
内閣総理大臣

国土総合開発法

水 l乙関する行政一覧

(所管官庁・根拠法・関係する主な事項〕

I 

特定地域の指定 (10条〉特定地域総合開発計画の決定(10条の 2)同計画に関する調整 (13条

の2)

電源開発促進法

電源開発基本計画の決定(3条〕電源開発に関する総合調整 (4条 3JJD

国土調査法

実施計画の承認 (4条2項)国土調査の指定の承認 (5条5項〕

経済企画庁長官

国士総合開発法

調査の調整 (11条の 4)総合開発計画の実施に関する勧告 (13条の 3)

公共水域の水質保全に関する法律

調査基準計画の作成 (4条)指定水域の指定(5条 l項〉水質基準の決定 (5条2項)
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国土調査法

水調査および水調査の基準の設定のための調査 (2条7項〉

建設大臣

河川法

河川行政一般

砂防法

砂防行政一般

海岸法

一般の海岸保全区域の行政 (40条 1項5号〉

地すべり等防止法

指定砂防地の存する地すべり地域またはぼた山 (51条 l項 l号〉一般の地すべり地域またはぼ

た山の行政(同条同項5号)

公有水面埋立法

建設大臣の指定する河川などの埋立につき，都道府県知事の免許などに対する建設大l立の認可

(施令32条)

運河法

運河開設の免許(1条〕など

F 水道法

下水道〔終末処理場を除く〕行政 (44条 1項〉

特定多目的夕、ム法

特定多目的ダムの建設，管理など

水防法

一定の水防計|両の承認 (7条2項〕一定の洪水予報(10条 2. 3項〕など

水害予防組合法

水害予防組合の第二次監督行政

国土調査法

水調査および水調査の基準設定のための調奈 (2条 7項)

治山治水緊急措民法

治水事業10カ年計liajの作成 (3条〉

農 林大臣

森 林法

森林基本計 Ij!ljの1'fli日(4条)保安林の行政 (25条以下)保安施設地Kの行政 (41条以下〉など

土地改良法

土地改良行政-般

漁業法

漁業行政一般

漁港法



漁港行政一般

水産資源保護法

水産動植物の採J甫制限などの命令(4条)保護水面の行政 (14条〕など

海岸法

漁業区域に係る海岸保全区域の行政 (40条 l項2号〉

地すべりなと。防止法
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保安林および保安施設地反および土地改良事業の地域の存ずる地すべり地域またはぼた山の行

政 (51条 l項 2. 3号)

工場排水などの規制に関する法律

一定の特定施設に関する排水規制 (21条 1項)

国 土調査法

水調王寺ーおよひ、水調査の基準の設定のための調室 (2条 7項〕

治山治水緊急措置法

治山事業卜カ年計|面lの作成(3条〉

愛知用水公団法

愛知用水公団の監答

通商産業大豆

公 益事業令

水力発電事業の行政一般，発電水力の調査 (57条. 58条〕発電7)(力の利用に関する処分など

(59条〕

電源開発促進法

電源開発株式会社の目立督 (29条)

工業用水道法

工業用水道事業の行政一般

工業用 水 法

工業用水用井戸の許可(3条)など

工場排水などの規制に関する法律

一定の特定施設に関する排水規iiJl)(21条 l項)

鉱山保安法

鉱害防止行政一般

鉱業法

河川その他公共用施設の付近の技M浜市Ij限 (64条)

採石法

河川その他公共用施詑の{、j-近の土地に関する採石持~I没定の許 liTの然 I[二(10条)

国 土調査法

水調査および水調査のi基準の設定のための調査 (2条7明)

厚生 大臣
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水道法

水道事業の行政一般

F 水道法

終末処理場の行政 (44条 l項)

温泉法

温泉の行政

自然公園法

国立公園，同定公閣の行政

工場排水などの規制iに関する法律

一定の特定施J占に関する排水上町ulJ(22条 l項j

同 l調盆 11;
水調ftおよび;Jc調夜の法相子令の及定のための調官(2条 7Jm

運 輸大臣

i{g r，hJ iJ; 

I在許可iJ政情党

M 岸辺;

港湾I又域，港湾隣接地域および公告水域に係る海岸保全区域の行政 (40条 l項 l号〉

公有水而埋立法

港湾内の埋立につき，都道府県知事の免許などに対する運輸大臣の認可(施令32条〉

工場排水などの規制jに関する法律

一定の特定施設に関する排水規制 (21条 1項)

気象業務法

気象庁による気象業務 a般

水防法

気象庁長官の洪水子報(10条lJefV

国土調査法

水調斉ーおよび水調査の基準の設定のための調査 (2条 7J}u

大蔵 大臣

工場排水などの規制に関する法律

A 定の持定施設に関する排水規制J(21条 l項〕

こうした区々の法令を合めて，水が汚 だからこそ特別立法の要望にもなるわげ

渇される関係ではどのようなものがある であるが，しかし，関連する現行法の内

であろうかの法令ごとにそれぞれの立場 容について理解することは最近ますます

からの規制が行なわれているが，必ずし 必要になってきている。充分ではない

も 一様ではな し ぶ 産 の 立 場からすれば が，それらについて現行法を中心に若干

ほとんどがィ、充分な規制となっている。 整理を試みたいと思う。



本稿では便宜上次の 5分類にしたがっ

て整理しであるO

I 公共用水域の水質の保全

E 公共用水域の水質の規制

自 工場排水などの規制

N 鉱山排水などの規制

V 汚潟排出物などの規制
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I 公共用水域の水質の保全

0 公共用水域の水質の保全に関する法律

(昭33. 12. 25.法律第 181号)

1. I公共用水域の水質の保全をはか

り，あわせて水質の汚潟に関する紛争の

解決に資するため， これに必要な基本的

事項を定め， もって産業の相互協和と公

衆衛生の向上に寄与すること」を目的と

している(第 i条)

2. 水質の汚濁が他の産業に著しい影

を与えている場合は水域を指定し，水質

の基準を定める(第 5条)これらの決定

は水質審議会(経済企凶j庁長官の諮問機

関，第13条~第20条〕の審議を経て行な

う。

3. 指定水域の指定および水質基準設定

のための「調査基本計画J (第 4条)

公共用水域の水質の調査に関する基

本計画(昭36. 7. 7. 経済企画庁

告示第 3号，本道分〕

石狩jll (A) 空知川合流点より上流

の石狩川本川および支派川(空知川

を除く〕 着子ずみ。

石村川 (B)一空知川合流点より夕張

川合流点までの石狩川本川および空

知川，その他の支派jll(夕張川を除

く)一着手ずみ。

石狩jll(C)一一夕張川fT流点より下流

の石狩川本川および夕張川.豊平川

その他の支派川ならびに河口海域

若手ずみ。

常目川 常品川本川および支派川なら

びに河口海域一着手ずみ。

釧路川河口海域新製11路川およびその

分流点より下流の釧路川ならびに河

口海域本年着子。

卜勝川 十勝川本川および支派川 H日

和41年度末までに着手。

斜里J11.止別川一斜里川および止JJIj川
ならびにM口海域一昭和45年度末ま

でに着手。

網走川 網走川およひ網走湖一昭和45

年度末までに着手。

天塩川一天塩川および支派川ならびに

河口海域昭 和45年度末までに着

手。

4. この法律の目的となっているミ産業

の協和ことと紛争の解決ミをはかるため

に和解の仲介を行なう (第 21条~第 25

条〉ことが定められているが， この運用

については次のような通達がある。

公共用;J(域の水質の保全に関する

法律第 4章の規定の運用について

(昭34. 6. 22. 経企水保第 7号，

経済企画事務次官一関係分一〉

1. ;J(質の汚濁に基づく紛争に関し平fJ

解の仲介制度を採用したのは，かかる

紛争につレては，加害と被害との凶果

関係，被'111の評価などを科学的に究明
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することが困難であり， したがって|山j

当事者を最終的に拘束する裁判手続に

よらず. I両当事者の感情的融不日をばか

り，その互l淡によって円満な解決をは

かることをその組旨とするからである 0

5 本制度により仲介を行なうのは法第

21条に法づく申立があった場合に限ら

れる。したがって特に申立がない場合

において.都道府県が一般行政上の問

題として本制度と無関係に紛争の斡

Ijft .解決をはかることは何ら差支えな

， '0 また本a，lj}支は上Jl己法律により，本

{f 4月1日以降において創設されたの

であって. 1中介すべき紛争事件の事実

合本年 4)1 1 I1以降に限定する組旨で

はなL、。したがって，本/+4月 1IJ以

liiiにおいて発生した紛争事件であって

も仲介の申立が同日以後であれは本制

度による仲介は差支えない。

5. 和解の仲介はユ_.場もしくは事業場か

らの汚水とされている(第21条)が，こ

こでいう工場も Lくは事業坊は第 3条2

項に定めてあるものであり‘その限りで

はその他の汚広の場合は合まれないと解

される。しかしその目的は産業一般に

ついて適用されるべきで，これについて

は!flj~こ通達金もってここに定める以外の

「工場または:事業場にかかる申立につい

ても和解の仲介を行なうことは何ら差支

えなL、JC公共用水域のぶ質の保全に関す

る法律第21条および第23条の解釈および

運用について.HB35. 5目 23.経企水保第2:1

仏経済企画庁調整局長通達)とされて

いる。

I 公共用水域の水質の規制

5iiJ 1115去 (明29.4.8.法律第71号)

1. 包括的に「流水ノ方向. 清潔， 分

量，幅員五二ハ深浅又ハ敷地ノ現状等ニ影

響ヲ及ボス虞アル工事，営繕具:ノ他ノ行

為ハ命令ヲ以テ之ヲ禁止若ハ制限シ，又

ハ地方行政庁ノ許IfJヲ受ケシムルコトヲ

得 JC第四条)と規定し，同法施行規程をも

って都道府県に委任している。

2. 本道の場合， この委任およひ、通用M
川準用河川以外の道の固有事務として行

なわれる普通河川については次の規則，

条例jをもって運用されている。

法適用河川および法準用河川に関する

もの

河川管理規則 L昭24・規貝Ij第57号〕

河川管理規則取扱子杭(昭24. 訓令

U~39 J;c才)

普通河川に関するもの

北泌j註普通河川および従防敷地条例

(昭24. 条例第51号)

北街道普通河川およひ、足防敷地条例

施行規則1C昭24. 規則第 172号)

これらの委任事務あるいは回有事務は

河川法19条だけの関係でなくれ引11および

品防敷地の全般的な管理を規定してい

る。水はそれ自体が地域性をもっている

から地方行政庁が管理者となるのが当然

で，本道の場合は他県にまたがる河)11は

ないかち充分に管理者としての権能を行

なうことができる。

以下は河川管理規則を主とし敷地条例

および同条例施行規則にある同種の規定

を対比的に整理してみたものである。



第 4条

第ラ条

第6条
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| 河川管理規 則 !I 北海道普通河川および堤防敷地条例

(申請書の提出) 11第 4条 l普通河)11および堤防敷地に係るものは

知事への提出書類は所轄の土木現業所 I! (規則(その所在地の市町村長を経由する。

長を経由する。{旦し，水力発電に係る 11172号)! 
ものはこの限りでない。 1I

かんがし、を目的とするものは所轄の !I
市町村長を経由する。 1I

(禁止事項) 11 

河川において左に掲げる行為をしては 1I第 6条 i適用および準用河川の堤防敷地におい

ならない。 I1 て左の行為をしてはならない。

1. 舟筏の通航または流木を防害する 11 1 1. 設備がない場所で畜類の放飼

行為 12. 設備がない場所で貨物の船積また

2. 設備がない場所で'JfJ伐または竹木 I1 は陸揚

のけい留もしくは畜類の放合iJ 11 1 3. 土石・竹木・じんかいその他的物

3. 設備がない場所で貨物の船積また I1 1 の投棄または堆積

は陸揚 11 1 4. 水田その他常時土地を湿じゅんす

4. 土石，竹水，じんかいその他汚物 11 る方法で耕作し，または土地を掘ら

の投棄 I1 i なければ栽培もしくは採取すること

5. 築堤に車馬のひき入(道路の用に il ができないごぼうおよび長芋などの

供する部分を除く)または畜類の放 11 長根作物の耕作

飼 11 1 5. 前各号のほか堤防敷地維持上有害
6. 捕魚のための石付をする行為 11 な行為

7. 河川の工作物，橋脚，流木除けな 11第17条|普通河川(湖沼を含む，以下同じ〕お

l どの建設物をき損するおそれのある 11 Iよびその堤防敷地において左の行為を

行為 11 してはならない

8. 木材所有者以外の流木および流筏 11 I 1. 舟，いかだの通航，または流木を

行為 I1 防害する行為

9. 量水標その他河川に関する標識の 11 1 2. (管理規則第 5条2号に同じ)

き損，汚損または移転 11 1 3. ( ク 5号 ク ) 

10.前各外のほか河川の維持上有害な 11 1 4. ( ク 6号 ク 〉

行為 11 1 5. ( ク 7号ク〉

(許可を要する事項) 11 1 6. ( ク 9号 ク ) 

河川において左に掲げる行為をしよう 11 I 7. 第6条第2引も第4号までの行

とする者は知事の許可を受けなければ 11 1 為

ならない。 11 18. 前各号のほか河川維持上有害な行
1. 河川敷地に固着して施設する工作 l! l 為
物の新築，改築または除却 ll第7条|適用および準用河川の堤防敷地におい

2. 河川波びに流水の占用または使用 11 て左の行為をしようとする者は知事の

3. 土石，砂際，草木その他の物件の I1 I許可を受げなければならない。

採取 11 1 1. 敷地に固着して施設する工作物の
4. 草木の植栽 11 新築，改築または除却

5. 流木および航行為ならびに附 11 12 敷地の棚

l 施内行 11 1 3. 4. (管理規則第 6条 3.4号に同
6. 前各号のほか流水の方向，清潔. 11 じ)

分芋. ~日，深浅または河川敷地の I! 1 5. 前各号のほカミ堤防敷地に影響を及
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第 7条

第21条

河川管理規則

現状などに影響を及ぼす虞のある工

事その他の行為
(許可の期間)

河川敷地もしくは流水の占用または使

用期間もしくは工作物の存置期聞は 5

年以内とする。但し，水力発電，上水

道，下水道，公共団体の火防およびか

んがいに供する流水の占用または使用

のための工作物の存置期間は30年以内

とすることができる。この期間は更新

することができる。

(料金の徴収J
第6条第2号から第5号までの規定に

よる行為を許可するときは別表第3号

に定めるところにより料金を徴収す

る。但し左の各号の lに該当するとき

は無償とすることができる。

1. 公共団体において緑地，公園，た

め池，火葬場，墓地またはじんかい

焼却場の用に供するとき

2. 特別の事由があると認めたとき

第18条

第2条

(規則

172号〕

第 8条

第20条

第 9条

第19条

|北儲普通河川および握防敷地条例

ぼす虞のある工事または行為

普通河川およびその堤防敷地において

左の行為をしようとする者は知事の許
可を受けなければならない。

1. 流水の使用

2. 流木行為

3. 第 7条第 l号から第4号までの行

為(第 l号を除き市町村長に委任)

4. (管理規則第 6条 6号に同じ)

適用および準用河川の堤防敷地の使用

期間または工作物の存置期聞は5年以

内とする。

3. 適用および準用河川の堤防敷地に

おける産物採取の期間は l年以内と

する。

普通河川の敷地および普通河川の堤防

敷地もしくは普通河川の流水の使用期

間もしくは工作物の存置期間は管理規

則第7条に同じ。

3. 産物採取の期間および流木期間は

1年以内

第 7条第2号から第5号までの規定に

よる行為の許可については別表第 1号

に定める料金を徴収する。但し知事は

左の各号の lに該当するときは減免す

ることができる。

1. (管理規則第21条 1，2号に同じ〉

普通河川およびその堤防敷地の維持保

存に関する費用を市町村において負担

しているときは前条の規定による許可

を受けたものから市町村は条例の定め

るところにより料金を徴収することが

できる。

2. 前項の料金は水利使用および流木

による水面使用のものは別表第2号，

に定める料金額をこえることができな

L、。

前各条による料金表(規則にいう別表第3号，条例にいう別表第 l号および第2号〕

1. 水利使用料年額標準 1年度または l使用期間における毎秒 0.027nf (1立方尺〉当り円，鉱業

工業，庭園用水 3，000，製氷，漁業，製材動力，脱穀，製粉動力用水700，汽缶冷却， その他の用

水500，農産物加工用水300

2. 敷地占用または使用料年額標準(等級のあるものは一般賃貸実例，利用価値その他により知事

が定める〕
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1 )温泉源地敷 l口当り l 級4.000 円~6 級2000円

2)工作物の伴う敷 1m'当り l 級 3 円~11級100円

3)工作物の伴わない敷 1m'当り 1 i級 l 円~11級50円

4)漁業用水両 1m'当り l円

5)以下鉄道，管の埋設，電柱，鉄姶;分省自主

3. 農耕地占用料金年額 111f当り l 級30銭~7 級90銭

4. 生産物採取料金標準(省略〉

5. 流木および流筏水面使用料(省略)(許可の取消，変更，停止その他の処分〉

河川管理規則 iI 北海道普通河川および堤防敷地条例

第幻条1知事は左に掲げる場合には許可を副首 11第15条|管理規則第23条に同じ。但し，主文は

し，またはその効力を停止し，もしく 11 1 I命ずることができる」となっている

は条件を変更し，または既に築設した li 第 7号はない。

工作物を改築し，もしくは除却させ. i! 
または原形の復旧を命じ，もしくは許 11

りした事項により生す守る危害を防止す[ | 

るために必要な設備を命ずることがあ 11

f。法令の規定およびこの規則または il
許可の条件に違背したとき。

2. 工事施行の方法または施行後にお||

ける管理の方法が公安を害するおそ 11

れがあるとき 11 

3. 不正の手段により許可を受けたと 1I

き0

4. 河川の状況の変化，その他許可後

生じた事実により必要が起こったと

き
! 5. 国および公共団体で河川に関する

1 工事をするために必要が生じたとき

I 6.許可を与えたもののほか，工事，占

または使用，または物件採取を許nJ
するために必妥が生じたとき

7. かんがいを円的として斤"Jを受け

た行為を明らかに廃1上したと認めた

! とき
8. 公益のため必要が生じたとき

(罰則)

第27条|第 5条および第 6条に違反する場合は 第22条|第 6条，第 7条，第17条または第18条

I 2千円以下の罰金，拘街または科料 ; ! に 違 反 す る 場合は 3月以下の懲役もし

1，くは禁銅 2万円以下の罰金，拘留ま

| Iたは科料。

これら河川および堤防敷地の使用については土木現業所長あるいは市町村長を経由して扱われる

こととなっているが，運用上その大部分は上木現業所長に委任されているの
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河川および堤防敷地に関する事務代決規程(昭24.訓令第77号)による土木現業所長の代決する

事項

1. 河川管理規則第6条第 1号から第5号までの行為の許可に関すること。但し第2号の流水の占

用 ci殿粉製造に伴うものを除く〉を除く。

2. 北海道普通河川および堤防敷地条例第 7条および第18条(市町村長委任事項を除く〕の行為の

許可に関すること。但し，条例第18条第 l号の流水の使用(澱粉の製造に伴うものを除く〕及

び第 4号の汚水排出(澱粉製造に伴うものを除く)を除く。

j巷買Ij法(昭23.7. 15 法律第174号)

1. I何人も港内または港の境界外 1万

米以内の水面においては，みだりに，パ

ラスト，廃油，石炭から，ごみその他こ

れに類する廃物を捨ててはならなし、」と

の規定(第24条)がある。

漁港法(昭25.5. 2 法律第137号〉

1. I漁港の区域内の水域において.工

作物の建設，土砂の採取，汚水の放流も

しくは汚物の放棄またはノ，)¥.面の-#1)の占

用〔公有水曲ーのだJ!立による場合を除く〉

をしようとする者は農林大臣の許可を受

げなければならなL、」との規定(第 39

条〕があるc しかしこの許可は同条2

号によると. I漁港修築事業の施行また

は漁港の利用を著しく阻害しその他漁

港の保全に著しく支障を与えるものでな

し、限り」許可しなければならないことと

なっており，特に清潔の保持が目的とは

されていない。

水産資源保護法

(昭26.12.17 法律第313号)

1. /j(産動植物の採捕制限に関する命令

として「水産動植物に有害な物の遺棄ま

たは漏せっその他水産動植物に有害な水

質の汚濁に関する制限または禁止J (同

条 4号)について農林大臣は省令または

規則を定めることができるとしている。

しかし，この省令または規則はまだでて

し、なL、。

2 この点について各県とも漁業調整規

則に次の 2点についての定めをおいてい

る。

イ 水産動植物に有害な物の遺棄，また

i土漏せつのおそれのあるものの放置の

禁止。

戸 前項の行為が水産動植物に有害な場

合は除害に必要な設備の設置を命ずる

」と。

本道の場合も同様の定めをしているが

特に検定を受けることを規定しており，

かような規程は他に例がない。

(北海道漁業調整規則j 第35条第 2項)

工鉱業の廃液または廃物を排出もしく

は，放棄しようとする者は， その種

類，成分，分量ならびに排出または放

棄の時期および方法を記載した書類を

提出して知事の検定を受けなければな

らない。

下水道法(昭33.4.24 法律第79号)

1. 下水道は浄化設備を必要とし，定め

られた基準内の放流水として公有水面に

流されることとなっているO 公共下水道

の場合(第8条〕は同法施行令(昭34

4. 22. 政令第 147条〉第 6条によって

次のように定められている。



(放流/J(の水質の技術上の基準〉

一項目は水素イオン濃度， BOD，浮

遊物質量，大腸菌群数について規定し

てあるが， ここではBODについてだ

けあげておく。

活性汚泥法，標準散水滴床法その他これ

らと同程度に下水を処理することができ

る方法によりド水を処理する場合の BO

D， 20以下

2. 放流水の水質は毎月 2[iJH主検査しな

ければならなし、o (21条 1項. I司法施行

令第12条)

3. 終末処理場(し!ぷを含む下水を最終

的に処理して公有水面に放流するために

設けられる施設一第 2条 5号)の管理は

次の定めによって行なわれる(同法施行

令第12条)

(終末処理場の維持管理)
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l. 活性汚泥を使用する処理方法による

ときは，活性汚泥の解体または膨化を

生じないようにエアレーシヨンを調節

すること。

2. 散水i慮床を使用する処理方法による

ときはj慮床がつまらないように散水率

などを調節すること。

3. 沈砂池または沈澱池のどろために

砂，どろなどが満ちたときは，すみや

かにこれを除去すること。

4. 前3号のほか司施設の機能を維持す

るために必要な措置を講ずること。

5. スクリーン，沈砂池または沈澱池か

ら除去したスクリーンかす，砂， どろ

などは，すみやかに処分すること@

6. 臭気の発散およびほえの発生の防止

に努めるとともに，構内の清潔を保持

すること。

車 工場排水などの規制
工場排水などの規制に関する法

{章(昭33.12.25 法律第182号)

1. 本法は前記した l水保全法 lによっ

て定められた指定水域における水質基準

維持のための工場などの排ぷ規制を目的

として公布されている。具体的には指定

水域に汚水を排出する工場などのI没置，

または変更する場合はその脳出(第 4

条〉を行ない，その排水が水質基準に適

合しない場合は計画変更が命ぜ、られる。

(第7条)その維持管理のためには水質

の測定(第13条)立入検査(第14条)報

告の徴収(第15条) /;rとの規定があるほ

か，国は汚水処理施設の設置，改善につ

いての資金の確保，技術的な助言(第16

条)技術の研究.普及(第17条〉を行な

うこととしている。

2. 本法ではこれらの規制措置を各々の

主務大臣に委ねており. (第21条)主二務

大臣はさらにその権限を地方支分部局長

または都道府県知事に付なわせることが

できる(第22条)としているC したがっ

てこの行政は非常にはん雑なものとなっ

てくることが予想される。この主務大臣

および委任権者については同法施行令

(昭24.12.28.政令第 388号)の別表に

定められているが例示してみると，てん

菜糖製造については主務大臣は農林大

臣，委任権者は都道府県知事とし酒晃氏

製造では大蔵大臣.国税局長，澱粉製造

は良林大臣，都道府県知事.パルプ，製

紙は通産大臣.通産局長など40におよび

業種の規定となっている。
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lV 鉱山排水などの規制

鉱業法(昭25.12.20 法律第289号〉

1. 鉱物の堀採については特に公共の福

祉， または産業の利益を損う場合は鉱業

権の取消，または鉱区の減少の処分の定

めがあり(第53条)i可JlI. 湖などの場合

は地表，地下とも50米以内はその管理庁

(人)の許可を要することとしている。

(第64条)

2. 杭水，廃;j(などによる被1占について

は賠償'の規定があり. I公正かつj歯切LI

k賠償金額を支払うべき義務を定めてい

る。 009条. 111条)また，その解決に

ついて通産局長は和解の仲介を行なうこ

ともあり得る。 (122~125条)

鉱山保安法(昭24.5.16法律第70一号)

1. ;W;'C!:;:防 i上を一つの目的として本法が

あり，鉱業権者は排水について必要な措

置を行なうべきことを義務ずけ(第 4条)

保安規程を定めさせ(第10条)鉱山保安

監督部長はこれらの監督，指導を行なう

こととなっている。

さらにこれらの細部は省令に委ねてお

り，鉱山積:知ごとに省令がある。

2. 金属鉱山の場合には，金属鉱山等

保安規則J(開24. 8. 12. 通産省令第33

~} )があり. I両l規則によって捨石たい

積.ftでん物のたい積，杭水処理などの

地l没については鉱山保安監督部長の認可

を要する(第52条，および「金属鉱山等

保安規則第52条各号の建設物，工作物そ

の他の施設につき変更の認可を要する事

l兵」通産省行示第46号)ほか，次の条項

がある。

(f米安規れ)珂~ 294条

坑水または廃水による鉱害の防止につ

いては.左の各号の事項について，その

細目を保安規程に定めなければならな

し、。

1 坑水または廃水の処理施設の管理に

関すること 0

2. 杭水または廃ぶの量の測定およびそ

の水素イオン濃度ならびに汚等の程度

の検査に関すること。

:~. 暴風雨，停電，施ぷの故障その他の

特別の事由により，ザCJJcまたは!彪水の

処理に著しく支障を生じたときの措置

に関すること。

(坑水または廃水の処理〕第 295条

坑水または廃水による鉱害を生ずるお

それが多いときには鉱害を防止するため

必要な坑水または廃水の処理施設を設け

なければならなし、。

前項の坑水または廃水の処理施設を設

けるときは.左の各号の規程によらなけ

ればならない。

1. 実害をおよぼさない程度に坑水また

は廃水を中和し，かつ，その含有する汚

濁を沈静させるため必要な施設を設ける

こと。

2. 坑水または廃水の処埋による沈でん

物を流出させ必いため，沈でん池，ろ

過池、ろ過機などの施設を設けること Q

3 前 2号の施設は，崩壊または地すべ

りのおそれが少ない箇所に設けるこ

と。

(遵守事項)第 297条

坑外保安係員は，坑水または廃水によ

る鉱害を防止するため，左の各げを守ら



なければならなし、。

1. 坑水または廃水の処理施設を毎日巡

視しその結果を保安日誌に記載する

こと。

2. 一定期間ごとに，杭水または廃水の

量を測定し，かつ，その水素イオン濃

度および汚濁の程度を検査しその結

果を保安日誌に記載すること。

3. 前 2号の場合において，坑水または

廃水による鉱害を生ずるおそれが多い

ときは，ただちに管理者に報告するこ

と。

:1. 石炭鉱111の場合は石炭鉱山保安規則

(昭24.8.12.通産省令第34号)があ

り， fIII項の金属鉱山とほぼ同係の規定

を定めている。

4. 石油鉱山の場合は石油鉱山保安規則

(昭24.8.12.通産省令第35号)があ

り，鉱害防止の予防措置を規定してい

るが，排水についての条項は次のとお

りである。

(保安規程〉第 306条

鉱業権者は，坑木，廃水および油砂そ

の他の砂石による鉱害の防止に関する左

の事項について，その細目を保安規程に

定めなければならなし、。

1. 坑水および‘廃水の処理施設に関する

」と。

2. 鉱場における泥だめ施設の管理に関

すること 0

3. 石油坑における油砂の処理施設の管

理に関すること。

(坑水または廃水の処理施設など)
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第 307条

鉱業権者は，坑水，廃水および油砂そ

の他の砂石による鉱害の防止については

左の各号の規定によらなければならな

し、。

1. 坑水または廃水による鉱害を生ずる

おそれが多いときは，鉱害を防止する

ため必要な坑水または廃水の処理施設

を設けること。

2. 前号の施設は，坑水または廃水の汚

濁を防止し， またはそれらを鉱害のお

それのない筒所に導くことができる f、

のであること。

3. 泥だめおよびろ過池のえん虎は，つ

き同めた粘土その他の不しん活性の材

料をもって築造すること。

4. i由砂その他の砂石の集積場は，集積

物の崩壊などを防止するため， ょう

壁，えん堤などを設けること。

水洗炭業に関する法律
(昭33.5. 2 法律第 134号)

1. 鉱業法の適用を受けない石炭の堀採

によって出る廃石(ぼた〉の水洗によっ

て石炭を採取する事業(第2条)は公共

の福祉を阻害しないための施設，あるい

は防除の措置をとるべきこととしている

(第13条〕

2. 前項の規定による命令に違反した場

合は事業の停止などが行なわれるが(第

14条〉廃液によって他に損害を与えたと

きは賠償を行なうことと定めている(第

16条以降第4章)
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V 汚濁排出物などの規制

清掃法判29.4.刀法律第72別

1.ごみ.燃えがら，汚でい，ふん尿なと

汚物(第 3条)の処理について定めてお

り，処分の基準などについては同法施行

令(昭29.6.30 政令第 183号〕および

刊法施行規則J (!lT"29. 5.30 厚牛有令第

:¥:2号)が施行されているの

毒物およひ
(何H昭百2必5.1ロ2.2お8 法律第3苅03弓1

1. 毒物，摩1]物の取扱L、染者に対する貯

蔵，廃棄などの規制が定められており，

廃棄については同法施行令刊行30. 9. 

28 政令 261号〉に次の規定があるの

(廃棄の方法)第28条

廃棄の方法に関する技術上の基準

1 中和.加水分解，敵化，還元，稀釈

その他の方法により，毒物およひ劇物

のいずれにも該当しないものとするこ

と。

2. 可燃性の毒物または劇場は，保険衛

生上危害を生ずるおそれがない場所

で，少量ずつ燃焼させること。

3. 前各号により難い場合には，地下 1

米以上で，かつ，地下水を汚染するお

それがない地中に確実に理め，海面上

に引き上げられ，もしくは浮き上がる

おそれがない方法で海水中に沈め， ま

たは保険衛生上危害を生ずるおそれが

え川、その他の方法で処理すること。

へい獣処理場に関する法律

(昭23.7.12 法律第 140号7

1. へい獣の取扱j坊についての規制で.

汚物処理などについて充分な措置を行な

うべきことを定めている。(第 5条)

2. I司法施行令(昭3l.9. 6. 政令 282

号)には処建場の構造設備の基準を示し

ており. (第 1条)汚水に関しては同条

第 2項第 3号に次の定めがある。

汚物処理設備と Lて，汚物だめおよ

び汚点の浄化装置を有すること。ただ

し汚水を終末処I現場のある下水道に

直長流出させることができる場合に

は，汚イくの浄化装置を有することを安

しない。

と畜場法判28.8. 1 法律第114恥

と畜場に関する規制で古iJ功、のへい獣

処理場の場介とほぼ同様題旨の規制とな

っている。汚水処理についても前項何十五

同法施行令(昭諸国 8.25. 政令第2168)

第 1条第8項第 8号に次の定めがある。

汚物だめならびに血液および汚水の

処理設備を有すること。但 L.血液お

よび汚水を終末処理場のある下水道に

直接流出させると畜場にあっては，血

液および汚水の処理設備を設けないこ

とカ1で、きる。

薬事法〔昭35.8.10 法律第145号)

1.医薬品，化粧品などの製造に関する法

律であるが，放射性のもの以外では汚染

水の定めがない。

2. 放射性のものについては次の省令に

詳細々規制が定められているO

薬局など構造設備規則(昭:36.2. 1. 

厚生省令第 2号〉第 8条，第 9条，放

射性医薬品製造規川 (11Tl:16.2. J .厚

生省令第 4号)



0核原料物質，核燃料物質および

原子炉の規制に関する法律

(昭32.6.10 法律第 166号〉

放射性同位元素による放射線障

害などの防止に関する法律
(昭32.6.10 法律第 167号〕

1. 放射性物質を取扱う事業については

この二法の規定がある。

2. その処理については各様の基準を定

めている。次に同法によってだされてい

る規則類をあげておく。

核原料物質または核燃料物質の製錬の

事業に関する規則(昭32.12.9.総理

府通産省令第 1号〉

原子炉の設置，運転などに関する規則

(昭32.12.9.総理府令第83号)

核燃料物質の使用などに関する規則

人事

一道 立ー

次長三国拙男(根室支庁経済部長)

留萌支庁長竹谷孫橘(道立次長〉

以上5月1日

技術補元谷怜(本場一新規採用) 5月

7日

一国 立ー

農林技宵小林教幸(十勝支場〉一退職，

2月30日ー
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(昭32.12.9. 総理府令第84号)

核原料物質または核燃料物質の製錬の

事業に関する規則第 1条の規定に基づ

き，管理区域にかかる放射線量など指

定(昭35.9.30.科学技術庁通産省告

示第 1号〉

原子炉の設置，運転などに関する規則

などの規定に基づき.許容被爆線量な

ど指定(昭35.9.30.科学技術庁告示

第21号〉

放射性同位元素などによる放射線障害

の防止に関する法律施行令(llH35.9. 

30 政令第259号〉

同法施行規則(昭35.9.30.総理庁令

第56号〕

放射線を放出する同位元素など(昭

35. 9.30.科学技術庁告示第22号)

異動

菊池覚助氏来眠

すでに 4年間病床にあった菊池覚助氏は本

年 1月24日.68歳をもって永眠された。通夜

は翌25日故人を偲んでしめやかにすすめら

れ26日葬儀が行なわれた。

この故人の死についてはほとんどその一生

をふ化事業に尽した人として関係から惜しま

れており，その遺作集の刊行が考えられてい

る。

なお，編集室でも，故人の追憶を掲載した、

いと考えておりますので御寄稿を希望してお:

ります。( 編 集 委 員 会 )


