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四国水のフォーラム(四国水問題研究会) 
豊かで安全・安心な四国を引き継ぐために 

～ 水を通して一つになる四国人の行動指針 ～ 

【中間取りまとめ】 

 

日時：平成２１年６月２６日（金）１３：００～１５：００ 

場所：高松サンポート合同庁舎 アイホール２階会議室 

主催：四国水問題研究会 

概要： 

・水問題について、共通認識を深め、行動につなぎたい。中間報告を出して終わりではない。 

・問題解決には、(1)情報の共有、(2)取り組みの評価、(3)交流と連携 

・水問題の一番の問題は、一人ひとりが水問題に危機感を持っていないこと。 

・水は誰のもの？ 一人のエゴが回り回って・・・ 

・具体的な目標と数値を提示すると、行動となり、結果につながる。 

・水問題は社会問題である。 

・流域経営の概念 「個々の関係を見ていて、全体利益を見ていない、知らない」 流域全体の望ま

しい形、利益を見せながら協力することで、全体利益を最大化する。 

・WinWinとなれるよう、「立場の交換」がいかに大切か。治水と利水と環境、水源地と受益地。 

・施策決定の方法は、十分な情報と説明により、流域住民は納得した上で自己決定する、住民判断さ

せることが必要。選ぶのは住民です。騙してはいけない。 

・損得ばかりを考えているのではなく、飛び込んで、交流連携することで、四国が一つになっていけ

ると思う。 

・「情報」と共に、行動に移す「勇気」が必要。 

・水の専門家である前に、生活者であること。生活者に根ざした情報はわかりやすい。 

 

 13：03～13：06 開会挨拶 四国整備局長 木村昌司  

・今年も小雨で、早明浦ダムの貯水率は30％、第３次取水制限中。 

・四国がさらに発展するため、企業の誘致や観光のためには、安全・安心、洪水や渇水といった四国

のマイナスイメージを払拭する必要がある。 

・３年間に渡り11回の研究会を開催。先月、「中間取りまとめ」を提出いただいた。 

・その中間取りまとめの内容を、四国４県の関係者、住民の方々に広く知っていただき、「四国民」

として水問題を解決していくべく、わかりやすい情報発信に務めていく。 

 

 13：07～13：39 「中間取りまとめ」概要紹介 四国地方整備局 企画部長 小池剛  

・「豊かで安全・安心な四国を引継ぐために ～水を通して一つになる四国人の行動指針～ 【中間

とりまとめ】 配付版」に基づき概要説明。 

・配布版のpdfファイルは → http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/mizu/summary/haifu.pdf 
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・「四国の水に関する情報ポータルサイト」を開設しました。 

             → http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/mizuportal/index.html 

・「中間とりまとめ」に対する意見を募集しています。 

             → http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/mizu/index.html 

 

 13：40～15：00 パネルディスカッション【豊かで安全・安心な四国を引き継ぐために】  

コーディネーター：井原 健雄   （香川大学 名誉教授） 

パネラー    ：池田 弘子   （（株）人間科学研究所 代表取締役） 

七戸 克彦   （九州大学大学院法学研究院 教授） 

那須 清吾   （高知工科大学 社会システム工学科 教授） 

板東 美千代  （ＮＰＯ法人新町川を守る会 副理事長） 

 

井原： 

・水問題の内容について、共通認識を深め、行動につなぎたい。水問題は四国だけではない、世界に

もある。３年間研究会で議論をし、中間報告を出し、これで終わりではない。研究会で色々な意見

交換をしている。 

・10分程度で、こんな意見があった、こんな意見を持っているといったことを紹介いただきたい。 

・(1)情報の共有、(2)取り組みの評価、(3)交流と連携 これだけではわからない。陽が当たれば影

が出る。色々な意見がある。30001 年の森づくりに取り組んでいる人もいれば、一人当たりの水の

使用量が香川の方が多かったりする。 

 

池田： 

・水問題の一番の問題は、一人ひとりが水問題に危機感を持っていないこと。 

・蛇口をひねれば水が出る、渇水になっても「台風が来れば大丈夫じゃないか」と。 

・「のどが渇いた」という感覚を持つことが無くなっている。あたりまえの生活が、いつあたりまえ

でなくなるということに気がつけない。食器洗いの最中にも水道は流しっぱなし、シャワーで身体

を洗うときも出しっぱなし。使っている水よりも、流しっぱなしの水の方が負荷をかけていること

を研究会で知った。 

・水についての関心は、「おいしい水」「健康の水」。銘水といわれるところで、ラーメン屋の人がた

くさんの容器で水をくんでいる。そのため、大変な行列。「たくさんの方が待っています、とりす

ぎではないですか」と声をかけると、「あんたの水やないやろ」と。 水は誰のもの？ 

・銘水で水をとりすぎて地下水が下がり、地盤が沈下し、下流の水質が悪化。そのため上水道はより

高度な処理をする必要が生じ、受益者に水道料金の値上げとして影響が出る。 

・一人のエゴが、回り回って、おいしい水は金持ちしか買えない、水の権利を先に取得したものにし

かもらえなくなるような事態を生むのでは。 

・情報公開、情報共有は、目的を明確にしておく必要がある。「水は誰のもの」、「安全・安心な水を

公平に分け与えること」 

・松山の人と話をした。20年かけて1日一人当たりの水の使用料300リットルを達成しようと、それ
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が８年前倒しで平成 19 年には達成できた。具体的な目標と数値を提示すると、行動となり、結果

につながる。 

・「自然に感謝する、水の恵みに感謝する心」 

 

井原： 

・水は「資源」、限りがあるので「資源」。それは誰のもので、誰が負担するのか。水の少ない瀬戸内

で、多くの水を使う企業がいることの非効率さ。農業のシェアは10％しかないのに水の利用が多い。 

・取り組みの評価として、どのようなシステムを確立しうるのか。その課題は。 

 

那須： 

・「水源地」と「受益地」、上流と下流のつながり。治水・利水・環境、歴史的な背景の上に変化して

いる。 

・四国全体の利益を最大化する方法 

・具体的に相互の価値観の理解と、納得できる合理的な道筋を得ること。 

      ↓ 

・道筋が、具体的にどのような恩恵は何処に供されるのかを示す。 

      ↓ 

・水源地と受益地、治水・利水・環境の相互関係を具体的な情報で共有する。 

・水問題は社会問題である。 

1)水源地と受益地の関係 

2)治水・利水・環境の関係を構造化     → 真に必要な情報の共有と相互理解 

3)工学的モデルを社会モデルとつなぐ 

・流域経営の概念 

   気候変動モデル ←→ 水文モデル ←→ 適応策 ←→ 社会経済評価 

   便益：お金、満足度、気分 

・「個々の関係を見ていて、全体利益を見ていない、知らない」 

     ↓ 

 これが見えれば、お互いの中で協力が出来るようになる。 

・まず、全体利益の最大化を考えましょう。 ← 流域全体の望ましい形、利益を見せながら 

     ↓                 協力することで、全体利益を最大化する。 

 相互理解、譲り合うことで利益を得る。 

 

井原： 

・全体利益の最大化、部分的なことでは対応できない。相互関係を明確にした上でということだが、

「立場の交換」がいかに大切か。治水と利水と環境、水源地と受益地。 

 

七戸： 

・吉野川と同程度の氾濫原面積を持つ河川をまとめてみた。その氾濫原の資産額は、利根川は 63 兆

円、吉野川は６兆円、阿武隈川も吉野川と同程度。限られた財源をどこに投入するかは、これから
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明らかなこと。ここからは吉野川ではなく、阿武隈川について話をします。 

・治水対策の制度設計 

江戸時代は、無堤区間を政治的に設けて、そこに被害を起こさせていた 

                                   「防災か減災か」 

堤防の整備途上では、どこに氾濫を起こさせるかの設計が必要 

・地方河川の堤防整備の遅れ 

①政治的に堤防整備を遅らされていたことで、出遅れている。 

「ライバル」の語源は「リバー」 

「自分の幸福は他人の不幸」  自分の住んでいる地域の河川の水位が下がったということ

は、上流のどこかや、対岸が破堤したということ 

・利水 吉野川の利水安全度は1/3(３年に一度は水不足になるということ)から1/2程度。 

・恒常的対策 ダムのコストを１とすると、海水淡水化は 20 倍、タンカーで水を運んでくると 200

倍。 → 水資源の再配分には、経済的対価が求められるだろう。 

・渇水時の緊急対策 水利調整の協議 (河川法) 

          水融通 ← 法制定が必要。 

・施策決定の方法 

パターナリズム（父権主義）から、インフォームドコンセント（自己決定）へ 

説明責任を果たす、流域住民は納得した上で自己決定する。Ａ～Ｄ案まで出して、住民判断

をさせることが必要。 

 

井原： 

・便益、「支払うことから評価される」、「自分の幸福は他人の不幸」では、便益の評価が揺らぐ。他

人の不幸を喜ぶ四国民でいいのか。WinWinとなれるよう、立場の交換が大切。 

・行政は、住民、企業の思いをどう考えればいいのか。 → 独自の法改正を。その地域固有の独自

法制度が必要な時代。 

・交流と連携、自らの取り組みからくる交流と連携のあり方を、徳島や福岡で活動中。 

 

板東： 

・新町川を守る会。平成２年、「出来る人が、出来ることを、出来るときに」で始めた。新町川の清

掃を行っている。川を１周すると２トンダンプいっぱいのゴミ、自転車や驚くものが出てくる。今

は綺麗になってゴミも少なく、エイが泳ぎに来ている。月に２回の清掃活動。 

・川を通じて楽しいことが出来ないか、街中の川なので人が集まってくるので、コンサートなど。 

・吉野川の清掃、2001年大川村の山、山を千年間借りて山を守ろうと、年に３回活動。林学の専門家

とも知り合い、川の人はシジミを持参し、山の人は山菜で歓迎してくれる。次に伝えていく、伝え

ていけるよう 3001 年の森、早明浦水源の森。国土交通省、水資源機構の人達と同じ情報交換でき

る場が増え、「それ良いなぁ」と行動につながったり、行政と民が交流する場をいただいた。 

・損得ばかりを考えているのではなく、飛び込んで、交流連携することで、四国が一つになっていけ

ると思う。阿波踊り、吉野川フェスティバル ７月 31 日から８月２日、５万人の参加者。是非い
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らして下さい。 

・私は 50 歳。デザイナーをやっていて、ゴミがある川、街ではオシャレをする気が起きない。自慢

できる川、自慢できる街にしたい。川の上に台船を浮かべ、雅楽の公演、サンタが川からやって来

る、綺麗な川を見てもらうために、何でも川からやって来る。 

・寒中水泳（１月）も 40 年ぶりに復活した。無料で４時間の運河クルーズ。これで、街も行政も変

ってきた。遊び心を持って取り組んでいく。四国はひとつへ。 

 

井原： 

・世田谷の緑道公園 下水だったのが、今は再生水が流れ、カルガモ、四季折々の花、住民が水をや

り、散歩しと、都市部でも住民参加で変ってきている。やれば変っていけるんだなぁ。行動しなけ

ればダメ、行動するには行動主体、では行政の役割は？ 住民への働きかけ、情報提供が今は弱い

のかなぁ。 

・その地域への郷土愛、それを四国全体へ広められないか。しかし、「四国人」はピンとこないぞ！ 

・「情報」と共に、行動に移す「勇気」が必要。 

 

池田： 

・難しい言葉があるが、実際はこういうことなのね。情報共有する際、大切なことはわかりやすい言

葉で。 

・水の専門家である前に、生活者であり、父であり、親でありとの生活者であれば、住民が何を求め

ているのか理解できる。すぐに問題解決型の回答をしてしまうが、「（市民に対して）それ、どうい

うことですか？」と、問いかける形で。 

・生活者に根ざした情報は、女性、子供達、わかりやすく伝えて。 

・私の故郷は今治市、総合計画を市民全員に配る。内容がわかりにくいなあと、「海の港の恋物語」

として、総合計画をわかりやすく伝える工夫をした。行政も、色々取り組んでいただけたら。 

 

那須： 

・法律的な視点で見る、行動する視点で見る。 

・私は、納得してから行動する。行動するには納得する情報が要ると思っていたが、違うやり方もあ

るんだなぁ。 

・プラットフォームを造るということで、工学系、社会学者の役割があるかなぁ。 

 

七戸： 

・九州の河川では、海苔業者もいて、地域毎に条件が違う。それぞれプロである。 

・四国の各県は余剰水があっても渡そうとしない。行政（河川管理者）が強権で行うことは出来ない。

なら、経済的側面、ダム建設なら20年かかる、海水淡水化はダム建設の20倍のコストがかかって

も、10年後には技術革新で５倍かもしれない。「虎の子の金が石にかわる」 

・選ぶのは住民です。騙してはいけない。 
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板東： 

・四国四県の方の思い、意識が違う。４万のため池、節水を子供の頃から教えられていることを徳島

の人は知らない。 

・「四国人」と聞いてどう思う。暗い、広がりがないなぁ、「地球人」というところに、「日本人」、さ

らに小さい「四国人」。 四国が遅れているという暗いイメージがあるのか。 

 

池田： 

・四国は片田舎との思いが根付いている。我らは地球人との発想、広がっていく必要がある。 

 

井原： 

・歴史をさかのぼっていくと「東くだり」といっていた。状況は変わっていく。何年先のことを考え

るのか、戦略を持って。 

・このまとめのスライド 何も書いていないのには意味があります。みなさんが、このまとめを埋め

ていって下さい。 

・アンケート 枠だけで白紙にしてあるのは、何でも書いて欲しい。仲間意識を広めていく。水問題

がわかりにくい、これを一つの区切りとして広めていきたい。今日は一つのきっかけとして、情報

の共有をしたい、何が必要な情報か。 

・私は納得してから動く、納得無しで水問題は動いていいのか、水問題は奥が深いし、利害関係があ

り、本当に行動して良かったなぁと。 

・今後の行動（予定）について事務局から紹介して下さい。 

 

事務局（小池）： 

・32p 具体的な取り組み。検討を加え、具体的な取り組みを含めた提案としていきたい。今の中間

報告でも、35,36pとまとめており、取り組めるものは取り組み、研究会へ披露したい。 

・色々な意見を出していただき、研究会でさらに議論していき、最終提案とつなぎたい。 

 

－ 以上 － 


