜房ダム計画は，先に完成した大倉ダムとともに，名取川本川袋原

地点、の高水流量 5,700m3/sを 4,200m3/sに調節するため， ダム地点におい

て計画高水流量 1,650m/s （昭和251+8月洪水）のうち 800m3/sを調節する

ものである。

③ 仙台市周辺は，最近の経済発展と人口増加に伴って，急激な発展を

示し，昭和39年 3月には新産業都市「仙台湾地区」の指定を受け，その用

水確保の必要性は3 ますます重要視されるにいたった。

工業用水は，新産都市基本計岡によれば，新規工業用水道供給量は3

550千 m3／日を必要と L，この水源として，北上川阿武隈川および名取）｜｜

に依存する必要があるが，このう ちの名取川に釜房夕、ムを建設し上水道

177,000 m3／臼を仙台市へ給水，工業用水道 100,000m3／日を仙塩工業地帯へ

供給する計画で，総合開発事業を始めたものである。
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④釜房ダム計画は，まず，昭和15年，宮城県において調査が実施さ

れ，昭和17年度から用地買収に着手し，全体の 4分の lにあたる 965反を

買収したが，戦争激化のために中止された。

戦後，昭和25年 8月に3 名取川に大洪水があり ，これを契機に河川総合

開発計画の気運が高まり，宮城県において，広瀬川筋の大倉ダムの調査が

行なわれ，昭和32年度より，建設省直轄事業で開始され，昭和35年度に竣

工した。一方， 三三房ダムは，大倉ダムと一体となって， ;7:，取川の洪水調節

を行なうものであり，昭和39年度より実施計両調査に入り，昭和40年度よ

り着工した。

このように治水，利水の総合開発事業として， x房ダムは，着手された

ものであり，利水需要に応じて，後年度ダムを作ることは，技術的に不可

能に近くまた，経済的にもきわめて不利て‘あると判断されている。

( ii ) 早明浦ダム名

μ）河川l，ダム

① 河川名一一吉野川

② ダム名一一早明浦ダム

①事業主体一一建設省

（ロ） ダム諸元

①重力式

② 高さ一一106.0 m 

③ 長さ一一427.0m 

④堤体積一一1,155,000 m3 

⑤ 総貯水量一一316,000,000m3 

＠ 有効貯水量←ー289,000,000m3 

付共同事業費一一17,000百万円

（ニ）円的

①洪水調節一一2,700m3/s調節

② かんがい 38, 150 ha 

① 発電一一206,000kV 

④ 上水一一400,000m3／日

＠ 工水一一1,376,300m3／日
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【工水の内訳】

l：観音寺 ・託間一一56,000m3／日

坂出 ・丸亀 95,000 m3／日
香川県

高松一一44,000m3／日

計一一195,000m3／日

1吉野川北岸（ l期） 一一160,000m3／日

徳島県 吉野川北岸（ 2期以降） 一一510,000m3／日

計一－670,000W 日

（川之江 ・伊予三島（l）一一230,000m3／日

愛媛県 川之江 ・伊予三島（2）一一－222,000m3／日

計 一一452,000m3／日

「鏡 jll-59,300 m3／日
高知県イ げ

L 計一一59,300m3／日

制問要説明

τ） 吉野川（主四国 4県にまたがる流域面積 3,650km2, 幹川流路延長 190

kmの大河川で、“四国三郎”と呼称されているcその源（土3 高知県の西端

瓶ケ森 （l,896m）：二発し，四国中央を東流し，徳島県：こ入札 四国山脈を

横断して，大歩危，小歩危を作り，池田付近より ，漸次平野部に入り，徳

島平野を貫流して，紀伊水道に注いでいる。

② 吉野川は，明治40年から，昭和 2年にかけて，河口部から41km区

聞を計画高水量l3,900m3/sで，第 1；期改修工事が施工されたが，昭和20年

の枕崎台風の出水！こより， 15,000m3/sに改訂し昭和24年から，堤防の老

朽による第 2期直轄改修工事が実施され，現在にいたっている。

吉野川は，年間 3,000mm以上に及ぶ多雨地帯を水源としており，現計

画の計画高水流量の 15,000m3/sは，超過確率で，30年 1回に相当し， 治

水に万全を期するためには，80年ll回の超過確率となる 17,500m3/sと増

嵩する必要を生じ超過分 2,500m3/sは，既設の柳瀬ダムと新設の早明浦

ダムでカァ卜するのが妥当であることがわかっている‘

＠ 一方，吉野川の豊富な水量は，古来，水不足に悩む瀬戸内側は，勿

論太平洋側でも，分水によるその水利用は，強く望まれており，今までに

も，既（こ一部の開発が行なわれて，高知， 愛媛への分水が行なわ れて き
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，.‘ ，＿。

しかし，本川筋の利用は，下流のかんがし、用水と上流の発電を除いて，

その大半は，未開発であった。

ところで，最近の都市部の発達，また，徳島地区，東予地区の新産都市

指定もあって，各県とも， この豊富な水の有効利用を強く要請するように

なり，吉野川の水資源を最も有効に開発利用するため：二，下流徳島への必

要水量を確保するとともに，できるかぎりの分水を可能ならしめるため，

早明浦ダムの建設が要望されるようになった。

すなわち，新産基本計画によると p 昭和50年度まで：ニ必要な工業用水道

新規供給量は，徳島地区 1,035千 m3／日， 東予地区 470千 m3／日となって

おり，また香川県の臨海工業地帯でも， 50年には約 200千 m3／日，高知県

でも約 50千m3／臼の工業用水新規需要が見込まれているご

③ 早明1市ダム：主，昭和38～39年度をもって，実施計画調査を完了さ

せ，昭和40年度より工事に着工 し，昭和45年完成を目途：二，工事が進めら

れているが，四国地方における水源として頼れるのは，ニの吉野川以外に

なし治水と利水の総合開発として，この早明浦ダム総合開発事業を除い

ては，考えられない現状に鑑み，四国総合開発の精神（二基づき， 4県協調

のうえ，この事業を推進するものである。

(iii) 矢作（やはぎ）ダム

（イ）河川・ ダム名

① 河川名一一矢作川

② ダム名ー←矢作ダム

③事業主体 建設省

（吋ダム諸元

① アーチ式

② 高さ一一105.0m 

③長さ一一340.0m 

③ 堤体積一← 333,000m3 

⑤ 総貯水量 80,000,000 m3 

⑤ 有効貯水量 65,000,000 m3 

付工期一一昭和37～45年
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（斗 U的

]) 洪水調節一一1,000m3/s調節

② かんがし、一一一14,845h口（矢作沿岸）

③発電－97,600kWh 

J) 上 水一一154,000m3／日

③工 水一－500,000m3／日

（ホ） 概要説明

'.]) 矢作川［土，中央アノレプスに源を発し，三河平野を貫流し，三河湾；こ

そそぐ長野，岐阜，愛知の 3県にまたがる総流域 l,906 km2，幹線延長 117

kmに及ぶ大河川である。

また，下流平野部は，砂質堤防で，天井川の様相を呈しているc

② 矢作川沿岸（ま，わが国屈指の穀倉地帯であり，明治， 校下の 2大用

水によって，日本のデンマークといわれる三河平野を育成し，また，刈谷，

豊田，岡崎を中心とする機械，自動車，繊維等の諸工業の発展を促してき

J-. 
8、－o

一方，農業の近代化に伴う用水の新規需要や衣浦臨海工業地帯の造成に

よる重化学工業の発展に伴っ て，必要となる工業用水，さらに，人口増，

都市開発と相侯って必要となる上水等，激増する水需要の水源を矢作川に

求めるのは，当然のことであるが，現在の水利用状況は，複雑多岐にわた

り，既存の利水だけでも，不足を来たしている現状であるので，新規需要

を依存させるのは，現状のままでは，無理である。将来，矢作川二依存す

るものとして，工業用水は，衣浦臨海工業地帯の埋立地 1,300haに立地を

予想される鉄鋼コンビナー卜があり，さらに，機械，繊維工業を中心とす

る700haの内陸工業団地があって，昭和55年において，約 50万m3／日 の需

要が見込まれている。

③ 治水の面では，昭和 8年から，直轄河川として，改修工事が進めら

れてきたが，昭和34年 9月の伊勢湾台風，昭和36年 6月の集中豪雨等の出

水は，当初の計画流量 4,000m3/sを大幅にこえ，5,400m3/sにも達し，今

後，さらに堤防の手直しをする必要が生じたが，既述のとお り， 砂質土

で，漏水が多く ，かつ， 天井川であるため，技術的，経済的にも，困難で

あるため，ダムによる洪水調節の必要が生じ計画高水流量 2,300m3/sの
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うち， 1,000m3/sを調節する矢作ダムを建設する こととなった。

③ 矢作ダム計画は，愛知県総合開発計画の一環と して， 昭和29年以

来，愛知県の手で，調査が進められ，昭和34年建設省の多目的ダム調査地

点として取り上げられ，昭和36年度まで予備調査，昭和37年度から実施調

査を経て，昭和40年度から着工された。

③ このように，矢作川流域の保全と地域開発の基盤ともし、うべき利水

の増強を総合的，経済的に実施するためには， 大規筏貯水池の建設が最も

効果的とあり，また，他に適当なダムサ イトがないため，今後の需要計画

にそった水源開発は，この機会を除いては 3 求められt.cl 、ニとになるの

で，矢作ダムの建設は，このような問題を一挙に解決する意義をもつもの

であると考える。

( 8) 水資源開発促進法，水資源開発公団法に基づく開発

（ロ｝ 水資源開発促進法， 水資源開発公団法p 水資源開発に関するこの 2

法律（土，昭和36年に，水資源の確保を図るために制定された法律で，その内

界を詳細二）fーべることはさけるが，この 2法が， 7j(資源開発事業の実施：ニ関

しどういう位置づけが行なわれているかをちょっとみる ことにしよう 《

( i' 基礎調査（水資源開発促進法第2条に主主づく基礎調査）

本基礎調査（土，水資源開発促進法第 3条に基づく水資源開発水系の指定お

よび同法第4条に基づく水資源開発基本計画の決定のために行なう調査であ

るp

ニの調査：土，行政機関の長，つまり ，農林省であれ（工，農林大臣，建設省

であれ：乙建設大臣といった各省大臣が，かんがい，治水等々の目的のため

に各個：こ行たわれるのであるが，各省ヵ：，あまりにもパラパラに行なわれる

ことがあれ、f，水系指定，基本計画決定の時期等にも影響があるので，経済

企画庁長官が必要な調整を行なうことができることとしている（水資源開発

促進法第 2条第2項）。

( ii ) 水資源開発水系の指定 （水資源開発促進法第3条）

(a' 内閣総理大臣は，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：土，関係行政機関の長に協議し，かつ，関係都道府県知事および

水資源開発審議会の意見をきいて，当該地域に対する用水の供給を確保する

ため，水資源の総合的な開発および利用の合理化を促進する必要がある河川
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の水系を，水資源開発水系として指定することとしている。

( b) 内閣総理大臣が水資源開発水系の指定をするには，閣議の決定を経

る必要がある。

( c ) また，指定を行なったときは，これを公示することとされている。

以上のような手続を経て指定を行なった水系について，水資源開発の基本

計画を作成することとしている。

（川） 水資源開発基本計画（水資源開発促進法第 4条）

(a) 内閣総理大臣は，水資源開発水系の指定をしたときは，関係行政機

関の長に協議し，かつ，関係都道府県知事および水資源開発審議会の意見を

きいて，当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発および利用の合

理化の基本となるべき水資源開発基本計画を決定しなければならないニとと

している。

( b) 基本計画を決定するには，閣議の決定を経なけれ（まならないc

( c ) 基本計画には，治山，治水，電源開発および当該水資源開発水系に

係る後進地域の開発について，十分の考慮、が払われていなければならない。

( d) また，内閣総理大臣は，基本計画を決定したときは，これを公不し

なければならないことになっている。

(iv) 基本計画に基づく事業の実施（水資源開発促進法第12条）

基本計画に基づく事業は，当該事業に関する法律（これに基づく命令を含む）

の規定に従い，国，地方公共団体，水資源開発公団その他の者が実施するも

のとするとなっている。

しから（札水資源開発公団がこれを実施する場合は，つぎのような手続き

を経ることになる。

( v ) 事業実施方針（水資源開発公団法第19条）

（。） 主務大臣は，公団が，水資源開発基本計画に基づいて，ダム等の新

築または，改築を行なうときは，水資源開発基本計画に基づいて，事業実施

方針を定め，内閣総理大臣を経て，これを公団に指示するとともに，その概

要を公表しなけれ（まならないことになっている。

( b) 主務大臣は，事業実施方針を定め，または，これを変更しようとす

るときは，あらかじめ，関係行政機関の長に協議するとともに，関係都道府

県知事の意見をきかなければならないことになっている。
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(vi) 事業実施計画（水資源開発公団法第20条）

（。） 公団は，水資源開発基本計画に基づいて，ダム等の新築または改築

を行なうときは，前述事業実施方針に基づして，事業実施計画を作成し，関

係都道府県知事に協議するとともに，主務大臣の認可を受けなければならな

いこととしている。 これを変更しようとするときも同様であるc

( b) 公団（土，事業実施計画を作成し，または3 変更しようとする場合に

おいて，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しようとする者が特定しているときは， あらかじ

め，その者の意見をきくとともに，水資源開発公団法第29条の規定による水

資源開発施設の新築または改築に要する費用の負担について，その者の同意

をf与なけれ：まならないこととしている。

目、とのような手続きを経て，水資源開発事業に着手する二とになる。

( b) 蓋礎調査

ところで，事業着手のために必要な諸手続きのうち，その基礎となる基礎

調査：こついては，建設，通産，農林，厚生等の各省が，それぞれ，調査を毎

年行なって允り，通産省関係つまり工業用水関係分については，その実態を

既述している。

( c ) 水資源開発水系の指定と基本計画

前述のごとく，昭和36年11月に水資源開発 2法が制定されて以来，昭和37

年 8月：こ利根川，淀川12水系の計画がきまり，昭和40年 3月に筑後川水系の

基本計阿，U；決定された。さらに，吉野川については，現在，国土総合開発審

議会，水資源開発審議会を中心として，基本計画がまとめられている。

そこで，これら主要河川の開発計画の概要を，河川別にみることにしよ

ヲc

( i ) 利根川水系

付）指定年月日一一昭和37年 4月27日

（ロ） 基本計画決定年月日一一昭和37年 8月17日

その後数回の改訂が行なわれ3 現在にいたってし、る。

付基本計画の概要

1 水の用途別の需要の見通しおよび供給の目標

この水系の昭和45年度における水の用途別の需要の見通しおよび供給の目
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標（ま3 おおむね次のとおりであるが，さらに，昭和46年度以降については，

今後の調査の進捗：二伴l＇＇順次具体化するものとする c

( 1 ) 水の用途別の需要の見通し

上水道用水については，この水系の流域内の諸都市並びに流域外の東京都

の一部の地域および埼玉県，千葉県の一部の都市における上水道整備に伴う

必要水量の見込みに，毎秒、約 50m3である。

工業用水については，東京都城北地区および埼玉県の南部の地区における

地盤沈下対策としての地下水の代替，この水系の流域内の各地における工業

開発並びに流域外の東京都3 埼玉県の一部の地域および京葉地帯の工業開発

に伴う必要水量の見込みは，毎秒、約30m3である。

農業用水については，赤城，榛名山麓および印施沼周辺地域等の開発その

他農業の近代化施策に伴い，こ の水系に関連する地域に発生する必要水量の

見込みは，毎杉約40m3であるわ

( 2 J 供給のH標

これらの新規水需要に対処するため，矢木沢，下久保，神戸のダム群，利

根川河口堰， 霞ヶ浦および印施沼における水位調節施設等の水資源の開発ま

たは利用のための施設，合口堰等の既存水利の合理的な使用を図る施設，多

目的用水路，専用用水路等の施設を建設するとともに，水資源の合理的な利

用を図る措置を講じて，毎秒、約 120m3を供給する見込みである。

2. 上記の供給の目標を達成するため必要な施設のうち，新規利水量毎秒

約75m3の確保を回途として，と りあえず，次の施設の建設を行なう。

( 1 ) 矢木沢ダム建設事業

名称、一一矢木沢ダム

事業目的一一このダムは，洪水調節，不特定かんがし、等および発電の用に

供する機能を有するものであるが，この事業により，群馬県赤城，榛名山麓

地区の農地に対L，必要なかんがし、用水を補給するとともに，東京都上水道

用水を確保するものとするc

事業主体一一水資源開発公団

河川名一一利根川本川

新規利水容量一一約 85,000,000m3 （合効貯水容量約 180,000,000m3) 

予定工期一一ー昭和34～41年度
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( 2) 下久保ダム建設事業

名称一一下久保ダム

事業目的一ーこのダム（立，洪水調節，不特定かんがし、等および発電の用に

供する機能を有するものであるが，この事業により，東京都上水道用水等を

確保するものとする。

事業主体一一水資源開発公団

河川名一一神流川

新規利水容量一一一約 66,000,000m3 （有効貯水容量約 120,000,000m3) 

予定工期一一昭和34～42年度

( 3) 利根導水路建設事業

名称一一利根導水路

事業目的一一この事業は，利根川中流部の取水施設，ニのほ水地点から，

荒川中流部までの水路および既存水利施設への連絡水路，荒川中流部におけ

る取水施設並びにこの取水地点から，東京都水道事業の新設予定浄水場まで

の導水施設を設置するものであって，東京都および埼玉県の上水道用水およ

び工業用水を導水するとともに農業用水等の取水の安定および利用の合理化

を図ることを目的とする。

事業主体一一水資源開発公団

河川名一 利根川本川

取水量一一一農業用水毎秒約 85m3 

東京都および埼玉県の上水道用水および工業用水毎秒約20m3 

予定工期一一昭和37～42年度

( 4) 印搭沼開発事業

名称一一印漉沼開発事業

事業目的一一この事業は，印旗沼を干拓地と調整池に整備し，沼周辺の農

地に対して，必要なかんがし、排水事業を行なうとともに， 京葉地帯に必要な

工業用水等を確保することを目的とする。

事業主体一一水資源開発公団

河川名一一印旗沼

利水のための利用水深一一約 lm 

予定工期一一昭和21～41年度
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名称一一群馬用水
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事業目的一一この事業は，赤城山南麓地区および榛名山東謹地区の農地に

対するかんがL、施設を設置することにより，これらの地区（ニ必要なかんがい

用水の補給を行なうことを目的とする。

事業主体一一水資源開発公団

河川名一一一利根川本川

取水量一一毎秒約13.6m3 

予定工期一一昭和38～42年度

( 6) 利根川河口堰建設事業

名称一一利根川河口堰

事業目的一一この堰ば，利根川下流部における塩害の防除等流水の正常な

機能を維持し，公利の増進を凶るためのものである，7りこ の事業により ，東

京都，千葉県および埼玉県の上水道用水および工業用水を確保するものとす

る。

事業主体一一水資源開発公団

河川名一一利根川本川

堰の天端標高一一yp約 2m

予定工期 昭和39～45年度

( 7) 神戸ダム建設事業

名称一一一神戸ダム

事業目的一一このダムは，洪水調節および発電の用iこ供する機能を有する

ものであるが，この事業により，渡良瀬川沿岸の工業用水およびかんがに、用

水等ならびに東京都，埼玉県の上水道用水および工業用水を確保するものと

する。

事業主体一一水資源開発公団

河川名一一渡良瀬川

新規利水容量 約 50,500.000m3 （合ー効貯水存量約 50.500,000m3) 

予定工期一一昭和40～45年度

なお，上記（l）～（7）までの事業費は，洪水調節，不特定かんがL、等および

発電等に係る分をあわせ，約 1,100億円と見込まれる。
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( d) 利根川の流況

話が前後するが，このような将来の大開発計画がたてられているこの利根

川の現在の流況，利用状況をごく大ざっぱに述べれば，つぎのとおりであ

る。

利根川は，いまさらいうまでもなく ，本邦屈指の大河川であって， 年間総

流出量は，笑に 130億 m3に達している。ところが， 現在， この水を利用し

ているのは 3 このうち，わずか14%にしか相当しない18億 m3程度である。

利根川の既往の資料により，年間3 流出量は，昭和15～34年の20年間平均

で司

本川流出量（布川地先） 70億 3,700万 m3

江戸川流出量 f野田地先）一－－ 45億 9,400万 m3

計 一一←116億 3,100万 m3

とな っている。 これに，各利水の消費量などを加えると，利根川総流出量

は，おおむね130～140億 m3と推定される。

したふみって，年聞を平均すれば，利根川には，約400m3/s程度の自流があ

るわけて・あるが，夏季のかんがし、期には栗橋で， 40m3/s程度に減少するこ

とも稀ではなく， しばしば，千塩害を惹起している現状である。

これは，流出量の大部分が融雪時あるいは，洪水時に，利根川を流下して

いるためで，この無効流量を上流の貯水池群により調節することにより，必

要量を確保するため，すでに，藤原ダム，相俣ダムが完成し，その池，矢木

沢，下久保等のダムが建設されていることは既述のとおりである。

（通商産業省，工業用水課〉
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