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農業水利に関する権利の帰属

安井正巳

1. まえがき

水資源、が相対的に稀少になり， 水が経済財としての性絡を高める ようにな

ると‘水資源の最適配分を虫IJ何にして達成するかということが重要な問題に

なる。水資源の開発も．水利用の合理化といった問題も，この最適配分とい

う経済的課題の面からとらえることができるということを『水利科学』77号

で述べた。

ところで，水資源、の最適配分を考えるということは，その資源が，自然資

源でなく ，すでに開発され， 利用されているものを対象とすることになるな

らば，再配分を意味することになろう。すなわち，望ましい状態に達するた

めには， 既存の配分からの移しかえが行なわれることになる。

このよ うなことを行なおう とするためには，既存の配分がどのようなもの

であるかという ことを知るこ とが前提となる。そして， これは，年聞に何 ト

ンを使用しているというような物理的な問題とは限らなし、。水に関する経済

的価値あるいはその基礎となる諸権利が，どのような主体に，如何に帰属し
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ているかということもまた重要で‘ある。そして，実態として，その帰属の仕

方に不分明のところがあるならば，それを明確かつ合理的にする試みが必要

となるであろう。

農業水利の諸状況を経済的な観点から把纏しようとした興味ある試みは，

農林省農地局に設けられ，昭和33～36年の聞にわたって検討を行なった農業

水利資産調査会の活動である。この調査会では，農業水利施設を資産として

把握することとしそのための調査方法，評価基準， 今後の維持管理方式な

どについて検討した。しかし現状の下における資源の帰属が如何なるもの

であるかについての検討は余りなされていなかったよ うである。このため，

維持管理についての将来の方向を描きながら，それに到達するための具体的

な説得力は弱かったものと思われる。

ところで，この種の問題を論じていて，多くの場合迷路というか，結論の

得られない果てしない論議に陥ってしまう問題が二つある。一つは公共性論

である。水資源は公共に属するとか，河川水は公水であり．用水路に取り 入

れられた水は私水で、あるとか，大規模施設または基幹施設は公共的性絡をも

ち，末端施設は私経済的性格を有するとい った議論がこれである。しかし

この種の，水を包括的にとらえ，公共的か否かを論ずることは，ほとんど無

意味であり，議論そのものも前進することはな く，実益は得られないようで

ある。

いま一つは，農業水利団体と利用者の関係の問題である。農業水利におい

ては，農業水利団体が水を生産し，個々の利用者はこの団体から水の供給を

うけるといったような近代的関係において構成されているのではないといっ

た議論がこれである。この種のいわば，農業水利団体組織論は，ある場合に

は意義のあることもあろう。しかし，現実には不分明の点を多く残すことに

なりがちである。

現在のところ，このような二つの問題については，意識的に避けることに

しよう。避けたとしても．いまの問題である資源、の帰属問題の検討には差支

えないものと思われる。

農業水利については，その成立の歴史的性格を無視することはできなL、。

しかし，現在の多くの行政的措置は，近代的な法制度に則してなされてい

る。そこで，資源の配分のあり方に関して検討する際には．むしろ，現在の
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諸制度で規定され，把慢されている側面から接近し，つぎに，このような側

面とは重なり合わない部分を明らかにしその性格とか，その成立の根拠，

あり方等について検討するのが妥当であると思われる。

2. 現行制度による権利の帰属

農業水利に関する権利としては，水利権，管理権，施設の所有権，敷地の

所有権などに分けて考えることができる。これらの権利がし、ずれに帰属する

か，農地行政実務において行なわれている仕方についてみよう。

(1) 水利権

現在，国営または都道府県営土地改良事業にかかる流水占用，土地占用，

工作物設置等の河川法上の許可 （困の場合は協議）すなわち， 一般に水利権処

分といわれる事務は，当該事業主体が一括して行なうことと している。すな

わち． 国営事業によるものは国が水利権を取得し県営事業によるものは県

が水平IJ権を取得するのが原則である。

ただし，事業が災害復旧，補償工事等であって，従来の既得水利権者であ

る農業水利団体が，農業水利権の主体として適当である と認められるものに

ついては この農業水利団体が，河川法上の水利権を取得することとしてい

る。

つぎに， I：記の原則によりいったん取得された河川法上の水利権が，他に

移転する可能性についてみると，河川法第 34条は，流水の占用，土地の占
〆

用，土石の採取の権利の譲渡について規定している。

現在までのところ，国が取得した水利権を河川法第34条に基づき譲渡した

例はなし、。 しかし 今後こ のよ うな要望が出て くることが予想される。県営

事業により県が取得した水利権については，土地改良区等へ譲渡した事例が

ある。県営事業により県が取得した水利権について， その一部を都市用水に

転用する必要が生じた場合は，既得農業水利権の変更，都市用水側の新規水

利権の取得とい う手続きにより 行なわれるのが，現行の取扱いである。

12) 施設の所有権

事業によ って造成された施設の所有権については，国営事業によるものに

ついては，固有財産法の規定によ り国有とされる。県営事業によって造成さ

れた施設の所有権については，県条例の定めるところであるが，県に帰属す
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るのが原則であるη

これらのいったんある主体に帰属した施設が他の主体に移転する ことにつ

いては，土地改良法では，国営造成施設，すなわち固有財産たる土地改良財

産については，水路，揚水施設，堤，これらの施設に付帯する施設，防j武林

を，用途を廃止したときは，これを無償で国に返還することを条件に，市町

村，土地改良区，農協に譲与することができることと している。県営施設に

ついては，県条例により，譲与の制度を設けている県が，境在約1/3～1/2に

及んでいる。

つぎに費用負担と施設の所有権との関係についてみる と．国営土地改良事

業によって，農業水利のみを目的とした事業を行ーなった場(Iにl工、これらの

施設は国に帰属するのであるが，この国営事業が，都市用水との共同事業に

よって行なわれた場合には，都市用水等の共同事業者に対し，その費用分担

に対応した持ち分が与えられる。すなわち，施設は共有となる。しかし 現

千－j－制度においては，国営土地改良事業によ って完成し、固有財産となった施

設について，その後，その機能の一部を都市用水に移転し．その際それに対

応して都市用水側が建設費の一部を負担したとしても．共有とするための制

度は聞かれていない。建設当初においては共有とするための制度がありなが

ら，いったん施設が完成したのちにおいては，共有制度がないというこ と

は，考えてみれば，妙なことである。これは固有財産制が確立された当時に

おし、ては，施設の利用方式が変化するなどということは予想していなかった

ことによるものであろう。この問題については，現在検討が進められている

土地改良法改正案のなかでとりあげられている《

つぎに，国営事業に対して土地改良区が費用負担したとしても， その負担

に見合うもち分は認められなL、3 これは，土地改良区による貨用負担は、公

用負担であるとの解釈がとられているからである。

なお，参考までに，水資源開発公団の場合についてふれておく と，水資源

開発公団が新築または改築する水資源開発施設について．費用の ・部を負担

する第三者，たとえば上水道事業者等は，その負担額の総費用中に占める割

合に対応して， 施設の所有権のもち分をもつかどうかとし、う 疑問があ った

が，これについては，昭和43年2月1日付法制局第一部長から経済企画庁水

資源局長へあてた文書によって，消極に解するとの回答が寄せられているc
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しかし水資源開発公団が新築または改築する施設のうち，発電に係る部

分がある場合には，この部分については．公団は受託により ，事業を行なう

こととなり，この部分について発電事業者はもち分を有する。

13) 管理権

管理については，国営事業によ って造成された施設のうち，大規模な〆ム

その他のえん堤等の施設で治水 ・不lj水等の面において高度の公共性を有する

とともに，その管理に当って特別の技術的配慮を必要とし，かつ施設または

その操作による利害が二都府県以上にわたるもののうち，必要と認められる

ものについては，｜習が直轄で管理するが，その他のものについては，原則と

して県または土地改良区に管理委託されるの

県営造成施設については，県の条例の定めるところにより，県管理または

土地改良区に管理委託されるの

土地改良法に基づき，造成された施設を土地改良区等に管理委託されるの

；土‘土地改良財産についてであり，この財産のなかには国が取得した水利権

（主含まれていないっ したがって，管理委託がなされても，水利権は国が所有

することとなっている。ただし管理委託の際，管理委託方法書のなかに，

管理規程として，許可水利権と同様の内容の期別取水量が記載されるのが通

常である。

14) 敷地の所有権

水路敷等の所有権の帰属については，明治初年の地租改正の際における官

民有区分の取扱いにも関係している。地租改正の際には，開墾地，山林原野

稼場，道路，堤塘，墓地，社寺地等についての土地の所有の帰属を明らかに

した。この際，道路，堤塘，養水j留， i也，井手敷については，その状況によ

っ，官有地とされたものと民有地とされたものとあった。

3. 最近の動向と問題点

襲業水利に関する権利の帰属についての現行の制度のなかで最近におい

て．若干注目すべき事例が生じている。

その一つは，事業主体以外の者が水利権を取得しようとする地元側の動向

であるう国営で行なった安積疏水の水利権を安積疏水土地改良区が，県営亘

理地区の水利権を亘理土地改良区が， 府営高槻地区では大阪府と高槻市の両
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者が水利権を申請取得した。

つぎに県営で造成された施設を土地改良区に譲渡したことに伴い，水利権

が土地改良区に譲渡された事例がある。 名取川六郷堰， ）佐川大洲揚水機，筑

後川水縄揚水機などは，それぞれ県営で、造成され， 水利権も県が取得してい

たが，それらの施設が県から土地改良区に譲与されたことに伴い，水利権が

土地改良区に譲渡された。

また，圃営土地改良事業が行なわれる際，形式上は国に帰属するとされる

水路敷地について地元水利団体が長期間管理を行なってきたことを背景とし

て，潜在的な所有権あるいは財産的価値に対する発言権を主張するとい うこ

とがある。

これらの傾向を通じてみられることは，いままでは，通常であれば，国あ

るいは県に帰属していた権利を，地元側が現在与えられている制度的諸手段

を通じて 3 自らが取得するという動向が高ま ってきたこと，制度的な面で

は，通常は行なわれていない分野については地元側が実質的な権利を取得し

ようとする傾向が出てきたこと，であるっ

このような動向が最近出てきた背景としては，まず第一に， 水資源開発の

進展に伴い，地元側に，水を自然、によって与えられる資源としてでなく，投

資によって獲得しうる生産手段であるとの意識が高まったこと，そして，水

資源の稀少性が相対的に増加するに伴い，その財産的価値の活用の期待が高

まったことがある。

第二に，戦前から最近までの農業水利事業は，農業生産の増大という点に

指向され，国および地元が費用を支出して行なう事業において，国と地元と

は利益の方向が同一であった。 このため，地元には．国が水利権，所有権を

保持していることについて，屈に対する信頼関係が保たれていた。しかし，

現在，生産調整が考慮される農政の下では， 水利団体側には，国（土地元の利

益あるいは期待を保証しえないのではなし、かとの疑いが生じこのため．財

産的価値を増加しつつあると考えられる水利権，施設の所有権について，国

ではなく，自らが保持したいとの動機が生じたといったようなことが考えら

れる。

国営事業は，国の政策的観点から実施され，かっその結果としての施設

も，現行法の下では公物とされ，地元側の費用負担も，公用負担であるとの
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体系に仕組まれている。 しかし地元側にとっては，自らの地域について受

益する事業につき，国の援助を受け，国は事業の実施を代行するものである

との意識が存在するものと思われる。そして，この意識形成に一つの根拠を

与えているのは， 現行法による申請主義である。一方では， 3分の 2以上の

同意、があれば強制し得るとし、う規定は，事業の公共性を示すものとも考えら

れるが，本質においては，農業水利事業は，特定され，限定された受益者に

対する代行的性格を有するものであると認められる。

このようにして，現行法における制度的構成と，地元水利用者の意識との

聞にギャップが発生することになる。

たとえば，水資源開発公団によ って建設が計画されている房総導水路計画

は，国営で造成された両総用水の施設を共用することによって導水する計画

である。この場合，両総用水路は固有財産であるから，既存の水利用者に支

障を与えない限り，国の立場において施設の使用方法，その変更をなし得る

はずである。 しかるに，この房総導水路計画に対し，両総土地改良区理事長

から，新しい計画における用水の共用者となるはずの千葉県知事あてに， 「…

…本施設は国営事業によって造成されたとはし、え，多額の地元負担金を要し

たほか，農民の悲願達成への努力と犠牲の上に立って完成した財産で、ある。

したがって， これら農民の潜在的努力と犠牲的精神に対して相当の報謝を考

慮すべきである」との要望を行なっている。これは，現行制度による限り ，

地元側に施設の所有権は認められないものの，費用の負担，事業の積極的促

進主体であること等から，潜在的な所有権あるいは発言権のあることを表明

し7ιものという ことカミで‘きる。

施設の管理権の帰属については，管理の受託者が管理権をもっと解釈され

よう。ただし 「管理委託された固有財産に関する具体的な管理作用はすべ

て管理受託者が担当することとなるが， 当該財産の国の管理機関は，管理委

託することによ って， 従来当該財産について有していた管理権限を失い， 管

理責任を免れるものではな く，管理委託者による管理作用を監督する権限と

責任を有する」とされる。しかし現実には管理権に基づく発言権は，管理

受託者に存在するのを認めないわけにはし、かないであろう。これは，管理委

託とし、う制度が， 歴史的に行なわれてきた水利共同体による実態的な管理

と，固有財産制度との妥協的な措置である と考える ことによ って理解しうる
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であろう。

敷地の所有権の帰属については，より不明確な性格を残している。それは

地租改E当時の処理の仕方に関係しているといえよう c ー徳川時代にお いて

は， 土地に対する支配権と して，近代的な土地制度の下における所有権のよ

うな抽象的 ・観念的支配権，絶対的かつ包括的 （一物ー権主義的） な内容をも

っ支配権は存在しなかったのであって， 『所持』あるいは 『支配進退』と呼

ばれる具体的な支配権が土地の使用収益との関係において存在したものであ

る。」「現行法の認める近代的所有権が成立したのは，明治維新後近代的土地

制度が確立したときであり，｜明治政府は……地租改正を目的として全国の土

地を官有地と民有地に区分したのであるの右の官民有の区分lま，その土地に

対する人民の支配関係の存否，その強弱，およびその客観的明白性が基準と

されたもののようであるが……水路敷である土地についての官民有の区別の

基準は必ずしも明らかでな く，……民有の確証ある ものは民有地，民有地の

証なきものは官有地としているだけで明確ではなし、。」近代的所有権が確立

していない時期において民有とは， 「農民所有の民有地と認められるに 足 る

管理支配権をいうものと解するのが相当である」（注 ・昭42.8. 17. 「三田用水に

関する東京高裁判決」）しかし，現実には官有か民有かを確実な証拠書類により

立証できないものについては官有とするというような取扱いがな され てい

る。

そこで，現在，形式的に固有とされながら，現実には古来から水利共同体

が管理してきた水路敷については， その共同体の構成員の聞に潜在的な所有

権を主張するとし、う事例が最近各地でみられている。

4. 権利帰属のあり方の検討

以上のよ うな動向と問題に対して，如何なることが考えられるであろうか。

(1) 水利権主体と管理主体

河川法上の水利権の主体とは．流水の占用の許可を う：ナた者であるが，流

水の占用とは，最終的な段階において受益することを意味するのではな く，

河川｜から取水し，貯溜する行為を意味するのであ り，これは現実には水利施

設を管理することによってなされる。

古い時代における農業水利については，管理の機能は村落共同体に帰 属
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し，受益は農民に帰属していたのであり，いわゆる慣行水利権は，この両者

を包括するものとして理解されている。

したがって，河川法上の水利権すなわち流水占用権と、 いわゆる慣行水利

権とは，その包含する範囲が異なるのであり ，河川法上の水利権に対応する

ものは慣行水利権のうちの管理の権能であると理解される。

このように，河川法上の水利権主体を，慣行水利権の うちの管理の権能を

有する村落共同体に対応せしめるならば，河川法上の水利権は，本来的には，

農業水利施設を管理する主体に帰属せしめるのが，方向としては正しいであ

ろう。

管理主体に河川法上の水利権を付与すること とした場合，その管理主体

は， 水利権主体たるべく安定性をもっているかどうかという ことが問題とな

る。しかしこの問題は，直轄管理あるいは管理委託の制度の運用によ って行

なわれる管理が妥当であるかどうかというこ とである。管理主体の選定とか，

管理の内容が妥当かつ安定的であれば，管理主体が水利権主体となることに

何らの問題は生じない。なお，この問題については．最近の急速な都市化の

動向も考慮、に入れてお く必要がある。 都市化によ って，既存の水利団体等管

理団体が崩壊し，管理は，市町村に委されるケースが生じている。このよう

な管理の変更があるならば，これに伴って水利権主体も当然変化させられる

ことになろう。しかし，これは管理の不安定に基づく水利権の不安定を必ずし

も意味するものではなし、。都市化のよう に，本来水利用自身にも変化をもた

らすような社会経済的条件の変化の下では管理のあり方も変化するであろう

し， これに伴って，水利権の帰属が変化させられるのも当然であろう。

(2) 所有主体と管理主体，その両者の分離

現行制度においては，共有等の場合を除き，事業主体が所有主体であると

の構成をとっている。しかるに， 事業主体は，建設時における事業の計画，

設計，施行，費用負担等の側面において決定されるのに対し，事業完了後の

管理については，これらの側面から決定された事業主体が適当で、ある保証は

ない。これに対応するため，現行制度においては管理委託の方法がと られて

いる。 そして，所有主体と管理主体とは分離する。なお司現在の経済社会に

おし、ては，所有主体と管理主体とが一致しなければならぬ必要性はな く，む

しろ，両者は分離するのが一般的な傾向である。
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ところで，すで‘に述べたところの，施設の所有権が譲与されたことに伴

い，水利権が同一主体に譲渡されたという動向をどのように解釈するかとい

うことでるるが，これは， 所有主体と水利権主体とが本来一致せしめらるべ

きものとしての動向を示すものではなく，所有権が管理受託者に移された結

果，受託に基づく管理ではなく、本来的な，所有権を基礎にしたところの管

理となったこと，これにより，より管理の権能が充実されたと理解して，水

利権譲渡の要望あるいは必要性が生じたことにより行なわれた状況であると

理解できょう。

(3) 水路敷地に対する支配権

水路敷地については，すで、に述べたような収扱いによって地砲改正の際に

官民有が区分されたために，現在形式的に固有とされながら，現実には古来

から水利共同体が管・理してきた水路敷については，それら構成員の聞に．潜

在的な所有権を主張するという傾向がみられ，これが水利事業の計画，他積

水利との調整に際して問題を生ずる原因となっている。 しかし，この水利団

体の潜在的な所有権の主張は，実は近代的概念における所有権の主張ではな

く，古来からの管理支配に対するその見返りとしての経済的評価を主張して

いるものと認めるべきである。ところが，現状では，経済的価値の発生する

根拠が司所有権にのみ与えられていることから，この水利団体の主張は所有

権に対する主張として現われるのである。この主張に対して．かつて不明確

であった官民有区分の結果をもとに，近代的法体系によ り，所有権は国が取

得しているものであること，そしてその当然の結果として地元水利団体には

すべての権利の主張の根拠はないと論理構成しようとするところに無理が生

ずるものと思われる。

この問題については，水路敷地についての地粧の所有権と管理支配権とを

1：＞＜：別し，それらが，別個の主体に帰属する場合のあり得ること，そして， 所

有権に基づく資産価値と管理権に基づく経済制Ji値とを区別して考えるという

ことが考えられよう。すなわち，土地における底土権と表土権‘所有権と耕

作権類似の考え方ができないかとうかというのが筆者の主張である。もちろ

ん，それぞれの価値評価の基準およひ．具体的な評価の仕方等についてむずか

しい問題が存在しょうが，いずれにしても，現在，権利の帰属をめぐって調

整困難な問題が生じている事例の主要部分は解決の糸口が見出される ものと
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思われる。

以上の方式に対して提出されると予想される若干の疑問あるいは反論に対

して吟味をしておこう。

第一に，水利調整を容易とするため，水利権は固または県が取得すべきで

あるとの論があろう。水需給の緊迫化に伴い，その調整主体として園または

県の果たす役割は今後ますます増大することはたしかである。しかしその

役割は水利権主体としてよりも，国，県等の本来の行政的立場に立って行な

われることのほうが重要となろう。また，その場合，水利権主体であること

が必要であるならば，それは同時に管理主体であること，すなわち，直轄管

理を行なうことによって処理することが望ましいであろう。

第二に，水利権の安定性，確実性のため， 水利権は，施設の所有主体が取

得すべきであるとの論があろう。

このことについては，前に述べたように，所有主体から管理権が分離して

し、くのは，一般的な傾向としてもみられることである。その場合，このよう

な管理権が分離した後の所有主体に水利権を帰属せしめることは，現実の水

利権行使の面からみて，かえって安定性 ・確実性が失われることとなろ う。

また，本来，水利権主体と しては妥当でない主体に，たんに所有主体で、あ

るという理由によ って河川法上の水利権を付与することとなるならば，別途

に妥当なる主体すなわち管理主体に，実質的な水利権すなわちいわゆる慣行

水利権が発生することとなる。現在，水利調整に関して，困難な問題が発生

している理由の一つは，河川法上の水利権と，慣行水利権とのま花離，相克に

よると思われるのである。

第三に，水利権を国，県以外の主体に取得させる ことは， 水利権が私的利

益の対象とされることとなり，好ましくないとの論があろう。

水利権が，その本来目的から離れて，私的目的のための利益の対象とされ

ることは好ましくないのはもちろんである。しかしこれを防止するのは，水

利権主体の問題としてでなく，許可の条件，施設の所有権の明確化， とくに

水路敷等の所有権の明確化，その他行政的指置によって対処すべきものであ

り，また，それによることの方がより効果的である。なお，本稿における私

論にわたる部分はすべて筆者個人の見解である。

（農林省，農地企画専門官）
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