
 
 
 
論文 

水環境保全の実態と今後の課題 
岡本 誠 

 

はじめに 
 
 私たちの暮らす地球上には、「一般的に 14 億km3の水があるといわれている。その大半を占

めるのは約 97％が海水で、淡水は約 3％しかない。しかも、私たちの生活に使える水は、地球

上の水のわずか 0.8％である」１。日本は周りを海に囲まれる海洋国家として、世界においても

比類の無い景観がうたわれた景勝地を有している。そして、その水環境は、炊事や洗濯といっ

た生活用水、農業などの食糧生産のための灌漑など、私たちの日常生活に直接関わるものから，

様々な製品の生産，更に水力発電所など，水の利用は多方面にわたっている。加えて、河川・

海洋などの水と人の生活との関係は，地域住民の散策，水浴や憩いの場であり，水産資源など

の生育の場でもある。 
日本は、第 2 次世界大戦以降、高度経済成長期を経て世界有数の経済大国へと成長した。結

果として、豊かな生活を得ることができたが、その反面として多くの環境破壊を行ってきた。

その環境破壊のツケが現在の我々の生活に大きな影響を与えている。その影響により、近年、

環境に関するテレビや新聞の報道を目にする機会が増えつつある。環境問題はオゾンホールの

拡大や、大気汚染、海洋汚染、ゴミ処理に関する問題など多数存在している。これらの問題は

近い将来、私たちの生活に支障をもたらすだろう。その中で、京都議定書の発効や身近な環境

問題の増加を通じ、多くの国だけでなく、企業や市民レベルでの環境対策が活発になりつつあ

る。そして、上で述べたような水環境から受けてきた恩恵を、将来にわたってより多くの人々

に享受できるように、良好な状態で保全していく必要がある。 
多くの環境問題がある中、私たちの も身近に存在し、生活に欠かしえない水環境（湖沼、

河川、海）に関しても多くの問題が存在している。具体的には、水質の悪化やダイオキシン、

閉鎖性水域の問題などである。そして、現状では、行政が中心となり、水環境保全を行い、そ

れを住民・事業者がサポートしている。この水環境問題を考えていく中で、国・地方自治体の

環境政策や住民の取り組みに加え、企業の取り組みについてみていき、政府の今後の役割につ

いて考えたい２。 
 

1. 水環境行政の歴史と現状 
 
1.1 水環境行政の歴史 
 
水環境における、 初に人々に被害をもたらした事件は、1897 年に発生した、足尾銅山の坑

内排水が渡良瀬川に流れ、水稲に被害を与えた足尾銅山鉱毒事件があげられる。これを初めと

して産業の近代化に伴い、様々な水環境の問題が発生していく。 
第 2 次世界大戦後の産業復興期の 1953 年には、水俣病の発生や東京の江戸川下流で製紙工場

の汚水による漁業被害の問題をめぐって紛争が発生するなど、水質汚濁が大都市を中心に多く

発生するようになった。これを契機に、国は「公共用水域」３の水質の保全に関する水質保全

法と工業排水の規制に関する法律である工業排水規制法のいわゆる水質二法を制定した。しか
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し、水質二法は、対象地域を限定し、規制内容の徹底を欠いていたので、環境保全の要請に追

いつけないという状態が生じた。 
高度経済成長期には、公害問題が深刻化していった。その結果、第 2 水俣病といわれる阿賀

野川水銀汚染やイタイイタイ病などの問題が発生した。こういった公害問題の増加を受け、1967
年に、国が公害対策を総合的に推進するため、公害対策基本法を制定した。また、公害対策を

求める世論、社会的関心の高さにこたえて公害問題に関する集中的な討議が行われた、1970 年

の公害国会では、公害対策に関する法制度の抜本的な改革が行われた。この公害国会において、

環境庁が設置され、水質保全行政を環境保全の視点から一元的に担当することになった。 
瀬戸内海においては、人口や産業の集中による水質汚濁の進行、赤潮が多発した。そのため、

1974 年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、更に、1979 年には恒久法化された。また、

依然、問題の多い有機汚濁に対処するため、従来からの濃度規制に加え、同年に水質総量規制

が制度化された。 
1980 年代以降、有害化学物質による水質の汚染が大きな問題となっている。1988 年には有害

物質による地下水の汚染等を防止するための水質汚濁防止法の改正、1991 年には生活排水対策

を制度化するためにさらなる水質汚濁防止法の改正が行われた。また、1993 年には、新たな化

学物質による公共用水域等の汚染を防止するため、環境基準の健康項目の大幅な拡充・強化等

を行うとともに、新たに要監視項目として 25 項目を設定した。海域については、富栄養化を防

止するため窒素及び燐に係る環境基準及び排水基準の設定を行っている。さらに 1996 年には、

汚染された地下水の浄化措置等を盛り込んだ水質汚濁防止法の改正、翌年には地下水の水質汚

濁に係る環境基準の設定がなされた。1998 年にはダイオキシンの排出が大きな問題となった。

これを受け、2000 年 1 月にダイオキシンの排水規制が実施され、4 月からは水質の常時監視が

行われるようになった４。 

 
1.2 水環境行政の現状 
 
水環境の汚染については、明治時代から大きな問題となり、現在まで続いている。しかし、

多くの人が関心を持ち始めたのは、 近のことである。以下では、近年の水環境をめぐる問題

について、大きく取り上げられることの多い問題について詳しくみていきたい。 
（1）水質汚濁について 
近年、特に大きな問題となっているのは、水質汚濁である。水質汚濁は、下流や内海の汚染

など広域的な影響を持ち、有害化学物質の底質への蓄積により数十年後に回復が困難な健康被

害が生ずるなど長期的な影響をもたらす場合もある。さらに、水質汚濁の場合，特に過去の汚

染によって汚濁物質がたい積している水域では，これを除去しない限り，汚染が長期間続くと

いう、いわゆる「蓄積性汚染」５の問題がある。水銀，PCBなどの有害物質が含まれるヘドロ

については，全国的に除去事業が進められているが，そのためには二次汚染の防止のための安

全な工法と多額の費用が必要とされている。 
また、水質汚濁は、閉鎖性水域（湖沼、内海のような水の入れ替わりの少ない水域）や都市

部における河川の水質の汚濁の改善が進んでいないこと、有害物質（鉛、シアンなど）による

水質の汚染が大きな問題であると考えられている。また、水質の汚染は、工場の排水などの汚

染物質が河川や海に排出され、その量が、河川などが本来持っている浄化能力を超えて排出さ

れた場合に発生している。その他にも、内海における赤潮の多発等の問題、さらに溶剤・ドラ
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イクリーニング・殺虫剤などに用いられるトリクロロエチレン、農場で大量に撒かれた農薬や

窒素肥料・家畜の糞尿・生活雑排水が 終分解された硝酸性窒素による地下水汚染が全国的に

発生し、水環境を損ねている。  
(2) ダイオキシン類 
近年では、ダイオキシンによる水質の汚染も大きな問題となりつつある。都市ゴミや廃油な

どの焼却で発生したダイオキシンが大気中に放出され、海洋など水環境に影響を与えている。

それ以外にも、焼却残渣の投棄により、土壌が汚染され、河川・地下水の汚染につながってい

る。しかし、こういった形でのダイオキシンの水質汚染は多数報告されているが、その濃度は

微量である。むしろ問題なのは、水環境の中での食物連鎖などを経て徐々に濃縮され、魚介類

などで高濃度となることである。 
WHOなどの母乳を指標とする調査結果によると、ダイオキシン類による人体汚染は世界中に

広がっている。日本人に対しても調査が行われたが、調査された総ての人からダイオキシン類

が検出されている。広い範囲の汚染は日本でも例外ではない。汚染度は開発途上国よりも先進

国で、農村部よりも都市部や工業地域で多く見られる。日本人の食品由来のダイオキシン類の

摂取量は、ドイツやカナダを上まわり、世界的に高い傾向にある。その理由として、他の国の

人々と比べ、魚介類を摂取する量が多いということが挙げられる。具体的には、「日本人の魚介

類摂取量（90g/日）は米国の 5 倍、カナダの 45 倍」６となっている。日本国内では、食用魚に

含まれるダイオキシン類の濃度を調べると、総ての検体からダイオキシン類が検出されている。

そういった状況の中、我々は魚介類等の摂取量が多いということは、食品由来のダイオキシン

類摂取量が多くなるということであり、水環境におけるダイオキシンと日本人の関係も無視で

きない。そもそも、ゴミ焼却炉のダイオキシン類排出基準は欧州では排煙 1 ３m 当たり 100pg
となっているが、日本では 1996 年当時、新設のごみ焼却炉では 1 ３m 当たり 500pg、既存のも

のに関しては設定されていなかったなど他国と比べて基準が甘かった。このようなダイオキシ

ン類をめぐる環境が、私たちの生活に大きな影響を与えている７。 
（3）閉鎖性水域について 
（1）で触れた閉鎖性水域汚染について、さらに詳しくみていきたい。閉鎖性水域において、汚

染物質や有機物の動きは、水の流れの速さよりもずっと遅く、さらに、水の流れとは全く別の

動きをするため、湖水、内湾のような水の入れかわりの少ない水域において、汚染物質・有機

物がたまりやすく、一般的に水質汚濁が進行しやすくなる。その閉鎖性水域における汚染は高

度経済成長期以来、都市化による人口集中や河川・港湾の近代化整備に伴い、急激に高まった。

また、内湾を中心とした養殖産業の拡大及び進展と相まって、外部との水の交換が少ない湖沼、

内湾、内海などの閉鎖性水域への汚濁負荷の流入・堆積が一段と進み、いわゆる人為的な富栄

養化もみられるようになった。この富栄養化になると、藻類等が異常増殖・繁茂し、水中の酸

素消費量が高くなり貧酸素化、また藻類が生産する有害物質により水生生物が死滅する。また、

水質は累進的に悪化し、透明度が低くなり、水は悪臭を放つようになる。その水域がもつ本来

の自浄能力は、河床・海浜・港湾の改修近代化に伴って低下し、水質や底質の汚濁を招く水域

が多発し、閉鎖性水域の様々な弊害をもたらすようになっている。 
その一例として、瀬戸内海の状況についてふれてみよう。瀬戸内海は優れた景観地であると

ともに、貴重な漁業資源の宝庫であるという恵まれた自然環境を有している。しかし、内海の

中でも閉鎖性が強く、陸域と海洋の両方からの影響を受けやすく、汚染も顕在化しやすい海域

である。近年、生活の質的変化や開発の進行などに伴う生活排水の流入などにより汚濁の進行
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が見られる。また、瀬戸内海の水質は、有機汚濁の代表的指数である、化学的酸素要求量（CCD）

について、環境基準の達成状況（環境基準類型当てはめの水域数に対する達成水域の割合）は、

2000 年度には、76％となっており、全般的には相当改善してきたが、近年、横ばい状態である。

しかし、「A類型水域」８での発生率（全国：58％、瀬戸内海：40％）は低い状況にあり。また、

「栄養塩類」９などの流入に伴って、いわゆる富栄養化の状態を呈している１０。 
 

2. 行政の取り組み 
 
 上記の問題に関して、現状では、行政が中心となって取り組んでいる。ここでは、これまで

行政が取り組んできた政策についてみていきたい。 

 
2.1 環境基本計画 
 

1993 年に、地球環境時代の環境政策の新たな枠組を示す基本的な法律として、環境基本法が

制定された。内容は、「（1）環境の恵沢の享受と継承等、（2）環境への負荷の少ない持続的発展

が可能な社会の構築等、（3）国際的協調による地球環境保全の積極的推進が掲げられている。

この他、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにし、環境保全に関する施策（環境

基本計画、環境基準、公害防止計画、経済的措置など）が順次規定されている。また、6 月 5
日を環境の日とすることも定められている」１１。 
 水環境保全に関しては、環境基本法に基づき、環境保全対策の基本的な方向を示すものとし

て策定された、環境基本計画で述べられている。水環境の保全について、環境基本計画では、

水質、水量、水生生物、水辺地など水環境を総合的にとらえ、水環境に関連する主体の参加を

実現し、各種施策を総合的に推進することを述べている。具体的には、水環境保全を、水の大

きな循環の施策ととらえ、循環、共生、参加を基本理念として総合的に施策を展開することと

している。 
 
2.2 水環境問題に対する政策 
 
(1) 水質汚濁対策 
まず、政府は河川や海洋における水質の悪化に伴い、それまで水質二法と呼ばれていた「公

共用水域の水質の保全に関する法律」及び「工場排水等の規制に関する法律」という 2 つの法

律を廃止して、1970 年に水質汚濁防止法を制定させた。具体的な内容は、水質汚濁の防止と生

活排水対策実施の推進を行うこととしている。水質汚濁の防止に関しては、工場や事業場から

の公共用水域へ排出された水の規制を行っている。また、生活排水対策の実施の推進に関して

は、国民の健康の保護、生活環境を保全することを目的としている。さらに、工場や事業場か

らの排水により、住民に健康上の被害が生じた場合、事業者側の損害賠償の責任を定めている。

1989 年には、有害物質による水環境の汚染などを防止するための水質汚濁防止法の改正、1990
年には生活排水対策を制度化するための水質汚濁防止法の改正を行った。 

また、水質汚濁に係る環境基準は、公共用水域の水質について達成し維持することが望まし

い基準を定めたものであり、人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）と生活環境の保全

に関する環境基準（生活環境項目）からなる。1993 年には、新たな化学物質による公共用水域
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の汚染を防止するため、環境基準の健康項目（カドミウム、全シアンなど 26 項目の有害物質）

の大幅な拡充・強化などを行った。さらに、現時点では直ちに環境基準とせず、引き続き知見

の集積に努めるべきものとして、23 項目の要監視項目（クロロホルム、p-ジクロロベンゼンな

ど）を設定した海域については、富栄養化を防止するため窒素及び燐に係る、環境基準及び排

水基準の設定を行っている。そして、1997 年には、汚染された地下水の浄化措置などを盛り込

んだ水質汚濁防止法の改正、翌年には地下水の水質汚濁に係る環境基準の設定がなされた１２。 
こういった、環境基準についての達成状況は、改善の傾向にあり、特にカドミウムやシアン

などの有害物質（健康項目）による汚濁は著しく改善され、全国的にはほぼ問題のない状況に

なってきている。しかし、有機汚濁については、内海などの閉鎖性水域では、依然高い汚濁を

残しており、今後のさらなる改善が求められる。 
（2）ダイオキシン類対策 
ダイオキシン類については、2000 年にダイオキシン類対策特別措置法が制定された。これは、

近年のダイオキシン類に関する問題を受け制定されたものである。その内容は、ダイオキシン

類による環境汚染の防止を基本としている。具体的には、ダイオキシン類に関する施策の基本

となっている、「耐容一日摂取量」１３及び環境基準の設定とともに、大気や水への排出規制、

汚染土壌への措置等を定めたものである。このダイオキシン類対策特別措置法に基づいて環境

基準及び排水基準が設定され、翌年には、ダイオキシン類の排水規制が実施された。4 月から

は、水質（地下水を含む）・土壌の常時監視が行われている。これは、排水中に含まれるダイオ

キシン類の排出に対して、排水規制措置を整備し、「特定施設（公共用水域へ汚水を排出する施

設）の設置・構造の変更・氏名の変更の届出等、 計画変更命令等と実施の制限、 排出の制限、

改善命令等、事故時の措置、 設置者による排水の自主測定、報告聴取及び立入検査」１４など

が行われている。2004 年度末で、約 2,000 事業場が実際にこの排水規制の適用を受けている。 
このダイオキシン類への対策により、2001 年では、約 2,100 ヶ所の調査で 83 ヶ所が環境基準

を超過していた。その後の、監視体制や排水規制の強化等のダイオキシン類対策の強化により、

2004 年では、同じく約 2,100 ヶ所の調査で、超過地点は 51 ヶ所となっていた。また、ダイオキ

シン濃度の平均値においても毎年低下している。今後のさらなる対策の強化により、ダイオキ

シン類の水環境汚染の改善が求められる１５。 
（3）閉鎖性水域対策 

閉鎖性水域の水質改善を図るためには、その海域に流入する汚濁負荷量を減らすことが も

効果的である。そのため、1978 年に水質汚濁防止法の改正により、汚濁負荷量を全体的に削減

しようとする水質総量規制を制度化した。この総量規制制度は、現行の排水基準では環境基準

を達成するのが困難な水域（指定水域）を対象としている。具体的には、東京湾、瀬戸内海な

どがその水域に指定されている。制度内容については、指定水域ごとの汚濁負荷量の削減目標

量、目標年度を定めている。削減目標量については、まず、企業の産業活動や対象地域の人口

の伸び等による負荷量の増加を見込むこととしている。目標年次に関しては、下水道や各種浄

化槽などによる排水処理技術及動向をふまえて、目標とする年次において現実的に対応可能な

範囲で目標を定め、その期間内に中間目標を設けることで、目標値の達成が円滑になされるよ

う配慮した。さらに、制度の的確な運営のために、各発生源に対して負荷量の測定体制と、測

定結果の収集体制を整備することとしている１６。なお、この総量削減の方針は内閣総理大臣が

定め、各都道府県知事がその方針を達成するために、総量削減計画を策定する。その具体的な

施策は、生活排水対策や産業系の排水対策などが主となっている。また、その他にも、総量削
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減計画に基づく負荷削減対策の中心となっているのは、総量規制基準である。具体的には、1

日当たり排水量が 50 ３m 以上の事業場において適用され、事業場ごとの汚濁負荷量の値を設定

するものである。 
 このような対策が行われているが、閉鎖性水域における環境基準の達成率は他の海域と比べ

て低くなっている。達成率は、全体の平均は 76.9％となっているが、東京湾では 68％、伊勢湾

では 44％、瀬戸内海では 69％と低い状態となっている。それ以外にも、近年では水質汚濁だけ

でなく、窒素、燐等を含む物質の流入で富栄養化の問題が深刻化している。さらに、赤潮等の

問題もある。そのため、第 5 次水質総量規制において、下水道の整備等の生活排水対策、総量

規制基準の適用等の産業排水対策、その他の諸対策を総合的に推進し、さらなる閉鎖性水域の

水質保全策が求められている。 
 

図 1 閉鎖性水域の環境基準達成率 

 

（出所）環境省「環境基準（BOD又はCOD）達成率の推移」『水環境行政のあらまし』  

http://www.env.go.jp/water/water_pamph/index.html 

 
(4) 排水規制 
さらに詳しく排水規制について述べたい。上記以外の排水規制における、排水基準に関して

は、国が定めるもの(一律基準)以外にも、都道府県が条例として一律基準より厳しい基準(上乗

せ基準)を定めることができる。汚濁発生源が集中する地域では、一律基準による環境基準の達

成が難しい場合に、上乗せ基準が定められれば、その基準値による水質汚濁防止法の規制が適

用されることになっている。 
また、「水質汚濁防止法の規制の適用を受ける工場・事業場は、1994 年時点で、約 30 万 5 千

件にも上っている。1971 年の水質汚濁防止法の施行当初は、全産業業種 1,100 のうち約 500 業

種を規制していたが、その後逐次政令の改正により追加拡充され、現在、改正を重ね、約 600
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業種に上っている」１７。 
排水規制は、特定施設設置の届出をさせ、必要に応じて計画の変更命令だすことができる。

さらに、排水に基準違反があれば、施設の構造、処理方法などに改善命令を行うことができる。

また、一律基準または上乗せ基準に違反した場合、罰金が課されている。排水基準が守られて

いるかのチェックは、企業の自主的な測定とともに都道府県知事による公共用水域の常時監視

が行われている。これ以外にも、水質汚濁の被害者保護のために、「事業活動に伴う有害物質の

排出が原因で、健康被害を生じさせた場合には、事業者が責任を負う(無過失賠償責任)制度を

設けている」１８。 
(5) 生活排水対策 
生活排水対策は、水質汚濁や閉鎖性水域の問題と大きく関連していることである。この生活

排水対策に関しては、生活排水対策に係る行政・国民の責務明確化、生活排水対策の計画推進、

総量規制地域における排水規制対象施設の拡大から成り立っている。行政責務は、市町村の生

活排水処理施設の整備、都道府県による市町村の生活排水対策の総合調整などである。国民の

責務は、廃油の処理、洗剤の適正使用、地方公共団体の行う生活排水対策への積極的協力等に

より、水質保全に取り組むことを挙げている。生活排水対策の計画推進については、水質環境

基準が確保されていない地域を都道府県知事が、生活排水対策重点地域に定め、生活排水処理

施設の整備等の対策を推進することが規定されている。 
 以下では、具体的な生活排水対策について述べていきたい。 
①下水処理 
排水規制に関わる も身近なものとして、生活排水や工業排水などの処理方法である、下水

処理が考えられる。下水道や下水処理の水環境との関わりについては、1958 年の下水道法の改

正から活発になってきた。具体的には、放流水質基準、除外施設の設置といった、水質に関す

る規定をおいたことが大きな特徴といえる。また、1967 年に下水道整備事業緊急措置法が制定

され、水質保全を目的とした、 初の下水道関連法案ができた。それ以降、下水道の普及率は

高まり、2004 年 3 月に行われた調査では、全国の下水道普及率は、66.7％となっている。また、

都道府県別の下水道事業実施率は約 72％となっている。 
下水道の主な役割としては、川や海をきれいにすることである。河川や海を汚す原因と考え

られているもののひとつとして家庭・工場からの排水が挙げられる。下水道を整備する事で、

家庭・工場からの排水を下水処理場で浄化後、川に放流するため、河川・海の水質が向上する。

さらに、上記で挙げた問題点のひとつであるダイオキシン類の問題に関しても下水処理の役割

は重要である。具体的には、「全国 7 ヵ所の下水処理場からの放流水及びその近傍河川における

ダイオキシン類の濃度について調査では、下水処理場からの放流水のダイオキシン類濃度は、

毒性等価量換算で 0.0000ngTEQ/リットル１９であり、ほとんど検出されなかった。また、近傍

河川でのダイオキシン類の平均濃度は、0.0001ngTEQ/リットルであり、過去の公共用水域での

調査結果と同程度又は下回っていた」２０。このように、下水処理を行うことにより、ダイオキ

シンに関しては、ほとんど処理できると考えてよい２１。 
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図 2 都市規模別下水道普及率 

 

（出所）国土交通省 都市・地域整備局 下水道局 「汚水処理の普及」 

http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/yakuwari/osui_fukyu.html 

 
②「合併処理浄化槽」２２

さらに、汚水処理に大きな関係のある合併処理浄化槽についても述べたい。合併処理浄化槽

は、主に各戸ごとに、生活排水を処理し、近くの公共用水域に放流するものである。特長は、

処理性能が下水道と変わらない点、設置費用が5人槽で90万と比較的安価なことが挙げられる。

さらに、設置に要する期間が 10 日程度と短期間なこと、地形の影響を受けず、どこでも設置で

きること、また、河川の自然浄化能力が活用でき、水量確保に役立つことも大きな特長である。

1999 年 3 月末時点では下水道工事の未着手地域が、1,200 以上もある。そういった現状の中、

トイレの水洗化など、生活環境の快適性を国民全体が強く要求していることもあり、下水道の

普及を待たずに人口規模の小さい地域において、合併処理浄化槽への志向が高くなっている。

こういった合併処理浄化槽の置かれている状況に対し国は、1988 年に合併処理浄化槽設置整備

事業を創設した。これは、合併処理浄化槽を設置しようとする住民に対し、設置費用の補助を

行っている市町村を対象に国が補助を行う制度である。さらに、2003 年度補正予算から、浄化

槽による汚水処理施設の整備が下水道などの集合処理に比べても経済的、効率的な地域に補助

を行うことを決定し、2004 年には大幅な補助要件の緩和を行なっている。これにより、実施市

町村は 2004 年 1 月現在、120 市町村だったものが、2005 年度当初、217 市町村に増加している。

なお、浄化槽による汚水処理人口については、8.4％となっており、年々上昇しつつある２３。 
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図 3 浄化槽普及率 

 
（出所）環境省「平成 15 年度末の浄化槽の普及状況について」『浄化槽関連』 

http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/gappei/gappei-h15.pdf 

 
③今後の課題と対策 
上記で記した、生活排水対策について、より具体的な各生活排水処理施設の処理人口をみる

と、2004 年末で下水道が 8,636 万人、合併処理浄化槽など浄化槽によるし尿処理人口が 1,062
万人である。他に、「コミュニティプラント」２４を利用する人は、37 万人となっている。この

ことから、浄化槽は汚水処理について下水道と役割を二分していることがわかる。また、2004
年度では、下水道人口普及率は 68.1％という数値を残している。この数字は、2500 万人もの国

民が下水道を利用しないで生活していることを表している。これからの水環境を考えた上で、

普及率のさらなる上昇させるということ、人口規模の小さい地域などに対する浄化槽の普及な

ど柔軟な対応が重要である。また、こういった課題以外にもいくつかの課題が存在する。例を

挙れば、欧州と比べ、下水処理普及率が低い状態にあること、また、東京都区部、横浜市、名

古屋市、京都市などは下水道普及率が 100％となっているが、国内の人口 5 万人以下の中・小

都市においては、下水道人口普及率が 36.3％と立ち遅れている。また、国の財政の悪化といっ

た問題など、様々な課題が残っており、今後のさらなる改善が求められる。 
今後は、水環境を守るための、 も身近にある下水処理場・下水道・浄化槽のさらなる普及

が、水環境の保全に必要なことであろう。こういった下水処理施設・下水道に関して、中長期

的なビジョンに立ち、国土交通省が検討を開始している。具体的には、社会システムや生活様

式の見直しを含めた提言や、下水道事業の計画内容を、作る側の視点である「事業費」から、

国民の視点である「達成される成果」に変化させる、「成果重視化」を中心に行うこととしてい
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る。さらに、上記の排水規制で記した下水道、合併浄化槽やコミュニティプラントなど各種生

活排水処理施設の整備の計画的推進が大切である。具体的には、人口密集地域では下水道、集

落ではコミュニティプラント等で対応し、ごく小規模のものは合併処理槽を用いる。処理方法

に関して、自然浄化機能の活用まで含めて、地域の特性に応じて多くの処理方法を導入するの

が大切である。また、各家庭からの汚濁負荷を減らすために、住民の意識を高めること、住民

活動の支援が求められる。さらに、短期間で結果がでるものでもないので、長い目でみる政策

が今後大切になってくるだろう２５。 
 

図 4 汚水処理人口の推移 

 
 

（出所）環境省「汚水処理人口の普及」『水環境行政のあらまし』  

http://www.env.go.jp/water/water_pamph/index.html 

 
 
2.3 瀬戸内海をめぐる政策 
 
瀬戸内海においては 1973 年に瀬戸内海環境保全特別措置法が制定された。これは水質と自然

景観の保全施策を定めたものである。特徴は、従来の排水規制に加え、工場・事業場の設置の

許可制、自然海浜保全地区制度、埋め立ての配慮、さらに、富栄養化防止対策などを総合的に

実施する規定を盛り込んでいる点である。この中でも、特に注目すべきは、自然海浜保全地区

制度である。これは、水環境保全の観点から地域指定による開発行為の規制を規定した数少な

い先駆的制度として、今日でも貴重な存在といえる２６。また、上記以外にも、瀬戸内海をめぐ

っては、「瀬戸内海環境保全月間」が設定されている。具体的には、6 月の 1 カ月間、瀬戸内海

の環境保全思想の普及または意識を高める目的で行われている。期間中には、瀬戸内海の沿岸

13 府県において、研修会・講演会の開催、海浜等の清掃活動、ポスターの配布等が行われてい

る。このように、瀬戸内海に関しても、身近な水環境に多くの人に興味を持ってもらい、環境

を保護し、向上させようという取り組みを積極的に行っている。 
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2.4 水環境への興味・関心を高めるために 
 
 上記のような、環境保全や環境の向上を目指す政策ばかりを国が実施しているわけではない。

多くの人に、水環境に興味・関心を持ってもらうための制度も数多く実施している。具体的な

ものとして次の 2 点を挙げたい。 
(1) 名水百選 
これは、1985 年 3 月、全国各地の湧水や河川の中から 100 ヵ所を選定している。判定条件は

水質、水量などの保全状況が良好であること、規模など 5 つの条件をクリアしたものが選ばれ

ている。このようにして選定された名水百選は、古くから地域住民の生活にとけ込み、住民自

身の手によって保全活動がなされてきた身近で清澄な水を再発見するとともに、これを広く国

民に紹介することとしている。選定を契機として、水環境の保護の推進と水質保全のための意

識を高めることを目的とした「全国水環境保全市町村連絡協議会」が設立されている。そこで

は、1986 年以降毎年、シンポジウムが開催されている。 
(2) 日本の水浴場 88 選 
「環境省では毎年、全国の主な水浴場（川及び湖沼での水浴場を含む。2004 年度 761 カ所）

の水質調査結果を公表している。その中から、1997 年に「日本の水浴場 55 選」を選定し、こ

れを見直して、2000 年に「日本の水浴場 88 選」を選定した。これら水質調査結果に加え、自

然景観・安全性・コミュニティ等の面から優れた水浴場を顕彰することにより、良好で快適な

水浴場の幅広い普及を目的としている」２７。 
これ以外にも、かつて水辺に多く生息していた蛍を呼び戻す、または、保護する活動を子供

たちと行い、良質な水環境を保全しようとする活動も行われている。こういった活動を通し、

水環境に接するために環境省が選定した情報を提供し、直接水に触れるための機会を与えてい

る。これにより、環境保全意識を高め、そして、水環境へ興味・関心を持ってもらい、水環境

を大切にしてもらうための心を養う活動も積極的に行われている。 
 
2.5 これまでの政策の問題点と改善 
 
 これまで、国・地方自治体の排水規制など様々な法的規制について述べてきた。しかし、こ

れらの行政上の施策は、国民の求める水環境の保全や創出に関して、完全にカバーしきれてい

るとはいいきれない。具体的には、これまで、環境庁は水質保全の観点から、河川や湖沼、沿

岸海域の水質改善を行っている。水質保全に関しては、法規制などで、水質が改善されても、

水辺に近づけない場合・水の流れが不十分な場合・水辺地そのものが消滅している場合などに

は、十分な水環境が保たれているとはいえない。 
さらに、水資源の開発については、水道・農業用水など人間の必要な水量を資源として確保

する施策が中心であった。つまり、これまでの水との関わり方は、それぞれの利水目的にとっ

て必要な水量を確保することに主眼が置かれてきたといえる。そのため、自然界における水資

源の確保は十分配慮されてこなかった。そして、これまでは水環境に関する歴史的・文化的な

価値よりも、効率性などが優先され、少なくとも国政レベルでは歴史的・文化的な価値は、意

識されることが無かった。利水・治水に関する施策は、いかに経済的・効率的にその目的を達

成するかに重点が置かれていた。そのため、河川に水がなくなるまで利用し尽くすこと、これ
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までの風景が変わることなどが許されてきた。こういった施策への反省から、親水性護岸や堰

における魚道の確保といった、水環境への配慮が少しずつ行われている。また、街づくり施策

においても、水辺地の開発に関して、人工的な水環境の整備・創出が組み込まれるようになっ

てきた。 
このような水環境への関係行政機関の様々な施策は、水環境という観点から評価すれば、少

なからず配慮されてきている。しかし、その施策自体はバラバラに実施されているのが現状で

ある。「今後、水環境の観点から、地域の自然的、歴史的、文化的、社会条件等の特性や地域住

民の意識を踏まえた地域水環境ビジョンに基づいた各種施策の総合的で、整合性のとれた実施

が必要とされてくる」２８。また、歴史的、文化的な価値の保全やいわゆるアメニティ（環境な

どの快適性）の確保、さらに人工環境と自然環境の調和の保全も求められている。水環境は人

の長年にわたる営為の所産であるともいえる。これらの人との関わりの中で生まれたこのよう

な価値も、水環境の保全や創造の目的として意識されるべきものである。しかし、これまでの

水環境行政は特定の化学分析値で表現できる客観的な分野に重点が置かれてきたため、その他

の分野が顧みられることが少なかった。今後は、歴史的、文化的な価値やランドスケープとし

ての価値にも目が向けられるべきである２９。 
そのため、上記で述べた、「名水百選」、「日本の水浴場 88 選」が制定され、注目されている。

従来から行われてきた政策において、特定の化学分析値で表現できる水質などの客観的な分野

は改善しされてきた。しかし、今後は、従来の水環境行政に加え、水環境の歴史的・文化的な

価値を守り、水質が改善された河川、沿岸地域を、継続的に守り育て次世代に伝えていくため

にも「名水百選」、「日本の水浴場 88 選」といった、地域のシンボルとしての水環境を地域の

人々が中心となって保全していくことが求められている。 
 

3. 企業の取り組み 
 
 高度経済成長を経て、日本は経済大国へと成長を遂げた。その成長の中で、多くの企業は環

境のことを顧みず、開発を行ってきた。そのツケが現在の水環境を含めた、日本の環境に大き

な影響を与えている。上で述べた現在の環境の状態に関する企業の責任は決して小さくない。

こういった現状を理解したうえで、多くの企業が独自に水環境保全を取り組み始めている。 

 
3.1 各業界の水環境保全への取り組み 
 
水環境と大きく関係があると考えられている業界では、水環境保全活動について積極的に取

り組んでいる。以下では 4 つの業界についてみていきたい。 
(1) 自動車業界 
水資源の節約及び水質保全については、水の使用を極力節減することを基本と考えている。

生産工程における水の使用は、冷却水の循環使用、塗装後の車体の洗浄などに使われている。

自動車業界では、使用後の水に関して、多段使用などにより大幅な使用量低減を図っている。

廃水処理はその特性に合わせた処理を行い、富栄養化の原因となる物質(窒素やリン)の含有率

が低い副資材の開発、採用を進めている３０。 
(2) 鉄鋼業界 

鉄鋼業界では、高熱を伴う工程が多いことから、冷却用に多量の水を使用する。その水の量
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は、1 日 150～250 万
３m に上る。この排水中には、多くの水質汚濁の原因となる「浮遊物質」

３１が含まれている。そのため、鉄鋼業界では、具体的な対策として、水使用の合理化・節減に

努め、現在では、用水の回収率は平均 92％に上り、大部分を回収・循環使用している。加えて、

排水対策として、水処理施設の新増設も積極的に行い、1973～95年の間に、排水処理として2,878
億円を投じた。また、鉄鋼業界全体として、水環境保全への取り組みとともに、環境保全技術

の開発や汚濁機構解明に関する学術的な取り組みも行っている。業界各社の出資によって(財)
鉄鋼業環境保全技術開発基金を設立し、各種学術研究や技術開発に対し研究費の助成が行われ

ている。水環境においては、海域の汚濁機構や製鉄所のニーズに沿った処理技術の開発などに

も助成が行われた３２。 
(3) 紙・パルプ業界 

製紙業界では、紙・パルプを 1 トン生産するのに約 90 ３m もの大量の水を使用している。使

用後の水からは、水質汚濁を高める原因となる物質が多く含まれている。そのため、排水対策

を実施し、水質基準をクリアしている。具体的な対策として、製造工程でできるだけ汚濁物質

を出さないために、バクテリアなどの微生物の力を借りて排水中の有機物を分解する処理方法

である生物処理などにより除去を行っている。また、汚染水の漏れを防ぐ一方、万一漏れた時

は直ちに回収または処理できるよう、対策をとっている。さらに、水環境に影響を与える排水

を少しでも減らすためにも、古紙の利用を増やすことも大切である。2001 年では、古紙利用率

は 58.8％に上っており、古紙回収率ともに高い数値を残すようになっている。今後は、使用す

る水の量の削減、古紙利用率をさらに高めることが重要である３３。 
(4) 石油化学業界 
 水質汚濁に関しては、1974 年の瀬戸内海環境保全臨時措置法の制定により、COD(海水や湖

沼水質の有機物による汚濁状況を測る代表的な指標)の排出量を 1973 年の実績の 2 分の 1 以下

にすることが求められた。さらに、地方自治体の上乗せ基準により 1978 年には 3 分の 1 以下に

低減された。このように、行政側の働きかけにより、早い段階から、排水処理対策を行ってい

た。その後も徐々に拡充され続け、1995 年時点ではCOD排出負荷量を 1970～71 年当時より、

96％削減している。この水環境対策の排水処理設備に関して、1976 年に 高の約 228 億を投資

し、その後も、断続的に 10～30 億の投資を行っている３４。 
 
3.2 企業による環境保全活動 
 
ここでは、積極的に水環境保全活動や水環境保全に関する研究などをサポートしている企業

についてみていきたい。 
(1) 財団法人クリタ水・環境科学振興財団 
 この財団を設立したのは栗田工業株式会社である。栗田工業株式会社は、1949 年の創立以来、

水資源の確保から用・排水処理、廃棄物処理など、水処理を中心とした事業を行ってきた。こ

の栗田工業が基本財産を拠出し、1998 年に財団法人クリタ水・環境科学振興財団を設立した。

設立目的は、「水環境に関する調査研究及び国際交流に対し助成その他の支援を行うことにより、

水環境に関する科学の振興を図り、もって自然と人間との調和を促進する社会の発展に貢献す

るとともに、人と生態系にとって豊かな地球環境の創造に寄与すること」３５とされている。 
財団は水環境、用・排水および汚泥、廃棄物など水環境に関する自然科学および社会・人文

科学分野の研究およびこれら分野の研究成果の国際会議への発表、国際会議の開催を対象に助
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成を行っている。具体的な事業内容は、「①国内外の研究機関で行われる水環境に関する調査研

究に対する助成。②水環境に係わる科学に関する国際会議の開催またはかかる国際会議への研

究者・専門家の参加に対する助成 。③水環境に関する調査研究のうち、本財団の目的に照らし、

顕著な功績が認められるものの表彰。 ④本財団の活動成果の普及、その他の水環境に係わる科

学に関する普及・啓発活動。⑤ その他本財団の目的を達成するために必要な事業 」３６である。 
研究助成事業については、1998 年から 2004 年の間で、応募件数は 1,651 件で、助成件数は

276 件である。助成総額は、1 億 6,887 万円に上っている。顕彰事業に関しては、1998 年から

2004 年の間で表彰件数は 50 件で、事業費は 500 万円となっている３７。 
(2) TOTO 水環境基金 
 TOTOはバス・キッチン・洗面商品やトイレなどの水まわりに関わる製品を製造することで

大きく成長してきた企業である。そして、企業活動は、社会の持続的な発展があって初めて成

り立つと考えている。そこで、TOTOは、「よりよい社会を築き支え、社会と共生することを目

的に、2005 年度より「創りだそう! 水と暮らしの新しい文化」をテーマとする市民の取り組み

を支援」３８することとした。具体的な活動として、TOTOは水環境基金を設立した。 
このプログラムは、水と人の暮らしの関係を見直し、再生することをめざした創造的な取り

組みに助成することとしている。さらに、地域住民が共に、水と暮らしの多様な関係を学び、

これからの水と暮らしの望ましい関係を考え、それぞれの地域の特徴を生かした、新しい取り

組みや事業を創りだす契機となることを期待しているものである。 

この基金は、営利を目的としない市民活動団体、地域(日本国内)に根ざした活動をしている

団体、目的や内容が特定の宗教や政治などに偏っていない団体を対象に募集を行っている。 

助成の対象は、具体的には、まず、地域の水と暮らしの新しい文化の実現に向けた実践活動、

そして、地域の水と暮らしの関係についての調査研究活動の 2 点である。 

選考方法に関しては、次の 5 点の基準にもとづいて社内選考委員会にて決定している。 
「①プロジェクトが契機となり、地域で水と暮らしの文化に関わる新しい仕組みや事業 
を創り出す可能性があるか。 ②地域の暮らしに根ざした活動で、継続性が期待されるか。 ③
目的や内容が明確で、プロジェクトの必要性や重要性が高いか。 ④実施手法や実施体制あるい

は予算の面から、プロジェクトの実現性が高いか。 ⑤地域に住む人びとが活動の中心となり、

専門家の参加や協力を得ることで、より高い効果が得られるか」３９である。 
その助成金の総額は約 1,000 万円としている。1 件あたりの助成金額は上限 100 万円であり、

助成件数は 10 数件を予定している。また、継続して団体に助成を行うケースもある。 
以上がTOTO水環境基金の活動の内容である。これ以外にも、琵琶湖環境美化活動など積極

的に水環境保全活動に参加している。このような、企業として社会との共生を図る企業が増え

ていけば、より良い水環境保全を実現できるであろう４０。 

 
3.3 企業としての環境経営 
 
 3.1 では企業の自主的な水環境保全に関する活動について述べた。現在、こういった企業の環

境への取り組みは、企業の経営に大きく関わっている。近年の国際的な環境意識の高まりの中

で、法的規制以外にも、「環境格付け」４１などの環境対策のインセンティブが生まれた。そし

て、一度でも環境問題を起こせば、企業のイメージが大きく損なわれるという現状がある。こ

ういったことが、企業の環境対策を推進させている。もっとも、こういった水環境保全を行う

 180



水環境保全の実態と今後の課題 

背景には、他社に先駆けて環境対策に取り組むことで、企業の社会的評価を高めるというメリ

ットを得ることができるということも大きな理由であろう。このような取り組みは、特に、一

般消費者向けの事業を行っている企業にとって、その恩恵にあずかりやすいことであろう。そ

の業界のトップランナーとして積極的に取り組むことにより、優れた環境に関する技術を生み

出し、それを他社にライセンスすることなどで、利益を得ることもできるであろう。こういっ

た活動を環境経営と呼び、先進的な経営者は積極的に環境対策を行うことで、利益を得るなど、

直接経営に貢献させようとしている。 
こういった助成金を与える活動や環境経営を通じた企業の環境保全活動は、今後非常に重要

になってくるだろう。また、このような活動以外にも、企業独自で環境保全活動を行い、そし

て、独自のガイドラインを設定し、ホームページ上で掲載している企業も数多くある。少しず

つであるが、企業の環境保全の意識は高まってきているといえる。しかし、環境対策に関して

は、企業の自主対策に任せるだけではなく、法的規制を順次強化していくことが必要であろう。

そうでなければ、積極的に環境保全に取り組んでいる企業はコストがかさみ、何もしないライ

バル企業に負けてしまう可能性がある。そういったことを無くすためにも、行政側も少なから

ず法的規制を課し、環境対策を強制することが必要である。そのような中で、さらに環境保全

に積極的な企業が活躍できる土台作りも行政側の大切な役割のひとつである４２。 
 

4. 今後の取り組み 
 
4.1 住民の取り組み 
 
 上記では、行政、企業の取り組みについて見てきた。これまで水環境保全に関しては、行政

が中心となり取り組み、多くの水環境問題の原因となってきた企業は多くの規制を課されてき

た。しかし、水環境を損なっているのは、企業だけでなく、地域住民も大きく関わっていると

考えられる。今後は行政、企業に加えて、地域住民の果たす役割が重要になってくるだろう。

そのような中で、行政の政策に従うだけでなく、地域住民自身も少しずつであるが、自主的に

水環境保全活動を行ってきた。ここでは、これまで地域住民が行ってきた活動についてみてい

きたい。 
(1) 住民主導の活動 
近年、水環境などの環境保全活動に参加を希望する住民が増加している。東京を例に挙げる

と、1993 年の東京都都政モニターアンケートにおいては、約 70％の人々が環境保全活動へ「参

加したい」、「できれば参加したい」と答えている。このような、水環境に対する関心の高まり

に伴い、住民自らの水環境保全は着実に進展している。具体的な、住民団体の活動の内容とし

ては、「河川全般の清掃、草刈、川底さらい、行政への陳情、政策提言、意見交換、学習会・イ

ベントの実施、出版物の作成」４３などである。活動の成果としては、水環境についての住民の

関心が広がったことや、多くの人々が水辺を訪れ、そして、当地が広く知られるようになった

ということである。良い例としては、環境専門の生協として、設立された、滋賀県環境生活協

同組合の活動が挙げられる。リサイクル事業（廃食油を利用した石鹸作りやその燃料化、牛乳

パックを回収し再生紙を作る活動）、合併処理浄化槽の普及事業、エコロジー食品普及事業など

を行っている。また、沖縄においては、おきなわ環境クラブという団体が存在している。それ

は、地域の自然と環境の保全、環境教育の推進、まちづくりの推進、地域の文化振興、団体の
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運営や活動に関する連絡、助言や援助といった活動を行い、子供や大人へ環境保全、環境教育

の推進、文化の振興に寄与することを目的に、設立されている。具体的には、水辺の緑化、エ

コツアーガイドや講師など水環境に関わる人材の育成、セミナーの開催、ガイドブックの出版、

行政との協働などを行っている。これら以外にも、地域の住民が自主的に取り組む水環境保全

活動は全国に存在している。 
しかし、こういった活動を行っていくうえでの問題点も存在する。活動上・運営上の課題と

して、「資金不足」、「人材不足」、「メンバーの固定化・高齢化」、「情報不足」などが挙げられ、

乗り越えるべき課題も多い。そういった問題に対して、民間の団体である大阪 NPO センターが

大阪環境ネットを作り、解決に取り組んでいる。内容は、大阪環境ネットに参加した環境保全

活動を行っている団体を対象に、年 2 回の 新環境知識研修会、年 1 回の活動発表会、団体相

互の情報交換のためホームページの立ち上げ・運用、助成金等の 新情報伝達などの運営支援

を行うこととしている。このような活動は、住民を中心とした活動の手助けとなる良い手段と

なり、今後大きな活動となることが望まれる。 
(2) 瀬戸内海における活動 
 瀬戸内海についても、「社団法人 瀬戸内海環境保全協会」という団体が存在し、1976 年の発

足以来、普及啓発・情報発信・調査研究事業など、瀬戸内海の環境保全に向けた広域的な活動

を行っている。具体的な活動内容は、瀬戸内海環境保全月間事業の展開(毎年 6 月 1 日～6 月 30
日)や瀬戸内海環境保全普及活動事業と指導助成事業がある。また、情報収集や多くの人へ情報

を発信することを目的に、「せとうちネット」の管理運営を行っている。さらに、瀬戸内海の自

然・社会・人文科学の総合誌として『瀬戸内海』を年 4 回発行している。これ以外にも、調査・

研究事業として、環境省が行った瀬戸内海沿岸域環境保全・創造計画策定調査の支援やマニュ

アルの作成、兵庫県においては瀬戸内海沿岸域環境保全・創造計画検討調査等、国から委託さ

れた調査の実施、また、自らも調査を行い瀬戸内海の現状についての情報を人々に提供してい

る。こういった活動を通し、比類ない景勝地であり、漁業資源の宝庫でもある瀬戸内海の環境

保全に取り組んでいくことを目的としている。 

 
これまで、水環境問題、行政、企業、地域住民の取り組みについてみてきた。以下では、今

後水環境保全に関わっていく我々が取り組むべき 3 つのことについて述べたい。それに加えて

行政、企業、地域住民の 3 者の今後の役割とその取り組み、協力体制などについてもみていき

たい。 
 
4.2 総合的に取り組む 
 
上記で述べたように、様々な主体がそれぞれの観点から水環境に関わっているものの、総合

的・有機的な取り組みがなされていない。 
水環境の恵沢は、水資源や水産、水運などの産業の面のみならず、人々の生活の面では、生

活用水の源となり、交流やうるおいややすらぎを与え、文化的価値もある。このように、多様

な価値を保つ水環境の保全のためには、地域の特性とその水環境の現状・状況に即した水環境

ビジョンの創出することが必要である。それに加えて、地域ごとの取り組みを工夫する事など

を相互に組み合わせ、総合的に取り組んでいく必要がある。 
 また、水質保全の観点からもっとも大事なのは、多様な汚濁物質を発生源ごとに適切に対応
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していくことである。加えて、工場への排水規制、下水道などの生活排水処理整備、森林や農

地を含むノンポイントソース(汚濁の排出点が特定できない汚濁排出源)対策などを行っていく

必要がある。さらに、水辺地の保全と創出という面からは、開発の際の環境配慮の徹底、浄化

作用のある人工海浜・人工干潟の形成を考慮する必要がある。 
 このように、水環境の保全には水質保全、さらに、水辺地の保全と創出という２つの面から

見ていき、これらを組み合わせ総合的に推進していく必要がある４４。 
 
4.3 学び参加する 
 
 水環境は、我々の経済社会活動、生活や文化のあり方を反映したものである。つまり、水環

境の現状に対して、私たち一人一人が責任を有しており、将来の世代によりよい水環境を継承

していく責任がある。このため、一人一人がそれぞれの役割をふまえ、水環境と自分との関わ

りを学び、主体的に参加し、水環境保全を進めていく必要がある。また、水環境は流域・沿岸

を含めた広い範囲に及ぶため、地域的な観点に加え、広域的な観点からの取り組みを行う必要

がある。 
 そのため、地域住民、企業、行政(国・地方自治体)それぞれに求められる役割がある。ここ

では、それぞれの役割についてみていきたい。 
(1) 地域住民 
地域住民は、地域社会の中心的な担い手であり、水環境の恩恵を享受する当事者である。ま

た、日常生活を通じて自ら水環境への様々な負荷を与えている当事者でもある。 
つまり、地域住民は、水環境保全の取り組みに関して、日常生活から発生する水環境への負

荷の低減、水環境をさらに向上させるための行動に自主的かつ積極的に取り組む必要がある。

また、望ましい水環境像の検討、その実現のためのプログラムの検討などに積極的に参加して

いくことが必要である。そのために、地域住民によって組織される民間団体の組織的活動を通

じ、地域のイニシアティブ、リーダーシップを発揮することが期待される。特に、こういった

民間団体は、広範囲の人々の自主的かつ積極的な参加を促す牽引的な役割が期待される。 
(2) 企業 
企業は水の恩恵を受けて、経済活動を行う一方、その活動を通じて、水環境へ大きな 

負荷を与えている。このような責任から、よりよい社会づくりのために、事業活動を越えて社

会貢献をすることが必要とされている。そもそも「事業者は、地域社会の重要な構成員であり、

環境保全に関する豊富な知識・技術、活動のための人や組織等を有している」４５。特に、水産

業者・農業者は仕事そのものが水環境に深く関係している。 
 企業はこのような立場を踏まえた上で、水環境保全への取り組みに対し、知識・技術・人員

など、持っている技術を提供し、地域の水環境保全に協力していくことが期待されている。 
(3) 行政 
行政としての役割は、水環境保全のための施策を総合的に策定・推進させる必要がある。 

そのために、地域住民、企業との協力・連携、さらに、地域住民や企業へ参加を促進させるた

めの情報提供、学習機会の提供、上下流の自治体間の協力の条件の整備が求められる。 
 地方公共団体の役割として、生活排水対策を例に挙げると、市町村が生活排水処理施設の整

備、生活排水対策の啓発等の実践の 前線に立って進めること、都道府県は市町村の行う生活

排水対策を総合的に調整することである。つまり、地域の環境の管理に責任を有し、地域間関
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係を調整する立場が求められている。 
 国の役割も生活排水対策を例に挙げてみていきたい。生活排水対策について国は、知識の普

及及び地方公共団体の行う生活排水対策の援助を行うことが求められている。つまり、国は、

水環境保全のための技術や目標の検討等の共通的・基盤的な事柄の調査研究の推進が大きな役

割となっている。加えて、望ましいレベルの水環境の確保という観点から、目標の設定、目標

の達成のための技術支援等による、地方自治体の水環境保全の取り組みをサポートすることも

大切な役割の一つとなっている４６。 
  

3 者の役割についてみてきたが、水環境の保全は、私たち一人一人がそれぞれの役割に応じ

取り組みを進めていくものである。しかし、行政・企業・地域住民の考え方や利害は必ずしも

全てが一致するとは限らない。この 3 者が相互理解を深め、共通の目標に向かい協力する事が

できるパートナーシップを確立することが重要である。 
また、水環境保全自体は短期間で実現されるものではない。そのため、関係者・関係団体の

継続的な取り組みが必要となってくる。このような仕組み作りには行政が大きな役割を果たす

だろうが、将来的には、地域住民および住民団体が主体となって水環境を保全し、それを行政・

企業が支援・協力していくパートナーシップが構築されていくことが求められる。 
 
4.4 共通の目標を持つ 
 
地域において水環境は、地域の「アイデンティティ」の１つとなりつつある。具体的には、

滋賀県における「琵琶湖」の存在、瀬戸内海沿岸地域の風光明媚な景観などがよい例となるだ

ろう。その町のアイデンティティの中心的な存在として、地域の特色を生かした水環境保全を

行うことや、住民によって、積極的に特色ある水環境を創り出すことは、町づくりの戦略とし

て有効なものであろう。 
その際、重要となりうる、水環境における目標は、地域の水環境について詳しく調べる必要

がある。その上で、どういった水環境にするかといった、地域における共通のイメージを具体

的に形成することが重要である。 
さらには、地域の水環境のイメージに合わせた、水質や水量といった、より具体的な目標を

設定することが大切である。そのために、自然科学分野だけではなく、人文・社会科学分野の

専門知識および調査が必要となり、この 2 つが総合的に集約されなければならない。また、水

環境は地域の住民の歴史的所産であるため、目標設定に関して、地域の意見が反映された上で、

はじめて水環境の保全のありようが決まるべきである４７。 
 

まとめ 
 
 環境問題の中でも、今回は水環境に注目した。これまで水環境保全は、行政が水環境政策と

して、総量規制や排水規制など化学分析を基に規制を行っている。それにより少しずつである

が成果も出てきつつある。しかし、水環境政策によるダムの建設などにより元来の水環境が大

きく変わってしまい、元々あった生態系・水環境を破壊してしまう恐れや、地域住民への環境

保全への意識づけを行うこともできなくなる。これまでの政策には、その地域で暮らしている

住民への環境保全への意識づけが忘れられていた。そういった中で、上で記したように、「名水
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百選」や「日本の水浴場 88 選」、「蛍の保護運動」などの地域の特性を生かし、水と親しみ、

水環境を守る政策の制定や住民の取り組みが広がりつつある。これらの従来の政策と住民参加

の環境施策が行われれば、環境状態が改善とともに、その良い状態を維持させるための住民へ

の意識づけも可能となるだろう。これからの水環境政策は、ただ、環境の状態を改善するため

だけの施策だけでは無く、水環境から多くの恩恵を享受する地域住民がその後のアフターケア

として水環境を保全していくための施策も重要となるだろう。 
このような水環境保全を行っていく中で、政策による規制だけではカバーしきれない部分が

でてくる。そこで、期待されるのが地域住民や企業の自主的な取り組みであろう。両者とも、

規制に基づき環境保全への取り組みは行っている。それに加えて、自主的な取り組みも必要で

ある。企業の自主的な活動は、消費者の環境に対する意識の高まりとともに、ISO14001 の取得

や環境経営という形で少しずつ広がりをみせつつあるが十分なものとは決して言えない。住民

主導の活動も増えつつあるが、同様である。行政は環境に関する政策や法律などによって環境

についての規制を行っていくだけでなく、このような住民主導の活動や企業による環境への取

り組みの裾野を広げていく必要がある。そのために、これらの取り組みを支えるための補助金

などの、制度的な枠組みを作ること、さらに、国・地方公共団体が支援していくことなどによ

り、地域住民・企業の自主的な活動を支えていくことが大切である。そして、水環境と大きな

関わりを持つ、地域住民と企業が話し合い、両者が協力して水環境保全を行えるよう、両者の

関係を調整するのも行政の役割であろう。加えて、優れた活動に対し積極的に表彰を行うこと

も水環境保全活動への良い動機付けになるのではないだろうか。また、テレビやインターネッ

トなどのマスメディアやその他の多くの手段を通じて、環境に関する新しい知識・情報を幅広

く提供することで、多くの人が常に環境問題について興味・関心を持ち続け、さらに、学ぶこ

とができるような環境作りも、今後の行政側の役割であると思う。それ以上に、住民や企業に、

自分たちが日常使用している水の大切さを自ら考え、理解してもらう事も大切な事であろう。

その上で、より多くの人々、企業が水環境保全活動に参加するようになれば、よりよい環境保

全が行えるのではないか。 
また、現在の水環境への取り組みは行政側が中心となり行っている。公共工事という考えを

含む行政側の視点での環境保全と、住民からの視点での環境保全は、多少なりとも異なる点が

あるだろう。将来的には、地域住民や企業といった、民間からの活動が行政を巻き込んで大き

な活動を行えるようになれば、なお良い水環境保全ができるのではないだろうか。行政側の役

割として、民間からの意見に広く耳を傾け、積極的な環境保全活動に対し柔軟に対応し、協力

して活動していける環境作りも重要であろう。このような中で、行政・企業・地域住民の 3 者

が協力して水環境を含めた環境問題に取り組んでいくことが今後の我々の生活を考えていく上

で大切であろう。 
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注 

                                                           
１ (3)  p.1 参考 
２ (17) 参考 
３ 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域。 
４ (5)「水環境行政の歴史」参考 
５ 汚染が蓄積されること。汚染物の排出を止めても、長期にわたり汚染状態が改善されない状態。 
６ (3)  p.33 
７ (3)  pp.32～33 参考 
８ A類型水域→BOD(生物化学的酸素要求量)及びCOD(化学的酸素要求量)、pH(水素イオン濃度)、ss(浮遊物

質量)、DO(溶存酸素量)環境基準値、大腸菌群数など、河川や湖沼や海域に対する環境基準値でわけられ

た水域のこと。A4 からEまでの指定水域がある。 
９ 生物の栄養として必要な塩類。正常な生活を営むために必要な物質。海水・陸水中に含まれ、植物プラ

ンクトンや海草の栄養となる物質。珪酸類・燐酸類・硝煙酸・亜硝煙酸など。 
１０ (9)「瀬戸内海環境情報」参考、(16)参考 
１１ (16) 参考 
１２ (5)「水環境の保全」参考 
１３ その量までは人が一生涯にわたり取り込んでも健康に対する有害な影響が現れないと判断される、1
日当たり、体重 1kg当たりの量 
１４ (8)「ダイオキシン類対策の推進」参考 
１５ (7)「平成 15 年度ダイオキシン類に係る環境調査結果」参考 
１６ (16) 参考 
１７ (2) ｐ.67 
１８ (2) ｐ.68 
１９ ダイオキシン類には異性体が多く存在(ダイオキシン:75 種,フラン:135 種)し，その毒性は，

異性体ごとに毒性の強さが異なるため，異性体の中で も毒性の強い 2,3,7,8-T４CDDの毒性を

1 として換算して表示した量。(1ng/リットル＝10-9g/リットル＝0.000000001g/リットルTEQ) 
２０ (8) 参考 
２１ (11)『下水道行政の情報』参考 
２２ 屎尿と生活雑排水を合わせて処理する浄化槽。 
２３ (6)  参考 
２４ 地域し尿処理施設。下水道区域外で、計画処理人口が 101 人以上 3 万人未満の、水洗便所のし尿と生

活雑排水を併せて処理する施設で、地方公共団体が廃棄物処理施設整備事により設置するもの。 
２５ (16) 参考、(11) 参考 
２６ (1)  p.14 参考 
２７（5）「普及・啓発施策」参考 
２８ (1)  p.26 
２９ (1)  pp.25～26 要約 
３０ (12)  p.19 
３１ 水中に浮遊または懸濁している直径 2ｍｍ以下の粒子状物質のこと。これが多いと、透明度の低下、

光の透過が阻害され、植物の光合成を阻害し、水環境を悪化させる。 
３２（2）pp.241～244 参考  
３３（13）「紙と水」参考 
３４（2）pp.237～238 要約 
３５（15）「事業概要」 
３６（12）「事業概要」 
３７ (15) 参考 
３８（14）「応募要領」 
３９（14）「TOTO水環境基金応募要領」
４０ (14) 参考 
４１ 企業の環境への取り組みを第三者が評価したもの。代表的なものとしてISOの取得、第三者による環

境監査の受け入れなどがある。 
４２ (4) p.113 参考 
４３ (1) p.22 
４４ (1) pp.32～33 要約 
４５ (1)  p.34 参考 
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４６ (1)  pp.33～35 要約 
４７ (1)  pp.36～38 要約 
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