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１ 開会 

 

（１）開会宣言 

   水資源保全全国自治体連絡会副会長 鳥取県日南町長 増原 聡 

 

「過疎とか様々な問

題がある中で、水という

のは非常に大切な資源

であり、地方ほど森林や

水が大切な資産であり、

全国の自治体から関係

者が集まって情報を共

有する場が重要である」

との宣言があり、シンポ

ジウムが開会しました。 

 

 

 

第１部 シンポジウム 
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（２）連絡会会長挨拶 

   水資源保全全国自治体連絡会会長 長野県佐久市長 栁田 清二 

「水資源保全全国自

治体連絡会は、地域の水

資源が、その地域の貴重

な財産であるという認

識のもとに、水資源の保

全を図り、将来にわたり

有効活用できるよう、関

係自治体等の連携によ

る情報ネットワークの

構築を目指して、平成２

６年７月に設立いたし

ました。現在、全国１４

６の自治体等の皆様とともに、水資源保全に関する活動を行っております。開催地で

ありますニセコ町では、豊かな自然環境を未来の子ども達に引き継ぐことができる、

相互扶助のまちづくり、持続可能なまちづくりに取り組んでおり、ニセコ町の住民自

治の先進的な取組を通じまして、住民、事業者、行政が三位一体となった、水資源保

全の取組の重要性を全国に向けて発信してまいりたい」との挨拶がありました。 

 

（３）開催地挨拶 

北海道ニセコ町長（水資源保全全国自治体連絡会副会長） 片山 健也 

「貴重な水、我々は水

資源の規制、民法上自由

だというところに規制

をかけたものですから、

それらについて地権者

に情報を出したりする

と、やはり３８％くらい

宛名人不明で戻ってく

るという実態があって、

この私たちの国土、地域

を守ることと、所有者不

明土地の問題を解決す

る、これは大きくリンクするのではないかと思っておりますので、このシンポジウム

の中において、そういうことも少し議論として深められればありがたいなあと思って

おります」との挨拶がありました。 
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（４）来賓祝辞 

   内閣官房水循環政策本部事務局長 佐藤 克英 氏 

「本シンポジ

ウムを通じて、自

治体間のネット

ワークがさらに

強化されること

により地域を超

えた水資源の保

全が推進される

ことをご期待し、

また、このことが

健全な水循環の

維持回復につな

がり、我が国の経

済社会の健全な発展や国民生活の安定の向上に供することを祈念しております」との

挨拶がありました。 
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２ 基調講演 

「協働とルールがまもる地域・水・流域」 

北海道大学大学院農学研究院 教授 柿澤 宏昭 氏 

 

 基調講演では、「水資源を守ることで暮らしやすい地域・魅力ある地域をつくる」、

「協働で水環境を守るルールを作る」という観点から講演がありました。 

 

「水資源？水環境？生態系？流域？」 

人間が使う水を守るためには、良好な流域生態系を維持・再生すること、人々の暮

らしを支える地域の生態系の基盤となる水を保全するという考え方が必要です。 

 

 大きな水循環がどのように地域とつながっているか。 

例１）北海道浜中町 

   この地域は、道東酪農地域で、大規模な草地開発によって自然を劣化させてい

ました。これに危機感を持った酪農民は、「えんの森」という NPO法人を立ち上

げ、取水堰で分断された河川のつながりを再生しようという取り組みを進めてお

り、NPO の皆さんは自然再生を地域の再生、さらには、地域の酪農の活性化と

結びつけて考えようとしています。 

例２）オホーツク海とアムール川のつながり 

オホーツク海は、海洋の植物プランクトンが豊かで世界でも最も豊かな海とし

て知られています。この豊かさは、アムール川が供給する鉄分に依存しているこ
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とが明らかになりました。北海道に身近な豊かな漁場が維持できるかはアムール

川流域、ロシアや中国の土地利用にかかっているといえます。さらに言えば、こ

の鉄分を含んだ海水をオホーツク海・親潮域まで運ぶことに流氷が大きな役割を

果たしており、気候変動が進むとこのメカニズムが機能不全となるおそれもあり

ます。 

 

⇒水循環・水資源・水環境の保全は、世界レベルの側面を持っている。 

 

「適正な土地利用と水資源保全」 

河川は単に水が流れていればよいというわけではなく、瀬や淵など多様な構造を持

つことによって多様な生息環境を提供し、生物多様性の保全に貢献することができま

す。また、河川は地中水・地下水とつながりをもっています。河川そのものが本来持

っている機能をきちんと保全していくことが重要です。 

河川沿岸にある河畔林は、河川水温の維持や落葉など有機物供給源として流域生態

系に極めて大きな役割を果たしています。また、河畔林は動物の移動経路としても重

要であり、「水と緑のネットワーク」といった言葉があるように生態系のつながりの

基幹をなしています。 

 さらに、流域の土地利用は蒸発散や土壌への雨水浸透などを通じて水循環に大きな
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影響を与えることが知られています。例

えば、森林は雨水を浸透させ地中水とし

て移動させ、さらには、地下水へ供給す

るなどの機能を持っています。また、富

栄養化の原因となるような物質を貯留

させるなどの機能も持っています。森林

は自然のダム、ろ過材の役割を果たして

おり、森林をどう管理するのかが水循環

にも大きな影響を及ぼしてきます。 

 以上のようにみてくると、河川生態系

など水と生き物のつながりの維持や適

正な土地利用に向けた取組が水資源保

全の基礎をなすことがわかります。また、水は、地表水・地下水を含めて、市町村と

いう人工的な境界で区切られて存在しているわけではないことも認識する必要があ

ります。流域など自然のつながり、自然の境界を意識しないと水の保全はできません。 

 

「適正な土地利用は地域の魅力を高める」 

土地利用のコントロールについては、日本でもその重要性は認められるものの、個

人の財産権を縛るなど、あまり評判が良い施策ではなく、実効性のある取組は進んで

いるとはいえない状況です。しかし、適正な土地利用へと誘導・規制することは、単

に水資源や流域生態系を守るだけ

ではなく、魅力なる景観、上質な生

活空間をつくり、住みやすさの向上、

地域の魅力を向上させることで地

域活性化につながります。 

魅力ある地域づくりは、そこで暮

らしている人々が納得・合意の上で

魅力ある地域をつくるためのルー

ルをつくり守ることで可能となっ

ているのです。 

 

「市町村による森林保全のルール化」 

土地利用のコントロールは、まずは市町村を単位として取り組む必要があることで

す。土地利用のコントロールは、地域の人々がどのような地域づくりをしていきたい

のか、そのためにはどのように土地利用していったらよいのか、という地道な議論と

合意によって始めて可能となり、これをいきなり流域など広域で行うのは不可能です。

実効性を持った土地利用のコントロールは市町村しかできないといってよいと思い

河川は地下水ともつながっている 



7 

 

ます（強制力を持ったルール化は市町村以外（事実上）不可能）。 

例）北海道標津町 

道東の標津町

は水産業が活発

な町ですが、こ

こでは水産資源

と河川生態系を

保全する観点か

ら河畔域保全を

ルール化し強制

力を持って実行

しています。こ

れは、熱意ある

担当者、理事者

のリーダーシッ

プ、そして、河

川環境保全の重

要性を認識する

地域住民がそろって初めて可能となりました。 

 このような強制力を持ったルール化をしないまでも、地域のガイドラインをつくっ

て協働でそれを実行しようとしている南富良野町のような取り組みもあります。また、

岐阜県の郡上市（水環境保全の取組で有名なところ）では、大規模製材工場が建設さ

れて伐採が進むことを懸念して、市民参加型で伐採のガイドラインを策定して、事業

体に守ることを求める取組を行っています。 

 

「森林認証で森・流域を守る」 

「森林認証」は、環境ラベルの

一つで、持続的な森林経営を行

い、これを第三者機関に認定して

もらい、その森林からの生産物を

消費者に選択的に購入してもら

うことで、持続的森林管理を行っ

ている人・地域を支えようという

仕組みです。本会の会長・副会長

を務められている佐久市・日南町

はいずれも森林認証に積極的に

取り組まれています。 
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 森林認証は、自らに環境への

配慮など持続的な森林管理を行

うための厳しいルールを課すも

のですが、認証を取得している

地域は、認証取得を都市や市場

で環境保全に関心を持つ人々に

訴えかけて、地域材の販売やエ

コツーリズムなどで地域の活性

化につなげようとしています。 

 森林認証がどこまで広がるか

は消費者・市場の関心に左右さ

れ、日本ではなかなか取組が広

がりません。 

 最も森林認証をうまく活用して地域活性化を進めているのは、宮崎県諸塚村です。

環境に配慮した森林管理を行いつつ、産出される材によって環境意識の高い九州内都

市部の消費者をターゲットとして産直住宅を軌道に乗せたほか、エコツーリズムも集

落住民が積極的に参加して運営し、村ぐるみで森林保全と地域活性化に取り組んでい

ます。 

 ここで確認しておきたいのは、森林認証を取得すれば自動的に地域が活性化できる

ということではなく、認証取得をどう生かすかを地域がきちんと考えて具体化してい

くことが重要という点です。 

 

「流域のつながりの再生」 

水のつながりは、流域を単位としていますので、やはり流域へと活動を広げること

が大切です。ただ、かつて流域は人々にとって川を媒介とした自然のつながりでした

が、現在は道路や鉄道など経済的なつながりが人々にとって「自然」なつながりとな

っています。このような状況の中

で、流域のつながりを再構築する

のはなかなか難しい課題です（目

に見えない地下水は難易度がより

高いと思います）。 

 四万十川では、清流四万十川が

様々な面から高い評価を得ている

こともあって、流域を単位とした

取組が進んでいます。行政が流域

保全に向けて土地利用のコントロ

ールや自然再生事業などを行い、
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県・流域自治体による財団が普及啓発や地域振興などの事業を行っているほか、３セ

クを「市民株式会社」化した地域商社が流域の保全に貢献する商品の開発やプロモー

ションなどを行っています。こうした中、地域住民による地域活性化と流域保全を同

時に追求する様々な取組が進んできています。 

ここで確認にしておきたいことは、こうした取組が進んだ基礎は、地域住民の四万

十川への愛着だということです。例えば、かつて下水道が整備されていない中で、生

活排水で四万十川を汚染していることを課題と感じた地域住民が手作りで、化学物質

などを使わない水質浄化システムを開発するなど、川との深いつながりを感じ、日常

生活の中で川を守ろうとしてきました。こうした思いが流域全体で積み重なることで、

流域での取組が可能となったといえるのだと思います。 

 

３ 講演 

  「水資源の保全と土地制度の課題」 

～地域の資源を次世代に適切に引き継ぐために～ 

 公益財団法人東京財団政策研究所 吉原 祥子 氏 

 

 講演では、①「着目したきっかけ―水問題は土地問題」、②「所有者不明土地問題の

表面化」、③「全国の実態」、④「今後必要な対策」の４つの論点から講演がありまし

た。 
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①「着目したきっかけ―水問題は土地問題」 

なぜこの土地問題に着目をしたのかというきっかけ。土地というものは、水問題が

土地問題だと私は思っています。水を守ることは、土地を守ることでもある。そして、

土地も適切に使うことは、それが水を守ることでもあると考えています。 

当時担当していたある大学の先生が、最近、北海道を中心に外国の資本が日本の森

を買っているんだということを問題提起しました。「やはり水の循環というものを考

えると、土地がどのように売買されているのか、ということがとても重要である。」。

つまり、海外の方が日本の素晴らしい環境に魅力を感じて土地を買うということは、

もちろん自由な経済活動としてあるわけですけれども、そうした中で足元に適切なル

ールがないままに、そういうことがもし進んだとすれば、森と水の循環ということが

危うくなるではないかと。雨が森を潤し、それが地下水となって、河川となる。そし

て、海に流れ出す。その過程で我々はいろいろな恩恵を受けているわけです。そうす

ると、土地の利用・売買というものにもどのような課題があるのかということを今の

時代において考える必要があるということ、この問題提起を受けて土地問題に入って

いきました。 

当時（２００８年頃）、この問題はセンセーショナルに取り上げられ、かなり一面的

な報道もありました。私たちは土地利用、あるいはルールについてどういうことを考

えていくべきなのか。これは適切に情報を把握するのが難しいからこそ、断片的な情

報に惑わされて右往左往してしまうのではないかと思いました。情報をきちんと把握

すること、そして、それを共有していくということ、そこから、どのような政策が必

要なのかということを冷静に考えていくことが必要なのだろうと思います。 

 

②「所有者土地問題の表面化」 

２０１１年４月、東日本大震災

直後、国では森林法が改正になり

ました。相続を含む所有権移転に

ついて、必ず事後届出をしてくだ

さい、ということが義務付けられ

ました。都道府県ではどういう動

きがあったかと言いますと、北海

道が皮切りとなり、水資源・水源地

域の土地については、事前に届出

を出すことを所有者に求めていき

ましょう、という事前届出を義務

化する条例が１７道県で制定されました。そして、市町村では、地下水を守りましょ

うという条例ができました。特に、一連の流れの中で、ニセコ町では水道水の保護条

例、地下水保全条例といった、懲役付き・罰則を付けた条例が制定しました。そして、
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その後も小林市、尾花沢市など多くの自治体でこうした条例が断続的に制定をしてい

ます。そして、佐久市は条例を作る、それだけではなく、県や国への要望活動、水資

源保全サミットを開催して、この議論を牽引されてきたわけです。そして、２０１４

年６月には、この水資源保全全国自治体連絡会が設立をされました。この連絡会の設

立の少し前には、水循環基本法が制定しました。 

この数年の間に、こうし

た一連の政策動向があり、

我々東京財団政策研究所が

着目したのが、実はこうし

た土地所有について届出を

していく、新たな政策を施

行していく中で、実は、そ

もそもの土地所有者にその

条例が伝わっているのかど

うか、という大きな課題が

あるということが見えてき

たわけです。 

これは佐久市長の言葉ですけれども、「地域の水は地域で守る」という取組を行っ

ても、肝心の地権者にそれが十二分に届いているとは限らない、制度上の課題に起因

するものがあるのではないかと思ったわけです。つまり、土地というものが個人の財

産でもあり、農林業の土台、地域の生産基盤であり、暮らしの土台であり、国土、領

土です。そうした公共性のある土地、そして、そこに既存している水というもの…そ

うした公共性を考えると、行政が基本的な情報をきちんと把握をして、すぐに分かる

状態になっているのがやはり望ましいのではないかと考えますが、今の制度では必ず

しもそうはなっていない。 

そこを考えたときに、今地域で起きていること、世の中で起きている変化に対して、

私たちが拠り所としている制度というものが、必ずしもマッチしていない部分が出て

きているのではないか。明治からずっと蓄積されてきたいろいろな制度というもの、

前提としていた社会、経済成長とか人口増というものと今地域で起きていること、そ

の前提条件が変わった中で、今まで積み上げてきた制度に齟齬が生じている部分があ

るのではないか。だから地権者がすぐに分からないという現象が起きてしまうのでは

ないかと考えました。 

 

③「全国の実態」 

土地というものを情報把握する上で、二つの側面があると思います。一つは物理的

な地図情報、面積や地目、境界です。そして、もう一つは権利情報です。その土地に

どういう権利が付着しているのか。そういう意味においてこの２つの情報は、貝の両
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面のような不可分のものです。 

物理的な地図情報については、地籍調

査というものがあります。日本では、地

籍調査というものが対象面積の半分し

か進んでいません。特に、森林について

は境界があやふやなまま代替わりが進

むことへの懸念が年を追うごとに高ま

っています。そして、権利に関する情報

については、実態として不動産登記簿が

情報源となっています。ただ権利の登記

というものは義務ではなくて、任意で

す。個人の自分の権利を保全したいと考えれば、任意で登記をするわけです。そもそ

も、不動産登記簿制度の趣旨は、権利の保全と円滑な取引のためということであって、

所有者情報を把握するための制度趣旨は入らないのです。ただ実態として、不動産登

記制度を国土情報の中核としてずっと使ってきています。そして、社会状況の変化の

中で、この不動産登記制度の課題というものが浮かび上がってきています。すなわち、

不動産登記簿と実態とがずれているということです。それが所有者不明問題です。行

政の台帳を見て連絡をとろうとする、条例ができましたよ、ということを地権者に郵

便で送って連絡をしようとする。そういう必要性が生じたとき、蓋を開けてみたら、

そこに書いてある氏名がすでに亡くなった方のものだった。そして、相続が発生して、

たくさんの相続人がいて、その所在がわからなかった、合意ができなかった。そうい

う権利の確定においての支障というものが出てきているわけです。 

これから地価の下落傾向が続いた

り、あるいは人口減少の中で土地の利

活用が進まないとすると、相続登記を

すぐにするというインセンティブが湧

かず、台帳と実態が異なったまま、いろ

いろな人に権利がねずみ算式に増えて

いく状況が止められないおそれが出て

きます。 

国土交通省によると、こうした相続

登記がされずに、不動産登記簿の情報

が古いままであるというものが４００筆のサンプル調査のうち、２割が５０年前に書

き換えられたまま、そのまま変わっていないということでした。農水省でも、農地に

ついて、農協を通じて調査をしたところ、登記簿、住民基本台帳、農地台帳そうした

台帳の名義が違っていて、登記が変わっていないだろうというものは、全農地の面積

の約２割に該当するだろうという結果が発表されています。法務省でも、１０万筆の
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サンプル調査を行って、最後の登記から５０年以上を経過しているものが、都市部で

は多くなっています。 

今の日本の土地制度においては、それぞれ縦割りですので連携もできていませんし、

そうした台帳から土地所有者の所在をただちに把握するということが制度的に困難

であります。そして、権利が強いですので、権利者の同意をとらなければ、たとえそ

の人に連絡がつかなくてもなかなか地域で土地を利用しようと思っても進めづらい。

水源地の保全などにおいても、有林の間伐を進めたいということで、地域で所有者を

探しても連絡がつかずに、水源地保全の観点からも民有林の整備が滞るという話も実

際に聞こえるわけです。今の制度のままでは、資産価値や所有者の関心が低下した土

地を中心に、「管理の放置」と「権利の放置」が広がるおそれと思っています。「管理

の放置」というのは、空き家とか耕作放棄地とか植林放棄地です。なかなか管理がさ

れないという物理的な側面です。そして、もう一つが「権利の放置」です。すなわち、

誰かが土地を持っているがもうその人の自覚がなくなっている。あるいは、相続が発

生していても、相続人が管理をきちんとしていなかった。そもそも、親がそういう土

地を持っていたことを知らなかった。そうした管理の放置と権利の放置、一つひとつ

の事例は小さなことかもしれません。しかしながら、そういう土地が地域に点在すれ

ば、地域で農林地を集約化して集落整理をしよう、あるいは防災、減災の観点から土

地を利用したい、水資源・水源地域の保全をしたい、そういうことが困難になるわけ

です。 

 

④「今後必要な対策」 

所有者不明土地問題という名称が与えられて、今、政策の現場で議論が始まってい

るというところです。まず、この問題についてどうしたらいいかということは、大き

く二つの方向性があると思います。一つは今、起きていることについてどうするかと

いう当面の対応策。それから、もう一つは今後こうした現象を広げないために、予防

策をどうするかということです。 

一つ目の当面の対応策については、

利用がされなくなってしまった地域

の土地をなんとか利用できるように

するというのが対応策として必要で

す。これについては、所有者不明土地

の利用促進策として特別措置法が国

会で成立しました。所有者がよく分か

らなくなってしまった土地について、

１０年上限として利用権設定できる

ということが当面の対応策として定

められました。しかしながら、使用権
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設定が１０年上限ですし、その後は延長、延長していかなければいけないということ

で、根本的な解決策ではありません。 

それから、今後どうやって予防していくのか。こういう問題をこれ以上広げない、

そして、地域で土地利用を使いたいときにきちんと使えるようにする。次の世代に管

理と権利を適切に継承していくためにどうしたらいいのかということです。大きく中

期的な予防策として３点必要であると考えます。一つは相続登記を促進していく。つ

まり、きちんと権利を明確化させていきましょうということです。そのために国が制

度を整える必要があり、手続の負担を軽減する、専門家が言うように資源というもの

を拡充していくことが必要であろうと思います。この土地問題・水問題を含む土地問

題は、単位は個人です。うちの土地の話でしょう、うちの相続の話でしょう、なんで

役所が口を出すの。しかしながら、個人がその土地をどう管理するか、そして、どう

権利を保全するのか。そういう問題の小さな積み重ねが結局積み重なって皆の問題に

なっていく。二つ目は土地情報基盤の整理。今、人が移動していく。日本人の相続人

が海外に住むこともある、海外の方が日本の土地を買うこともある。いろいろグロー

バル化をしていく中で、きちんとそのプロセスを行政情報として追えるような仕組み

を作っていくということがあります。総務省では、戸籍とマイナンバーをつなげると

いうことが実際に始まっています。時代に合わせた制度の見直しというものをしてい

く必要があります。そして、最後は受け皿の整理です。これが 1番重要だと思います。

自分は使わないけれども誰かに譲りたい、自分の土地を誰か適切に使ってほしいと希

望する人はこれからどんどん増えていくと思います。そういうときに適切に譲れると

ころ、あるいは一時的にでも権利と管理を委ねられるような社会的な仕組みというも

のを作っていく必要があろうかと思います。 

そして、今日のテーマであり

ます水資源に特化して土地とい

うものにどのような制度が必要

だろうかということを考えてみ

ました。まずは地下水保全法。こ

れはとても難しいテーマですけ

れども必要だろうと思います。

今、地域で７００を超える自治

体がそれぞれ条例を作っていま

すが、やはり国としての法律を

作ろうという努力は、止めては

いけないだろうと思います。 

そして、全て何でも国任せとか自治体任せにするのではなくて、私たち１人ひとり

が自分の土地をどうするのかということ、責務を考えていくということが大事です。 

最後に付け加えたいのは、この連絡会においても、国の制度を利活用するというこ
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とも大事ではないかと思います。ぜひ国でやっていることを見て、そうして連絡会と

して、うちの自治体はもっと先を行っているよ、この辺りは使いづらい、こういうこ

とはあった方がいいのではかということを、連絡会としてぜひ国に提言するというこ

ともあってもいいのではないか。特に、平成３２年度、あと２年で現在の水循環基本

法、基本計画に見直しのタイミングですので、その基本計画の見直しのタイミングに、

今のこれまでの連絡会の各自治体の経験というものがきちんと活かされるような、そ

うしたやり取りというものもあってもいいのではないかと思っています。 

 

４ 事例報告 

（１）「北海道水資源の保全に関する条例について」 

   北海道総合政策部政策局計画推進担当局長 谷内 浩史 氏 

 

「北海道水資源の保全に関する条例」について、報告がありました。 

 北海道では、水源周辺における利用目的が明らかでない大規模な土地取引が確認

されたということを契機としまして、水源周辺における土地取引を事前に把握し、

そして、適正な土地利用を誘導する仕組みについて検討を進め、平成２４年４月

に北海道水資源の保全に関する条例を施行しました。 
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（２）「ニセコ町のまちづくり」 

～ニセコの概要から、水環境・SDGsまでをかけ足で～ 

     ニセコ町企画環境課長 山本 契太 氏 

 

 「ニセコ町のまちづくり」について、報告がありました。 

 ニセコは、「生産の大地」・「世界のリゾート」 

 住民参加、それから、情報共有ということを一生懸命やってきた町です。まちづ

くりのテーマを自ら考え行動する自治の町。主役は町民の皆さんです、というこ

とです。それをまとめたものが、「まちづくり基本条例」という世の中で自治基本

条例と言われているものです。 

 ニセコ町が今、大事にしているキーワードが「環境」です。第５次ニセコ町総合

計画のテーマは、「環境創造都市ニセコ」。ニセコの主産業である農業、観光、こ

れらのものは全て環境に根ざしている。自然環境が崩れてしまったら農業も観光

もダメになってしまう。だからこそ、環境に力を入れていくべきだ。エネルギー

と経済と資源、それが地元で循環していく、そういう町を作っていく、というこ

とでまちづくりを進めています。 

 水道水源保護条例、地下水保全条例…さまざまな規制を設けるということは産業

振興にそぐわないのではないか、産業振興にブレーキをかけてしまうのではない

かという議論もあります。しかし、ニセコは、「基準が秩序ある開発をより誘発す

る」という考え方の下に実施していますし、実際にそうだと思います。また、訴

訟のリスクはあるけれど、町はそこまで真剣にやります、という態度を示すこと
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がすごく大事な目的だと思います。 

 今年６月、SDGs 未来都市に選定されました。特に、エネルギーを中心として未

来のライフ整備をやろうとしています。それが「ニセコ生活モデル地区構築事業」

です。景観も大事にする、それからエネルギーも消費を少なくするなど、未来の

外構を作っていこう、そして、持続可能なまちづくりをしていこう、ということ

がニセコの取組になっています。 

 

（３）「有島ポンドでのイトウ飼育展示を通じた流域連携」 

   尻別川の未来を考えるオビラメの会 事務局長 川村 洋司 氏 

 

 地元でイトウの保護活動を行っている川村氏から、「有島ポンドでのイトウ飼育展

示を通じた流域連携」について、報告がありました。 

 イトウは尻別川の象徴であり、イトウの復活は河川環境の保全と流域の連続性の

保証です。 

 イトウの保護は、流域一貫思想の共有による流域住民の連携につながります。 
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５ パネルディスカッション 

「限りある水資源を守り伝えるために」 

－住民参加による持続可能なまちづくりの取組から－ 

    パネラー：柿澤 宏昭 氏、栁田 清二、片山 健也 

    コーディネーター：吉原 祥子 氏 

 

パネルディスカッションでは、「限りある水資源を守り伝えるために」－住民参加

による持続可能なまちづくりの取組から－をテーマに、議論が行われました。 

 

◯吉原 

いよいよ本日最後のプログラムということで、柿澤先生、それから、佐久市の柳田

市長、ニセコの片山町長から、ぜひ忌憚のないご意見をいろいろと伺って、全国から

お集まりの皆さまに、ぜひそのメッセージを地元に持って帰っていただきたいと思っ

ています。それではまず、水資源を保全するということについてどういう思いを持っ

ていらっしゃるのか、お一方ずつ自由にお話をいただければと思います。 

 

◯栁田 

この水資源の問題に取り組もう、条例を作ろうと思ったのは、ニセコの片山町長さ

んとお話をしたときに、訴訟リスクをありますよね、っていう話を申し上げたんです

ね。言ってみれば、土地さえ持っていれば水はどのくらいを汲み上げても問われない、
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民法における財産権と

いうのはそういう決ま

りがある。しかしながら、

ニセコ町ではその取水

規制をすると。そして、

これを破ったら罰金か

懲役まで含んで罰則を

入れている。こういった

中において、訴訟リスク

ありますよね、と申し上げたら、ありますよと。そのときはどうするんですかと申し

上げたら、そのときは戦うんだと。地域を守るために戦うんだ、訴訟をするんだ、と

いうお話をいただいて、それならば私たちもその同じ立場に立とうじゃないかと思っ

たわけです。 

訴訟リスクはあるけれども、この地域を守るために行動しよう、ということで条例

づくりをいたしました。そして、地下水っていうのはつながっています。佐久市一つ

で条例を作っても意味がない。近隣１２市町村で同様の条例を同時に作り上げました。 

そういう意味で、私にとりましてはこの水資源については、ニセコは聖地のような

ところでございます。 

 

◯片山 

今から２３年くらい前、ゴミ問題が起きました。全国の新聞にダイオキシン問題が

連日出るような時期に、ニセコの環境をどうするっていう議論がニセコ町内に沸き起

こりました。その中で環境基本計画を作ろうということで２年間、住民の皆さんに事

務局をやっていただいて、事務局自体が住民自治の中にある中で作りました。 

その結論は、水を守るっていうことに特化をしたことでございます。この良好な水、

良い水を、次世代の子供たちにつなげようというのが環境基本計画の１番の根元でし

た。住民の命・暮らしを守るのと財産権とどっちが大事よっていうようなイメージで

すね。 

ちゃんと訴えれば、逆に日本を変える要素になるのではないかっていうのが我々の

基本的な考え方でこれまで進めてきました。 

 

◯柿澤 

元々、森林が専門で、あまり水は関係なかったのですけれども、森林のことをやっ

ていますと、どうしても水との関わり合いというものを考えざるを得ない。森と水と

いうのは非常に深い関係があるし、さらにそれを考えていくと海も関係ありますし、

水を中心にいろいろな資源がつながっているんだっていうことを認識する中で、水の

重要性というものを認識するようになっていきました。 
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また、地域の自然を守るのは、予定調和では守れない。最低限守るべきことはちゃ

んと皆で、なぜ守らなければいけないのかということをはっきりさせて、皆で一緒に、

合意して取り組まないことには地域の自然環境を守れない。それと裏返しで、ルール

ばかりでは人間は生きていけない。では、ルールを活かして、地域をどういうような

形で豊かにしていくのかということも考えなければいけない。 

 

◯吉原 

柿澤先生から、地域で予定調和ではなくて、守

るべきルールをきちんと明確化をしていくとい

うこと、そして、合意形成をきちんと地域で図っ

ていくということ、また、ルールを活かしていく

ということ。重要なキーワードをいただきまし

た。佐久地域でリーダーシップをとって行動さ

れてきた栁田市長のお立場から今の柿澤先生の

お話はどのようにお感じになったでしょうか。 

 

 

◯栁田 

合意形成を整える形については、私共の地域においての水問題は、具体的には起き

ていたわけではないです。しかしながら、兆しっていうんですかね、そういうものが

あったことから始まったことであります。そういう意味では、合意形成は取りやすか

ったと思います。水を守っていこうという基本的な方向性に関しては、大変な後押し

がありました。住民からの支持は、条例を作っていくには後押しになったんですね。 

 

◯吉原 

いろんな人が来るからこそ、皆でルールを共有していく。あるいは、これからそう

いうときに起こるであろうということを想像して、未然にルール化していくというこ

とが必要なのだろうと思います。片山町長はどうでしょうか。 

 

◯片山 

私共は農業と観光の町ですので、農業も観光も、やっぱり環境が大事だなというこ

とは皆さん合意している話なんですよね。これまで住民の皆さんが、それぞれ環境を

守るいろいろな活動をたくさん積み重ねてきたんですね。そういったものをできるだ

け制度化して、将来につなげていきたいっていうのが我々の町の基本です。 
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◯片山 

これまで住民の皆さんが水を守

ろうっていう戦いをやってきて、

我々は成果を出したい。その流れ

の中で水環境の問題につながって、

なぜ財産権が優先されるのか、水

は命を守る話なのに、それが自分

たちの土地だからどこでも取水し

て良しとする制度ってそもそも何

よという疑問がずっとありまして。 

 

 

 

 

◯吉原 

つまり、制度・条例があることでニセコ町の町としての将来に対する姿勢が明確に

なって、その条例を軸として住民の方や企業の方が対話をして、こういうふうに水を

守っていこう、使っていこうという対話が促進されていくということなのでしょう。 

そういうお話を伺って、柿澤先生はヨーロッパの事例などと比較して、どう思われ

ますか。 

 

◯柿澤 

国内を見ていると、国から大きな規制をかけることは基本的には難しくて、ローカ

ルないろんな事情があるし、それぞれの地域が目指すものにも違いがある。地域の合

意の中でどういう方針で進めて、そのために、地域の土地利用をどういう形でコント

ロールしていくのかが必要だと思います。 

 

◯吉原 

今日、柿澤先生のお話でも何度もございましたけれども、地下水を保全していくと

いう意味においては、森林を適切に管理していくということ。まさに水循環ですので、

水と森林は表裏一体なんですね。 

水循環を保全するという観点から、森林を適切に管理していくという事例について、

何かポイントをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。 
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◯柿澤 

森林の管理保全のために、水資源の保全だけ

を取り出すことは不可能です。森林にはものす

ごくいろんな機能があって、その機能を果たし

ながら、水資源の保全にも役立つということが

やはり基本的なことだと思います。そういった

森林の保全、持続的な管理をどうやって保証し

ていくかということですが、いろんなレベルで

の取組があります。自治体としてきちっとある

程度、方針を決めて、その計画化、分化をして

いくというようなこと、あるいは、その地域の

住民が主体になって、ローカルルールを下から

作り上げていって、それをなんとか地域で守っているということです。また、森林認

証のように、市場の力を使って森林の保全を進めていく。いくつかのやり方があって、

それぞれの地域地域の特性、あるいは社会的な状況を勘案して進めていく必要がある

のではないかと思います。 

 

◯吉原 

答えは一つではなく、万能薬はないということですね。いろんな局面において、い

ろんな方策を組み合わせていく必要があるということです。 

実は事前にいろいろとお話をする中で、佐久市では栁田市長が樹冠遮断についてご

関心を持っていることを小耳に挟んだんですけれども、そのことについてもお話しい

ただけますか。 

 

◯栁田 

雨が降って地下水を守っ

ていくために、森林や山は、

すごく大きな役割を果たす

わけでありまして、例えば、

森がある状況というものを

私は地下水にとっては良い

ものだと思ったわけです。 

しかしながら、雨が降っ

て木があります。この樹木
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があまり密集していると地下水においては悪影響を及ぼしていると言えるんですね。

実際に立木密度が高いほうが、樹冠遮断量が多いんですね。 

これ（上左側写真）は、立木密度が 1ヘクタールあたり３０００本という状況です。

こういう山っていうのは地域に行けばあるじゃないですか。このときには樹冠遮断率

２７％です。１００あって２７は葉っぱに付いたまま蒸発してしまう。つまり、地下

水とか地面に触れることなく蒸発してってしまうっていうことです。立木密度が高い

と樹冠遮断率も多い。 

これ（上右側写真）が適度に干ばつされたカラマツ。１ヘクタールあたり１０００

本。こういうふうに適切な森の管理をしていかないと地下水自身も保てなくなってし

まう。森林整備をされている方々に情報提供をすることによって自分たちの間伐って

いうことの価値っていうものを十分認識していただくことが重要だと思います。 

 

◯吉原 

まさに森を適切に保全するということが水のかん養にもつながっているというこ

とが端的に示すすごく分かりやすいお話だと思いました。ここに出典として蔵治先生

のお名前がありました。もしよろしければ今の柳田市長のお話をぜひ補足してお話し

いただいてもよろしいでしょうか。 

 

◯東京大学大学院農学生命科学研究科 蔵治 光一郎 教授 

今栁田市長が説明されたことは、私、大変感銘を受けましたけれども、森林水文学

の教科書に書いてあること、きちっと端的に分かりやすく説明されたと思いまして、

何の補足もございません。 

 私ども、森林の水循環を研究してきて、こういうことが起きていると突き止めたわ

けです。雨は確かに樹木が生きていくのに必要な水で、その水を使って光合成をして

いるわけですが、この樹冠遮断は実は樹木が生きてくことに必要なものではなく、こ

れが無くても木は生きていけるけれども、水の観点から見ると、みすみす川に流れて

いくはずの水を蒸発させてしまうことなので、間伐することは良いことです。森林を
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一部残すことができて

丸裸にはしない、かつ、

木材を使用することが

できるということ、それ

と同時に樹冠遮断を減

らすことができて、地面

に到達する水が増えて

地下水をかん養すると

いうもので、一石二鳥と

いうことはあると思い

ます。ですので、森林所有者の人に、ぜひ間伐をやってほしいと思います。 

森林は財産権の問題もあるのです。森林は、土地所有者の所有物と法律上なってい

ますので、土地所有者の合意がなければ木は一本も切れない。所有者は自分の持って

いる森林を自由に取り扱う権利が与えられていると思うんですけど、やはり権利が働

いている以上、その責務、私は責務じゃなくて義務と言っていいんじゃないかと思い

ますが、義務をきちんと果たしてもらわないといけないと思います。その義務の中で、

森林の所有者に対して納税、固定資産税・相続税含めてきちんとされているか、もう

少し真面目に考えなければいけないし、実は日本の森林の半分は保安林という制度に

よって免税されていて、私は保安林を免税しているということは本当に良いことなの

かをちゃんと考える必要があるだろうと思います。 

 

◯吉原 

蔵治先生からすごく本質的なご指摘ありました。 

 

◯片山 

私は、権利を行使していない森林、対抗要件を持たないでそのまま置いておくのは

国家として損失ですよね。したがって、当該自治体が公示送達など手続を踏んだ上で

希望した場合は、当該自治体に所有権を移す、財産権を移すということを思いきって

やらないと日本の問題は解決しないと思っているんですね。 

ところが、全国町村会は、実は所有権を移転することに反対をしていると聞きまし

た。私は町村会のメンバーですけど、もうとんでもない話です。ぜひここにも首長さ

んおられますので、市長会、町村会で、自治体が希望するものについては、当該自治

体に財産権を移転するということ、法律に明記するということをきちっとやっていた

だきたい。私は全国町村会行って説得しようと思っています。 
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◯吉原 

何でもかんでも受け取ってくださいっていうのではなくて、これは地域で生かした

いっていうものについては、ぜひ所有権を移せるように道を拓くということが必須だ

ろうと思います。森林を保全していく、地下水の循環をきちんと保護していく意味で

も、きちんと踏み込んでいくことが重要だろうと思います。 

 最後に、今日の総括という意味も込めて、お一人ずつメッセージをいただければと

思います。今日ご出席の方々が地元に帰ったときにも、ぜひ持ち帰ってほしいという

一言をお願いいたします。 

 

◯柿澤 

水資源をあまり堅苦しく考えずに、幅広く水と人間との関わり合いということをぜ

ひ考えていただきたいということ、地域で活性化、要するに経済とくっつけるという

こと、その両方をうまく活用されることが大事だと思います。 

 

◯栁田 

私は２つありまして、一つは地下水という切り口。最初の頃は外国資本から水を守

るっていうことが動機だったのですけど、いろいろ学ばせていただく中においては、

多方面に渡ってくる。森林であったり、あるいは不在地主問題であったり、様々な課

題がある。そういう意味では、この連絡会の中において課題を出し合うようなことも

機能として必要ではないかと感じました。 

もう一つは、水循環基本法において、水が国民共有の貴重な財産という後ろ盾をい
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ただいたこと。私たちの持っている条例の後ろ盾としては大変大きなものをいただい

たと思っています。そして、取水規制というものを全国一律で法制化していくのは相

当厳しいと思うのです。水ビジネスっていうものを、その地域の基幹にしているとこ

ろもありますし、さまざまな事情があります。なので、この連絡会の機能とすれば、

次なる自治体、条例を作ろうとした自治体の相談機能を果たしていきたいと思ってい

ます。 

ぜひこの連絡会の意義というものを、１４０を超える自治体の皆さんいらっしゃる

ので、横の連絡を密にするよう努力していきたいと思っています。 

 

◯片山 

 水資源の２つの条例を作って、その

１年後、北海道が条例を作りました。

ものすごく勇気づけられました。北海

道も応援してくれるって意思があり

ましたし、その後、水循環基本法が制

定され、「我々がやってきたことは間

違いではないな」という自信を持てて、

本当にありがたいということです。そ

して、日本の環境法制、公害防止法も

そうですけど、四日市で戦って、横出

し上乗せがたくさんある中で、東京都

が現場で戦った。そのことが国の法律

になっています。そう考えると、現場

で自治体が自らリスクを持って、住民自治を背景として条例を作った。それを政府が

発信していく。そのことによって国が法律として作り上げてきたということを繰り返

してきた。各自治体が勇気を持って住民の福祉の向上のためにチャレンジするという

ことが重要だと思います。そのことが連絡会を通じて、そういうネットワークが広が

ればいいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

６ 閉会 

  水資源保全全国自治体連絡会副会長 鳥取県日南町長 増原 聡 

「今日は、基調講演からパネルディスカ

ッションまで水にまつわる話でした。水の

諺というと「水に流す」、「水を差す」、「魚

心あれば水心」なんていう言葉もあるわけ

ですけど、私どもが考えていかなくてはい

けないのは、もう一つ「覆水盆に返らず」

という言葉がございます。一度無くなった

資源というのは二度と取り戻すことはで

きない。ぜひとも覆水盆に返らないよう

に、水をしっかり守り山をしっかり守っ

て、日本の国土を底添えしていくようなネ

ットワークになればと思っております。」

との挨拶により、閉会しました。 

 


