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はじめに 

私は「持続可能な」水資源の開発・利用に関心を持ち，高等学校の３年間を通じて調査・

研究してきた。当 SGH 課題研究論文はその流れをたどり，最終的に国際的な政策提言に至

るものである。 

人間は，水でできているといっても過言ではない。第一に，人間の体は常に水を必要と

している。水が著しく不足しているということは，まさに死に直面しているということで

ある。例えば，食料が無く，だが幸いにも水だけはあるという状況下では，２～３週間は

生きられる。ところが水も全て無くなってしまうと，４～５日のうちに死んでしまう。  

われわれ人間は，こういった生理的欲求としてのみならず，生活を向上させるためにも

水を求める。例えば農業では，より安定した生活を送るために穀物やその他の作物を安定

供給しようと思えば，十分な量（大量）の水が欠かせない。農業が安定してある程度の生

活が保障されると，次は工業を発展させて豊かな生活を求めるようになるが，工業におい

ても水は重要である。例えば水は，製品の一部（原料用水）や洗浄用水，冷却用水として

使われる。さらには，水は余裕ができた人のための，レジャー，スポーツ，健康の維持促

進においても重宝される。夏になれば海水浴場やプールは多くの家族連れで賑わい，水泳

は習い事としても人気である。水中で行うウォーキングやリハビリテーションは，適度な

負荷により，効果が出やすいとされている。実際私も３歳のころから小学生まで水泳教室

に通っていて，幼いころから水に親しんできた。 

こうして人間は水をうまく利用し，あるいは支えられてきたが，人間と水との関係は必

ずしも円満とは言えない。水に関わる様々な災害で，多くの人が犠牲になっている。私が

今まで目にした災害の中で特に水の危険性を感じたのは，東日本大震災の津波被害と広島

市で起きた土砂災害である。2011年の東日本大震災では，巨大地震と巨大津波が町を襲い，

甚大な被害を生んだ。水に飲まれて犠牲になったのは，2017年４月時点で 15,893人，行方

不明者は 2553人，避難者は 119,163人である。これらの犠牲者の死因はほとんどが津波に

よる水死である。2016 年の広島市の土砂災害では，局地的な豪雨により土石流やがけ崩れ

が起き，74名が犠牲となり，174戸が全壊，187戸が半壊した。これら２つの災害では「水」

が人々の生命や，住居などの財産を奪ったということである。水がこのように人間の生命，

生活を脅かしうるのは，先に述べたように人間と水は密接に関わり合っているからである。 

このような人間と水の関係に関心を持った私は，高校１年生の頃に，水についての研究

を始めた。ここでは，特に「水資源」の開発，利用に注目し，現状の課題を克服し，さら

に開発，利用する方法を考える。また，今後起こりうる課題を取り上げ，持続可能な水資

源開発，利用のための指針を提案することとした。 
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Ⅰ 水資源の現状 

 この章では，１年次からの探究活動の概略を示した上で，水を研究することの社会的意

義について考察する。 

 

１ 「総合的な学習の時間」等における活動 

  私の通っている広島高校は，平成 27年度からスーパー・グローバル・ハイスクール（以

下 SGH）となり，「持続可能な社会の構築に貢献できるグローバル・リーダーの育成」を

テーマに様々な事業を実施している。私は卒業研究のテーマを「水」と決め，「総合的な

学習の時間」等で，高校１年次から研究を続けた。その中で，東広島市にある JICA 中国

でインタビューをしたり，SGH に関連する海外研修プログラムに参加して，フィールド

ワークを行い，現地の水資源や水問題について調査したりした。以下，時系列でその概

要を記す。 

 

（１）高校１年次の取組  

高校１年次の「総合的な学習の時間」において，世界の水問題について調べ，レポ

ートを書いた。清潔かつ十分な量の水が得られない途上国での水問題や，日本のバー

チャルウォーターの問題を，「水のある国，ない国，ありそうでない国」というレポー

トにまとめ，パワーポイントを用いて発表した。 
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（２）海外フィールドワーク in オーストラリア  

期間  ：2016年３月 17日～３月 26日 

調査場所：オーストラリア クイーンズランド州ブリスベン 

          ・ノースレークスステートカレッジ 

                ・クイーンズランド大学 

調査方法：アンケート（28家庭） ≪付録≫ 

インタビュー（ホストファミリー，クイーンズランド大学の学生） 

クイーンズランド大学での講義 

ア 事前調査：オーストラリアの水資源とその開発，利用の現状 

オーストラリアは「乾燥大陸」と呼ばれ，農業を一つの主要産業とする同国は，古

くから水問題に悩まされてきた。その降水量は日本の約３分の１と少なく，時期によ

っても変動する。1990 年代には比較的安定した降雨があったが，2000 年代に入ると，

２度の大きな干ばつが起こった。1しかし，オーストラリアでは今よりも降水量が少な

くなると想定されており，当国での降水量の減少は，食料生産に深刻な影響を及ぼし

うる2ことから，早めに対策をとる必要がある。オーストラリアの水資源利用について

は，東京大学大学院の木下が，その現状として「(1)水資源の新たな開発の限界, (2)

水利用の増加傾向の継続,(3)持続的利用が困難な水利用形態の展開」の３つを挙げ，

同国の水資源開発は，従来型の大規模開発から，計画的・保全的な開発への転換期に

あると指摘している。3水資源の保全のために，クイーンズランド州の２つの水道供給

事業者「Queensland Urban Utilities」（ブリスベン市等に給水）と「Unity Water」（サ

ンシャインコースト市等に給水）はホームページで節水の具体的な方法等を紹介し，

積極的な節水を市民に呼び掛けている。4 

イ 調査内容 

先行研究には，現地住民の意識や生活の中での水利用についての研究はなかった。

そこで，このフィールドワークでは，クイーンズランド州の水不足に対する現地住民

の意識と，住民の水の使い方を調査した。 

 

 

 

                                                   
1 八丁 信正，松野 裕「オーストラリアの農業と水市場を通した水取引」（『近畿大学農学部

紀要 = Memoirs of the Faculty of Agriculture of Kinki University』44 号, 2011 年，

171-181 ページ） 
2 マギー・ブラック，ジャネット・キング（沖大幹 監訳，沖明 訳），「水の世界地図―刻々

と変化する水と世界の問題」（丸善株式会社，2010 年），27 ページ 
3 木下幸雄「オーストラリアにおける水資源の開発と利用の現状」（『農業経営研究』 37(2), 

1999 年，143-146 ページ） 
4 Queensland Urban Utilities (https://www.urbanutilities.com.au), 

Unity Water (http://www.unitywater.com.au)  

https://www.urbanutilities.com.au/
http://www.unitywater.com.au/
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ウ 結果と考察 

＜アンケート調査＞ 

アンケート調査を行った 28 家庭のうち「水不足について不便に感じているか。」

という問いに対して，「強く感じる」は３家庭（10.7％），「感じる」は６家庭（21.4％），

「どちらでもない」が 15家庭（53.6％），「あまり感じない」が２家庭（7.1％），「全

く感じない」が１家庭（3.6％），無回答が１家庭（3.6％）あった。つまり，水不足

を不便に感じているのは 32.1％，感じないのは 10.7％で，感じることもあれば，感

じないこともあるというのは，過半数であった。また，不便さを感じると回答した

家庭には，幼い子供がいる，または女性が多いという傾向があった。一方，「水を節

約するために家庭で何かしているか。」という質問に対しては，26家庭が「はい」と

答え，２家庭が「いいえ」と答えた。92.8％の家庭が，節水のための工夫をしてい

ることが分かった。また，「具体的にどんなことをしているか。」に対しては，「シャ

ワーを短時間（４～５分以内）に済ませる」や，「雨水をためるタンクを設置する」，

「少量の水で洗える洗濯機を使う」という回答が多かった。 

＜インタビュー調査＞ 

 ホストファミリー（60代の夫婦）に話を聞くと，水を好きなだけ使えないのも不

便だが，それよりも気になるのは水道料金だと話してくれた。60代の夫婦のみの世

帯で，しかもかなり節水に厳しい家庭だったが，ひと月の水道料金が日本円で１万

円近いという。オーストラリアの水道料金は日本よりも高く，家計の負担になって

いる。このことは，ホストファミリーからだけでなく，他の人からも頻繁に聞いた。

次に，クイーンズランド大学で農学を専攻する大学院生にもインタビュー調査をし

た。彼女によると，クイーンズランド州は，南部に都市が多く，北部で農業が盛ん

で，水不足に対する意識は，州南部と北部で大きく違うという。南部の都市住民は，

水不足に対する危機感が薄く，北部の農家は非常に深刻に水問題をとらえている。

その差は，所得の差によるものである。より所得が高く，安定している都市部では，

水はお金で買うものという意識が強く，「お金さえ払えば好きに水を使ってもよい」

と考える人が多い。一方の農村部では，作物の栽培や家畜の飼育には大量の水が必

要で，干ばつが起こると収穫がゼロに，つまり，収入がゼロに近くなってしまう恐

れがあることから，普段から節水を欠かさない。このような現状に対して，彼女は，

「持続可能な水資源利用を実現するためには，すべての人が水資源を大切に使うと

いうことに対して共通の意識を持つべき」と指摘する。都市の水は都市だけのもの

だけでなく，同様に農村を悩ませる水不足は，農村だけの問題ではないからだ。 

 

＜考察＞ 

クイーンズランドの都市部では水不足を深刻にとらえている人は多くないが，水

道料金の家計への負担を軽減するために，節水の意識は高い。しかし農村部では，
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普段から水資源の保護に対する意識は都市よりも高い。ただし，今回の調査では，

限られた時間であったため集められたデータは少なく，ここで集めたデータからク

イーンズランド全体，あるいはオーストラリア全体の，水資源に対する住民の意識

の傾向を探るのは極めて危険である。再びオーストラリアの水資源に対する意識調

査を行う場合，インターネットを利用して調査を行うことにより，もう少し幅広く

データを集められると考えている。 

 

（３）東広島フィールドワーク 

期間  ：2016年７月 25日 

調査場所：JICA 中国 

調査方法：インタビュー調査（JICA 中国 日本人職員 ２名） 

ア 調査内容 

   発展途上国の水資源に関する JICA の取り組みについてインタビューした。JICA の

ホームページ上で，具体的な取り組みの事例が紹介されている5ので，今回のインタビ

ューでは活動の際の留意点について聞いた。 

イ 結果 

  水は人類共通の重要な資源であるから，途上国の水問題の解決は不可欠だが，JICA

が途上国で井戸掘削をしたり水供給に関する新たな設備を作ったりする際には，先進

国からの一方的な援助にならないよう，地元住民に対する聞き取りやワークショップ

を通して，「要求に対する援助」をすることを大切にしている。あくまで地元に住む人々

が自立してより良い生活を築けるようにするのが目的である。そのため，設備につい

ては，建設時の価格の低さよりも，持続可能性を重視するというものであった。 

 

（４）海外フィールドワーク in ハワイ  

期間  ：2016年 10月６日～10月７日 

調査場所：ハワイ・オアフ島 

Mouna Farm Arts & Cultural Village 

調査方法：インタビュー（10名）  

ハワイ大学の学生，現地コーディネーター 

  ア 調査内容 

     オーストラリアで調査したことを踏まえて，ハワイでの水利用と住民の意識を調

査した。 

 

 

                                                   
5 JICA 独立行政法人 国際協力機構（https://www.JICA.go.jp） 

https://www.jica.go.jp/
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  イ 結果と考察 

今回もオーストラリア同様，高い水道料金が問題として挙げられた。オアフ島は

太平洋に浮かぶ島であり，大陸諸国と比較すると土地に涵養できる水資源量は少な

い。また，主な水資源は地下水であるが，限られた水資源を地下から汲み上げ，供

給しているため，それだけ水道料金は上がる。今回インタビュー調査を行った

Mouna Farm では，農業に使う水の料金が高いということと，もう一点，水を神聖

なものとして守ろうという意識についての話を聞いた。これは，「ハワイアン・ス

ピリット」によるもので，オーストラリアや日本でのフィールドワークでは得られ

なかった，ハワイ独特の「文化」であった。 

 

２ 本研究において「水」を研究することの社会的意義 

（１）法的な位置付け 

   2014年７月１日，「水循環基本法」が施行された。内閣官房水循環政策本部事務局は，

この法律の目的を次のように定めている。 

 

     「水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し，もって健全な水循環を維

持し，又は回復させ，我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に

寄与すること6」 

 

  また，水循環基本法の前文には，次のようにある。 

 

近年，都市部への人口の集中，産業構造の変化，地球温暖化に伴う気候変動等

の様々な要因が水循環に変化を生じさせ，それに伴い，渇水，洪水，水質汚濁，

生態系への影響等様々な問題が顕著となってきている。水が人類共通の財産であ

ることを再認識し，水が健全に循環し，そのもたらす恵沢を将来にわたり享受で

きるよう，健全な水循環を維持し，又は回復するための施策を包括的に推進して

いくことが不可欠である。7」 

 

   これらのことから，水の適切な利用方法を探ることは，日本の国としての今後のさ

らなる発展には欠かすことができず，しかも，それは都市部の人口問題や環境問題が

深刻化する今こそ取り組むべき課題であるといえる。持続可能で効率的な水資源開発，

管理，利用は，将来の日本を支える一つの「武器」になりうると考えられる。 

 

                                                   
6 内閣官房 水循環政策本部事務局 参事官補佐 正木孝治「水循環基本法と水循環基本計

画について」（『RIVERFRONT』，vol81，2015 年，2－5 ページ） 
7 水循環基本法（平成二十六年法律第十六号） 
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（２）地方自治体の取り組みの事例 

東京都は，「望ましい水循環」の形成のために，1999 年に「水循環マスタープラン」

を策定した。東京都の定義する「望ましい水循環」とは，「自然の経路を含めた 都市

の水循環において，治水，利水，水環境に対する人々の要望が充足され，同時に地球

環境の保全に必要な水の機能が損なわれないなど，水循環における種々のバランスと

その持続性が維持された状態」8である。東京都では，発展に伴い，渇水時の給水安定

性の低下や河川の平常流量の減少などの様々な水問題が発生している。それに対して

様々な取り組みがなされているが，その１つが，この「水循環マスタープラン」であ

る。水部門のみによる取り組みではなく，都市計画や環境保全，農林水産などの部門

も含めた水に関する取り組みを改めて見直し，社会経済情勢の変化に対応しながら，

「望ましい水循環」の形成を総合的に推進していこうとするものである。人口の集中

する東京都においても，自然の水循環を生かしつつ，都民のニーズに応え，また，災

害時や渇水時にも水の平常通りの安全性，安定性を保つことを基本理念とする。その

施策は多岐に渡り，水資源開発，利用，保護や上下水道の整備の他，水辺の生態系の

保全や環境学習の推進も含んでいる。 

2016 年時点では，都市化や産業構造の変化，気候変動がさらに進行し，やはり「緊

急の対応を要している」状況である。しかし，地下水に関しては，揚水の規制などの

成果により，地下水利用に伴う地盤沈下は沈静化してきている。また，地下水位も回

復しつつあるとのことである。都は今後も継続して，「健全な水循環」の構築のための

取り組みを続けていくとしている。9 

このことからも分かるように，水をめぐる状況は，社会の変化に伴い大きく変化し

ていくものであるから，継続的な取り組みが必要である。国単位での取り組みに加え，

各自治体も，それぞれの状況に合わせた独自の取り組みを行っており，水問題の改善

は広く社会の関心を集めている。 

 

（３）日本の水道事業が直面している問題 

   日本の水道普及率は 97.7％（2012 年）と国際的にみても高い10が，水道事業は，大

きく分けて３つの問題に直面している。第一に，設備の老朽化である。水道管が老朽

化すると，漏水が増える。漏水量は，「無効水量（＝消失する水量）」のうちの一つで，

「高い費用や労力，時間をかけて浄水した水を， 使用することなく消費してしまう」

11水の量のことである。漏水した分の水道料金は当然誰からも徴収できないから，水道

                                                   
8 東京都水循環マスタープランの概要

（http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/toshisaisei/kandagawa1/siryo4.pdf） 
9 東京都環境基本計画（2016 年），90 ページ 
10 日本政策投資銀行「わが国水道事業者の現状と課題（中間報告）」（2014 年），４ページ 
11 有吉 寛記「日本における漏水制御 ～ 水資源を考慮して ～」（IWA Workshop on Water 

& Energy and Water Loss 2014） 

http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/toshisaisei/kandagawa1/siryo4.pdf
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事業者にとっては損失にほかならない。したがって，老朽化が進行すると事業者の損

失も増大していくため，水道事業の経営を圧迫することになる。また，老朽化した水

道管は耐震化がなされていないため，地震などの自然災害が起きると，ライフライン

である水道サービスが停止して市民生活に打撃を与えることになる。しかし，確かに

水道管の更新は急務ではあるのだが，施設数が多いことや管路延長が長いことから，

それには多大な費用と時間がかかる。2014 年時点で，水道管の更新率は全国平均で

0.76％である。この数値から単純計算で算出すると，すべての水道管の更新に約 130

年かかることが推定される。また，耐震化率については，2012年で 33.5％，2013年で

34.8％，2016年で 36.0％であり，年々耐震化率は高まってはいるが，進んでいるとは

言い難い。12 

   二つ目の問題は，給水人口と水使用量の減少である。日本全体では人口自体が減少

傾向にあり，これは給水人口，すなわち水利用者の減少を意味する。給水人口の減少

は水道料金収入の減少に直結する。また，広島市水道局の職員によると，節水の意識

の高まりや，健康志向の高まりによるミネラルウォーターへの転換も，水道料金収入

の減少を招いている。したがって，節水や健康志向の高まりは正しいことではあるが，

水道事業者にとっては収入減の原因になるというジレンマが生じているということで

ある。このことは第一の問題とも関連している。水道事業の資金源は水道料金収入で

あるため，先にあげたような理由で収入が減ると，老朽化した水道管の更新や耐震化

は難しくなる。実際，水問題に関する世界的にもっとも著名な評論家であるモード・

バーロウの指摘によると，水道事業体は，過剰な水源開発により拡大し，すでに固定

された巨額の受水費13のために，それ以外の部分でのコスト削減を余儀なくされている。

削減されるコストの 1 つとして，水道網や浄水場の定期的な更新費がある。また，公

務員の削減も行われ，次に述べる職員数の減少に拍車をかけている14 

   三つ目の問題は，水道事業の職員の高齢化，減少である。2012 年時点で，技術系職

員のうち 40％近くを 50 歳代以上の職員が占め，20 歳代の職員は 10％程度にとどまっ

ている。15また，職員数全体は，30年前と比べて３割減少した。16現在 50歳代である職

員は，数年のうちに定年退職をしてさらに職員数は減ることになるため，水道施設の

維持・管理等に必要なノウハウの継承が問題となる。 

   こうした厳しい状況にある水道事業に対しても，ここで何らかの手を打たなければ，

                                                   
12 久保善哉「水道事業の維持・向上に関する専門委員会について」（厚生労働省医薬・生活

衛生局 生活衛生・食品安全部水道課，2016 年），5 ページ 
13 受水費…水道事業者が，広域水道企業団が取水・浄化した水を購入する際に支払う費用。

上水道事業のコストの大部分を占め，水道の原価に含まれる。 
14 モード・バーロウ（佐久間智子訳）『ウォーター・ビジネス』（作品社，2008 年），245

ページ 
15 日本政策投資銀行，前掲注（10），8 ページ 
16 久保善哉，前掲注（12），13 ページ 
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「収入源→水道管老朽化→漏水増・供給効率低下→損失拡大・収入源→・・・」とい

う，負のスパイラルに陥って抜け出せなくなる。安全な水を安定供給する水道事業の

持続可能性は現状では低いため，より効率的な方法を考える必要がある。 

 

  以上の３点から，私は「水」を研究する。その成果は，日本の未来につながる。 

 

Ⅱ 水資源に関する政策の現状 

 この章では水に関する政策上の課題を明らかにし，当研究の主題を絞り込んでゆく。 

 

１ 今後の日本の公共政策としての「水供給事業」 

（１）水道事業への民間活力の導入 

前章２-（３）で述べた通り，日本の水道事業は厳しい状況にある。そこで注目され

ているのが，水道事業への民間活力の導入である。日本では，水道法17の第六条に 

 

「水道事業は，原則として市町村が経営するものとし，市町村以外の者は，給水

しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り，水道事業を経

営することができるものとする。」 

 

   と規定されているように，水道事業は元来，国や地方公共団体といった，官主導で

行われてきた。しかし，2001 年に水道法が改正され，第二十四条の三に，次のような

規定が設けられた。 

 

「水道事業者は，政令で定めるところにより，水道の管理に関する技術上の業務

の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正

かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託

することができる。」 

 

   これが，水道事業への民間の参入を本格的に促すことになった。メーターの検針や

水質調査といった単純な業務が民間に委託されることはこれまでにもよくあったが，

ここでいう「民間の参入」とは，水供給のための施設の運営への参入のことである。 

 

 

 

 

                                                   
17 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）…日本の水道事業について規定した法律。所

管は厚生労働省。 
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日本で最初に水道運営業務を民間に委託したのは，広島県の三次市で，同市は，水道

法改正の翌年である 2002年に，ジャパンウォーター社（三菱商事と日本ヘルス工業の

共同出資企業）に，浄水場の運営を委託した。さらに，2006 年からは，外資も参入す

るようになった。 

実際，海外では日本と比べてはるかに水道事業への民間の参入は進んでいる。たと

えば，イギリスは 1980年代から国内のいくつかの水道公社が完全に民営化した。アメ

リカでは，2002年時点で国内の水道事業の 38％が民営化している。水道の民営化率は，

今後も上がっていく事が予測されている。水道事業の民営化は国内においてのみなら

ず，世界全体でも進行している。ヨーロッパの水メジャーが，アジア太平洋地域やラ

テンアメリカ地域，アフリカ地域で水道事業の買収を盛んに行っている。代表的な企

業としては，フランスのヴェオリアや GDF スエズ，イギリスのテムズ・ウォーター，

オーストリアの EVN，イタリアの Acea，オランダの Vitens，ポルトガルの Aguas do 

Portutal がある。彼らが水道覇権をめぐって争う様子を，平野は「さながら 15 世紀の

植民地占有政策のようだ」と表現している。18 

話を日本に戻すと，近年日本の水道事業に参入してくる外資は，生活用水の原価（約

６兆円）と上下水道の収入（10 兆円）の差額により確実に利益を上げられることと，

日本の「おいしい水」を利用した新ビジネスの可能性が期待できることから，状況の

悪化する日本の水道事業に参入してくると考えられる。 

 

（２）水道事業への民間の導入のモデル 

ここで，「日本が水道事業への民間企業参入を推進する」と仮定して，その際にモデ

ルとして参考にできるものを考える。 

 ア 電力自由化  

まず，一度水から離れて，電力事業に注目してみると，2016 年４月に，電力の小売

りが完全に自由化された。電気はいまや生活には欠かせず，日本では公共性の高いも

のである。電力自由化が導入されると，ガス会社や携帯電話会社，家電メーカーとい

った，多種多様な業種の企業が電力供給事業に新規に参入した。電力市場は開かれた

ものとなり，価格競争が生まれた。利用者は自分のライフスタイルや家族構成等に合

わせて自由にプランを選べるようになった。水も電気同様，公共性の高いものである

ため，水道事業への民間参入のモデルとして，電力自由化のシステムが参考になるの

ではないかと考えている。 

 

 

 

                                                   
18 平野秀樹・安田喜憲『奪われる日本の森―外資が水資源を狙っている』（新潮文庫，2012

年），63-68 ページ 
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 イ スマートシティ構想 

   現在，日本にはいくつかの「スマートシティ」と呼ばれる未来型の都市が存在する。

これは人口集中に伴うエネルギー消費の増大などの都市問題が深刻化する中で，IT な

どの最先端の技術を利用し，町全体の電力の有効利用や省資源化を目指した，環境に

配慮した都市のことである。日本におけるスマートシティの例として，千葉県柏市の

「柏の葉スマートシティ」や，神奈川県藤沢市の「藤沢サスティナブル・スマートタ

ウン」などがある。「柏の葉スマートシティ」では，自治体，企業，大学が一体となっ

て，IT を利用して電力の効率的分配や，都市交通の最適化などを行っている。ここに

おいても，焦点は電力に当てられているが，電力自由化と同様に，「スマートシティ構

想」も参考になるのではないかと考えている。 

 

（３）水道事業への民間活力の導入による影響 

つづいて，（２）で仮定した「水道事業への民間企業参入の推進」は妥当かどうかに

ついて検証する。 

日本では，水道事業への民間企業の参入の歴史はまだ新しく，その影響はあまり検

証されていないが，前述のとおり民営化の進んだ海外諸国では，ある程度民営化のも

たらす影響が明らかになっている。ここで注意すべきは，民営化は高確率で失敗して

いるということである。その最たる原因として考えられるのは，民間企業は，「すべて

の人に安全できれいな水を供給する」という社会的使命を負っている反面，彼らは一

企業であり，企業間の競争の中にあるため，利益を追求することが求められるためで

ある。したがって，競争力の維持のためには水質悪化も後回しにせざるを得ない場合

もあり，さらに貧困層への給水を打ち切ることもある。19公衆衛生や社会福祉の点から

みれば，水道事業にとって民間企業の参入は，克復すべき多くの課題を抱えることに

なる。このことから，日本の水道事業における民間の参入，特に，外資の参入は失敗

に終わる可能性がかなり高いと予測できる。 

では，民間を「日本国内の企業」に限定した場合どうであろうか。これも外資と同

様，本来は利潤を追求する組織であるため，利潤が生まれにくい過疎地域には十分な

投資が行われず，水道事業の活発さに関して，過疎地域と都市部との格差は拡大する

一方である。また，電力自由化の成果を見ると，そもそも，民間参入は市民が強く望

むところではないようである。多業種の企業が電力の小売りに参入したとはいえ，消

費者が実際に既存の電力会社から新規参入企業に乗り換えたのはほんの一部にすぎな

い。 

では，ここまでに述べたことを総合して検証する。水道事業への民間企業の参入は，

水質の低下や貧困層・過疎地域への水供給の停止を招きかねず，かつ利用者の切望す

                                                   
19 モード・バーロウ，前掲注（14），86-87 ページ 
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るものではないため，供給者と利用者の間に「Win-Win」の関係を構築することは難

しいと考える。これらのことから，民間の参入を積極的に促す必要は無いと考える。 

 

（４）改善案 

   ここで，上記のような，不安要素を多く抱えた水供給事業への民間企業の導入につ

いて一つ改善策を提案するとするならば，それは「自治体と民間企業の適切な協力体

制を作る」ことである。個人の健康に直結するために高いクオリティが求められる「水

質」の維持のためには，自治体の管理が必要である。また，全国民（市民）に必要な

ものとしての水を均等に分配するためには，利潤を追求しない公の力が必要である。

一方，施設のメンテナンス等に必要な，資金と人材（現状の官主導の水道事業で不足

しているもの）を補うには，民間企業の活力が必要である。そこで，取水，浄化等の

段階と料金設定は現状通り自治体が行い，ハード面の維持・管理は民間企業に委託す

るという方法での民間の参入は，現状を改善する方策になりうる。 

 

（５）「水道事業への民間参入」からの発展の可能性 

   外資が日本の水道事業に参入する理由の一つに，「日本のおいしい水」を利用した新

ビジネス展開への期待がある。こういったビジネスは一般に「水ビジネス」あるいは

「ウォーター・ビジネス」と呼ばれ，その規模は近年拡大している。世界の水需給が

逼迫する中で，各国の水源地を確保しようという動きが盛んになっている。ミネラル

ウォーター（ボトルウォーター）は当初は富裕層の治療のための水として生産されて

いたが，じきに大衆向けにも販売されるようになり，今では需要が急激に伸びている。

とくに日本の水は軟水で，アメリカやヨーロッパ諸地域の基本的に硬水しか手に入ら

ない国にとっては，ブランド水として魅力的に映る。したがって，「日本のおいしい水」

を市場へ出せば儲けが生まれるだろうから，水ビジネスは世界的に拡大することが予

測される。 

   水ビジネスの展開は，日本国内でも見られる。現在，日本各地では様々なミネラル

ウォーター（「ご当地ミネラルウォーター」とでも言えよう）が売られていて，どれも

その地域の雪解け水や地下水などを汲んでボトリングし，味の良さや水源のきれいさ

を売りにしている。 

今後さらに外資が日本で水ビジネスを展開するようになれば，現在「ご当地ミネラ

ルウォーター」を売り出している各地の中小企業は外資系の大企業に買収されるなど

して，水ビジネスはますます拡大していくことが予測される。 
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２ 日本の水資源の実態 

（１）水資源の定義 

   地球上の水のうち，約 97％は海水，残り３％ほどが淡水である。人間が飲み水や生

活用水として利用できるのは淡水だが，そのうちの約７割が氷河，３割が地下水で，

湖沼水と河川水は合計で 0.2％程度しかない。すなわち，人間が本当に利用できる水は，

地球上の全水の 0.01％程度に過ぎない。ここでは，このわずかな量の，人間が使うこ

とのできる水のことを「水資源」と定義する。このように定義することの正当性は，

以下のとおりである。 

   まず，地球上のこれらの水は絶えず循環している。太陽の熱によって海水や陸地の

水が蒸発したり，植物が蒸散したりすることによって水が大気中の水蒸気となる。大

気中の水蒸気は降水として再び地球表面に戻る。この水の循環は気候変動などの影響

を強く受け，また，我々が使う水資源（の量）に影響を与える。加えて，水文学20の観

点からみると，「地球上に存在する水の総量は変わらずとも，再生可能な水資源量，す

なわち時間当たり利用可能な量は変わると考えられている」。21 

   したがって，以上のように定義することにより，「水資源は有限である」という前提

が成立する。この前提は，効率的な水の利用について考える上では重要なことである。 

ところで，日本で使われる水資源に目を向けると，日本の水道水源には，大きく分

けて３種類ある。一つ目が「地表水」である。地表水とは河川やダム湖，湖沼に存在

する水のことで，日本の水道水源の７割を占める。残りの３割は「伏流水」と「地下

水」である。伏流水とは河川水等の地表水が周辺の砂層に浸透した水のことで，自然

にろ過されるので地表水よりも水質は良い。地下水は文字通り地下から汲み上げられ

る水のことで，水質は良好で安定している。 

 

（２）水資源の権利に関する定義 

   水資源は人間にとって必要不可欠であり，かつ有限なものであることから，その利

用の際には「水資源はだれのものか」を明らかにしておく必要がある。水を公共のも

のとするか，土地所有者のものとするかは国によって異なるが，日本では，「地表水は

公共のもの，地下水は土地所有者のもの」と法により定められている。 

   まず，地表水については，河川法22第二条及び第に次のように定められている。 

 

   第二条 

   （第一項）河川は，公共用物であつて，その保全，利用その他の管理は，前条の目

的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 

                                                   
20 水文学…水に関するあらゆることを研究の対象とする学問。 
21 マギー・ブラック，ジャネット・キング，前掲注（2），14-15 ページ 
22 河川法（昭和三十九年法律第百六十七号） 
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   （第二項）河川の流水は，私権の目的となることができない。 

   第二十三条 

    河川の流水を占用しようとする者は，国土交通省令で定めるところにより，河川

管理者の許可を受けなければならない。 

 

   したがって，日本では，個人は許可を得れば河川水を利用することはできるが，河

川水は公共のものである，という決まりになっている。 

   一方，地下水については，民法23の第 207 条に，「土地の所有権は，法令の制限内に

おいて，その土地の上下に及ぶ。」とあることから，土地所有者の権利は地下水にまで

及ぶとされている。これは日本では伝統的になされてきた考え方で，戦後には地下水

を公的に利用する考え方が生まれはしたが，地下水の利用に関する総合的な法律は日

本に存在しないことから，やはり地下水は土地所有者のものであるとする考え方が一

般的である。 

 

３ 「水ビジネス」の現状 

本章の「１ 今後の日本の公共政策としての『水供給事業』」でも述べたように，水分野

への民間企業の参入は急速に進んでいる。改めて補足すると，水ビジネスには「水道事業」

と「飲料水」の２部門からなっている。「水道事業」部門については，日本の水道事業の分

析と関連して，先に述べたとおりである。ここでは，特に急速に拡大を続ける「飲料水」

部門の現状分析を行う。 

（１）ボトルウォーター産業 

   ここでは，ペットボトルや瓶に詰めて販売されている飲料水のことを「ボトルウォ

ーター」と呼ぶことにする。初めにミネラルウォーターを瓶詰にして販売したのはフ

ランスのヴィッテル・グランド・スルス社で，1855 年のことであった。大衆向けに広

く販売されるようになったのはそれからおよそ 100 年後のことで，この時からボトル

ウォーター（「水」）は本格的に，市場に広く出回る商品となった。そしてこのボトル

ウォーター産業は，その規模を急速に拡大し続ける一大産業になっていった。 

   ボトルウォーター産業は毎年 10％の成長率で拡大を続けている。ボトルウォーター

の需要も世界的に増加しており，1970年代初頭に年間販売量が約 10億リットルであっ

たのが，2006 年には 2000 億リットル規模になった。24国別の消費量をみると，最も多

いのがアメリカ合衆国，以下メキシコ，中国，カナダ，イタリアと続く。日本の消費

量は多主要国と比べると多くはないが，確実に拡大している。日本では，20年前の 1997

年には一人当たり年間 6.7 リットル程度しか消費されていなかったが，2016 年には年

                                                   
23 民法（明治二十九年法律第八十九号） 
24 モード・バーロウ，前掲注（14），117-118 ページ 
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間一人当たり 27.8 リットルも消費された。25日本国内だけで消費量は４倍に増大し，

これと同様のことは中国においてもみられる。中国を含め，インドや南アフリカなど

の開発途上国での需要拡大が顕著である。 

   世界のボトルウォーター市場のシェアは，ダノン（フランス），ネスレ（スイス）コ

カ・コーラ（アメリカ），ペプシコ（アメリカ）が大半を占めている。ダノンは「エヴ

ィアン」や「ボルヴィック」を有し，ペリエ社を過去に買収したネスレとはライバル

同士である。また同様に，同じ米国企業であるコカ・コーラとペプシコも激しい競争

を見せている。これら２社の米国企業は，水道水をろ過し，ミネラルを加えたものを

販売するという形態をとっている。それに対し先にあげた２社のヨーロッパ企業は，

鉱泉などの天然水を販売しており，さらなる成長のために，新たな水源を探し求めて

いる。両者に共通して言えることは，水道水あるいは天然水源の水を採りすぎること

により，周辺住民との間で軋轢が生じた，または生じる可能性があるということだ。 

   日本国内のボトルウォーター市場に注目すると，国内生産は 1982 年に 87,000 キロ

リットルであったのが，2016年には 3,176,558キロリットルになり，40倍近く増加し

た。それと当時に，輸入量も 163 キロリットルから 346,370 キロリットルにまで増加

した。国内生産については，都道府県別でみると山梨県が格段に多く，それに静岡，

鳥取が続く。（下表26参照。）これら３県に共通しているのは富士山や大山といった天然

水資源に恵まれており，サントリー，コカ・コーラ（いろはす），アサヒ，キリン，サ

ッポロなどが取水地を有しているということだ。 

 

 

                                                   
25 一般社団法人 日本ミネラルウォーター協会，「ミネラルウォーターの１人当り消費量の

推移」，2017 年 
26 一般社団法人 日本ミネラルウォーター協会，「都道府県別生産数量の推移」，2017 年 
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都道府県別生産数量の推移 
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（２）日本の水源地の買収 

 ア 外国資本による日本の山の買収の現状と背景 

   下表は，林野庁が 2016年に発表した，外資による日本の森林買収の状況をまとめた

ものである。27 

 

【居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森

林買収の事例の集計（平成 18～28年における森林取得の事例）】 

都道府県 市町村 件数 森林面積(ha) 

北海道 

小樽市 1 11 

苫小牧市 1 6 

砂川市 1 292 

伊達市 2 127 

蘭越町 5 71 

ニセコ町 40 99 

真狩村 2 11 

留寿都村 5 24 

倶知安町 49 278 

共和町 1 163 

月形町 1 125 

壮瞥町 3 92 

洞爺湖町 1 7 

清水町 1 3 

足寄町 1 3 

小計 114 1,311 

山形県 米沢市 1 10 

栃木県 那須塩原市 1 1 

群馬県 

嬬恋村 1 44 

長野原町 1 0.1 

小計 2 44 

                                                   
27 林野庁，「居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例の

集計（平成 18 年～28 年における森林取得の事例）」，2016 年 
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千葉県 佐倉市 1 0.18 

神奈川県 

箱根町 8 8 

真鶴町 1 2 

小計 9 10 

山梨県 富士河口湖町 1 0.06 

長野県 

軽井沢町 2 3 

白馬村 2 1 

小計 4 5 

静岡県 熱海市 1 0.5 

京都府 京丹波町 1 4 

兵庫県 神戸市 1 2 

奈良県 宇陀市 1 1 

岡山県 鏡野町・津山市 1 48 

福岡県 糸島市 2 0.3 

沖縄県 今帰仁村 1 5 

総件数 141 1,440 

     注１：森林面積は，小数第 1 位を四捨五入して（1ha 未満であるものは，

有効桁数 1桁の小数で）表示した。 

     注２：計の不一致は四捨五入によるものである。 

     注３：本表においては，以下の①～③の合計を掲載している。 

①前回調査（平成 28年 4月）までに確認された平成 18 年～27年における事例 

      ②前回調査以降に確認された平成 27年以前における事例 

       ア．平成 27 年に外国人（中国（香港））が森林 0.4ha を取得した事例 

       イ．平成 27 年に外国人（中国（香港））が森林 0.6ha を取得した事例 

       ウ．平成 27 年に外国法人（シンガポール）が森林 4haを取得した事例 

       エ．平成 27 年に外国人（中国）が森林 1haを取得した事例 

③今回調査により確認された平成 28年における事例 

 

続いて，林野庁の調査による，2006年から 2009年までの３年間，及び 2010年～2015

年の各年に確認された買収事例とその詳細は次のとおり28である。 

                                                   
28 林野庁ホームページより引用。 
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【居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例】 

〇2006～2009年 

 

〇2010年 
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〇2011年 
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〇2012年 
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〇2013年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 14 件 194     
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〇2014年 
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〇2015年 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

都道府県 市町村 取得主体 取得者の住所地 森林⾯積

（ha） 

利⽤⽬的 

北海道 ⼩樽市 個⼈ オーストラリア 11 資産保有 

ニセコ町 法⼈ 中国（⾹港） 0.6 別荘 

個⼈ シンガポール 2 現状のまま利⽤ 

個⼈ 中国（⾹港） 1 投資⽤ 

個⼈ 中国（⾹港） 0.1 不明 

法⼈ 英領ヴァージン諸島 0.8 現況利⽤ 

法⼈ 中国（⾹港） 0.4 不明 

倶知安町 個⼈ 中国（⾹港） 1 コンドミニアム 

壮瞥町 法⼈ 英領ヴァージン諸島 2 不動産開発 

計  9件 19  

千葉県 佐倉市 個⼈ フィリピン 0.2 不明 

計  1件 0.2  

神奈川県 箱根町 法⼈ シンガポール 0.2 資産保有 

計  1件 0.2  

岡⼭県 鏡野町・津⼭市 法⼈ シンガポール 48 樹⽊の育成 

計  1件 48  

合計  12件 67  
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〇2016年  

 

都道府県 市町村 取得主体 取得者の住所地 
森林⾯積

（ha） 
利⽤⽬的 

北海道 

蘭越町 個⼈ マレーシア 3 未定 

ニセコ町 

法⼈ セーシェル 5 資産保有 

個⼈ シンガポール 0.4 現状のまま利⽤ 

法⼈ 中国（⾹港） 0.4 未定 

法⼈ オーストラリア 0.2 不明 

個⼈ フィリピン 0.2 不明 

法⼈ 英領ヴァージン諸島 4 資産保有 

個⼈ 中国（台湾） 4 資産保有 

個⼈ 中国（台湾） 0.3 不明 

法⼈ 英領ヴァージン諸島 0.7 不明 

法⼈ 英領ヴァージン諸島 13 建物の建築等 

留寿都村 個⼈ 韓国 0.8 資産保有 

北海道 

倶知安町 

法⼈ 中国（⾹港） 15 資産保有 

法⼈ 中国（⾹港） 0.8 別荘地開発・分譲 

個⼈ シンガポール 0.6 現状のまま利⽤ 

個⼈ シンガポール 0.5 現状のまま利⽤ 

個⼈ シンガポール 0.2 不明 

法⼈ タイ 7 不明 

法⼈ 中国（⾹港） 15 資産保有 

法⼈ 中国（⾹港） 1 資産保有 

法⼈ 英領ヴァージン諸島 0.2 未定 

個⼈ 中国（⾹港） 3 資産保有 

個⼈ 中国（⾹港） 0.1 不明 

⽉形町 法⼈ 中国（⾹港） 125 別荘等 

 ⾜寄町 個⼈ 中国 3 居住等 

計 25件 201  

神奈川県 

箱根町 法⼈ 英領ヴァージン諸島 0.2 保養所（現況利

⽤） 

計 1件 0.2  
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⻑野県 
⽩⾺村 個⼈ マレーシア 0.1 宅地（別荘） 

計 1件 0.1  

静岡県 
熱海市 法⼈ 英領ヴァージン諸島 0.5 居住 

計 1件 0.5  

福岡県 
⽷島市 個⼈ 英国 0.1 別荘，庭 

計 1件 0.1  

合計 29件 202  

 

 

   年間 10件前後だった買収件数は 2015年には 29件に増え，また，買収された森林面

積も最大となった。 

買収された地域の内訳をみると，その多くを北海道が占めていることが分かる。さ

らに，北海道の中でも特に，ニセコ町と倶知安町の件数が多い。（※ニセコ町と倶知安

町は隣り合っており，ともに道央の西部の，羊蹄山やニセコアンヌプリといった山岳

に囲まれた丘陵盆地に位置している。）北海道の他にも，山形，長野，神奈川，兵庫，

福岡，沖縄などに買収事例もあり，日本全国の山々が買収の対象になっていることが

分かる。 

   また，取得者については，中国の香港に住所を置く主体が最も多い。次に英国ヴァ

ージン諸島（英国ヴァージン諸島は，タックスヘイブンである）の法人やシンガポー

ルの個人による買収が多い。初めはこれらの主体による買収が主であったが，近年で

はオーストラリア，アメリカ合衆国やカナダといった北米の国々，インドネシアやフ

ィリピン，タイといった東南アジア諸国による買収も増えてきている。ギリシャ，ド

イツといったヨーロッパ資本も買収をしており，日本の土地は今や世界中の国々の所

有物となっている。 

   ここで，買収件数の増加の背景で，一つ見逃してはならない点がある。それは，日

本の山林の価格が今，底値であるということである。人工林や雑木林の全国平均価格

は下落を続けている。また，土地に生えている樹木（立木）自体の価格も下落を続け

ている。林地の立地次第では，土地価格がほぼゼロで，その林地から木材を切り出す

と，運搬コストによってむしろ利益がマイナスになる場合もある。山の所有者にとっ

ては厳しい状況であるが，日本の山を狙う外資にとっては，まさに今が「買い時」，絶

好のチャンスである。こうした背景から，買収件数が伸びたと考えられる。 
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 イ 外国資本による日本の森林買収の目的 

   林野庁の調査によれば，外国資本は買収の際に「資産保有」や「別荘地開発」など

を利用目的として届け出ている。しかし，多くはこれらの他に「地下水利用」を目当

てに買収していていると考えられている。林野庁が外資による買収の状況を調査して

はいるが，完全に明らかにできているわけではない。それは林野庁の調査が各都道府

県や自治体が保有する情報に基づいて行われ，都道府県及び自治体が，土地所有者の

詳細や土地の売買の状況を網羅的に把握していないためである。この点については，

後の項で詳しく取り扱う。 

   外資による地下水利用を目的とした買収について，森林買収に関する議論の中で，

「外資」及び「地下水利用」というキーワードが公に扱われるようになったのは，2008

年のことだ。29「地下水利用のため」と明示した上で日本の森林を買収している外国資

本はみられない。ところが，中国をはじめとした世界各国の水需給が行き詰っている

状況があり，これが「地下水目的の買収」という説の根拠になっている。ここで，先

の議論とつながるが，中国では，近年ボトルウォーターの需要が拡大しており，加え

て，大手のボトルウォーターメーカーも，急激に拡大する（確実に儲かる）ボトルウ

ォーター市場を目前にして，新たな水源を求め世界中にビジネスチャンスを求めてい

る。これら両者にとって，日本の森林買収は実に魅力的な選択である。低価格で日本

の山を買収してしまえば，同時に買収地の地下を流れるきれいな水が手に入る上，そ

の水は「日本のおいし水」としてブランド化すれば，よく売れる。 

 

 ウ 水源地買収が及ぼしうる影響 

   日本の場合，「森林買収＝地下水買収」が多くの場合成立するが，外資が日本の森林

を買収することによって，日本人の生活に大きな悪影響を及ぼすことになる。外国資

本が日本の森林を手に入れると，現行の日本の法と自治体のシステムのもとでは，山

林の所有者は，敷地内の木を伐ったり，地下水をくみ上げたりといったことを，自由

に行うことができる。山林の所有者に対する資源利用に関わる規則がないか，あるい

は規則があっても機能していないのが現状である。また，現在の日本における土地所

有権は実質「絶対不可侵」であり，自治体や国さえも個人の所有地とその利用には口

が出せないという状況がある。そこで，買収をした外資は，好きなだけ伐採を行うか，

地下水の取水に取り掛かる。しかも，ここでは「外資」というのが重要で，彼らは「地

元」の木を切ったり水を使ったりしているわけではないから，買収地の自然に対する

愛着や保全の意識はない。それゆえ，木は「伐りっぱなし」，水は「採りたい放題」と

いう状況を生み出しかねない。 

 

                                                   
29 平野秀樹，安田喜憲，前掲注（18），33 ページ 
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   こうした行為により，地元住民に与える影響は深刻なものとなる。木の伐採によっ

てその土地の保水力が低下したり，下流の海域に十分な養分が届かなくなったりする

という話はよく聞かれる。これもかなり深刻であるが，地下水の過剰利用による影響

も非常に深刻である。地下水を過剰に揚水すると地下水位が下がり，いずれは枯渇し

たり，それに伴って地盤沈下や塩水侵入が起こったりする。地下水はその地上の土地

を所有する人のものではあるが，地下水は地表水や海水ともつながっているため，地

下水の過剰利用は流域の住民の生活ともかかわりをもつことになる。生活基盤の一つ

でもある水を奪われた住民たちは，黙認することができない。外資の水源地買収は，

買収者と地元住民との間のコンフリクトを引き起こしうる。このように，水ビジネス

の拡大に伴う，外資による日本の森林・水源地の買収は，国土や自然の保全の観点か

らみても，国民の生活維持の観点からみても，手放しで歓迎できるものではない。 

 

４ 現行の森林・水源地買収に関する法律および地方自治体の条例等 

（１）法律 

   先に，自治体，都道府県，国は土地所有者の詳細や売買の状況を完全に把握できて

いないと述べたが，これは，日本の現在の土地取引に関する法規制が不十分であるこ

とによる。 

まず，現在日本には外資による土地買収を制限するための法律が皆無である。国土

利用計画法や農地法といった法律には，自由な土地売買を制限する内容が含まれるが，

外資による土地取引の制限はされていない。これほどまでに外資が自国の土地を自由

に売買できる先進国は他にない。加えて，現在日本では，買い手がどのような者であ

るかに係わらず（つまり，買い手の国籍などには一切関係無く），土地（林地）取引の

際の売買情報は特に誰にもチェックされない。土地の取引は単なる売り手と買い手の

間の自由な経済活動として扱われ，唯一定められている決まりは，「売買成立後の二週

間以内に知事に対して届出をする」ということだけである。したがって，自治体は取

引成立後にしか報告を受けないため，土地取引を監視，制限する機能を十分に持って

いないといえる。さらに，その届出さえ，確実に行われているかどうかは，自治体が

確認できていないというのが実態である。従って実際は，先にあげたような外資によ

る日本の森林買収の事例をはるかに超えるような広大な森林が，既に外国資本により

買収されていることもあり得る。 

 

 

 

 

 

 



29 

 

（２）全国の条例や取り組み  

 ア 北海道（ニセコ町） 

   国全体に適用される法律としては，水資源売買の制限等を行うものは皆無であるが，

自治体によっては，条例を定めているところもある。例えば，北海道のニセコ町であ

る。     

先に挙げた林野庁の統計から，北海道のニセコ町の森林の買収件数が特に多いこと

が分かった。このことを受けて，同町は，2011 年の「第１回ニセコ町水資源保全審議

会」から，町内の水資源を保護する取り組みを開始した。ニセコ町の水資源をめぐっ

ては，「水道水源保護条例」と「地下水保全条例」の２つの条例が定められている。前

者は「町民の生活を支える水道の水源地を，開発による汚染や枯渇などから守る」こ

とを，後者は「町内の地下水の大量採取を制限することで，地下水資源の枯渇や地盤

沈下などから守る」ことを目的としている。条例は，以下のような内容となっている。

なお注目すべき個所に引用者が下線（波線）を施した。 

 

 （ア）ニセコ町水道水源保護条例30                         

 

（目的） 

第１条 この条例は，ニセコ町環境基本条例（平成 15 年ニセコ町条例第 29 号）第

１３条の規定の趣旨にのっとり，町民の水道に係る水質の汚濁を防止し，水環境の

保全と生命の源となる水源の保護を行うことにより，自然ゆたかな水環境と安全で

良質な水を確保するとともに，良好な水環境を将来の世代に引き継ぐことを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。 

（１）水源 河川，湧水及び地下水から取り入れる水道の原水となる区域をいう。 

（２）水道水源 町の水道に係る水源をいう。 

（３）水源保護地域 水道水源及びその上流地域において水質を保全することが必

要な区域であって，町長が指定した地域をいう。 

（４）協議対象施設 別表に掲げる施設をいう。 

（町長の責務） 

第３条 町長は，水質の保全及び水源の保護に係る施策の実施に努めなければなら

ない。 

 

                                                   
30 ニセコ町水道水源保護条例, 

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/kankyo/cat265/post_36.html 
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 （町民等の責務） 

第４条 町民等は，本町の区域において町長が実施する水源の保護に係る施策に協

力しなければならない。 

（水源保護地域の指定）  

第５条 町長は，水源を保護するため，水源保護地域を指定することができる。 

 

（中略） 

 

（協議及び措置等） 

第８条 水源保護地域内において協議対象施設を設置しようとする者（以下「事業

者」という。）は，あらかじめ町長に当該協議対象施設に係る規則で定める計画及

び事業の内容について協議書を提出するとともに，その内容について町長と協議し

なければならない。事業者が協議対象施設に係る事業の内容を変更しようとする場

合も同様とする。 

２ 町長は，前項の規定により提出された協議書について，水源の水質を保全する

ために必要があると認められるとき，又は水源の水量に影響を及ぼすおそれがある

と認められるときは，当該事業者に対し，必要な措置を講ずるよう助言し，又は指

導することができる。 

３ 町長は，第１項の規定による協議があった場合は，審議会の意見を聴き，規制

対象施設であるか否かの認定をしなければならない。 

４ 町長は，前項の規定により当該協議対象施設を規制対象施設であると認定した

ときは，文書をもって当該事業者に通知しなければならない。 

 

（中略） 

 

(説明会の開催) 

第１０条 事業者は，第８条第１項の規定による協議を行う前に，協議対象施設の

事業内容並びにその事業活動に伴う水道水源への影響及びその防止策について関

係住民等に対し説明会を開催しなければならない。 

２ 事業者は，前項の規定により説明会を開催する場合は，説明会を開催する日の

１０日前までにその旨を関係住民等に公表するとともに，町長に通知しなければな

らない。 

３ 町長は，説明会の開催に当たって，町職員を立ち会わせることができる。 

４ 事業者は，説明会を行ったときは，遅滞なくその結果を町長に報告しなければ

ならない。 
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５ 事業者は，説明会において関係住民等との協議により必要が生じた場合は，関

係住民等と協定を締結するものとする。 

 

（中略） 

 

（中止命令） 

第１２条 町長は，次に定める事項に該当する者に対して，協議対象施設の設置又

は使用の中止を命ずることができる。 

（１） 第８条第１項の規定による協議を行わず協議対象施設を設置し，又は使用

している者 

（２） 第８条第３項の認定を待たず協議対象施設の設置に着手した者 

（３） 第８条第３項の規定により規制対象施設と認定されたにもかかわらず規制

対象施設の設置に着手した者 

（４） 第１０条に定める勧告に従わず協議対象施設の設置に着手した者 

 

（中略） 

 

（氏名の公表） 

第１４条 町長は，第１１条の規定による勧告又は第１２条の規定による命令に正

当な理由なくして従わない者があるときは，当該勧告又は命令に従わない内容及び

その氏名等を公表することができる。 

２ 町長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ，公表され

ることとなる者に対し，その理由を通知し，意見を述べる機会を与えなければなら

ない。 

 

（中略） 

 

（罰則） 

第１６条 第１２条の規定による命令に違反した者は，１年以下の懲役又は５０万

円以下の罰金に処する。 

 

（後略） 
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以上の波線を付した部分より，北海道ニセコ町の場合，水資源に手を加えようと

する者に対して，町長を中心とした自治体が権限を持っていることが分かる。この

条例により，事業者には，開発に当たり水資源保護の責任が課され，自治体はそれ

を監視し，違反した際には中止を命ずることができる。また，この条例の中で特に

注目すべきは届出の制度である。日本の法律には，土地取引に際して，事前届出は

義務付けられていないため，国あるいは自治体には，利用者や利用目的を審議して

使用の許可を下さない，という選択肢は与えられていない。ところが，ニセコ町水

道水源保護条例では，利用者は事前に知事に届出をし，利用計画を審議されなけれ

ばならない。また，勧告に従わないものへの罰則も規定されていることから，この

条例は，勝手な水資源利用を防ぐのに効果的である。この条例が，法律の穴を補っ

ているものの例である。一方，法律の穴と共通しているのは，外国資本に関する規

定がないということである。事業者が事前届け出をした段階で，信用できない外国

資本には利用許可が下されないということであるが，この条例においても，国内事

業者と外資事業者の扱いは対等である。 

 

（イ）ニセコ町地下水保全条例31 

     

（目的） 

第１条 この条例は，ニセコ町環境基本条例（平成 15 年ニセコ町条例第 29 号）に

規定する環境理念及び環境方針の趣旨に基づき，ニセコ町内における地下水の枯渇

及び地盤の沈下を防止するために，地下水の採取について必要な規制を行うととも

に，町民生活にかけがえのない資源である地下水を将来にわたって保全することに

より，町民の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１）井戸動力を用いて地下水（温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）第２条第１項

に規定する温泉，鉱業法（昭和 25 年法律第 289 号）第３条第１項に規定する可燃

性天然ガスを溶存する地下水並びに河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第３条第１

項及び第１００条第１項に規定する河川の流水であることが明らかなものを除く。）

を採取するための施設をいう。 

（２）ストレーナー 井戸に設けられた収水孔をいう。 

 

 

                                                   
31 ニセコ町地下水保全条例,  

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/kankyo/cat265/post_34.html 
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（３）採取者 第５条の規定により許可を受けた者及び第１３条の規定により届出

をした者をいう。 

（町の責務） 

第３条 町は，町民生活に支障が生じないようにするための地下水の保全に係る施

策の実施に努めなければならない。 

（採取者の責務） 

第４条 採取者は，地下水をかん養し，かつ，水採取量の縮減に努めるとともに，

町が実施する地下水保全に関する施策に協力しなければならない。 

 （地下水の採取の許可） 

第５条 町内で地下水を採取するため井戸（揚水機の吐出口の断面積（吐出口が２

以上あるときは，その断面積の合計。以下同じ。）が８平方センチメートルを超え

るものに限る。）を掘削する者は，あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

許可を受けた井戸について，ストレーナーの位置を変更し，又は吐出口の断面積を

大きくしようとする場合も，同様とする。 

 

（中略） 

 

（許可基準） 

第６条 地下水の採取に係る許可基準は，次に定めるところによる。 

（１）地下水の有効的な利用に支障がないこと。 

（２）既存の水道水源又は井戸に影響を及ぼすおそれがないこと。 

（３）採取する地下水の用途が必要かつ適当であること。 

（４）他の水をもって代えることが困難であると認められること。 

（説明会の開催） 

第７条 第５条第１項の許可を受けようとする者（以下「許可申請者」という。）は，

関係住民に対し，井戸の設置工事の内容について説明会を開催しなければならない。 

 

（中略） 

 

（許可申請） 

第８条 許可申請者は，次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければ

ならない。 

（１）氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）及び住所 

（２）地下水の用途 
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（３）井戸のストレーナーの位置，揚水機の種類及び吐出口の断面積 

（４）１日の平均採取量 

 

   （中略） 

 

（完成の届出） 

第１１条 第５条第１項の許可を受けた者（以下「被許可者」という。）は，井戸が

完成した日から１５日以内に町長に完成届出書を提出し，その検査を受けなければ

ならない。 

（水量測定器の設置等） 

第１２条 被許可者は，規則で定めるところにより，水量測定器を設置し，毎月の

採取量を町長に報告しなければならない。 

（地下水の採取の届出） 

第１３条 町内で地下水を採取するため，井戸（揚水機の吐出口の断面積が８平方

センチメートル以下のものに限る。）を掘削しようとする者は，あらかじめ第８条

に規定する事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。 

（変更の届出） 

第１４条 採取者は，第８条第１項各号に定める事項に変更があった場合において

は，その変更のあった日から３０日以内にその旨を町長に届け出なければならない 

（許可及び届出の承継） 

第１５条 採取者から許可又は届出に係る施設を譲り受け，又は借り受けた者は，

当該施設に係る採取者の地位を承継する。 

２ 採取者について，相続又は合併があったときは，相続人又は合併後存続する法

人若しくは合併により設立した法人は，採取者の地位を承継する。 

３ 前２項の規定により，採取者の地位を承継した者は，その承継のあった日から

３０日以内にその旨を町長に届け出なければならない。 

 

（中略） 

 

（許可の取消し等） 

第１７条 町長は，偽りその他不正な手段により許可を受けた者に対して，その許

可を取り消すことができる。 

２ 町長は，第５条第１項の規定に違反して許可を受けないで地下水を採取してい

る者又は同条第４項の規定により付した条件に違反した者に対し，その違反を是正

するため，期限を定めて，必要な措置をとることを命ずることができる。 
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３ 町長は，予見することができなかった特別の事情の発生により，地下水の保全

を図るため，緊急の必要があると認めるときは，採取者に対し，相当の期間を定め

て，地下水の採取を制限することができる。 

（立入調査） 

第１８条 町長は，この条例の施行に必要な限度において，職員をして当該井戸が

設置された土地に立ち入らせ，調査させることができる。 

 

（中略） 

 

（指導等） 

第１９条 町長は，地下水の保全上必要があると認められるときは，採取者又はそ

の代理者に対し，指導若しくは助言をし，又は期限を定めて必要な措置（採取行為

の一時停止を除く。）をとるよう勧告することができる。 

（措置命令） 

第２０条 町長は，前条の規定による勧告を受けた者が，当該勧告に係る措置を怠

ったときは，期限を定めて，当該措置をとるべきことを命ずることができる。 

（措置の届出） 

第２１条 第１９条の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた者が，当

該勧告又は命令に係る措置をとったときは，７日以内に町長に届け出て，その検査

を受けなければならない。 

（停止命令） 

第２２条 町長は，第２０条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないと

きは，必要な限度において期限を定めて，採取行為の一時停止を命ずることができ

る。 

（氏名等の公表） 

第２３条 町長は，第１９条，第２０条又は前条の規定による勧告又は命令を受け

た者が，正当な理由なくしてその勧告又は命令に従わないときは，当該勧告又は命

令に従わない内容及びその者の氏名等を公表することができる。 

２ 町長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ，公表をさ

れることとなる者に対し，その理由を通知し，及び意見を述べる機会を与えなけれ

ばならない。 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規

則で定める。 

（罰則） 
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第２５条 第１７条第２項，第２０条又は第２２条の規定による命令に違反した者

は，５０万円以下の罰金に処する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は，３０万円以下の罰金に処する。 

（１）第１１条，第１３条又は第１６条第２項の規定に違反した者 

（２）第５条第１項の許可を受けるに当たり，偽りその他不正な手段を用いた者                                   

（３）正当な理由がないのに第１８条第１項の規定による立入調査を拒み，妨げ，

又は忌避した者 

 

（後略） 

 

 

ニセコ町地下水保全条例も，水道水源保護条例と同様に，地下水利用の条件や届

出について定めている。地下水は日本では通常，土地所有者のものとして扱われ，

揚水量や利用目的に制限が無い場合がほとんどであるが，ニセコ町においては，町

長の権限が個人所有の土地の地中にある地下水にまで及んでいる。次のフローチャ

ート32は，ニセコ町における地下水利用の許可・届出の流れを示したものである。 

                                                   
32 ニセコ町ホームページより引用，前掲注（30） 
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 （ウ）北海道の条例33 

    北海道では，道内全体の水源保護を目的とした条例が定められている。 

    

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，水資源の保全に関し，基本理念を定め，並びに道，事業者，土

地所有者等及び道民の責務を明らかにするとともに，道の施策の基本となる事項，

水源の周辺における適正な土地利用の確保を図るための措置その他必要な事項を定

めることにより，水資源の保全に関する施策を総合的に推進し，もって現在及び将

来の道民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「水資源の保全」とは，生活，農業，工業等の目的に用い

られる水資源を将来にわたり安全に安心して，かつ，持続的に利用できるように保

全することをいう。 

２ この条例において「土地所有者等」とは，道内に所在する土地の所有者，管理者

又は占有者をいう。 

（基本理念） 

第３条 水資源の保全は，全ての道民が本道の豊かな水資源の恵みを享受することが

できるよう，地域の特性に応じて推進されなければならない。 

２ 水資源の保全は，道，市町村，事業者，土地所有者等及び道民の適切な役割分担

による協働により推進されなければならない。 

（道の責務） 

第４条 道は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，水

資源の保全に関する施策を総合的に実施する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は，その事業活動を行うに当たっては，基本理念にのっとり，水資源

の保全について十分配慮するとともに，道が実施する水資源の保全に関する施策に

協力するものとする。 

（土地所有者等の責務） 

第６条 土地所有者等は，基本理念にのっとり，水資源の保全のための適正な土地利

用に配慮するとともに，道が実施する水資源の保全に関する施策に協力するものと

する。 

 

 

                                                   
33 北海道水資源の保全に関する条例（平成 24 年北海道条例第９号）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen_jyourei.pdf 
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（道民の責務） 

第７条 道民は，基本理念にのっとり，水資源の保全に対する理解を深め，自らこれ

に努めるとともに，道が実施する水資源の保全に関する施策に協力するよう努める

ものとする。 

 

（中略） 

 

第２章 水資源の保全に関する基本的施策 

（施策の基本方針） 

第１０条 道は，次に掲げる基本方針に基づき，水資源の保全に関する施策を総合的

に推進するものとする。 

（１） 水資源の保全を推進する上で水源の周辺における森林が重要な役割を果たし

ていることに鑑み，森林が有する水源を涵養する機能の維持増進を図る。 

（２）安全に安心して利用できる水資源の確保に向けた取組の推進を図ること。 

（３）道民，事業者及び土地所有者等の水資源の保全に対する理解の促進を図るこ

と。 

（４）水資源の保全のための適正な土地利用の確保を図ること。 

（森林が有する水源を涵養する機能の維持増進） 

第１１条 道は，森林が有する水源を涵養する機能の維持増進を図るため，水源の周

辺における森林の特性に応じて，森林法（昭和 26年法律第 249号）に基づく保安林

制度の活用，造林，保育等の森林施業の適切な実施その他の必要な措置を講ずるも

のとする。 

（安全に安心して利用できる水資源の確保に向けた取組の推進） 

第１２条 道は，安全に安心して利用できる水資源の確保に向けた取組の推進を図る

ため，公共用水域及び地下水における水質の汚濁の状況の監視，これらの水質に対

する汚濁の負荷の低減に係る措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（道民等の理解の促進） 

第１３条 道は，水資源の保全に対する道民，事業者及び土地所有者等の理解を促進

するため，普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（水資源の保全のための適正な土地利用の確保） 

第１４条 道は，水資源の保全のための適正な土地利用の確保を図るため，この条 

例に基づく水資源保全地域に関する措置，国土利用計画法（昭和 49年法律第 92号）

その他関係法令に基づく措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（財政上の措置） 

第１５条 道は，水資源の保全に関する施策を推進するため，必要な財政上の措置 
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を講ずるよう努めるものとする。 

第３章 水源の周辺における適正な土地利用の確保 

（基本指針） 

第１６条 知事は，水資源保全地域に係る適正な土地利用の確保に関する基本的な指

針（以下「基本指針」という。）を策定するものとする。 

２ 基本指針は，次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）水資源保全地域に関する基本的事項 

（２）水資源保全地域の指定に関する事項 

（３）水資源保全地域において土地所有者等が配慮すべき事項 

３ 知事は，基本指針を定めるに当たっては，あらかじめ，北海道水資源保全審議会

の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は，基本指針を定めたときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は， 基本指針の変更について準用する。 

（水資源保全地域の指定） 

第１７条 知事は，基本指針に沿って，公共の用に供する水源に係る取水地点（地表

水若しくは地下水から原水を取り入れる施設が設置されている地点又はその設置が

予定されている地点をいう。）及びその周辺の区域（国有地を除く。）であって，当

該区域における土地の所有又は利用の状況を勘案して水資源の保全のために特に適

正な土地利用の確保を図る必要があると認めるものを，当該区域が所在する市町村

の長の提案に基づき，水資源保全地域として指定することができる。 

２ 知事は，前項に規定する提案に基づく場合のほか，市町村長から他の市町村の

区域に係る提案があった場合その他水資源の保全のため特に必要があると認める

場合は，同項の規定に基づき水資源保全地域を指定することができる。 

 

（中略） 

 

（基本指針等への配慮等） 

第１９条 水資源保全地域内の土地に係る土地所有者等は，その土地の利用に当たっ

ては，基本指針等に配慮するものとする。 

２ 知事は，水資源保全地域において，基本指針等に沿った土地の利用を図るため必

要があると認めるときは，当該水資源保全地域内の土地に係る土地所有者等に対し，

その土地の利用の方法その他の事項に関し助言をすることができる。この場合にお

いて，知事は，必要があると認めるときは，北海道水資源保全審議会の意見を聴く

ものとする。 
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３ 知事は，前項の規定により助言をしようとするときは，関係市町村長に協力を求

めるものとする。 

（水資源保全地域内の土地に関する権利の移転等の届出） 

第２０条 水資源保全地域内の土地について，土地に関する所有権若しくは地上権

その他の規則で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目

的とする権利（以下「土地に関する権利」という。）を有している者は，当該土地に

関する権利の移転又は設定（対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。）

をする契約（予約を含む。以下この条において「土地売買等の契約」という。）を締

結しようとする場合（当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設

定を受けることとなる者（以下この条において「権利取得者」という。）が未定であ

る場合を含む。）には，当該土地売買等の契約を締結する日の３月前までに，規則で

定めるところにより，次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 

（１）当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名（権

利取得者が未定である場合は，その旨） 

（２）土地に関する権利の移転又は設定をしようとする年月日 

（３）土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積 

（４）移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容 

（５）土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的 

（６）前各号に掲げるもののほか，規則で定める事項 

 

       （後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

イ 熊本県熊本市 

   熊本県熊本市は，50 万を超える人口を抱えている市としては日本で唯一，水道水源

の全てを地下水で賄っている。熊本市の土台は阿蘇火山に由来する隙間の多い地層で，

これは非常に水を浸透させやすい。そのため，降水のうちの３分の１は地下に供給さ

れ，常に大量の地下水が高速で地下を流れていることから，熊本市は渇水時にも断水

をしたことが無い。地下水が市民の生活の基盤になっていることから，同市では以前

から地下水保護の意識が高く，1978（昭和 53）年には「熊本市地下水保全条例」34が制

定された。制定後も，地下水位の低下等を受けて，度々改正が行われている。次は，「熊

本市地下水保全条例」35の一部である。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，熊本市環境基本条例（昭和 63 年条例第 35 号）の趣旨に基づき，

市民生活にとってかけがえのない資源である地下水を将来にわたって市民が享受でき

るよう，水質及び水量の両面から地下水の保全を図ることにより飲料水その他市民生

活に必要な水を確保し，もって市民の健康で文化的な生活に寄与することを目的とす

る。 

（基本理念） 

第２条 地下水は，雨水が本市及び他の市町村を含む広域的な範囲において，農林業活

動等と相まって地下に浸透し，地中ではぐくまれ，流動していくという水循環の中で存

在していることを踏まえて，その保全が図られなければならない。 

２ 地下水は，生活用水，農業用水，工業用水等として社会経済活動を支えている貴重

な資源であることにかんがみ，公水（市民共通の財産としての地下水をいう。）との認

識の下に，その保全が図られなければならない。 

３ 地下水の保全は，清れつな水質及び豊富な水量を将来にわたって維持していくもの

であることを旨として，市，市民及び事業者が，それぞれの責任と役割の下に，水質保

全対策，かん養対策，節水対策等を総合的に推進することにより図られなければならな

い。 

 

（中略） 

 

 

 

                                                   
34 ニセコ町ホームページより引用，前掲注（30） 
35 熊本市地下水保全条例（昭和 52 年条例第 42 号）， 

http://www.kumamoto-waterlife.jp/base/upload/p16273_27_21kaisei.pdf 
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（地下水採取者の責務） 

第７条 地下水を採取する者（以下「地下水採取者」という。）は，地下水採取量の縮

減に努め，自ら地下水の保全のために必要な措置を講ずるとともに，市が行う地下水の

保全のための取組に協力しなければならない。 

第２章 地下水の水質の保全 

（水質保全） 

第８条 市は，市民及び事業者とともに，県及び近隣市町村との連携を図りながら地下

水の水質の保全に努めるものとする。 

（地下水質保全対策指針） 

第９条 市長は，地下水の水質を保全するため，次に掲げる事項を定めた地下水質保全

対策指針を策定し，当該指針の普及に努めるとともに，これに基づく行動を推進するも

のとする。 

（１）地下水の汚染の防止及び早期発見のための取組に関すること。 

（２）地下水が汚染された区域の監視及び改善に関すること。 

（３）地下水における硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度を低減させるための広域的

取組に関すること。 

（４）事業者，農業関係団体及び関係行政機関との連携協力に関すること。 

２ 市民及び事業者は，前項の地下水質保全対策指針を踏まえて，自ら地下水の水質の

保全に努めるとともに，市が行う水質保全対策に協力しなければならない。 

 

（中略） 

 

第３章 地下水のかん養 

（地下水かん養対策の推進） 

第１１条 市は，市民及び事業者とともに，県及び近隣市町村との連携を図りながら地

下水のかん養対策を推進するものとする。 

（地下水かん養対策指針） 

第１２条 市長は，地下水のかん養を促進するため，次に掲げる事項を定めた地下水か

ん養対策指針を策定し，当該指針の普及に努めるとともに，これに基づく行動を推進す

るものとする。 

（１）地下水のかん養に関する目標値の設定及び当該目標値を達成するための具体的

取組に関すること。 

（２）地下水かん養促進地域の指定に関すること。 

（３）事業者，農業関係団体及び関係行政機関との連携協力に関すること。 
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２ 市民及び事業者は，前項の地下水かん養対策指針を踏まえて，自ら地下水のかん養 

対策に努めるとともに，市が行うかん養対策に協力しなければならない。 

（雨水浸透施設の設置） 

第１３条 次の各号のいずれかに該当する行為をする者は，当該行為を行う土地におけ

る雨水の地下浸透が妨げられることを緩和するため，前条第１項の地下水かん養対策指

針を踏まえて，当該土地において雨水浸透ます，緑地その他雨水を地下に浸透させるた

めの施設を設置しなければならない。ただし，急傾斜地，低湿地等雨水を地下に浸透さ

せることが不適当な地域を除くものとする。 

（１）都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第４条第 12項に定める開発行為 

（２）建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第２条第１号に定める建築物（屋根及び

柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）に限る。）の建築 

（大規模採取者の地下水かん養対策） 

第１４条 地下水採取者のうち規則で定める者（以下「大規模採取者」という。）は，

第１２条第１項の地下水かん養対策指針を踏まえて，近隣市町村の区域も含めた地域に

おける地下水のかん養対策に努めなければならない。 

２ 大規模採取者は，前項のかん養対策の取組の状況について，規則で定めるところに

より市長に報告しなければならない。 

３ 市長は，前項の規定による報告の内容について，規則で定めるところにより公表す

るものとする。 

 

第４章 節水 

（節水型社会の形成） 

第１５条 市は，節水意識の啓発に努め，市民及び事業者とともに節水及び水の有効利

用を促進し，節水型社会の形成を推進するものとする。 

 

（中略） 

 

（大規模採取者の節水対策） 

第１８条 大規模採取者は，規則で定めるところにより節水計画を作成し，市長に提出

するとともに，その内容を誠実に実施しなければならない。 

２ 大規模採取者は，前項の節水計画の実施の状況について，規則で定めるところによ

り市長に報告しなければならない。 

３ 市長は，前項の規定による報告の内容について，規則で定めるところにより公表す

るものとする。 
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第５章 地下水の管理 

（地下水の常時監視） 

第１９条 市長は，地下水の水質及び水量の状況を常時監視しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定に基づき常時監視を行うため必要があると認めるときは，井戸

の設置者に対し，協力を求めることができる。 

３ 市長は，第１項の規定による常時監視の結果に基づき，地下水の水質及び水量の状

況を定期又は臨時に公表するものとする。 

（緊急時の措置） 

第２０条 市長は，有害物質（カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれ

が ある物質として規則で定めるものをいう。），毒物（毒物及び劇物取締法（昭和 25

年法律第 303号）第２条第１項に規定する毒物をいう。）その他の物質（以下これらを

「汚染原因」という。）により地下水が汚染され，又は汚染されるおそれが明らかであ

り，速やかに汚染原因の除去その他の措置を講じなければ市民生活に重大な支障が生

じると認めるときは，地下水の保全のため必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は，前項の措置を講ずるため必要な限度において，地下水を汚染させ，又は汚

染させるおそれがある者に対し，汚染原因の除去その他必要な措置をとるよう命ずる

ことができる。 

３ 市長は，第１項の規定による措置を講ずるときは，地下水の汚染の状況その他必要

な情報を速やかに公表するものとする。 

４ 市長は，第１項の規定により措置を講じたときは，地下水を汚染させ，又は汚染さ

せるおそれがある者に対し，当該措置に要した費用の全部又は一部を請求することがで

きる。 

（過剰な採取の抑制） 

第２１条 地下水採取者は，使用の用途に必要な量を著しく超えて採取をする等地下水

の過剰な採取をしてはならない。 

２ 市長は，前項の規定に違反した地下水採取者に対し，地下水の採取量の縮減，地下

水の有効利用その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

３ 市長は，前項の規定による勧告を受けた者が，正当な理由がなくその勧告に従わな

いときは，当該勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。 

（地下水利用管理者） 

第２２条 地下水採取者のうち規則で定める者は，地下水の合理的な利用を図るため，

地下水利用管理者を選任しなければならない。 

２ 地下水利用管理者の職務は，規則で定める。 

（地下工事における地下水への影響防止） 

第２３条 建築工事等において地下工事（杭打ち工事その他の工事で規則で定めるもの

をいう。）を行う者は，地下水の水質又は水量の保全に影響を及ぼさないよう措置を講
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じなければならない。 

２ 深さが１０メートルを超える地下工事を行おうとする者は，規則で定めるところに

よりあらかじめ市長に届け出なければならない。 

（水道水源周辺工事の事前協議） 

第２４条 市の水道事業における水道の水源となる井戸から規則で定める距離の範囲

内で，水道事業の管理者が別に定める地域において地下工事を行おうとする者は，規

則で定めるところによりあらかじめ水道事業の管理者と協議しなければならない。 

 

第６章 雑則 

（立入調査等） 

第２５条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，その職員又は市長が委任し

た者（以下「職員等」という。）に他人の土地又は建物に立ち入り，地下水又は土壌の

状況に関する調査又は検査（以下「調査等」という。）をさせることができる。 

 

（中略） 

 

（報告の徴収及び助言等） 

第２６条 市長は，地下水を保全するため必要があると認めるときは，地下水採取者，

地下水を利用する者及び地下水に影響を与え，又は与えるおそれがある者に対し，地

下水の保全のための措置の状況その他必要な事項に関し，報告を求め，又は助言し，

若しくは指導することができる。 

 

（後略） 

  

「熊本市地下水保全条例」でも，ニセコ町の２つの条例と同様に，自治体の首長に，

地域の地下水の状況を監視し，不適切な利用には勧告を行う権限が与えられている。ま

た，利用の際の事前届出についてや，利用計画および状況の報告の義務についても定め

られている。 

熊本市の条例について注目すべきは，地下水が「公水」であると明確にされている

ことである。日本では一般的に，地下水は土地所有者の「私水」であるとされているが，

熊本市では自治体の管理下に置かれている。加えて，特に熊本市の条例では，地下水汚

染の対策についても詳しく規定されている。過去に熊本県で水俣病による多大な被害が

生じたことと，水道水源の全てが地下水であることから，地下水の汚染対策は，熊本市

にとっては重要なテーマである。 

   熊本市の地下水保全について付け加えると，2012 年に「調査研究等の成果を踏まえ
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た，効率・効果的な地下水保全対策の実施に取り組み，地下水環境の改善を図る」36こ

とを目的に「公益財団法人 くまもと地下水財団」が設立された。この団体は，一つの

地下水源を共有する熊本地域（熊本市を含めた 11市町村）の地下水保全活動を支援し

ている。東京大学生産技術研究所教授の沖大幹は，この財団について，「地下水保全に

努めよう，という精神的な規範だけではなく，保全活動を財政的に支える」37と言って

いる。 

 

 

 ウ 山形県 

   豊かな水資源を持つ山形県は，「地下水の開発・利用」の際の届出を規定しているの

に加え，水資源保全地域の土地取引についても規定している。（地下水の利用について

規定した条例の他に，「山梨県水資源保全条例」がある。）山形県のホームページには，

「外国資本等による森林の買収や岩石採取などの開発行為による森林の荒廃や良好な

水資源への影響」とあり，外資による県の森林買収の実態を確認しきれていない都府

県が多くある中で，いち早く対策をとっていることがわかる。山形県は，2017年現在，

県内の 17の市町村に水資源保全地域を指定しており，2013年に制定された「山形県水

資源保全条例」の中で，保全地域の土地取引を制限している。次は，「山形県水資源保

全条例」38の一部である。 

 

（目的） 

第１条 この条例は，水資源の保全に関し基本となる事項並びに水資源保全地域にお

ける土地の取引及び利用に関し必要な手続その他の措置を定めることにより，水資源

の保全に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 水資源の保全は，水資源が県民及び事業者の生活及び経済活動に欠くことの

できないものであり，本県の豊かな森林等の自然環境に支えられていることに鑑み，

森林等の水源を涵養する機能を維持するための取組等により水資源を良好な状態で将

来の世代に継承できるよう，適切に行われなければならない。 

 

 

 

 

                                                   
36 公益財団法人 くまもと地下水財団，「設立経緯」，http://kumamotogwf.or.jp/ 
37 沖大幹，『水危機 ほんとうの話」（新潮選書，2012 年），181 ページ 
38 山形県水資源保全条例（（平成 25 年３月県条例第 14 号）

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050015/mizusigen/mizusigen/jyourei/jor

eikisokutaisyohyo.pdf 
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（県の責務） 

第３条 県は，前条に定める水資源の保全に関する基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり，水資源の保全に関する施策を総合的に推進する責務を有する。 

（県民の責務） 

第４条 県民は，基本理念にのっとり，水資源の保全の重要性について理解を深め，

県又は市町村が実施する水資源の保全に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は，基本理念にのっとり，水資源の保全の重要性について理解を深め，

事業活動を行うに当たり当該事業活動が水資源の保全に影響を及ぼすおそれがあると

きは，水資源の保全に自ら努めるとともに，県又は市町村が実施する水資源の保全に

関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（土地所有者等の責務） 

第６条 森林等の土地の所有者，占有者及び管理者（以下「土地所有者等」という。）

は，基本理念にのっとり，水資源の保全の重要性について理解を深め，森林等の土地

の利用に当たって森林等の水源を涵かん養する機能が維持されるよう配慮するととも

に，県又は市町村が実施する水資源の保全に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（市町村との連携） 

第７条 県は，市町村が実施する水資源の保全に関する施策に協力するとともに，水

資源の保全に関し必要があると認めるときは，市町村に対して必要な協力を求めるも

のとする。 

（水資源保全総合計画の策定等） 

第８条 知事は，水資源の保全に関する施策の総合的な推進を図るための計画（以下

「水資源保全総合計画」という。）を策定するものとする。 

２ 水資源保全総合計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 水資源の適正な利用及び保全のための施策に関する事項 

(２) 森林等の水源を涵養する機能を維持するための施策に関する事項 

(３) 水資源の保全の見地から適正な土地利用を図るための施策に関する事項 

(４) 前３号に規定する施策について県民，事業者及び土地所有者等の理解の促進を図

るための施策に関する事項 

３ 知事は，水資源保全総合計画を策定し，又は変更しようとするときは，山形県環

境審議会の意見を聴くとともに，県民，事業者，土地所有者等及び市町村の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
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４ 知事は，水資源保全総合計画を策定し，又は変更したときは，速やかにこれを公

表するものとする。 

（水資源保全地域の指定等） 

第９条 知事は，公共の用に供される水に係る取水地点及びその周辺の区域（国有地

を除く。）であって，水資源を保全するため適正な土地利用を図る必要があるものとし

て規則で定めるものを水資源保全地域として指定する。 

 

（中略） 

 

（水資源保全地域における土地取引等の事前届出） 

第１０条 水資源保全地域内の土地について，土地の所有権又は賃借権その他の規則

で定める使用及び収益を目的とする権利（以下「土地の所有権等」という。）を有して

いる者は，当該土地の所有権等を移転し，又は設定する契約（以下「土地売買等の契

約」という。）を締結しようとする場合は，当該土地売買等の契約を締結しようとする

日から起算して２月前までに，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を知事に

届け出なければならない。 

(１) 土地売買等の契約の当事者の氏名及び住所（法人にあっては，名称，代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地） 

(２) 土地売買等の契約に係る土地の区域及び面積 

(３) 土地売買等の契約に係る契約の種類及び内容 

(４) 土地売買等の契約を締結しようとする日 

(５) 土地の所有権等の移転又は設定後における土地の利用目的 

(６) 前各号に掲げるもののほか，規則で定める事項 

２ 前項の規定は，次の各号のいずれかに該当する場合には，適用しない。 

(１) 土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合 

(２) 非常災害のために必要な応急措置として行う場合 

(３) 前２号に掲げる場合のほか，規則で定める場合 

３ 前条第１項の規定による指定（同条第８項の規定による区域の変更を含む。）の日

から起算して２月を経過する日までの間に当該指定に係る水資源保全地域（当該区域

の変更にあっては，当該区域の変更により新たに水資源保全地域となった区域）内の

土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合における第１項の規定の適用

については，同項中「当該土地売買等の契約を締結しようとする日から起算して２月

前までに」とあるのは，「あらかじめ」とする。 

４ 知事は，第１項の規定による届出があったときは，遅滞なくその内容を関係市町

村長に通知し，水資源の保全の見地から意見を求めるものとする。 

５ 知事は，前項の規定による関係市町村長の意見を勘案し，水資源の保全のために
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特に必要があると認めるときは，第１項の規定による届出をした者に対し，当該届出

に係る土地の利用に関し必要な指導を行うことができる。この場合において，知事は，

必要があると認めるときは，あらかじめ山形県環境審議会の意見を聴くものとする。 

６ 第１項の規定による届出をした者は，前項の規定による指導を受けたときは，当

該届出に係る土地の所有権等の移転又は設定を受けようとする者に当該指導の内容を

伝達しなければならない。 

７ 第１項の規定による届出をした者は，当該届出に係る土地売買等の契約を締結す

る日までの間において同項各号に掲げる事項に変更があったときは，規則で定めると

ころにより，速やかに知事に届け出なければならない。 

８ 第４項から第６項までの規定は，前項の規定による届出について準用する。 

（水資源保全地域における開発行為の事前届出） 

第１１条 水資源保全地域内において，土石の採取その他の規則で定める土地の形質

の変更又は地下水を採取するための設備の設置その他の行為で規則で定めるもの（以

下「開発行為」という。）を行おうとする者は，当該開発行為に着手しようとする日か

ら起算して２月前までに，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を知事に届け

出なければならない。 

(１) 開発行為を行おうとする者の氏名及び住所（法人にあっては，名称，代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地） 

(２) 開発行為を行おうとする土地の区域 

(３) 開発行為の内容 

(４) 前３号に掲げるもののほか，規則で定める事項 

 

（中略） 

 

３ 第９条第１項の規定による指定（同条第８項の規定による区域の変更を含む。）の

日から起算して２月を経過する日までの間に当該指定に係る水資源保全地域（当該区

域の変更にあっては，当該区域の変更により新たに水資源保全地域となった区域）内

において開発行為に着手しようとする場合における第１項の規定の適用については，

同項中「当該開発行為に着手しようとする日から起算して２月前までに」とあるのは，

「あらかじめ」とする。 

４ 知事は，第１項の規定による届出があったときは，遅滞なくその内容を関係市町

村長に通知し，水資源の保全の見地から意見を求めるものとする。 

５ 知事は，前項の規定による関係市町村長の意見を勘案し，水資源の保全のために

特に必要があると認めるときは，第１項の規定による届出をした者に対し，当該届出

に係る開発行為に関し必要な指導を行うことができる。この場合において，知事は，

必要があると認めるときは，あらかじめ山形県環境審議会の意見を聴くものとする。 
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６ 第１項の規定による届出をした者は，当該届出に係る開発行為に着手する日まで

の間において同項各号に掲げる事項に変更があったときは，規則で定めるところによ

り，速やかに知事に届け出なければならない。 

７ 第４項及び第５項の規定は，前項の規定による届出について準用する。 

（報告の徴収及び立入調査） 

第１２条 知事は，第１０条第１項若しくは第７項の規定による届出をすべき者又は

前条第１項若しくは第６項の規定による届出をすべき者に対し，この条例の施行に必

要な限度において，当該届出に係る土地売買等の契約又は開発行為に関する事項につ

いて必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 

２ 知事は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に，水資源保全地域内

の土地売買等の契約に係る土地又は開発行為に係る土地に立ち入り，当該土地売買等

の契約若しくは開発行為に関する事項について調査させ，又は関係者に質問させるこ

とができる。 

 

（後略） 

 

 

 地下水利用の際の事前届出の規定など，大部分は先に挙げた自治体の条例とほぼ同

じであるが，「水資源保全地域における土地取引等の事前届出（第１０条）」にある「水

資源を保全するため適正な土地利用を図る必要がある」地域の土地取引については，

先に挙げた条例では規定されていなかった。土地取引の際の届出の流れは，次に示し

た図39のとおりである。 

  

 

                                                   
39 「水資源保全地域の 水資源保全地域の指定及び事前届出制度の概要」より引用。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050015/mizusigen/mizusigen/seidogaiyoj

ogai/seidogaiyo.pdf 
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この規定により，自治体は，土地の売買の段階から事業者の利用目的等を確認し，

必要に応じて指導も行うことができる。地域の土地および水源の保全にとっては，よ

り効果的である。ただし，先に言及した農地法や国土利用計画法のように，「外資によ

る売買」についての規定はない。それでも，現状，法律で規定されている「売買成立

後の二週間以内に知事に対して届出をする」と比べると，事前届け出を定めているこ

の条例は，土地利用の管理という点ではより効果があると考えられる。 

 

 エ 山梨県 

   山梨県の条例にも，山形県同様に水資源保護地域の土地取引に関する規定がある。

山梨県は，富士山をはじめとした森林環境と水資源に恵まれ，日本の中で最もボトル

ウォーターの生産量が多い（前項３－（１）の表参照）。次は，県の条例40の一部であ

る。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，地下水及び水源地域の保全に関し，基本理念を定め，県，事業者

及び土地所有者等の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに，地下水の適正な

採取及び水源地域における適正な土地利用の確保について必要な事項を定めることに

より，健全な水循環の維持に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。 

（１）揚水設備 動力を用いて地下水（温泉法（昭和２３年法律第１２５号）による温

泉及び鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第５条に規定する鉱業権に基づき掘採さ

れる同法第３条第１項の可燃性天然ガスを溶存する地下水を除く。以下同じ。）を採取

するための設備をいい，河川法（昭和３９年法律第１６７号）が適用され，又は準用

される河川の河川区域内のものを除く。 

（２）水源地域 第２１条第１項の規定により指定された地域をいう。 

（３）土地所有者等 水源地域内の土地（規則で定めるものに限る。第２２条第１項に

おいて同じ。）の所有権，地上権その他規則で定める使用及び収益を目的とする権利（同

項及び第２４条第２項において「所有権等」という。）を有する者をいう。 

 

 

 

                                                   
40 山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例（山梨県条例第７５号）

http://www.pref.yamanashi.jp/sinkan-som/documents/mizu-jyorei.pdf 
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（基本理念）  

第３条 地下水の保全は，地下水が水循環（水が蒸発，降下，流下及び地下への浸透並

びに河川及び海への流出を繰り返すことをいう。）の一部をなすものであり，かつ，県

民生活及び地域の産業の共通の基盤であることに鑑み，地下水は公共の利益に沿うよ

うに利用されなければならないという認識に立って，推進されなければならない。 

２ 地下水の保全は，地下水が限りある資源であることを踏まえ，急激な地下水位の低

下や地盤沈下など地下水の減少による障害が発生しないよう，地下水の涵養と適正な

利用を図ることにより推進されなければならない。 

３ 水源地域の保全は，県民が本県の豊かな水資源を通して森林の恵沢を享受している

ことに鑑み，社会全体で森林を支えるという考え方の下に，森林の有する水源の涵養

の機能（第２１条第１項，第２４条第１項及び第２６条第１項において「水源涵養機

能」という。）の維持及び増進が図られるよう推進されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，地下

水及び水源地域の保全に関する施策を策定し，及び実施する責務を有する。 

２ 県は，前項に関する施策を実施するときは，市町村との連携に努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は，その事業活動を行うに当たっては，基本理念にのっとり，地下水の

保全を図るために必要な措置を講ずるとともに，県が実施する地下水の保全に関する

施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は，基本理念にのっとり，県が実施する水源地域の保全に関する施策に協力

するよう努めるものとする。 

（土地所有者等の責務） 

第６条 土地所有者等は，基本理念にのっとり，県が実施する地下水の保全に関する施

策に協力するよう努めるものとする。 

２ 土地所有者等は，基本理念にのっとり，森林の適正な整備に努めるとともに，県が

実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（県民の役割） 

第７条 県民は，基本理念にのっとり，地下水の保全への配慮に努めるとともに，県が

実施する地下水の保全に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 県民は，基本理念にのっとり，県が実施する水源地域の保全に関する施策に協力す

るよう努めるものとする。 

第２章 地下水の適正な採取 

（揚水設備の設置の届出） 

第８条 揚水機の吐出口の断面積（吐出口が２以上あるときは，その断面積の合計。以

下同じ。）が６平方センチメートルを超える揚水設備を設置しようとする者は，規則で
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定めるところにより，次の事項を知事に届け出なければならない。 

（１）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

（２）揚水設備の設置の場所 

（３）揚水設備のストレーナーの位置 

（４）揚水機の吐出口の断面積及び原動機の出力 

（５）揚水設備により採取する地下水の水量 

（６）揚水設備により採取する地下水の用途 

（７）前各号に掲げるもののほか，規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出には，揚水設備の設置の場所を示す図面その他規則で定める

書類を添付しなければならない。 

（届出事項の変更に係る勧告等） 

第９条 知事は，前条第１項の規定による届出があった場合において，当該届出に係る

揚水設備を用いた地下水の採取によりその周辺における地下水の利用に支障を及ぼす

おそれがあると認めるときは，当該届出を受理した日から３０日以内に限り，当該届

出をした者に対し，当該揚水設備により採取する地下水の水量，揚水機の原動機の出

力その他当該届出に係る事項を変更すべきことを勧告することができる。 

２ 知事は，前項の規定による勧告をした場合において，その勧告を受けた者がその勧

告に従わないときは，その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 

３ 知事は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ，第１項の規定

による勧告を受けた者に対し，意見を述べる機会を与えなければならない。 

（実施の制限） 

第１０条 第８条第１項の規定による届出をした者は，当該届出が受理された日から３

０日を経過した後でなければ，当該届出に係る揚水設備を設置してはならない。 

（届出内容の変更） 

第１１条 第８条第１項の規定による届出をした者は，当該届出に係る同項第３号から

第６号までに掲げる事項の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとすると

きは，規則で定めるところにより，その旨を知事に届け出なければならない。 

２ 前２条の規定は，前項の規定による届出について準用する。 

３ 第８条第１項の規定による届出をした者は，その届出に係る同項第１号又は第７号

に掲げる事項に変更があったときは，遅滞なく，規則で定めるところにより，その旨

を知事に届け出なければならない。 

（完了届） 

第１２条 第８条第１項の規定による届出をした者及び前条第１項の規定による届出

（第８条第１項第３号及び第４号に掲げる事項の変更に係る届出に限る。）をした者は，

当該届出に係る揚水設備の設置の工事が完了したときは，その完了の日から１５日以

内に，規則で定めるところにより，その旨を知事に届け出なければならない。 
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（承継） 

第１３条 第８条第１項の規定による届出をした者から当該届出に係る揚水設備を譲

り受け，又は借り受けた者は，当該揚水設備に係る当該届出をした者の地位を承継す

る。 

２ 第８条第１項の規定による届出をした者について相続，合併又は分割（当該届出に

係る揚水設備を承継させるものに限る。）があったときは，相続人，合併後存続する法

人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水設備を承継した法人は，

当該届出をした者の地位を承継する。 

３ 前２項の規定により第８条第１項の規定による届出をした者の地位を承継した者

は，その承継があった日から３０日以内に，規則で定めるところにより，その旨を知

事に届け出なければならない。 

（廃止の届出） 

第１４条 第８条第１項の規定による届出をした者は，次に掲げる場合は，遅滞なく，

規則で定めるところにより，その旨を知事に届け出なければならない。 

（１）揚水設備を廃止した場合 

（２）揚水機の吐出口の断面積を６平方センチメートル以下とした場合 

（勧告等）  

第１５条 知事は，地下水の保全のため特に必要があると認めるときは，第８条第１項

の規定による届出に係る揚水設備により地下水を採取する者に対し，その判断の根拠

を示して，期限を定めて，当該揚水設備を用いた地下水の採取の停止，当該揚水設備

を用いて採取する地下水の水量の制限その他地下水の保全上必要な措置を講ずべきこ

とを勧告することができる。 

２ 知事は，第８条第１項又は第１１条第１項の規定に違反して揚水設備を設置してい

る者に対し，期限を定めて，当該揚水設備を用いた地下水の採取の停止，当該揚水設

備を用いて採取する地下水の水量の制限，当該揚水設備の廃止その他違反を是正する

ために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

３ 第９条第２項及び第３項の規定は，前２項の規定による勧告について準用する。 

（緊急時の措置） 

第１６条 知事は，地下水を採取したこと又は異常な渇水その他これに準ずる事由によ

る地下水位の異常な低下，地盤の沈下その他の障害の発生により地下水の保全を図る

ため緊急の必要があると認めるときは，当該障害の発生に影響を及ぼすと認められる

区域において揚水設備を設置する者の全部又は一部に対し，期間又は期限を定めて，

当該揚水設備を用いた地下水の採取の停止，当該揚水設備を用いて採取する地下水の

水量の制限その他の地下水の保全上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 
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（報告の徴収及び立入検査） 

第１７条 知事は，この章の規定を施行するために必要な限度において，揚水設備を設

置する者から必要な報告を求め，又はその職員に，揚水設備を設置する工場，事業所

その他の場所に立ち入り，当該揚水設備その他の物件を検査させ，若しくは関係者に

質問させることができる。 

 

     （中略） 

 

（地下水涵養の努力義務） 

第１８条 揚水設備を設置する者は，地下水の涵養に努めなければならない。 

２ 揚水機の吐出口の断面積が５０平方センチメートルを超える揚水設備を設置する

者は，規則で定めるところにより，地下水の涵養に関する計画を作成し，知事に提出

しなければならない。 

 

（中略） 

 

（地下水採取量の定期報告等） 

第１９条 前条第２項の揚水設備を設置する者は，規則で定めるところにより，水量を

測定するための機器を用いて当該揚水設備により採取した地下水の水量を測定し，そ

の結果について記録を作成しなければならない。 

２ 前条第２項の揚水設備を設置する者は，毎年１回，規則で定めるところにより，前

項の規定による測定の結果を知事に報告しなければならない。 

（常時監視） 

第２０条 知事は，地下水位の状況を常時監視しなければならない。 

２ 知事は，前項の規定による常時監視を行うため必要があると認めるときは，揚水設

備を設置する者に対し，必要な協力を求めることができる。 

３ 知事は，毎年１回，第１項の規定による常時監視の結果について，インターネット

の利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 

第３章 水源地域における適正な土地利用の確保 

（水源地域の指定） 

第２１条 知事は，森林の存する地域のうち，水源涵養機能の維持及び増進を図るため

適正な土地利用を確保することが必要と認められるものを水源地域として指定するこ

とができる。 

 

   （中略） 
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（所有権等の移転等の事前届出） 

第２２条 土地所有者等は，水源地域内の土地について所有権等の移転又は設定をしよ

うとするときは，当該所有権等の移転又は設定に係る契約（以下「土地売買等の契約」

という。）を締結しようとする日の３０日前までに，規則で定めるところにより，次の

事項を知事に届け出なければならない。 

（１）土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，そ

の代表者の氏名 

（２）土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積 

（３）土地売買等の契約に係る土地の所有権等の種別及び内容 

（４）土地売買等の契約を締結しようとする日 

（５）土地売買等の契約に係る土地の所有権等の移転又は設定後における当該土地の

利用目的 

（６）前各号に掲げるもののほか，規則で定める事項 

２ 前項の規定は，土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体で

ある場合その他規則で定める場合には，適用しない。 

３ 第１項の規定による届出をした者は，当該届出の後に同項各号に掲げる事項を変更

して土地売買等の契約を締結しようとするときは，遅滞なく，規則で定めるところに

より，その旨及びその内容を知事に届け出なければならない。 

（市町村長への通知等） 

第２３条 知事は，前条第１項又は第３項の規定による届出があったときは，その内容

を当該届出に係る土地が所在する市町村の長に通知するものとする。 

２ 知事は，必要があると認めるときは，前条第１項又は第３項の規定による届出に係

る土地の利用に関し，関係市町村の長に意見を求めることができる。 

 

   （後略） 

 

 

 

 山梨県の条例も，地下水利用の際の事前届出に加え水源地域内の土地の売買等の際

の事前届出についても規定してあるが，やはり外資に関する規定はなされていない。 

また，山梨県では過去に一度「ミネラルウォーター税」が提案されたことがある。

この税は，森林保護の資金を調達するために，山梨県の地下水を採取・販売して利益

を受けている企業に対し，１リットル当たり 0.5 円の割合で課されるものである。し

かし，企業側が「課税の公平の原則に反する」として反対し，実現されなかった。 

山梨県では，県の条例のみならず，各市町村でもそれぞれ条例や取り組みがある。

例えば，山梨県北杜市は，山梨県の中でも最大（すなわち日本一）のミネラルウォ 
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ーターの生産地であるが，地下水利用の事前届け出を定める条例の他に，2008年に「北

杜市環境保全協力金」を創設した。この制度は，下図41にあるように，企業等から 募

った寄付金を，市の森林や水資源の保全に役立てるというものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
41 山梨県北杜市ホームページ，https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/2017.html 



59 

 

オ 広島県の事例 

   広島県での水源保護の取り組みの状況は，下表42のようになっている。 

 

   まだ地下水保全，水源地保護等に向けての取り組みがなされていない例を挙げると，

広島がある。広島では，県としての水資源保全の条例はなく，また，地下水等の利用

について定めているものもない。かつ，土地取引についても，現行の日本の法律と同

様に，特に規定はされておらず，一定面積以上の取引は事後報告，指定区域（河川や

道路等）の取引のみ事前報告を行うことが規定されているだけである。だが実際，広

島県全体の地下水への依存率は低く43，その上外資によって，広島県内の土地が買収さ

れたことはこれまでに確認されていない（前項３－（２）参照）ので，まだ地下水利

用や土地取引について規定を迫られる状況にないのだと考えられる。 

 

                                                   
42 厚生労働省『水道水源の保全に関する取組み状況調査について』（2007 年）より一部抜

粋。http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/suisitu/o6.html 
43 ひろしま 21 水プラン，2000 年，

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/kouhou/oldsrv/1171519698990/files/mizupl

an.pdf 
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カ 全国の自治体による条例，取り組みの分析 

   先に挙げた４つの地方自治体の取り組みの分析から，次のような傾向が分かった。 

  ① 地下水保全の意識の比較的高い自治体では，地下水利用の際の事前報告を規定す

る条例がある。 

  ② その中でも特に管理体制が整っている自治体では，地下水等の水資源の保全のた

めに重要な地域を特別に指定し，その地域の土地取引は事前届出制としている。 

  ③ 条例の他に，資金調達を目的とした団体や制度が設置されている場合もある。 

  ④ 外資による森林買収に関心のある自治体もあるが，どの条例にも，外資による買

収については特別に規定されていない。 

 

（４）まとめ 

   ここで，これまでに述べてきたことのまとめをする。日本における現状として，外

資による森林の買収が進んでいること，それに伴い，いくつかの地方自治体は条例等

により地下水保全や水源地保護の取り組みを行っていることが明らかになった。逆に，

まだ外資の手の届いていない地域では，特に規定はなされていないことも分かった。

しかし，「外資による森林の買収が進んでいる」，それも特定の地域にとどまらず，近

年では日本全国の様々な地域が買収のターゲットになっていることと，水ビジネスの

拡大とを合わせて考えると，今後，外資がまだ手を付けていないような地域にまで進

出していく可能性は十分にある。現在全く規定のない地域は，今後もし，外資が進出

してくれば，条例等による地下水・水源地保全の必要に迫られる。 

それどころか，現在何らかの規定がある地域においても，条例の改正や新たな制度

の導入等が必要になる可能性もある。その理由は，条例の中に，「首長（市長・町長）

が勧告することができる」とあるが，様々な事情により首長らは，勧告を行わないこ

とが予想される。近年，森林を買収後，樹木を伐採して売り，その後は植林を放棄し

てしまうバイヤーが多く存在する。平野は，その著書において， 

 

「こういった植林放棄をなくしたいところだが，市町村長は森林法第１０条の９に

基づく植林の勧告に踏み切ろうとしない。個別指導をしているというが，植林放棄

に対する勧告実績（全国）は，2006年が０件，2007年も０件である。44」 

 

  と述べている。この傾向が，水資源保護の事例に当てはまらないとは考え難い。首長

には水源保護のために，地下水の不適切な利用を行う事業者に勧告を行う権限が与え

られているが，植林の勧告も行わない首長たちが，地下水利用の改善あるいは停止を

勧告できるとは考えられない。このことから，真の意味で地下水保全や水源地保護を

                                                   
44 平野秀樹，安田喜憲，前掲注（18），47-48 ページ 
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行うためには，現在の条例に代わる，より確実な方策を考えねばならない。 

   今後規制が必要になるであろう自治体，より確実な規制が必要な自治体の両方が，

今の日本には存在している。そこで今求められているのが，「法律」である。各地方自

治体の条例にも法的拘束力はあるものの，条例はあくまで「法律の範囲内」で制定さ

れるものである。したがって，外資による水源地買収の対象が日本全国に及びつつあ

る今，地下水利用や土地取引について定めた「法律」を整備し，日本全体の地下水等

の水資源および水源地をまとめて保全・保護することが必要である。水源は，国民の

飲料水や農業用水，工業用水などとして用いられ，全国民の生活に直結するものであ

る。また，国土の保護も，言うまでもなく国家にとっての最重要課題である。したが

って，「国民の生活の保護」と「国土保全」の観点から，水源の保全は早急に対応しな

ければならない課題である。法治国家としての日本は，今，水源の保護と外資による

土地取引についての法整備をしなければならない。 

 

 

Ⅲ 新たな水法制の提案 

 前章で，水源の保護と外資による土地取引に関する法整備の必要性が明らかになった。

この章では望ましい法の提案を試みる。 

 

１ 日本の水源地買収に関する法律の制定に向けて 

（１）法律制定に向けてのアンケート調査 

 法案を作成するための準備として，意識調査のアンケートを実施した。それに先立

ち，設問を検討するためにインタビューを行った。 

ア アンケートに先立つインタビュー 

   対象：２名の先生 

       ・男性，50代―１名 

       ・女性，50代―１名 

   時間：一人 20分程度 

   目的：１ 次にあげる３点について把握するため。 

       ①日本の人々の「水」に対する意識 

②日本の水源地が外国資本に買収されていることについて 

③日本の「水供給事業」の将来像 

      ２ アンケート調査の質問項目を考える際のヒントとするため。 
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結果：  

項目・質問 男性 女性 

①日本の人々の「水」に対

する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.水に対する意識は変わっ

ていると思うか。 

・日本の水はとてもきれい。

そのまま飲める。 

・一方，外国では生水は飲

めない。 

・ずっと「日本では水と安

全はタダ」だと思っていた。 

・25 年位前（？）から，缶

に入ったお茶が売られるよ

うになった。 

・それからしばらくして，

ペットボトルに入った水が

売られているのを見たとき

はショックだった。 

・「水は買うものになってし

まったのか」と思った。 

・今では，「水は買うもの」

というのは当たり前になっ

たと感じる。 

 

 

・変わっている。 

・（自分は水の味にこだわり

はないけれど，）社会全体と

しては，安全性やおいしさ

を価格よりも重視する傾向

が強いと感じる。 

・水のおいしさなどのこだ

わりは本来は不要なものだ

が，確かにニーズは高まっ

ている。 

・生活水準が上がったため

か。 

 

 

・日本の水は安全。 

・田舎に住んでいることも

あり，水は山からの水を直

接飲んでいた。 

・年に数回，地域住民が集

まって水源となる山に入っ

て清掃を行っていた。 

・水は買うものではないと

思っていた。 

・自宅には，飲料用の水（山

から引いた水）とその他家

事等に使う水（水道水）を

分けていた。 

・数年前，山が枯れてしま

い，完全に水道水を使うよ

うになった。 

・今では，「水は買うもの」

というのは当たり前になっ

たと感じる。 

 

・変わっている。 

・自分は，多少高くても，

より安全でよりおいしい水

を飲みたいと思う。 

・社会全体で健康志向が高

まっていて，水にこだわる

人が増えた。 
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②日本の水源地が外国資本

に買収されていることにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

Q.実は現在，制度が整って

いないのだが，それについ

てはどう思うか。 

 

Q.外国資本による水源地の

買収は完全に禁止すべき

か？ 

 

 

 

 

 

Q.外資が日本の水源を利用

するとしたら，彼らに何を

求めるか？ 

 

Q.外国資本が日本の水を利

用する場合，日本は何らか

の対価を求めるべきか？ 

・知らなかった。 

・日本の水はきれいで，外

国の水は安全でないから，

外国資本が日本の水源地を

買う気持ちはわかる。 

・しかし，日本の水は自分

たち日本人が飲むものだ。 

・地元の人とトラブルが起

こらないか？ 

 

・何らかの制度が必要。 

 

 

 

・水の使い道による。 

・水は商売材料にもなる。

金儲けのために日本の水源

を使うのは納得できない。 

・本当に水に困っている国

が，日本の水を必要として

いるのならば良いと思う。 

 

・環境を破壊しないこと。 

・責任を持ってやってほし

い。 

 

・そう思う。資源か何かを

貰うのも良い。 

・知らなかった。 

・良くは思わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・すぐに制度を整えるべき。

法律が必要なのでは？ 

 

 

・お金儲けのためなら禁止

するべきだと思う。 

・例えば中国の貧困層など，

身近にきれいな飲み水が無

く，買うお金もないような

人のために使うのなら良い

と思う。 

 

・住民の生活に影響が出る

ようなことはあってはなら

ない。 

 

・そう思う。相互の関係が

大事である。一方的に水を

提供するのは納得いかな

い。 

③日本の「水供給事業」の

将来像 

・水の安全性が損なわれて

いると聞くが，水を汚して

いるのは人間。汚染を防ぐ

ためには，法などが必要。 
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・今の日本人の水利用は恵

まれすぎで，贅沢。対策を

何も取らないで，厳しい状

況になって初めて水の重要

性に気づくのかもしれな

い。 

 

 イ アンケート調査の実施 

   まず，先に行ったインタビュー調査を受けて，「水資源の持続可能な開発・利用に関

するアンケート」の柱を４つ考えた。それらを決定した理由は次のとおりである。 

  【柱１―安全性】 

   この柱は，２種類の「安全性」を含んでいる。１つは，「水の安全性」についてである。

インタビューの中で，２名とも飲料水の安全性について言及していた。２名とも日本

の水（水道水）は安全であると考えている一方で，「飲み水により高い安全性を求める

風潮がある」ということを感じており，一人は「お金を払ってでもより安全な水を飲

みたい」と感じていた。「日本の水は安全である」というのは世間一般によく言われて

いることなので，この意識は多くの人に共通していると考えられる。一方の「飲料水

への安全のこだわり」については，個人差があると考えられる。そこで，この２点に

ついて，より多くの人にアンケート調査を行うことによってより一般的な傾向を探ろ

うと考えた。その傾向が掴めれば，水に関する施策を行う際に重視するべきポイント

が分かると考えた。もう１つの「安全性」は，水資源開発の際の安全性である。具体

的には，設備の設置などによる環境破壊が起こらないようにするための取り組みの必

要性を問おうと考えた。市民が，地域の環境保護をどれほど重視しているかがわかる

はずである。 

  【柱２―明確性】 

   「明確性」とは，水源地を所有する主体や，水資源開発を行う主体，開発の目的，事

業者等による環境保護の取り組みの状況を明らかにすることを指す。現状で土地取引

の状況を把握しきれていない自治体が多くあるという点と，インタビュー調査の中で，

「外資による日本の水源地利用は，その利用目的によっては納得できる」という回答

があったことから，この柱を立てた。この柱があることで，市民の同意を得たうえで

外資による開発を行うためには，どのような情報を明らかにする必要があるかが分か

り，法律制定の際に生かせるはずである。 

  【柱３―安定性】 

   「外資による森林買収」という問題がある以上，水利用について世界規模の視点で捉

える必要がある。「安定性」とは，水資源の開発・利用について，世界的視野で考えた

時に，安定的に水を供給するためには何が必要であるかを知るために設けた柱である。 
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  【柱４―持続性】 

  「持続性」の項目では，日本の水供給の持続可能性を維持するために，どのような取

り組みを行っていくべきかを明らかにすることを目的とする。インタビューの中の「汚

染等を防ぐための法律が必要なのでは」という回答から，この柱を立てた。 

 

 

  〇アンケートの概要 

   アンケート名 「水資源の持続可能な開発・利用に関するアンケート」 

 

   対象     広島県立広島中学校・高等学校の教職員（20代～60代の男女） 

          ・中学校  24名 

          ・高等学校 50名   （計 74名） 

 

   実施日    2017年６月 19日（月）～６月 26日（月） 

 

   目的      水資源の利用・意識について調査し，今後の我が国の水資源の開

発・利用に関する法律制定を行う際のヒントを得る。 

 

   形式      Ⅰ章は，「水資源の持続可能な開発，利用」に関する文章について

の回答者の考えを「１－全くそう思わない」，「２－そう思わない」，

「３－どちらともいえない」，「４－そう思う」，「５－強くそう思う」

の５つの選択肢から１つ選んで回答してもらう「単一選択型」の回

答形式にした。質問数は全部で 20あり，上に挙げた４つの柱のそれ

ぞれに対して５つずつ質問項目を作った。Ⅱ章は，回答者自身につ

いての質問が６つあり，「性別」，「年齢」，「居住している市町村名」，

「一日に飲む水道水の量（お茶やコーヒーをとして飲む場合も含

む）」，「一日に飲料水以外として使う水道水の量」，「一日にお店や自

動販売機で購入する飲料の量」を質問した。すべての項目について，

記号による回答を求めた。最後に，「本調査に関するご意見，ご感想」

を受有記述で記入してもらう欄を付けた。アンケート調査はすべて

匿名式で行った。 

 

所要時間   10分間（目安） 

配布・回収  総合的な学習の時間の指導担当教員をとおして，広島中学校・広島

高等学校の先生方へお願いするとともに回収をしていただいた。 
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  〇回答者数について 
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 ウ アンケート調査の結果 

   アンケート調査用紙を配布した 74名のうち，60名から回収することができた（回収

率は 81％）。集計結果は以下のとおりである。 

※（ ）内は各質問項目のキーワード。 

  ※ １：全く思わない 

    ２：そう思わない 

    ３：どちらともいえない 

    ４：そう思う 

    ５：強くそう思う 

 

  【柱１―安全性】  

   １．安全でおいしい水は，水道水では入手できない。 

（飲料水獲得までの心理的距離） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 8 29 12 7 4 

割合（％） 13.3 48.3 20.0 11.7 6.7 

「全く思わない」が 13.3％，「そう思わない」が 48.3％であり，６割以上の人が

「安全でおいしい水は，水道水で入手できる」と考えている。 

    

   ２．安全でおいしい水は，買ってでも飲みたい。 

   （飲料水獲得のためのコスト感覚） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 4 12 10 28 6 

割合（％） 6.7 20.0 16.7 46.7 10.0 

      「そう思う」が 46.7％，「強くそう思う」が 10％であり，半数以上が安全でおい

しい水を買ってでも飲みたいと考えている。 

 

   ３．水資源の開発・利用に伴う事故や環境破壊を未然に防ぐため，国や地方公共団

体が事前調査を徹底的に行うべきである。 

   （水資源の開発・利用に伴う事前調査） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 1 6 35 17 

割合（％） 1.7 1.7 10.0 58.3 28.3 

   85％を超える人が水資源の開発・利用に伴う事前調査に賛成している。 
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   ４．水資源の開発・利用に伴う事故や環境破壊が発生した場合，国や地方公共団体

が全面的に補償を行うべきである。 

    （水資源の開発・利用に伴う事故や環境破壊に対する補償） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 6 12 30 11 

割合（％） 1.7 10.0 20.0 50.0 18.3 

        「そう思う」が半数，次いで「どちらともいえない」が２割，「強くそう思う」が

約２割を占める。 

 

   ５．水資源の開発・利用に伴う事故や環境破壊が発生した場合の緊急対応マニュア

ルを国や地方公共団体が作成すべきである。 

（水資源の開発・利用に伴う事故や環境破壊が発生した場合の緊急対応マニュアル） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 1 4 35 19 

割合（％） 1.7 1.7 6.7 58.3 31.7 

 大多数が，緊急対応マニュアルの作成に賛成している。 

 

  【柱２―明確性】 

   ６．日本の水源地を買収するに当たり，基準や許可の法的根拠を定める必要がある。 

    （開発者の事前登録及び開発許可の基準を明確化する） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 0 8 3 21 

割合（％） 1.7 0 13.3 50.0 35.0 

    85％が法的根拠の必要性を感じている。 

 

   ７．日本の水源地を外国資本が買収することは許されない。 

    （水資源開発への外資参入制度の確立） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 5 23 21 10 

割合（％） 1.7 8.3 38.3 35.0 16.7 

    「どちらでもない」に次いで「そう思う」が多い。過半数の 51.7％は，外資によ

る日本の水源地の買収に否定的である。 
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   ８．日本の水源地を買収し，飲料水として販売する場合，流通経路や業者を公表す

る必要がある。 

    （開発・販売の流通経路の明確化） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 3 9 34 14 

割合（％） 0 5.0 15.0 56.7 23.3 

    およそ８割が，開発・販売の流通経路の明確化の必要を感じている。 

 

   ９．日本の水資源を開発したり，飲料水として販売する資格や検定制度を定める必

要がある。 

    （水資源開発・売買に関わる資格や検定制度の確立（水資源マイスターの育成）） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 2 13 36 9 

割合（％） 0 3.3 21.7 60.0 15.0 

    75％が，水資源開発・売買に関わる資格や検定制度のを定めることに賛成してい

る。 

 

   １０．日本の水資源の埋蔵量や利用の年次推移をまとめた資料を，定期的に公表す

る必要がある。 

     （水資源埋蔵量の推移の公表） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 3 9 42 5 

割合（％） 1.7 5.0 15.0 70.0 8.3 

    「そう思う」が 70％を占め，圧倒的に高い。 

 

  【柱３―安定性】 

   １１．日本の水資源の開発・利用に当たり，開発費用の額とその使途を，第三者機

関が審査すべきである。 

     （開発費用負担の明確化） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 2 12 40 6 

割合（％） 0 3.3 20.0 66.7 10.0 

    ８割近くが，第三者機関による開発の費用関連についての審査が必要だと回答し 

    ている。 
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   １２．日本の水資源の開発・利用に当たり，施設・設備の点検・修繕の時期や点検

項目を定め，公表すべきである。 

     （施設・設備の点検・修繕） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 1 5 46 8 

割合（％） 0 1.7 8.3 76.7 13.3 

    ９割近くが，施設・設備の点検・修繕の時期や点検項目の設定を必要だと考えて 

いる。 

 

   １３．日本の水資源の開発・利用に当たり，外国企業と共同で開発すると日本の国

益が損なわれる。 

     （外国企業との共同開発） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 20 28 8 3 

割合（％） 1.7 33.3 46.7 13.3 5.0 

    「どちらともいえない」に次いで，「そう思わない」が多く，３割を占めている。 

外国企業との共同開発に対してはあまり否定的でない。 

 

   １４．日本の水資源の開発・利用に当たり，外国企業と共同で開発する場合，対価

を求める。 

     （水資源利用の衡平性）                 （無回答：２人） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 2 24 25 6 

割合（％） 1.7 3.3 40.0 41.7 10.0 

    半数近くが「そう思う」と答え，それに次いでほぼ同数が「どちらともいえない」 

と答えた。対価を求めることについてのこだわりはあまり強くない。 

 

   １５．日本の水資源は，日本だけのものではなく，人類共通のものとして有効活用

すべきである。 

     （水資源の共有性） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 4 6 15 26 9 

割合（％） 6.7 10.0 25.0 43.3 15.0 

    ４割以上が，「そう思う」と回答した。日本の水資源を他国と共有することについ 

ては，多くの人が寛容な考えを持っていることがわかる。 
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 【柱４―持続性】 

１６．日本の既存の水道事業や将来の水資源開発・利用に当たり，今後，民間企業

の参入を促す必要がある。 

     （民間活力の導入） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 3 5 23 25 4 

割合（％） 5.0 8.3 38.3 41.7 6.7 

    およそ４割が，「そう思う」と答えた。反対派よりも賛成派がかなり多数。 

 

   １７．日本の既存の水道事業や将来の水資源開発・利用に当たり，今後，地域住民

の参加を促す必要がある。 

     （地域住民参加の促進） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 2 19 35 4 

割合（％） 0 3.3 31.7 58.3 6.7 

    ６割近くが「そう思う」と回答。全体の 65％が賛成，反対派はごく少数である。 

 

   １８．日本の既存の水道事業や将来の水資源開発・利用に当たり，今後，国際協力

の手段として有効活用すべきである。 

     （水資源の国際協力の有効性の検証） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 5 10 37 7 

割合（％） 1.7 8.3 16.7 61.7 11.7 

    全体の７割以上が，日本の水道事業や水資源を国際協力の手段として活用するこ 

とに肯定的な考えを示している。 

 

   １９．日本の既存の水道事業や将来の水資源開発・利用に当たり，今後，学校教育 

の場で取り組む必要がある。 

     （水資源教育の推進）                 （無回答：１人） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 18 31 10 

割合（％） 0 0 30 51.7 16.7 

全体の７割近くが，水資源に関する教育の必要性を感じている。調査対象が教員

でない場合は，変わる可能性が高いと考える。 
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２０．日本の既存の水道事業や将来の水資源開発・利用に当たり，今後，国内的・

国際的に広報活動に取り組む必要がある。 

     （公報活動の推進） 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 3 11 37 9 

割合（％） 0 5.0 18.3 61.7 15.0 

    全体の８割弱が，広報活動への取り組みの必要性を感じている。 

 

 

（２）広島大学でのワークショップ 

 日時   2017年８月７日（月） 13時 30分～ 

 場所   広島大学大学院国際協力研究科 

 ご協力いただいた方  

   ・広島大学大学院国際協力研究科 教育文化講座  

准教授 中矢 礼美先生 

      ・中矢先生のゼミ生（大学院生） （当日参加：９名，うちアンケート調査

への協力：９名） 

 

 内容   中矢先生のゼミに参加し，水問題について英語でディスカッションを行う。 

      事前に配布したアンケート調査用紙の回収。 

 

 〇ディスカッションの概要 

  目的   中矢先生のゼミには留学生（ベトナム，カンボジア，ミャンマー，バング

ラデシュ，ハワイなど）が多いため，国による水に対する意識の違いを明

らかにする。 

 

 議題   ①自分の国では，きれいな水が得られるか。 

       ②日本と自国の水は何が，どのように違うか。 

       ③日本と自国の間で，水供給の点で協力関係を築くことは可能か。 

 

 〇ディスカッションの結果 

① ②についてのディスカッションでは，目的を達成することができた。東南アジア 

の国々では，たとえ水量は十分であっても，安全性はかなり低いというのが現状であ

る。例えばバングラデシュでは，水道水は一度煮沸してからでないと飲めなかったり，

ミャンマーでは，浄化されていない水をそのまま飲む人がいることが分かった。一方，

日本の水については，水道水がきれいでそのまま飲めるため，かなり質が良いと感じ

ていた。 
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残念ながら，③についてのディスカッションは上手くいかなかった。英語が伝わり

にくかったことや緊張も原因としてあるだろうが，最大の要因は「価値観のぶつかり

合い」であったことが考えられる。私が，日本と途上国との水資源開発をめぐっての

協力関係の構築の可能性についての話を投げかけたところ，それ以降話がかみ合わな

くなってしまった。私が提案しようとしたのは， 

 

「日本が東南アジア等の国々に飲料水を提供する。その代わりに，東南アジア諸国

と日本との間で貿易等を盛んに行う。これによって，相互間により強い結束ができ，

同時に途上国の飲料水問題の解決にもつながるのではないか。」 

 

  ということであった。ところが，そもそもこのことがうまく伝わっていなかったよう

である。そのため，留学生や先生には，「日本が途上国の水問題を解決してあげるから，

日本の水を買ってね」といった一方的な支援の押し付けに聞こえてしまったようであ

る。そのことにより，当然の結果として，「互いの価値観の衝突」が起こってしまった。

後日，中矢先生からいただいたコメントの中に，「留学生のプライドにかかわる問題」

という言葉があった。留学生は「途上国の人間」という立場から今回のディスカッシ

ョンに参加しており，私の「先進国の人間」という立場からの「一方的」な提案は，

途上国の人々にとっては快く受け入れられるものではなかったということである。誤

ったパートナーシップの形として「新植民地主義―Neocolonialism」というものがあ

る。これは，先進国が「支援」と称して行う活動が，途上国の経済等を傷つける状況

を形容した言葉である。「先進国の企業が途上国の資源を搾取する」場合に多く用いら

れる言葉であるが，今回の私の提案も，その一つに数えられうるということである。 

   こうしたことから，今回のディスカッションでは，「ほぼ無意識のうちに強引な『支

援」を押し付けようとする先進国」と，「それに危機感を感じる途上国」という現代の

国際社会の縮図が出来上がり，両者の間にはしかるべき軋轢が生じた。 

   ここで，ハワイからの留学生による指摘について取り上げる。ハワイは途上国には

含まれないので，今回のディスカッションにおいては他の留学生とは違う視点からの

意見を貰った。それは「水は，その土地のものであり，古くからその土地の生活を支

えてきた神聖なものであるから，他の国に挙げるのはふさわしくない」という意見で

ある。日本人にもその意識は確かにありはするが，そこまで強くない。これは，私が

先に行ったアンケート調査の結果からわかることである（15 番の質問とその集計結果

参照）。一方，ハワイの留学生がこれを強く主張していたのは，「ハワイアンスピリッ

ト」によるものだと考えられる。「ALOHA」は「愛・森羅万象の源」という意味を持

ち，自分とその周りの全てをつないでいるという考え方があることから，自分の住む

国や地域の水を神聖視すると予想される。これも一つの「日本人とは異なる価値観」

である。 

   このディスカッションから，水問題は単なる資源の問題ではなく，人々の精神面に

関わる問題も含んだ，想像以上に複雑な問題であることが分かった。 
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〇 アンケート調査の概要 

   広島大学大学院国際協力研究科の大学院生（留学生・日本人学生）に対し，アンケ

ート調査を行った。使用したアンケート調査用紙は，先に広島中学校・広島高等学校

の先生方を対象に行ったものと同じ内容であるが，英語に翻訳して使用した。また，

留学生用に数個質問項目を調整し，国による水に対する意識の違い等を読み取れるよ

うにした。 

    

  

 〇 アンケート調査の結果 

   アンケート調査用紙は，９名から回収した。  

 

 〇 回答者について 
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」 

 

 

 

 

 

 

※１：Strongly Disagree 

      ２：Disagree 

      ３：Neither Agree Nor Disagree 

      ４：Agree 

      ５：Strongly Agree 

 

 

１ In my country, it is impossible to get clean and tasty tap water. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 2 3 1 3 0 

割合（％） 22.2 33.3 11.1 33.3 0 

    全体の８割弱が，自国で安全な水道水を得られていない。 

 

   ２ In Japan, it is impossible to get clean and tasty tap water. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 4 4 0 0 1 

割合（％） 44.4 44.4 0 0 11.1 

    １人の例外（おそらくハワイ出身者）を除いて，他の全員は日本の水道水を安全

とみなしている。 
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   ３ I want to drink clean and tasty water even if I must pay for it. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 1 6 2 

割合（％） 0 0 11.1 66.7 22.2 

    およそ９割が，安全でおいしい水は，買ってでも飲みたいと考えている。 

 

   ４ Before developing or using water resources, the Government or 

local council should conduct a thorough investigation to prevent 

accidents or environmental disruptions. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 0 3 6 

割合（％） 0 0 0 33.3 66.7 

    全員が，環境破壊等を防ぐため。水資源開発に着手する前に自治体等による徹底 

的な調査を行うことが必要だと考えている。 

 

   ５ The Government or local council should compensate for accidents 

or environmental disruptions if they happen because of 

development or utilization of water resources. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 0 5 4 

割合（％） 0 0 0 55.6 44.4 

    ４と同様の結果である。 

 

６ The Government or local council should make emergency response 

guide if accidents or environmental disruptions happen because of 

development or utilization of water resources. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 0 5 4 

割合（％） 0 0 0 55.6 44.4 

    ５と同様の結果である。 
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   ７ A law which prescribes the criteria or permission to purchase 

Japan’s water resource areas is necessary. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 5 2 2 

割合（％） 0 0 55.6 22.2 22.2 

    半数は「どちらでもない」と回答し，もう半数は「法整備は必要である」と回答 

している。 

 

   ８ It is OK for foreign capital firms to purchase Japan’s water source 

areas. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 3 4 2 0 

割合（％） 0 33.3 44.4 22.2 0 

意見が分かれている。４割は「どちらともいえない」，３割は反対，２割は賛成し 

ている。 

 

９ If a foreign firm purchases Japan’s water resource areas and sells 

the water as drinking water, the name of the firm and the 

distribution channel should be public. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 2 3 4 0 

割合（％） 0 22.2 33.3 44.4 0 

８と似た結果であるが，こちらの方が賛成派が多い。 

 

１０ It is necessary for foreign firms to have qualifications or be    

   approved officially to develop or sell Japan’s water resources. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 1 1 4 3 

割合（％） 0 11.1 11.1 44.4 33.3 

賛成派が８割弱を占める。 
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１１ The Government should publish data on Japan’s water resources 

and its water usage regularly. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 1 4 4 

割合（％） 0 0 11.1 44.4 44.4 

  ほぼ全員が賛成している。 

 

１２ A third party should audit the expenses for water resource 

development and how they are spent. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 1 8 0 

割合（％） 0 0 11.1 88.9 0 

  ９割近くが「そう思う」と回答している。 

 

１３ The Government should decide when to inspect or mend the 

facilities and inspection items. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 2 7 0 

割合（％） 0 0 22.2 77.8 0 

  およそ８割が賛成している。 

 

１４ If my country can develop Japan’s water resources and take clean 

water back to my home country, it’s only natural for my country to 

pay compensation to Japan. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 1 1 4 2 1 

割合（％） 11.1 11.1 44.4 22.2 11.1 

  回答が分かれた。賛成の方がわずかに多数である。 
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１５ Japan’s abundant water resources should be shared with other 

countries. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 1 2 5 1 

割合（％） 0 11.1 22.2 55.6 11.1 

  どちらかというと賛成が多い。 

 

１６ It is necessary to encourage private enterprises to enter water 

resource development, supply, or management. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 2 2 3 2 

割合（％） 0 22.2 22.2 33.3 22.2 

  分かれたが，半数以上は賛成している。 

 

１７ It is necessary to let residents know more about water resource 

development, supply, or management. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 1 4 4 

割合（％） 0 0 11.1 44.4 44.4 

    ほぼ全員が賛成している。 

 

  １８ Japan’s water resources development or management project can  

be an effective means of international cooperation. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 3 5 1 

割合（％） 0 0 33.3 55.6 11.1 

    半数以上が「そう思う」に回答している。全体としては賛成派が多数である。 
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  １９ Students should learn about water resource development, supply,  

or management at school. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 0 4 5 

割合（％） 0 0 0 44.4 55.6 

    全員が賛成している。特に「強くそう思う」が多い。留学生の多くが，母国で教

師として働いていることが原因と考えられる。 

 

２０ When developing or managing Japan’s water resources, the  

Government should conduct public relations activities 

domestically and internationally. 

 １ ２ ３ ４ ５ 

人数（人） 0 0 2 6 1 

割合（％） 0 0 22.2 66.7 11.1 

全体の８割強が賛成している。 

 

 

（３）考察 

ア 全体的な傾向 

日本人を対象に行ったアンケート調査と，外国人留学生を対象に行ったアンケート

調査の結果から，双方とも似たような傾向がみられた。双方とも，水資源開発の際の

環境対策の必要性を感じている者が多い傾向にあることが分かった。また，市民の水

供給事業への参画についても多くが関心を示していた。この結果を中心に据え，今後

の日本に必要な水資源買収等に関する法律に盛り込むべき内容を検討する。その内容

については，次項で述べる。 

  

 イ 日本の水の国際性について 

   日本人を対象に行ったアンケート調査で，予想に反する結果が得られた。それは，

日本の水を外国が利用することについて寛容な考えを持っている人が意外に多いと

いうことである。「水資源の持続可能な開発・利用に関するアンケート」の質問７番

「日本の水源地を外国資本が買収することは許されない。」について，「資源ナショナ

リズム」の観点から，「強くそう思う」または「そう思う」と答える人がほとんどだ

ろうと予想していたが，実際はおよそ半数のみが，これに賛成であった。残りのおよ

そ半数は，「どちらともいえない」が多く，「そう思わない」，「全くそう思わない」と

の回答まで見られた。この質問項目に対する回答は他の質問と比べると比較的散らば
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りが大きく，全体的な傾向としては外国資本による日本の水源地買収に否定的ではあ

るが，個人により異なる考えを持っているということが読み取れた。また，同様の質

問である質問 13 番「日本の水資源の開発・利用に当たり，外国企業と共同で開発す

ると日本の国益が損なわれる。」に対しても，外国企業との共同開発に否定的な考え

を示す人がほとんどだと予想していたが，「どちらともいえない」に次いで３割以上

が「そう思わない」と回答し，日本の水資源の外国とのシェアについて，否定的な印

象を持つ者の方が少なかった。加えて，質問 15 番「日本の水資源は，日本だけのも

のではなく，人類共通のものとして有効活用すべきである。」については，４割以上

が「そう思う」と回答し，「日本の水源地は絶対に日本のもの」という資源ナショナ

リズム的発想は，それほど強くないことが分かった。これと同様のことは，質問 18

番「日本の既存の水道事業や将来の水資源開発・利用に当たり，今後，国際協力の手

段として有効活用すべきである」について，「そう思う」と「強くそう思う」と回答

した者が合計で７割以上いたという結果からも言える。これらの質問とその回答傾向

より，日本人の中にも，日本の水の国際的可能性を肯定的にとらえている人が多くい

ることが分かった。 

   とはいえ，やはり日本の水は日本のものという考えは一般的なものであり，むしろ

こう感じる方が自然であろう。そういった考えを持つ人は，日本の水の国際性を否定

的に捉えるであろうが，その場合，本当に「日本の水は日本の水」であると強く主張

できるだろうか。日本の「バーチャルウォーター」の現状に目を向けると，必ずしも

そうは言えない。「バーチャルウォーター」は，環境省によると「食料を輸入してい

る国(消費国) において，もしその輸入食料を生産するとしたら，どの程度の水が必

要かを推定したもの」と定義されている。日本の食料自給率は約 40％であるから，残

りの 60％分は輸入食料である。すなわち，日本は，国内に供給する食料のうちの６割

に当たる量の水を輸入しているということであり，こうした日本の食料供給は，ほと

んど外国の水に頼っているといっても過言ではない。実際，その水の量がどれほどの

ものかというと，東京大学生産技術研究所教授の沖が， 

 

    「日本のカロリーベースの食料自給率は約 40％なので，食料などを通じた仮想水

総輸入量が国内の灌漑用水量を上回っていても驚くには値しない。45」 

 

  と述べているように，膨大な量である。おそらく「日本は水に乏しい国である」とい

う意識のある人はごく少数しかいないであろうが，食料生産の観点から日本の水資源

を見ると，かなり日本の水は乏しいことになる。「食料」という，公民生活の中で最

も重要なものの一つを，外国の水に頼っているという状況がありながら，「自国の水

                                                   
45 沖大幹，『水の未来―グローバルリスクと日本』（岩波新書，2016 年），95 ページ 
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は自国のものである（日本の水は日本のものである）」と主張することは慎重になら

ざるを得ないと考える。 

   以上のことから，資源ナショナリズムを超えた，新しい水資源の捉え方は十分妥当

性を持つと考える。次項では，「資源ナショナリズム」にとらわれない，「水資源」の

所有・管理に対する新しい考え方を提案する。 

 

 

２ リーガル・マインドに基づく「水資源」の持続可能な開発・利用に関する政策提言 

（１）法律制定のためのマスタープラン 

   「水資源の所有・開発・利用・管理について包括的に規定する法律」が必要である

という前提の下で，諸自治体の現行の条例とアンケート調査の結果を参考にして，そ

の法律に盛り込むべき内容をマスタープラン（基本計画）として以下に示す。 

 

【法律制定に向けてのマスタープラン】 
左記の内容を入れた

根拠・理由 

 第１章 法律の概要・目的 

  ・概要：日本における水資源の所有・開発・利用・管理に 

ついて包括的に規定する。 

  ・目的：１ グローバル化や世界の水需給の変化に伴い， 

日本の水資源も外国資本等による買収の対象 

となっているという現状に鑑み，改めて適切 

な土地利用について確認すること。 

      ２ 国土の保全と，日本の国際社会における役割

及び先進国としての立場を両立する上で，起

こり得る諸問題をできる限り防ぐためのより

どころとすること。 

 

 第２章 国家の責任 

  ・この法律に基づき，国土保全と日本の国際社会における 

立場の維持に努めること。 

  ・日本の国土の所有・開発・利用・管理の現状を把握し， 

明確にすること。 

  ・最も守るべきことは，国土と環境，また国民の生活であ 

ることを念頭に置いた上で，土地利用等を全て土地所有 

者に委ねることなく，国土に対してある程度の責任と権 

限を持ち続けること。 

 

 

 

アンケートの柱―２ 

「明確性」より。 

土地所有権が絶対不

可侵であるという現

状の改善のため。 
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  ・外国資本による日本の水源地の買収があまりに進んでい 

る場合には，国土保全の観点から，この法律に基づき規 

制を行うこと。 

（このことから，この法律は外国資本による日本の水源 

地の買収を禁じるものではない。） 

  ・次に定める，「企業の責任」により各自治体に報告され 

た全国の水源地や水源地周辺の環境保護活動の状況につ

いて，全国の自治体から報告を受け，国家全体の状況を

把握すること。 

  ・その他，水資源開発等に伴う事故・災害発生時などの緊 

急の場合には，何らかの対策を講じること。 

 

 

 

 

 

国が土地取引の状況

を把握しきれていな

い現状の改善のた

め。 

第３章 企業の責任 

     ・外国資本・国内資本（加えて法人・個人）のいかんを問

わず，日本の水源地を保有しようとする企業は，土地取

引の前に，企業名等企業の詳細情報と，事業の内容や目

的を事前に各地方自治体に届け出ること。 

     ・外国資本・国内資本のいかんを問わず，日本の水源地を

保有しようとする企業は，土地取引の前に，その事業の

正当性等について，地方自治体と地元住民による協議会

から承認を受けること 

・外国資本・国内資本のいかんを問わず，日本の水源地を

所有・開発・利用する場合は正当な目的の下で行うこと。 

     ・外国資本・国内資本のいかんを問わず，日本の水源地を

開発・利用・管理を行う場合は，環境保護や流域の住民

の生活の保護を最重要課題として認識すること。 

     ・日本の水源地を所有する企業は，必ず所有地における活

動の状況（取水量・用途・販売経路等）と，環境保護へ

の取り組みの状況を，定期的に各地方自治体に報告する

こと。 

 

現状で事前届出が国

や多くの自治体で義

務付けられていない

ために，国や自治体

が土地取引等の現状

を把握しきれていな

いため。 

アンケート調査の

「地域住民参加の促

進」より。 

森林を保有する企業

が環境保護の責任を

果たし切れていない

現状を受けて。 

第４章 国民の責任 

     ・国民も，自国の国土や環境の保全に関する取り組みに参

画すること。 

     ・各自治体で，市民協議会を構成し，地域で行われている

水資源開発等の正当性や環境への影響を評価すること。 

      

 

アンケート調査の

「地域住民参加の促

進」より。 
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・「資源ナショナリズム」の発想に固執することなく，日本

の水資源が国際協調に向けての一手段になる可能性があ

ることを理解した上で，国家による水資源の国際的な利

用の取り組みに協力すること。 

アンケート調査の考

察「日本の水の国際

性について」より。 

 第５章 各種罰則等 現行の条例を参考。 

 

   以上のマスタープランを基に法律を整備し，「水資源」に関する問題を解決，また

は起こり得る問題を防止するために取り組む。 

 

（２）グローバルな観点からの提案 ―水資源外交・環太平洋水資源協定（PWRA）― 

   前項の【柱３―安定性】の項目で述べたように，水問題を考える際，グローバルな

視点からの考察は欠かせない。ここで提案するのは，水資源を外交の手段として活用

する「水資源外交」である。 

   先に考察したように，世界の水需給はひっ迫しており，それが外国資本による日本

の水源地の買収の拡大の要因の一つとなっている。中国などでは飲料水（ボトルウォ

ーター）の需要が近年急速に加速している。そうした状況において，日本の水資源を

ターゲットにする外国資本が多くあるというのが現状である。 

   ここで，外国資本による日本の水源地の買収を完全に禁止するべきだという考えが

ある。平野は，その著書の中で，「森林に関する政策提言」46を行い，「地籍の確定」「林

地市場の公開化」「売買規制と公有林化」「林業再生・辺境再生」の４点を挙げている。

「地籍の確定」は，森林の管理を徹底するために，現時点で４割程度しか地籍が明ら

かになっていない林地の地籍調査を進めるというもので，このアイデアには賛同する。

２つ目の「林地市場の公開化」も，これにより買い手が明確になるという点で，現状

の「所有者が確実に把握されていない森林」がこれ以上増加することを防ぐことがで

きるので賛同できる。しかし，３つ目の「売買規制と公有林化」と４つ目の「林業再

生・辺境再生」は，森林を公有物にしたり，林業等を活性化したりすることにより，

森林買収の隙を与えないという案であるが，私はこれには反対である。 

   外国資本による森林・水源地買収の全面禁止は，日本の国土保全の観点からは正し

い選択かもしれないが，先に述べた「日本の水資源の国際性」を全く無視している。

つまり，「資源ナショナリズム」の発想に固執しているといえる。「日本の水資源の国

際性」について改めて述べると，これは，日本の水資源が，国際協力等の有効な手段

になり得るという意味である。このことから，私は日本の水資源をあえて国際社会に

対してオープンにするという政策を提案する。具体的な内容は，次のとおりである。 

 

                                                   
46 平野秀樹，安田喜憲，前掲注（18），151 ページ～169 ページ 
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 〇 概要 

  （１）環太平洋地域（日本・中国・韓国・台湾・オーストラリア・フィリピン・ベト

ナム・メキシコ・カナダ・アメリカなど）を枠組みとする水資源外交を行う。 

  （２）それに際し，水資源外交参加国間で，「環太平洋水資源協定（PWRA47）」を締

結する。 

 〇 可能な取り組み例 

  （１）日本・カナダ等の国は，法律の下で，国土の水源地のうち一部を外国資本が所

有・開発・利用・管理することを認める。 

  （２）日本やカナダ等の他国の水資源を用いてある企業が利潤を生みだした場合，そ

の企業は，水源地のある国に対し，正当な対価を支払う。 

  （３）日本やカナダ等の他国の水資源を，自国内の不足する水供給を補うために利用

せざるを得ない場合は，その企業等は，水源地のある国に対して対価を支払う必要

は無いが，代わりにその企業のある国は長期的なスパンの中で，日本やカナダ等の

国との貿易等を強化し，相互的協力関係を作り上げる。 

   ※これは，「新植民地主義」的な状況が起こるのを防ぐには必要である。 

  （４）水道事業に関する高い技術を有する日本やアメリカなどの国は，そうでない国

に対して無償で技術支援を行う。（現在の ODA のような取り組み。環太平洋水資源

協定に参加する国家間で行うので，水資源の改善に特化した，より密な支援が期待

できる。） 

 

  以下，世界に向けた提言を英語で記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
47 Pacific Water Resource Agreement の略。 
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Pacific Water Resource Agreement（PWRA） 

○ Overview of Pacific Water Resource Agreement (PWRA) 

 

 Water diplomatic actions should be done in the Pan-Pacific zone, such as 

Japan, China, Korea, Taiwan, Australia, Philippines, Vietnam, Mexico, 

Canada, USA, etc. 

 

Pacific Water Resource Agreement （PWRA）will be concluded among 

participating countries above.  

 

 ○ Possible actions(examples) 

1  Countries such as Japan and Canada admit that part of water resources 

can be possessed, developed, used, or managed by foreign capital under the 

law. 

 

2.  When profits are generated by companies from using water resources in 

other countries such as Japan and Canada, the companies should pay 

compensation to that country for their profits. 

 

3.  When water resources in countries such as Japan and Canada cannot 

help being used to compensate for water shortages in countries whose 

supply is limited, the companies using those resources don’t have to pay 

compensation, but instead, the countries which use the water  should 

strengthen trades with countries such as Japan and Canada and develop 

bilateral cooperative relations. 

 

 * This is necessary to prevent neo-colonial situations. 

 

4.  Countries which have high technology related to the water industry 

should give technical assistance to those without such technology at no 

cost. (This assistance is similar to that of the present ODA. This should be 

done among the countries participating in PWAR, so closer support 

specifically related to the improvement of water resources can be 

expected. )   
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おわりに 

１ 持続可能な社会の構築に向けて 

  本研究では高校一年次から取り組んできた「持続可能な」水利用についての調査・研

究を改めてまとめるとともに，「持続可能な」水資源の開発・利用に関する政策を提案

した。ここで，本研究を貫通する重要なキーワードである「持続可能な開発」という語

の意味について触れながら，総括をする。 

  「持続可能な開発」という言葉は，当時ノルウェー首相であったグロ・ハーレム・ブ

ルントラントを委員長とする「環境と開発に関する世界委員会」が，1987 年に 「地球

の未来を守るために（Our Common Future）」という報告書の中で提唱した。以降，人

類共通の課題として様々な議論がなされてきた。本研究では，数ある定義の中で，「将

来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく，現在の世界のニーズを満たす開発の

こと。」48という定義を参考にした。また，同委員会は持続可能な開発における一つの重

要な考え方として「グローバルな協力」の必要性を述べており，これは本研究でも重要

視した点である。 

  やはり水は人間にとっては無くてはならない最重要資源であり，現在の人々の水需要

を満たすだけではなく，将来の世代の水需要にも耐えうるだけの水資源を確保する必要

がある。そのため，効果的な対策をとるためには水資源の現状をより正確に把握してお

くことが必要である。本研究では，これまでのフィールドワーク等で調査してきた世界

全体，途上国，オーストラリア，ハワイの水資源とその利用についての現状分析に加え，

特に日本の水資源利用，開発，保護の現状を分析した。そこから，日本の水資源保護に

不足している点が明らかとなったため，その補足として，将来世代に向けて水資源を保

護していくための法律の柱を提案した。 

  また，先の「環境と開発に関する世界委員会」が「グローバルな協力」の必要性を訴

えていることから，今回は「日本としての持続可能な開発」に留まらず，「人類全体と

しての持続可能な開発」を目指した。そこで，海外フィールドワークでの調査結果や，

この度行った日本人の先生方，海外出身の留学生の方々にご協力いただいたアンケート

調査の結果をもとに，「環太平洋水資源協定(PWRA)」の提案も行った。この協定だけで

は，人類全体で水資源をシェアすることはできないが，「人類全体としての持続可能な

開発」実現の一助となるのではないかと期待している。 

 

 

 

 

                                                   
48 トレイシー・ストレンジ，アン・ベイリー，OECD 編，濱田久美子訳），『＜OECD イン

サイト４＞よくわかる持続可能な開発―経済，社会，環境をリンクする』（明石書店，2011

年），26 ページ 
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２ 今後の展望 

  私は法学を学んだことはないので，法律に関してはまだ素人である。しかし本研究に

おいて，「リーガル・マインド」に基づいた考察を試みたのは，水資源の効果的な利用

のためには，法律の要素も含めた考察が必要だと気づいたためである。高校２年次で，

日本の水道事業改革案について考えたが，その際は「込み入っていて難しそうだから」

という理由で，法律のことについて一切考えることをしなかった。ところが，水資源の

開発，利用という問題が人々の生活と密接に結びつき，我々の生活の根幹をなしている

ことから，公正かつ本質的な改革のためには法律の視点も取り込まねばならないと考え

た。 

  今後の展望としては，法律について本格的に学んだ上で，本研究の精度を高めていき

たいと考えている。法律を学ぶことで，現時点での私の認識の誤りに気づいたり，提案

の粗さを認識したりできると考える。また，新たに学ぶことも多いに違いないから，そ

れを基に新しいアイデアも浮かぶかもしれない。こうした点から，本研究は改善の余地

をまだたくさん抱えているとともに，生涯にわたって取り組み続ける価値も持っている

と考えている。 

  本研究の最終章で提案した，「環太平洋水資源協定(PWRA)」にも同様のことがいえる。

国際関係，経済，政治など様々な問題が絡み合って国際社会は成り立っているため，そ

ういったことについて学んだ上で，将来は環太平洋地域に限らない，全人類としての持

続可能な水資源の開発，利用についても考えてみたい。 

 

  最後に，本論文を執筆することで，高校３年間の総まとめができたとともに，大学進

学後，さらには大学卒業後も続けていきたい課題を見つけることができ，大変満足して

いる。フィールドワークや論文の執筆にあたって，本当にたくさんの方々にご協力いた

だいたが，そのすべての方々に，心から感謝を申し上げたい。 
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〈指導者の言葉〉 
 
本校では，総合的な学習の時間において，生徒全員が自分の課題意識に基づき「卒業研

究」を行い，卒業論文を作成します。その際，「どのようなことに興味をもっているのか」，

「その課題を探究することにどんな社会的意義があるのか」，「最終的には高校時代の研

究活動でどこまで到達させるのか」を，生徒と徹底的に話し合います。 

本作品は，鳥居桃さんが，幼少期から興味をもっていた「水」について研究を深め，日

本の水源地買収に関する法規制の在り方と国際協力の方向性についてまとめたものです。 

鳥居桃さんは，高校１年次では, バーチャルウォーターに興味を持ち,オーストラリア研

修では,現地でフィールドワークを行い，現地校の生徒やホストファミリーを対象にアン

ケート調査を行いました。そして，高校２年次では，水道事業の改革について興味を持ち,

ハワイ研修で水資源の利用・開発に関するインタビュー調査を行いました。また，オース

トラリアでのフィールドワークや東広島市役所訪問において，人々の水に対する意識や公

共機関が実施する水道事業について調査を行いました。 

以上のような活動を基に，３年次では，「自分は「水」を通して，世界的な視野で研究

を行いたい」という意識を強くもつようになり，「持続可能」，「社会システム」，「法整

備」，「人々の暮らし」，「未来」，「安全」，「安心」，「街づくり」，「インフラ」，「環境」，

「開発・利用」，「イノベーション」，「人と人のつながり」などをテーブルの上に並べ，自

分は「水」の何を研究したいのかを徹底的に考え，研究内容を焦点化させました。 

そして，「外国資本が，水源地確保を目的とし，日本の山を買収している。なお，これ

に関する直接的な法規制がない」という現状を把握したことをきっかけに，「日本の水が

奪われる，けしからん」という，単なる資源ナショナリズム的な感情論で終わらせるので

はなく，日本の近隣諸国，とりわけ環太平洋地域の国や人々が，日本の水資源を通して結

びつくことができないか，日本は自国の水資源を基に環太平洋地域でリーダーシップを発

揮し，国際貢献ができるのではないか，というビジョンをもつようになり，そのような視

点で法規制の在り方や行政施策のポイントを考えることにしました。そして，①先行研究

の整理，②国・地方自治体の水供給事業の調査，③広島中学校・広島高学校の教職員を対

象としたアンケート調査，④大学のゼミでの英語による発表，海外からの留学生たちとの

ディスカッション及びアンケート調査などを行いました。 

本作品は，鳥居桃さんが，幼少期から興味をもっていた「水」について研究を深め，研

究論文としてまとめたものですが，高校での研究活動を通して，大学では法学部へ進学し，

法律や政治，国際法，自然の生態系の仕組みや水循環のメカニズムを学び，将来，国家レ

ベルの政策を立案したり，世界を舞台として活躍したいという目標をもつことができまし

た。また，開発途上国へ安全な水を届け，世界の人々を幸せにしたいという夢をもつこと

ができました。 

卒業研究の指導においては，まず，論の矛盾や飛躍がないか，根拠やデータは間違って

いないかということを指導します。一方で，生徒一人一人の興味を引き出し，生徒の頑張

りや社会への関わり方，将来への展望などを，根拠を基にまとめるよう，丁寧に指導する

ことが大切ではないかと考えています。 

 


