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第10 審議会は委員20人以内で組織するものとすること。

2 専門の事引を調査させるため， 審議会専門委員を置くことができるものと

すること。

3 委員及び専門委員は， 関係行政機関の職員及び水質汚淘規制に闘し学識経

験のある者のうちから， 内閣総型大臣が任命するものとすること。

4 審議会に会長を置き， 委員の互選によって定めるものとすること。但し関

係行政機関の職員は会長となることができないものとすること。

第11 審議会に部会を置くことができるものとすること。

2 音[i会に部会長を置き， 会長の指名する委員がこれに当るものとすること。

3 部会に属すべき委員はヲ 会長が指名するものとすること。"'"

4 審議会は， その定めるところにより，部会の決議をもって審議会の決議と司

することができるものとすること。

第12 審議会は， その所掌事務を処理するため必要があるときは，関係都道府県

知ヰとのほか関係地方公共団体の長叉は利害関係人の出席を求め， その意見をき

くことができるものとすること。

水質汚濁の規制に関ナる法案

浜島清正

水特に河川7}¥は，人口が多くなり近

代産業が発達するにつれて汚染され

る。その汚染の度合は人口増加と近代

産業特に鉱工業の発達につれて急激に

増加する。

その結果，近代産業発達の先進国で

あるヨーロツバ諸国では，河川はドブ

川と化して屡々コレラなどの恐るべき

流行病の大流行を招くもととなった。

このコレラの流行防止対策として，原

因の究明をして行くと，河川の汚濁に

原因であることがわかり，これを契機

として水質汚濁防止が問題とされるよ

うになったということである。

もともと東洋でも西洋でも「流れる

7}¥は滑Jとか 13尺流れれば水清し」

とかいって，流水即ち河川水は，清浄

なものとされていた。流れている水は

同浄作用といって日然に浄化する力を

持っているからで，この間浄作用で浄

化される程度に汚水が流れ込んでいる

問はし、し、が，限度を)&1えると，河川は

直ぐ汚染されてしまう。この汚濁され

る経過は，水の利用がふくそうしてい

る現在のような状況下にあっては甚だ

複雑で、あって一般には簡単に理解し難

い点が多い。

Jl[lち水産に例をとって見ても，魚が

その7J'(の中に生きているというだけの

E由でその7J'(が水産に無害だと断定す

ることはできない。河が水産に無害だ

といえる限度は，その中で資源を維持

することができる自然環境であること

であろう。叉うぐし、や鯉鮒のような耐

久力の強い魚を基準にして一律に考え

ることでもできなし、。叉汚水を出す工



場が二つ以上ある場合は一つ A つ切離

して考えることは間違いで相当離れて

いても加算して考えなければならない

場合が多L、。それに加えて，鉱工業の排

水が複雑多岐に渡りその排出され成分

が水質設びに魚に及ぼす影響は実に複

雑である。澱粉工場に例をとって見て

も，澱粉工場から流されるものには，

，一つも毒をもっているものがない。何

れも家音飼料として有効に利用できる

ものばかりであるが，一度これが流さ

れると，落口は， ~包が山になれ河床

はヌラヌラが a国にできて，臭気を発

するようになる。この澱粉工場で代表

される有機物の汚濁 〔他にノミルプ工

場，アルコール工場酪農工場等)と泥

が海而に流入した場合の汚濁被告は，

最も理解しにくいものであろう c この

ような複雑さは，衛生関係にも，鉱工

業用水としても，又農業発電用水とし

ても各々について持っており，しかも

これらはお互に水を利用するというこ

' とでからみ合っているのであるo 従つ

てこのような観点から水の利用を眺め

ると産業開発の国からも社会的な衛生

的な管理の面からも， 7]¥.の保全管理は，

界常に大切なことであって，水産資源

の維持の観点からばかりでなく，国家

的な重要問題である。

明治初年に近代産業をとり入れili":業

振興を図ったときからこのことは相当

に考慮されていた。これは各関係の法

規正見則の中に，何れも汚濁防止の条項

が見られるのを見てもうなずけるので

ある。しかし折角考慮しながら欧米で

にがし、経験合した水質汚濁防止の苦し

みを， 100年も遅れて繰返している現
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状を見るとき，考置に甘さがあり叉根

本的に明下げブfが足りなし合理性に

欠けていた結果のしからしむるもので

あろうかとも考えられる。

この欠陥を是正し， 7]¥.の保全管理の

合理化を図るため，水質管理の規制を

綜合して水質汚濁防止法を制定し取扱

いを一本にして強力に推進しようとす

る考えは，昭和の始めから，水圧側を

始め衛生，河川官主計の而から各々にあ

ったが，種々な理由からこの合理化が

進まなかったっしかし昭和26年経済安

定木部資源調査会から 「水質汚濁防

止法案」 の骨子の勧告が出されてか

ら， 宝、に支この動きが活溌になった

が，特定の者からの提案ではどうも通

過する見通しがないという結論に達し

て総理府で取纏めることとなり， 32年

春総理府経済企画庁を中心に各省から

の協議調整をして来た。 その結果が

17]¥.:'it汚濁の規制]に関する推置要綱

(笑)Jとなった。

この間次のような経過をたど‘ったσ

B[Jち32年 3月以来 17J¥置汚湾防止対

策の各省連絡協議会」を経済企画庁主

催で屡々開催した。この協議会には，

水産庁は， i 7]¥.宜保宇護調整委員会放置

法要綱実」を，水質汚濁防止問題、は，水

産衛生，河川，通産，等各単一行政機

関やその産業界が各々単独の力だけで

解決しようとしても単独の力だけでは

解決の遣は聞かれないので行政権限を

もった学識経験者による委員会を設け

て， ケース，ノミイ，ケースで問題を処理

していこうという考えで提案した。厚

生省は「公共7]¥.汚濁防止委員会設置要

綱案」を同じような考えで提出した。
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建設省は，現行の河川j去で充分目的が

連せられるとの理由でこうした委員会

の設置には反対の立場をとれ 通産符

も，原則的には賛成した。このような

状況下で4月に連絡協議会が聞かれた

が，経済企図庁では， I水質問題審議会」

を設置し，水質汚i局防止対策を総合的

に検討しようという提炎をして，これ

に対する各省の意見をまとめたが，こ

れは，各省の事務処理との重要問題を

含んでし、るので，従来の課長クラスの

会議に引上げて協議会が， 11月に聞か

れた。この会議に提示修正されたのが，

別掲の「水質汚渇の規制に関する措置

要綱案」である。叉この11月の協議会に

おいて，企画庁に水質準備室が設けら

れて木格的な準備体制が~þ;えられた。

要綱案を中心に準備室の作業は進んで、

いることであろうが，その調整と法制

局に対する条文調整も 12月中旬を目標

としてし・るように聞いていたのである

が， 12月10日協議会に提示されたもの

は，要綱案から，法律案に変り，その

内容も相当大巾な変化を見せ，既存の

法との関係も具体的にしている。

変った主な点は，現制法は基木的な

事項をのみ定めるべきであるという各

方面の考えを主にした。練りなlました

ということで忘る。前の要綱で， I一

定の区域を規制j区域をとして指定して

この区域内の水質を許容基準を設けて

保全管理する」という一定の規制区域

を指定する考えカーから，今度の法律案

では， I河川，湖沼港湾沿岸海域その

他の公共の用に供する水域， Ji![lち広く

公共71'<.の水質汚潟を規制するための基

基本的な事項としてな水質許容基準 w

を定めると範囲を広めこの基準は，総

理大臣が‘水質審議会ミの調査審議を

経て定めることとし，公共71'<.i或をその

利用度に応じて適当に区分し，その区

分された水域ごとに定めるように考え

が変った。」叉前には，除15施設に対

して補助，融資，同定定資産税の減免又

は特別償却を行う考えがあったがこれ

等が全面的に削除された。なほここで

最も注目しなければならないことは， ー

この法律案によれば，このj去は，唯単司

に水質基準の設定をするだけであって

現制の実施は一切の法令に譲っている

ことである。これは要柄立案の考えか

ら著しく後退しているものであって，

従来と何等変らなない骨抜き法になる

のではないかという危険性を多分にも

っているが，次に掲げる法による水質

規制を，一切この法による水質基準に

統ーしてしまう考え方であるので従来

よりは，基本的に合理化されるその点

では大きく前進したものと考える。

水質の基準をこの法で規1IiUされる主

な関係法令， (これ等は附良IJでj去の一

部改正が考えられている。〉

1. 河川法

2. 下水道法

3. 港民IJ法

4. 鉱山保安法

5. 漁港法

6. 港湾j去

7. 水産資源保護法

8. 清掃法

以上がJJ~ 在までの経過とその内容で

あるが，水産側としては，この法が制

定されれば現在ある水質汚濁の問題が

一度に解決するとか，有利に進展する

とか，楽観できるかというと，私の考



えでは，理怨は一歩前進したが，まだ

まだ多難であると考える。

それは，この法によって審議会で定

められ7.Kff¥基準は，相当にt1i'威あるも
のとして威力があるであろうが基準が

審議される過程においては，各方問か

らの強い批判や抵抗があるものと覚悟

しなければならない。叉現在のとこ

Fろ，水位の基準となるものは，水産と

衛生からの資料が主体をなすであろう

し，従来水質汚濁防止を強く要求して

来ただけに，資料に対する期待と要求

は強いのは当然であろう。

然し現況の水質関係の研究調査の体

勢では，その霊長を全部匂現在の研究

者に負はせることは予算的にも叉その

研究員の数からいっても全く無到!な実

情にあるので明年度を期して大巾に強

化してヲ強力に推進するよう関係者が

努力しているので，内外情勢，気運か

ら33年は大きく躍進する年となること

と信じている。しかしこれもさけの密

p i魚防止と同様一般の関係する方々全体

の大きな理解と援助がなくては日的は

達成されない。

従来はほとんどさけます保護協力会

連合会が唯一の推進母体で、あった状態

であったが，最近開業者農業者の一般

団体である漁民同盟農民同盟主了中心と

して広く各界に呼びかけて，大きく世

論を喚起する運動が芽ばえて来たの

で，この点誠に喜ばしいことと，この

運動に大きな期待を寄せている。

なほ法律案の要点を抜翠すると次の

とおりである。

水質汚濁の規制に関する法律(案〕

(目的)
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第 l条 この法律は，河;11，湖沼，港，湾，
f合岸海域その他公共の用に供される水域(以

下これを「公共用水域!とし、う。〕における水

質の汚濁を規制するための基本的事項として

水質許容某準の設定及び水質審議会の設置に

関し必要な事項を定めるこ左を目的とする。

(定義)

第 2条 この法律において水質許容基準と

は.公共用水域における7kの適切な利用に適

合するようにその情浄!交を保持するため，当

該水域に放流される汚水 1奏液，汚物叉は有

害固形物で政令で定めるもの「以下これを「

汚水等j とL、ぅ。)について施すことが必要

と認められる。当該汚水等の処理に関する最

低の基準をし、う。

(水質許容某準の設定〕

第ラ条 内閣総現大臣は， 7J，質客議会の調

査客議~経て， 7J<:賀許容基準君ど定めるものと

する。

2 前項の7J<:官許容基準は，政令で定める

ところにより，公共用水域をその用途に応じ

て適当に区分しその医分された水域ごとに

定めるものとする。

3内閣総理大臣は，第 l項の規定により水

質許界基準を決定しようとするときは，あら

かじめ関係行政機関の長の意見をきかなけれ

ばtr.ら?互い。

4 水質許容某j准は，第 1頃の規定により

決定きれたときは，河川法その他の法令叉ば

地方自治法の条例lにより汚水等を放流寸る行

為を禁止し常Ij隠し叉は行政庁の許可等に

係らしめる場合における当該禁止電制限叉は

許可に係る基準と寸るものとする。

ぐ水質審議会の設賢及び権限〉

第 4条総理府に，水質審議会(以下「審

議会」とし、ぅ。)を胃く。

2 苦手議会は， この法律の規定によりその
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権限に屈せしめられた事項のほか，内閣総理

大国若しくは関係各大臣の諮問に応じ，又は

自ら水質汚淘の規制に関する重要事項を調査

策議しその結果を内閣総理大田叉は関係各

大臣に報作し，又は建議するものとするつ

(京:議会の組織)

第 5条 7手議会は， 委員20人以内で組織

する。

2 委員は，関係行政機関の職員及び学識

経験のある者のうちから，内閣総浬大臣が任

命する。

任期は 3年 非常勤

(専門委員〉

第8条 稀議会に専門の事項を調査本議さ

せるため，専門委員 30人以内を聞くことが

できる〔省略)

〔部会の設置〕

第 9条得議会に，必要に応じ部会を置く

こと泊Lできる c

2 rm会所属の委員. 専門委員及び幹事

は，会長が指名する。

0'(料の提出等の要求〕

第10条零議会は， その所掌事務を遂行

するため必要があると認めるときは，関係、行

政機関の長に対し， 資料の提出， 意見の開

陳，説明その他必要な協力を求めることがで

きる。

この法律案第 3条第 4項の地方自治法第条

第 1項の規定による条例の規定とは，地方自

治体(都道府県，市町村)では法律政令によ

って定められているものの他，その区域内に

おける公共の秩序を維持し，地域社会の住民

の安全，健康及び福祉を保持することに関し

て規則等を定め行政事務の処理をすることに

なっているので， この規則等に規定されてい

る条項を云う。

なお附貝Ijにおいて，関係法令の一部改正が

考えられていることは前に述ベ、たとおりであ

るが 1例を上げると次のとおりである。

(下水道法の一部改正〕

下水道法の一部を次のように改正する。

第 3条の次の一条を加える。

第 3条の二 終末処理場ある下水道より放

流される水の水質は水質汚潟の規則に関する

法律第 3条第 i項に定むる水質基準許容基準

に適合することを要す。 咽
〔道水産古ifl技師)




