
．はじめに

近年、海ごみ問題 ）は各地で深刻化し、新たな地球環境問題となりつつある。海ごみ

は、単に景観を悪化させるだけではなく、生態系にも影響を及ぼすなど対策は急務となって

いる。こうした海ごみの多くは、河川からの流出による陸域由来の生活廃棄物が多くを占め

ていることが明らかになっているが、河川の漂流・漂着ごみの実態はほとんど明らかになっ

ていない。

日本でも、 年に成立したいわゆる 海岸漂着物処理推進法 ） において、 海岸漂着

物が山から川、そして海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着する ものであり、 発

生の状況が環境の保全に対する国民の意識を反映した一面を有する ことから、海岸だけで

はなく内陸部も含めた効果的な発生抑制の取り組みの必要性を掲げている（第 条）。また

同法第 条では 国外又は他の地方公共団体の区域から流出した ものや民間団体の取り組

みも含めて、政府に対して 海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じな

ければならない としている。しかし、河川や海岸は管理者が多岐に渡る上に、具体的な費

用負担のルールがないために、内陸部から海岸に至る統合的な海ごみの対策は現在のところ

構築されていない ）。
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）海や河川におけるごみ問題は、その問題の発生する場所や被害の形態により 漂着ごみ 漂流ごみ
沈積ごみ 浮遊ごみ など呼称もさまざまであるが、本稿ではもっとも一般的に用いられる 海ご

み または 漂流・漂着ごみ の呼称を用いることとする。
） 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処
理等の推進に関する法律 （平成二十一年七月十五日法律第八十二号）
）韓国に置ける河川管理は、日本の 級河川に相当する国家河川は国土交通部、 級河川に相当する地方
河川は地方自治体、それ以外の準用河川に相当する河川等は国の消防防災庁が管理者である。なお、韓国
における 部 は日本の 省 に相当する。

海ごみ発生抑制策としての流域責任管理制度
─韓国の事例から─



こうした中、韓国では、水質管理のために策定された流域責任管理制度の枠組みを活用し

て、海ごみ対策に要する費用を上下流および国で分担する枠組みが設けられるなど、内陸部

からの海ごみの発生抑制に関して、興味深い取り組みが進められている。

本報告では、 年 月におこなった韓国・仁川広域市水産課海洋保全チームへのヒアリ

ングと、 年 月に韓国・統営市で行われた

での事例報告をもとに、韓国の流域責任管理制度について内

陸部における海ごみの発生抑制の観点から分析することで、海ごみ問題を未然に防ぐ社会的

な仕組みづくりの可能性をさぐる。

．韓国における流域責任管理制度の概要

韓国では、 年以降の土地利用規制の緩和と開発ブームに伴って水道水の取水源である

河川の水質悪化が進み、社会問題化した。特に、 年から 年にかけて韓国第 の都

市・釜山市と第 の都市・大邱市などの取水源である洛東江で立て続けに発生した深刻な水

質汚染事故を契機として、河川の水質保全は国民的な大きな関心事となる。

こうした中、 年には 水道法 が全面的に改正され、水道水源保護区域の指定や管理

業務が建設部から環境部へ移管された。また、 年の大統領令をもとにした水源管理規則

の制定などを通じて、水道水源の環境保全行政を一元的に環境部が担うように改革が進めら

れた。 年には、環境部の出先機関である つの地方環境庁が、いわゆる 大河 を管

理する つの流域環境庁に再編されるなど、行政区域をもととした管理体系から流域単位の

管理体系へと移行することとなった。

こうした改革を経て、 年に韓国政府は首都ソウル市の上水道の水源である漢江の水質

改善を目的とした 漢江水系上水源水質管理特別総合対策 を発表した。これは、それまで

の個別の排出源対策を定めていた水質環境保全法に代わり 流域管理制度 の導入を主とし

たもので、水辺区域制度の導入、汚染総量管理制度、水利用負担金制度、水系管理委員会の

設立が柱である。その具体化に向けては、中央政府だけではなく、地方政府や住民、市民団

体、専門家による活発な議論を重ね、 年に漢江水系の上水道の水源保護に関する 漢江

水系水質改善および住民支援法 が制定されることとなった。

また、これを契機に水利用における受益者負担の原則にもとづいた 水利用負担金 制度

が導入された ）。この制度は水源となる河川の水質保全に要する財源確保の必要性から導入

されたもので、漢江を皮切りに、 年には洛東江、栄山江、錦江の 大河に順次拡大され

ていく。水利用負担金は、最終的な水の受益者である上水道利用者、すなわち住民に対して

水道料金に一定の料率で賦課されるものであり、各水系の水質改善法をもとに設置された環

境部大臣を委員長とする各水系管理員会で決定される。また、その収入は、各水系管理基金

に繰り入れられ、流域の下水処理施設の整備や水源保全、また水源地域の土地利用の制限に

対する補償など、各種事業に拠出されることになっている ）。なお、水利用負担金の収入
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）韓国の水利用負担金制度導入のプロセスについては、李（ ）を参照せよ。
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は、水源保全のためのさまざまな制限を受ける地方自治体にその程度に応じて配分される

が、その配分をめぐっては地域同士の対立がしばしば生じている。

このように水利用負担金制度は、水資源保護のために経済活動に制約を受ける上流側の住

民に対して、水資源改善により恩恵を受ける下流側の住民が経済的に支援する性格も備えた

地域間の財政調整制度という性質を持つものであり、水質汚濁物質の総量規制とあいまって

河川の水質改善に一定の成果を挙げることに成功する。

．海ごみの発生抑制策としての流域責任管理制度

年代に入って急激な水質悪化の進展に一定の歯止めがかかった一方で、新たな環境問

題として浮上してきたのが、河川や河口部おける大量の漂流・漂着ごみ問題である。

韓国の漂流・漂着ごみ政策は、中央政府の積極的な関与のもとで対策が進められている点

が特筆されるが、大きく つの段階を経て今日に至っている ）。

年までの 消極的回収 段階においては、中央政府の関与は基本的には見られず、地

方政府が主体となって、主に港湾や漁港など船舶の航行に支障をきたす区域に限定したごみ

の回収・処理が実施されてきた。また、それ以前からも集中豪雨などによって大量のごみが

海洋に流出し、漁業者を中心に海ごみ問題への抗議活動が行われていたが、 年代後半に

なるとその被害も深刻化し、 年には国会において対策が強く求められ、中央政府の積極

的な関与が始まる。

年以降の 積極的回収 段階では、中央政府が事業主体となり全額出資（毎年 万

ドル規模）する大規模な漂流・漂着ごみ回収事業が開始されるとともに、全国の港湾及び漁

港の海底ごみの実態調査やごみ処理技術の開発なども進められている。また、この間の取り

組みとして特筆されるのが、ソウル市などを流れる漢江流域における自治体間でごみ処理費

用を分担する協約（漢江自治体協約）が締結されたことと、漁船が操業中に引き揚げたごみ

の買い取り制度 ）が創設されたことである。ここでは、このうち前者について、述べる。

漢江自治体協約は、海洋における漂流・漂着ごみの大きな発生源である河川からの流入を

未然に防ぐ目的で、河川での回収・処理事業を進めるために漢江流域の自治体間で費用分担

の仕組みを定めたもので、 年に締結され、翌 年より事業が開始された。

この協約では、中央政府（当初は海洋水産部、その後国土海洋部）が年 億ウォンを負担

し、残り 億ウォンを流域圏の自治体がごみの量や人口などを加味して分担率を割り出して

分担するというものであった（表 ）。

）このほかにも、工場などに対しては、汚染物質の排出量に応じて賦課される排出賦課金や、サービス業
の事業所に対して水使用量や床面積に応じて賦課される環境改善負担金などもあり、これらは環境改善特
別会計に繰り入れられる。
）詳細については、鳥取環境大学（ ）を参照せよ。



この協約の締結にあたっては、特に費用の分担比率が議論となったものの、最終的には自

治体間の 紳士協定 として妥結し、 年以降に全国的に展開される流域管理責任制度に

大きな影響を与えるものとなった。この協約は、当初は水質に関する流域責任管理制度同様

に各自治体の河川担当部局が交渉に当たったが妥結に至らず、水質管理とは別枠で水産部局

が中心となって交渉が重ねられることとなり、ごみの回収処理事業に関する自治体間の 紳

士協定 として妥結した ）。

また、この過程では、自治体間の利害対立も大きく、交渉は非常に困難なものであったこ

とから、国の関与が強く求められ、仲裁機関として国土海洋部（現在は海洋水産部）が積極

的に意見の聴取や提案を行ったことが、交渉の妥結につながったという ）。

こうした経験をふまえて、 年に制定された国の 水環境基本計画 では、上下流の自

治体間における漂流・漂着ごみの回収および処理に関する協約を締結し、ごみの発生量に応

じた費用負担の枠組みを構築することが盛り込まれた。また、 年には、国家レベルの政

策である 内陸と沿岸を結ぶ広域生態軸づくり の一環として、大統領により 河川と海ご

みを回収する“国土大清掃運動” を含む河川や河口におけるごみの効率的な処理体系の構

築が示され、 水質および水生態系の保存に関する法律 を根拠法として ）、河川における

ごみの回収・処理について国庫補助の拡充などが実現した。

また、 年には、国レベルの海ごみ管理のためのマスタープランである 海洋ごみ管理

計画 が、新しく制定された海洋環境管理法にもとづいて制定され、漂流・漂着ごみ対策が

国家レベルの海洋政策の一環と位置づけられたことで、韓国の漂流・漂着ごみ対策は大きな

進展を見せることとなる。すなわち、韓国における漂流・漂着ごみ海ごみ政策は、回収・処

理を中心とした事後的対策から、河川からの流出防止に力点を置いた 計画的・予防的管

理 政策へと軸足を移すこととなった。

そして、前述の 河川に蟾津江を加えた全国 大河の流域における 河川・河口ごみ処理

基本計画 が 年に制定され、翌 年より新規事業として 河川・河口ごみ清掃事業

が推進されるようになるとともに、河口におけるごみ処理費用の分担協約の締結が完了した

（表 ）。
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）漁業者が操業中に海底から引き揚げて、それを漁港に持ち帰る海ごみを国が ％、地方自治体が ％
出資して買い取る制度である。
）たとえば仁川市のごみの排出比率は当初の推計では ％台であったが、上流のソウル市や京畿道の反発
が大きく、仁川市が譲歩して ％とすることで妥結した。
）仁川広域市水産課海洋保全チームへの聞き取り調査による。
）韓国における漂流・漂着ごみ対策は、毎年、梅雨・台風時など集中豪雨に見舞われた際、河川や湖沼か
ら海洋に流出する前に回収することで、水質汚染と水辺の生態系への影響を未然に防ぐことを目的として
いる。

表 漢江自治体協約における費用分担率

拠出額 負担率

国 億ウォン

仁川市

億ウォン

％

ソウル市 ％

京畿道 ％
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韓国において漂流・漂着ごみ問題を担当する行政機関は次のとおりである。

年の朴政権発足に伴う省庁再編で、海洋水産部（

）が復活し、 年以降、漂流・漂着ごみ問題を所管してきた国土海

洋部（ ）から再び海洋水産部の

所管となった ）。海洋水産部は、水産業を含む韓国の海洋政策に関する権限を有しており、

海洋における漂流・漂着ごみを含む海洋環境管理についても同部の所管となっている。前身

の国土海洋部時代から、漂流・漂着ごみ対策は地域だけの課題ではなく、国家レベルで取り

組むべき海洋政策の一環と位置づけられていたが、よりその方向性が強められたものといえる。

なお、ごみの回収・処理については、 領海及び接続水域法 に基づき、内水、領海内及

び海辺に存在するものは 海洋ごみ として海洋水産部の管轄となっている ）。一方、河川

や河口部の汽水域、海岸に存在する漂流・漂着ごみは全て一般廃棄物とされ、廃棄物管理法

にもとづいて環境部が責任を負うこととなっている ）。

本来、自治体間の費用負担のルールである流域責任管理制度であるが、漂流・漂着ごみ問

題対策に関して、韓国では中央政府からの一定の財政支援もみられる。その理由として、海

ごみの発生源の特定は困難で責任の所在が不明確である上に、自治体の厳しい財政難もあっ

） 年には、各省庁にまたがっていた海洋管理行政を所管する部局が統合されて海洋水産部が発足し
た。しかし、前政権では海洋管理政策を担う省庁は国土海洋部と農林水産食品部に分割され、 年の朴
政権発足により、海洋水産部が、新政権により 年ぶりに復活した。これは、分散していた海洋政策、
港湾政策及び水産政策を統合・一元化することにより、海洋政策（領土問題、資源問題など）に関する対
応力向上及び機能強化を目的としたものとされる。なお、海洋水産部の設置により、国土海洋部のうち海
洋政策を担う部門以外は、国土交通部と農林水産食品部は農林畜産食品部に再編された。（国立国会図書
館調査及び立法考査局， ）
）海辺とは、 排他的経済水域法（第 条）、 沿岸管理法（第 条） の沿岸海域のうちの満潮水位線か
ら地籍公簿に登録された場所までの間をさす。
）韓国では河川管理のうち 水量 については国土交通部が、 水質 に関しては環境部の所管となって
いる。そしてごみ問題は水質悪化を招くものであるとの考えより、環境部の所管となっている。

表 大河川ごみ処理費用分担協約の現状

自治体（分担比率、％） 国庫負担

割合
協約期間

河口部 上流部

漢江 仁川（ ） ソウル（ ）京畿（ ） ％

洛東江 釜山（ ） 大邱（ ）慶北（ ）

慶南（ ）

％

錦江 忠南（ ）全北（ ） 大田（ ）忠北（ ） ％

栄山江 務安（ ）霊岩（ ）

木浦（ ）

光州（ ）潭陽（ ）長城（ ）

和順（ ）羅州（ ）咸平（ ）

％

蟾津江 光陽（ ）麗水（ ）

河東（ ）南海（ ）

長水（ ）南原（ ）任実（ ）

淳昌（ ）谷城（ ）求礼（ ）

順天（ ）

％

漢江流域では 年より協約が結ばれ、現在第 次協約にもとづく事業が実施中である。

錦江水系は 年度に費用分担協約を延長することで合意済み（ 年に実施される第 次河川・

河口ごみ管理基本計画制定にむけた韓国環境政策評価研究院の研究報告書の結果をもとに協約締

結予定）



て上下流の対立が避けられないことが挙げられる。また、漢江を除き、最も人口が多く、

従ってごみの発生量も多い大都市が河口部に位置していることから、上流部の自治体はただ

負担金を拠出するだけとなり、住民や議会の理解が進まないことが協約の締結に際しての課

題となっている。

たとえば、洛東江の上流に位置する大邱市では、協約の改訂に際して、その負担割合が大

きな議論となった ）。すなわち、流域で最大の人口を有する釜山市は、負担金の拠出割合は

最大であるものの、最下流部に位置する被害甚大地でもあり、結局は基本的にはごみ処理費

用をすべて受けることとなる。しかし、このような仕組みでは上流部の自治体は資金を拠出

するだけとなり、また最大の排出源である下流部の大都市にごみの発生抑制に向けた十分な

インセンティブが働かない。したがって、現状では中央政府も資金を拠出することで、自治

体の回収費用の負担を軽減し、流域全体でのごみの回収事業を推進している。

．河川・河口部における漂流・漂着ごみ回収事業の概要

韓国の河川や河口部における漂流・漂着ごみ回収の具体的な事業内容は下記の通りである。

前述のとおり、 年度には、全国的に河川や河口部におけるごみ清掃事業費を国が支援

し、上・下流自治体間の費用分担における対立を調整する仕組みが出そろった。この協約で

は、 大河の漂流・漂着ごみの回収・処理費のうち、一部を国庫支援、残りの部分は 大流

域の上・下流自治体が共同して分担するものとなっている。その負担割合は韓国環境政策評

価研究院などの研究機関によるごみ排出量の推計をもとに、自治体間の交渉を通じて決定さ

れる。なお、総事業費に占める国費補助は、広域市は ％、道・市・郡に対しては ％であ

る ）。 年から 年にかけての、 大河における漂流・漂着ごみ回収事業の予算と回収

実績は表 のとおりである。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

） （ 、韓国・統営
市）での環境部の報告による。
）仁川や釜山など、河口に位置する広域市は、当初は ％の国庫補助を受けていたが、 年度以降、補
助率は ％に引き下げられた。

表 韓国・ 大河におけるごみ回収の予算と実績（ ））

予 算 回収量 予 算 回収量 予 算 回収量 予 算 回収量

漢江

洛東江

錦江

栄山江

蟾津江

計

（単位 百万ウォン、トン）
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ここで、漂流・漂着ごみ回収事業として行われているのは、河畔の放置ごみの回収、水源

地での浮遊ごみの回収、河川ごみの回収モデル事業、水中ごみの回収、漂流ごみ回収・遮断

フェンスの設置（図 ）、河口ごみの回収・処理のほか、ごみ管理協議会の設置・運営など

もふくまれている。

このように、大規模に実施されている韓国の漂流・漂着ごみ対策であるが、課題も多い。

まず、費用分担の根拠となる河川や湖沼におけるごみの発生量（流入量）に関する調査が

皆無であることが挙げられる。 年に定められた第 次 大河流域ごみ処理基本計画で

は、ごみの発生量はダムや河口など限定的な場所でのごみの回収実績をもとに推定されてい

るだけで、流域全般にわたるごみの分布や賦存量を明らかにする調査は行われておらず、流

域におけるごみの発生メカニズムは十分に明らかになっているとはいえない。

こうしたことから、特に巨額の費用を要する河口部におけるごみの回収・処理をめぐっ

て、上・下流間の意見の相違と対立が生じている。すなわち、上流部の自治体は自然災害起

因の不可抗力なものであると主張し、また下流部の自治体は自らの管轄内で発生したごみで

はないという理由で費用分担および処理の負担を回避しようとする結果、自治体間の費用分

） 年度の事業費は総額で 億ウォン（国 億ウォン、地方 ウォン）である。このうち、河川へは
億ウォン（国 億ウォン、地方 億ウォン）、河口部では 億円（国 億ウォン、地方 億ウォン）が

計上されている。なお、河川ごとの詳細についてはデータ未入手のため不明である。

図 栄山江河口部に設置された漂着ごみ回収・遮断フェンス

図 栄山江河口部の浮遊ごみ回収基地と回収船



担比率をめぐって対立が生じている ）。また、自治体の財政難もあり、予算確保の難しさ、

特に議会の反発が大きな課題となっている。

さらに、海ごみの多くは河川を通じて運ばれてきた陸域由来のものが多いにも関わらず、

河川・湖沼・河口の管理者が果たす役割など、体系的な対策推進のための組織の構築が不十

分であることも課題である。すなわち、事業を実施する河川・湖沼・河口といった区域ごと

に管理主体と回収・処理範囲が不明確で、関係機関間での情報共有も不十分なため、迅速な

回収・処理の妨げとなっているとのことであった ）。

こうした課題を解決するために、 年より、 大河では自治体の境界ごとに漂流ごみの

捕獲施設を設け、集中豪雨時の河川ごとのごみの流下量を調査する事業に着手している。ま

た、流域のいくつかの地点における増水の前後の漂着量をもとに、数理モデルを用いて本流

と支流のごみの賦存量を推定するなど ）、科学的なデータにもとづいたごみ処理費用の負担

割合の算定をめざした調査事業がスタートしている。

また、今年度からは、米 が進めるごみの調査手法である （

）が、韓国におけるコーディネイターである （

）の助言のもと、 大河全てで実施される予定である ） ）。これは、河川や海で回収

したごみの組成を統一したフォーマットを用いて調べるものであり、幅広い市民参加を実現

できるものとして世界各国で実施されている。こうした取り組みの背景には、現在の協約締

結にむけた議論が、自治体間の費用負担比率のみに終始し、抜本的な解決に向けた議論があ

まりなされていないことがある。たとえば、ごみの回収・処理事業が海洋におけるごみの発

生抑制にどれだけ貢献しているのか分かりづらく、内陸部でのごみの発生抑制策のような予

防的な取り組みのインセンティブが自治体にもたらされているとは言いがたい状況にある。

また、環境部では今後の計画として、第 次河川・河口ごみ管理基本計画策定をめざし

て、所管の韓国環境政策評価研究院が 大河の流域に置けるごみ処理基本計画と事業実績を

総合的に分析するとともに、ごみの発生量の予測、効果的な回収地域・実施主体の選定、必

要な処理費用の推計、 合理的な 費用分担比率の算出法の開発に取り組むこととなってい

る ）。

今後は、こうした研究結果もふまえて、費用分担比率や回収・処理事業の実施地域や実施

主体などに関する地方自治体への意見聴取も実施し、 年度内に第 次河川・河口ごみ管

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）韓国環境部によれば、河口に位置する自治体は確保された予算の範囲内でのみごみ回収を実施している
ため、海洋に流出してしまっているごみは依然として多いとのことであった。
）韓国の主要河川では、李明博政権時代に水資源管理を目的とした大規模な河口堰が設けられており、そ
のことが河川の管理区分を複雑にしている。こうした問題を解決するため、 年には環境部、国土海洋
部、 大河川推進本部、水資源公社が参加した堰区域（貯水路）におけるごみ対策関係機関の会議が開催
され、水面の管理者（国土海洋部、水資源公社）が回収・運搬・処理までを担当することが協議された。
また、 年 月には 河川・河口ゴミ清掃事業推進計画 が定められるとともに、関係機関の教育が指
示され、 自治体および流域環境庁の職員など 名参加する研修が行われている。
）この調査事業は環境部の事業として実施されているが、ごみの捕獲施設は道路や鉄道の橋りょうに設置
するため、国土海洋部との調整などに苦心するとのことであった。
） の詳細については藤枝ら（ 、 ）を参照せよ。
）環境部によると、今年度は全国の の港湾局が主体となって、 億ウォンの予算を投じて 調査が実
施されるとのことであった。
） 年 月 月を事業期間とし、総予算は 億 千万ウォンが計上されている。また、このほかにも、
回収されたごみの再資源化についての研究なども行われる予定である。



海ごみ発生抑制策としての流域責任管理制度（原田）

理基本計画を策定する予定である ）。また、河川や河口部でのごみ回収事業は引き続き実施

される ）。

．おわりに

現在のところ、海ごみの内陸部における発生抑制策として流域の自治体間でごみの発生量

に応じた対策費用を分担する制度を全国的に導入しているのは、筆者の知る限り、韓国が唯

一である。しかしながら、各自治体の費用負担割合の根拠となる流域全体でのごみの発生量

の調査は不十分なため、上・下流自治体間の費用分担比率をめぐる対立を回避できず、水質

に関する流域責任管理制度とは異なり、自治体間の 紳士協定 を中央政府が支援すること

によって協約が成立している。

韓国では、日本と比べて中央政府の積極的なリーダーシップのもとで先進的な制度設計が

進められ、ごみの回収・処理という事後的な対策においては一定の成果をみているといえよ

う。しかし、漂流・漂着ごみの主要な発生源である大都市は下流に位置することが多く、現

行の制度は実質的には人口の少ない上流部から下流部へ財源を移転する制度となっており、

流域の自治体に対してごみ削減のインセンティブが働かない構造となっている。また、市民

レベルでの漂流・漂着ごみに対する問題意識は、それほど高いとはいえないのも現状であ

る。河川における漂流・漂着ごみは、海岸部に比べて長距離にわたって低密度かつ不均一に

分布している。そのため、河川における漂流・漂着ごみの実態を解明し、有効な対策を実行

するためには、各種の施策を総動員するとともに高度な市民参加の実現が不可欠である。

制度の持続性を高め、流域間の連携を強化するためには、専門性の高い科学的な調査はも

ちろんのこと、 をはじめとした市民参加型の調査手法も活用し、市民の当事者意識を

高めていくことが不可欠であり、これからの動きにも注目していきたい。
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