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農業用排水施設管理の法的諸問題

浜田忠久

1. 問題の所在

本稿の問題意識は， ほぼ安井正巳氏 「農業水利に関する権利の帰属」（「水

科学」78号） と同様であるが， ここで、は同氏が提起された問題点が具体的にど

のようなかたちで、生起しているか，日常の行政実務を通じて知りえた具体的

事例を紹介することに重点をおいて述べることにしたい。

農業水利施設の管理をめぐり水利権，所有権，管理権等の関係がなぜ問題

にされるのか，重複をいとわずその問題の所在を整理すれば，次の如 くであ

る。

（ア） 農業水利施設の利用関係については，従来制度的に明確な措置が講

ぜられていなかった。一一旧来の水利団体が明治以降近代法の法体系秩序へ

の移行の過程における制度的な整理の根拠としては，河川法，固有財産法の

ほか， 明治 7年布告第 120号 「改正地所名称区別」， 明治24年内務省訓令第

462号 「地盤ノ官有ニ属スル堤塘道路並木敷処分方ノ件」等があげられる

が，これらの法規は何れも概括的規定であって，その具体的適用の仕方は法

規自身のうちからは読みとることができなし、。このような事情は，耕地整理

法，水利組合法等を通じ現行土地改良法体系にも尾をヲ 1 ~ 、ているもの とみら

れる。
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（イ） 現実の利用について近代法の論理を観念的に適用すれば，水の利用

に関する権利，施設所有権，地盤所有権がそれぞれ独立に成立しう ると考え

られる（現実の利用について考えられる法的構成）。

（ウ） しかし，現行法制上以上のごとき法制は，公法の分野（土地改良法，

地方自治法，農地法，公有水面埋立法等） においても，私法の分野（民法，不動産

受記法等）においても明確に意識さjにていなし、。 その理由は，平穏に農業に

おける水利用が継続されている限りさして問題にならず，法律構成をする必

要性がなかったし，また，これまでの農業水利施設は，その構造機能上地盤

との一体性が強く，地盤所有権と施設所有権とを区別する実益がなかったか

らである（例えば，土水路と愛知用水水路，武蔵水路とを対比してみればよ

い）。つまり，論理的には明確で、はたし、が， 明確にする必要性がなかったた

め，制度発足以来特別な問題が生じなかったのである。

（エ） ところが，これらの権利関係が現時点において特に問題にされるよ

うになった所以は，一つには，水利施設の構造規模が変化したこと（高度化

による価値の増大）， もう一つには，他転の可能性を通じて一般的に権利意識

が高められたことにより，各地に権利関係をめぐるトラブ‘ルが発生し， 紛争

解決の基準設定の必要性が生じていることにある。一一一従来においても農業

水利施設の他転がなされなかったわけで、はないが，ケース ・パイ ・ケースで

処理され， 一般的なかたちで問題となるようなことはなかったしまた，農

業水利施設の利用関係に関する判例，学説も主として農業水利内部における

紛争処理のため，具体的事実の解決に必要な限りのものであって，その論理

を直ちに普遍的に行政上の取扱基準としうるものではなかった。

都市化の進行に伴う土地と水に関する都市的需要の1曽大と農業的利用の減

少により 3 現に農業に利用されてし、る大量の土地と水が今後急速，かっ，大

規模に都市側へ転用されようとしている現在，これまでの権利関係を固定的

なものから流動的なものとして，その法的構成を検討せざるを得ない段階に

きているといえるのではなかろうか。

2. 具体的事例

農業水利体系の骨格は，藩政時代にほぼ完成しているので，明治初期の地

租改正に伴い私有地に対し地券が発行されたときには，すでに現在の水利施
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設の大半は存在していたわけである。したがって，土地改良区等の管理して

いる水利施設のうち，旧来の水利団体から受継いでいる基本的部分の地盤の

所有関係は地租改正にあたっての官民有区分により決定されたものである。

池溝等に対する官民有区分は，改正地所名称区別，明治8年7月8日地租

改正事務局議定出張官員心得書等に基づき， 民有地の確証あるものは民有

地，確証のないものは官有地とする方針で進められた。 しかしその実態

は，池溝等は民有地とされても除税地であったため，地租改正を目的とする

官民有区分につき政府の関心は薄く，また農民の側においてもまだ近代的な

所有意識が微弱で、あったうえに，池溝等は水利団体が支配し，取引の対象と

なることが予想されない土地であったことから，必ずしも具体的支配関係に

ついての十分な調査がなされないまま処理されたので、はないかと思われる。

現実の水利施設の地盤の帰属状況をみると，一般的に用排水路敷は，そのほ

とんどが官有地に編入され，固有無籍地（t、わゆる「青線」とよばれているもの）

になっているが，ため池敷は国有無籍地のほか部落有地，共有地，個人有地

等に分れ一定していない。一例を示すと次の如くである。

区 分 管 理 者 所在受益面積 水利施設 地盤所有者

水路 校川鶴田土地改良区 青森 1, 085 ha 用排水路33kmI固有無籍地 100% 

II 越前堰 II 岩手 1,527 II 40 99 

II 千貫石 II 1,900 75 100 

II 仁井田堰 II ’秋田 1,073 ” 40 ，， 90 

ため池 i平野新 ’1 ｜新潟 ｜ 100 五千石池 大半

用 水 組 合 ！石川 15 II!停 戊 j也 受益者の共有

水 軍リ 組 合 ｜三重 40 猿野大池 水利組合員の共有

” 
II 大阪 56 薩 摩 池 部落

，， 11 尊心ヶ谷池 部落と個人共有

土地改良区等の農業水利施設に対する支配は，このような水利施設（地盤）

に対する近代的所有権とは無関係に社会的に承認されて来たわけで、あるが，

それは歴史的に行なわれてきた具体的 ・事実的なものであるために，外部と

の新しい事件にぶつかったとき，その支配権に対する法的評価の違いが現わ

れ，さまざまな問題が生ずる ことになる。

なお，次に掲げる事例は，主に土地改良区側からの聴取によるもので，こ

れらに対する市町村等の意見は聴いていないため，一面的なみかたになって
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いる点があるかも しれないことをお断りしておく。

（注） 水利施設の地盤所有の大勢は官民有区分により決められたわけであるが，

個々の施設についてみると，決して単純なものではない。 明治以降水利施設に対し

ては，いろいろな事業主体によるさまざまな改修，更新事業が行なわれてきている

が，これらの事業により施設が変更されたり，肱張されたり した場合には，その部

分に係る用地は通常それぞれの事業主体が取得しているので，国有無籍地といわれ

る水路をとりあげてみても，国有無；持地のみの場合は少な く，改良区有地，県有地

あるいは農林省有地が部分的にはりつし、ていることが多L、。例えば，宮田用水（愛

知），明治用水（愛知）等。また，明治23年勅令第135号「官有地特別処分規則」第

3条により水利団体が無償譲渡を受けている場合も相当みうけられる。例えば，那

須疏7](（栃木），入箆用水（愛知），満j良池（香川｜），牛ヵ首用水（富山）等。

( 1 ) 農業水利施設の管理支配に影響するもの・土地区画整理事業にかかった場合の障害事例 明治用水（愛知）ー←

市の行なう土地区画整理事業の旅行地区に，改良区の管理する用水路（地

盤｜通有無籍地） がかかることになり， その付替工事について事前に市と打合

せを行なっていたが，付替えられた結果は，その一部が当初の計画とは異な

り道路敷に埋設されてしま った。改良区には地盤の所有権がないので，通水

に直接支障がない以上，強く抗議もできずそのままになっている。道路敷に

埋設されたことは，補修工事を行なうに経費が制み，工事の制限を うける等

の不利益がある。

このほか，改良区では，土地区画整理事業に関連する問題として，無籍地

である水路の付替が都市側の都合から道路に沿って側溝のような形で行なわ

れ，その排水を受けるようなことになり困っている例があること，水路整備

により水路敷地に余裕をだしそれを道路として利用するようなことも行な

われているが，改良区には所有権がないので何ら利するところがないこと等

をあげている。

（注 1) 明治用水の受益地は 7, 600ha で， 安城市，；＼lj谷市， ~~rn市等にまたがり，

余地域が名古屋市を中心とする広核都市圏に包括されている。このため地区内に

は，土地区画整理法による区画整理事業にかかるところが相当にでてきている。

（注2) 水路整備による余剰地の利用ということは，一般の土地改良事業による

改修工事によっても生ずる。例えば．現在施行中の国営天竜川下流地区では，幅員

8～lOmの寺谷幹線水路（寺谷用水土地改良区管理） を1j1高員 3～6mに改修してい
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るので相当の余剰地が生まれ，これが県道の拡幅用地として利用されることになっ

ている。

・ 隣接地からの侵害による障害事例一一木津用水（愛知）一一

改良区が管理している水路の提塘の法尻には多少の余裕地があり 3 堤塘の

保護，管理用道路，資材置場等として役立っているが，この地盤が国有無籍

地であって，隣接地との境界が明確でないことから，隣接地が侵害してくる

場合も起こっている。しかし改良区には所有権がないので境界を確定する

権限がなく，これを阻止することができないでいる。

（注） 用掛水路と して利用されている国有無籍地は， 国の立場からは国有財産法

の適用があり，公共用財産（普通河川｜）として管理され，地方公共団体の立場から

は地方自治法に基づく行政事務条例が制定され，公物管理がなされている場合もあ

る。しかしいずれの機関においても台帳，図面等その範囲を確定し得るような資料

は，今のところ整備していなし、。

( 2 ) 農業外利用との調整に関連するもの

都市化過程における農業水利施設の管理との課題には，①工場，住宅等の

廃水の流入により水質汚潟が増大していること，②農地の減少等により余裕

の生じた農業水利施設（または余剰水）の都市用水への活用の要請が強ま って

いること，これに対し③管理主体である土地改良区等は，受益地の減少， 農

家の兼業化等により弱体化しこれまでの管理方法を継続することが困難に

なりつつあること，これらの問題を前提に農業側と都市側との利用関係をい

かに調整していくかということがある。

このような都市の進出に対し，土地改良区のとっている対策は， 一つに

は，市町村からの助成であり，もう一つは，工場廃水等に対する他目的使用

等の取扱いである。昭和45年に都市化地域の土地改良区について行な った調

受益地… 言出額一宮町 1 ~出繁一宮
市メ口込街化区域の制調査地区 l の成金の割 一目的用量の割 一ー

0また % % %0叉は % % % 
は不明～1010～50 50～不 明～1010～50 50～ 

～30 % 31 17 22 9 

30～50 % 13 10 1 9 4 

50～80 % 8 3 I 3 1 1 5 3 

80 %～ 13 3 8 1 4 

未定（不明） 47 21 15 4 7 35 8 4 

計 112 59 31 14 8 79 25 8 
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（注 1) 本調査は，新都市計画法に基づく線引に対する改良区の対応の仕方を調

ベるため， 地方農政局ごとに線引にかかる改良区を規模511] (lOOha未満，100～
500ha, 500～1,000ha, 1,000ha以上）にほぼ4地区ずつ選んで調査表を送付し，記

入を依頼する方法により行なった。集計の対象になった地区は，北海道東北20，関

東17，北陸12，東海15，近畿16，中四国17，九州15である。

（注2) 支出額とは，水利施設の維持管理費のほか，建設費，負担金，償還金，

事務費等改良区のすべての支出額である。

（注3) 多目的使用の取扱いは，ブロック別にも違いが現れ，近畿，東海では半

数以上が適用しているのに対し， 北海道，東北では10%台に過ぎない。

査結果からみると，次のように半数の地区で市町村助成を受け， 3分の 1の

地区で他目的使用料等を徴収している。

このように他目的使用等を通じて外部との接触が始まると，そこに改良区

の管理権の性格が問題にされ，場合によっては所有権の有無による違いが現

われることにもなってくる。・都市排水に対処するにあたっての障害事例一一一木津用水一一『

改良区では，受益地の水路に排水している工場等から水路の保全および淡

深のための協力費を徴収するとと もに，今後の排水については，水質保全の

ため浄化設備を設けたものに限り認めるとの方針を決め，関係市町村に協力

方を申し入れた。ところが，この措置が地域開発や住民生活に与える影響が

大きいこと，改良区の水路のなかに河川が入り混っていることなどから改良

区の管理権限にまで問題が及び，結局協力費の徴収については市町村の協力

が得られず，この措置は実行されたし、ままになっている。

昭和43年 6月15日の中日新聞朝刊は改良区の取扱方針について，「受益地

域一帯は同用水路のほか，普通の小河川も網の自のように広がり，双方が合

流しているところも多く，一般家庭が下水を流す道路ばたのミゾやドブも流

れ込んでいる。……改良区自身がまだ具体的な対象工場，事務所，一般世帯

の実数をつかんでいないうえ，①同用水と一般小河川の合流部分も多く，こ

の区別がはっきりしない地帯もある。②下水道や浄化設備の完備していない

地区は長い間の慣例として同用水を利用してきたなどのほか，負担金徴収の

技術面でもいろいろ問題があり，実施までには相当の波乱も予想される。」と

いうふうに取り上げている。

（注） 木津用水地区は，小牧市，春日井市など6市6町村にまたがり，当初5,200
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ha程度の受益面積を有していたが，現在では転用が進み 4,000 ha台に減少してい

る。宮田用水とともに木曾川から取水し， 地区内に配水しているが，水路の地盤の

大半は固有無籍地であって，普通河川である。・使用者との交渉を困難に している事例←一一宮田用水 （愛知）一一一

この地区の水路は，木曾川の旧河川敷を転用したもので，地域の低位部を

流下する用排兼用の水路（地盤固有無籍地）であり，地域住民には河川として

の意識が強く（例えば，大江幹線水路が大江川とよばれている），これまで住宅，

工場等の廃水も当然のことのように農業用水路む排水してきた。したがって

汚濁対策等の理由から他目的使用の扱いをしようとしてもなかなかスムース

にはいかず，場合によっては改良区の管理権が問題にされ， 高圧的な態度に

でられ，難航することがある。

このような事例は各地で聞かれることで， 例えば，胆沢平野（岩手）， 西蒲

原（新潟） などでは，排出者からの使用料の徴収には抵抗が強いので， 市町

村負担の方向で検討しているし，また，富山県下の改良区では，発電タムの

建設による冷水被害補償交渉において， 水利施設に対する改良区の権利が問

題にされたこと等から，期成同盟会を作り水利施設の譲与運動を起こしたこ

とがあった。

（注） 明治用水， 宮田用水等が中心にな り， 愛知県土地改良連合では， 「都市化

の進行により改良区管理の農業用水路は下水路化する傾向にあり，改良区では用材｜

分離事業等の対策を講じているが，改良区に所有権のないことは，都市化対策を講

ずるうえに力が弱く，また管理上も手続の煩しさや無用な制約を受け，管理の適正

を期するうえに障害になっている。Jとの理由から，国有無籍地等の譲与運動を進

めている。・固有無籍地に係る水路を区別して取扱っている事例一一淀川左岸（大

阪）一一

淀川左岸地区は，寝屋川市，大東市等7市 1mrにまたがる淀川下流地域に

位置し，全地域の80%が市街化区域に入っている。このため農地転用は著し

く，昭和36年に 3,200haであった受益地が， 45年には半分の 1,600 haに減

少し しかも経営規模が 0.3ha未満の零細農家が過半数を占め， 水田の生

産力も低い。

このため，土地改良区の運営費の相当部分は農業用排水路に排出する工

場，住宅等からの他目的使用料に頼っている。改良区では，他目的使用の取
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扱いに関し昭和36年に「施設使用規定」を定めているが，この規程によると，

改良区の管理する水路のうち固有無籍地に係る部分については，改良区の所

有に係る部分と区別して公有水面とよび，その使用料も流水阻害負担金とい

う名目にし改良区所有の水路よりも安くしている （例えば，構造物では改良

区所有地にあっては3,000円であるのに対し，公有水面は2,000円となっている）。 こ

のような取扱いは，都市側との利用関係の調整にあたり，所有権問題から生

ずる利用者との摩擦を避けるための措置で、はないかと考えられる。

・ 水路堤塘の一般使用による障害事例一一木津用水一一

水路の堤塘が水路の管理用道路との併用になっていることから，一般の通

行にも使用されることになり（改良区に何らの連絡なく 市町村道に認定されてい

るところもある）， 最近ではトラック等の通行により堤塘が崩れるようなおそ

れも生じている。しかし地盤が固有地であって，慣行的なものになっている

ので，これを禁止することができないでいるが， 事故が起こった場合，かえ

って防護柵等を設置していないことで，改良区の管理責任が間われるのでは

ないかと心配している。

（注 1) 見沼用水（固有地特別処分規則で地盤の譲与を受けている）では，市町

村からの申し入れにより堤塘を道路として使用させるにあたっては，路面の整備を

市町村が行なうほか，道路としての使用にも耐えうるよう市町村に40%の事業費を

負担させて水路の整備を行なっている。

（注2) 宮田用水で、は現在幹線水路の管路化を進めているが，相当広い面積なの

でその上部を道路，駐車場等に活用することも考えられている。そのようなことに

なれば，施設，地盤の所有関係が当然問題になるだろう。

・ 都市用水との共用にあたっての処理事例一一明治用水一一

国営矢作川総合土地改良事業で改良区の管理している幹線水路（地盤国有無

籍地）を，工業用水（愛知県）との共用施設として改修することになったが，

改良区ではこの工業用水との共用について，「この水路は明治 14年に開さく

して以来組合の施設として，改良区の手で、守ってきたものであるから，たと

え改良区に形式的な所有権がないとしても， 新しく水路（敷）を使用する工

業用水は改良区に通行料を支払うべきである。別の場所に水路を新設すると

すれば用地代が必要なのだから，改良区の水路に対してもそれに見合うもの

を支払うのが当然だ。」との態度で愛知県に通行料を要求した。

このような改良区の主張もあって，当地区の共同事業費のアロケーション
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にあたっては，工業用水側の身替り建設費のなかに工事費のほか水路敷地の

用地費が計上された。

( 3 ) 施設の用途廃止に関連するもの

国，県宮土地改良事業に対しては地元が事業費の一部を負担しているが，

その事業により造成された施設は， 新設，改修（土水路のライニング等） を問

わず，固有または県有財産と して取扱われている。通常は土地改良法等の規

定に基づき，その管理は地元土地改良区等に委ねられるので，造成施設を国

有叉は県有財産とするこ とが特に問題にされるこは少ないが，いざこれらの

施設の用途が廃止され，改良区の手から離れるということになると， このよ

うな取扱いについての問題点一一ー地元負担部分の評価，改修前の施設の関係

ーーが表面化することになる。

・ 県営施設に対する地元の財産的権利が認められた事例一一 庄東地区

（富山）ー一一

庄東土地改良区が管理していた潮止水門が富山， 高岡新産業都市計画に基

づく新富山港建設により撤去されることになった。この水門は， 富山県営放

生津潟沿岸排水改良事業（昭和24～26年）により造成されたもので，所有権は

富山県に属し，改良区は管理受託者に過ぎなかったが，改良区では水門の撤

去に伴う農地の塩害補償とは別に，施設自体に対する補償を要求し， 7,300

千円の補償金を受取った。

この補償金は，潮止水門の残存耐用年数に見合う建設費の地元 負担分

(25%）に基づいて計算されている。

・ 改良区が潜在的所有権を主張している事例一一宮竹用水（石川）一一

国営手取川第一事業 （昭和19～25年）で，手取川左岸地区の宮竹用水の取入

水門，隆道，開水路を改修し，改修後の施設は土地改良財産として改良区に

管理委託してきたが，今回県営事業でこれまでの取水位置を変更したことか

ら施設の一部が不要になり， その部分を管理委託から除外するこ とになっ

た。改良区では， この不要になった部分について， 「改良区の施設であった

ものを国が部分的に補修，改修をしたとたん全施設が土地改良財産となり，

用途廃止後は国が自由に処分できるというのはおかしな話である。もともと

改良区のものであったのだから，用途廃止後の施設は改良区に引渡すべきで
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ある。」として施設の譲与を要求してし、る。改良区は，これらの施設のうち，

隠道部分はなめこの栽培に利用し， 開水路部分は県道計画があるのでその用

地に提供する予定でいる。

（注） 用途廃止後の土地改良財産を土地改良区等へ談与する道としては，土抱改

良法第94条の 4または国有財産法第2E：条があるが，これらの規定では，寄付に係る

ものまたは負担した管理’伐の範囲内に限定されている。

( 4 ) 施設（地盤）の転用処分に関連するもの

農業水利施設の用途が廃止され，その地盤が他用途に転用される場合は，

地盤に対する関係者聞の権利関係が最も問題になる典型的ケースであるとい

える。つまり，転用処分ということになると，これまで唆昧なままに放置さ

れてきた水利権，管理権，地盤所有権などの関係をすべて清算し，関係者の

権利内容を具体的に評価せざるをえないだけに，法的核心にふれる問題が多

く，紛争になっている例もみうけられる。

（注） 特にため池は数ヘクタ ーノレから数十ヘクタ ーノレと相当まとまった面積を有

しているので，都市開発の対象に適当であり，大阪，兵庫等のため池かんがL、地帯ー

では，効率の悪くなったため池の住宅，工場，学校， 病院，公開等の用地への転用

が相当進んでし、る。例えば，兵庫県では昭和34～44年度までに 131個のため池が転

用されている し，堺市の以北ニュータウン計画では 800伯1のため池を30個に廃止統

合することになっているのまた，香川県では香川用水のIHHeに伴ってため池の一部

を廃止しようとする動きがあることから，香川大学に調査委託し，ため池の新しい

利用方法について研究を進めている。

・ ため池の転用に関する法制の不備が問題にされた事例 第51回国会

衆議院予算委員会第 4分科会一一

ため池の転用に伴う国有地盤の.It：扱いについては， 国会でも加藤清二議員

が名古屋の牧野池等の紛争事例を取上げて，法告IJ，取扱い上の不備を問題に

したことがある。その論旨を昭和41一年3月1日の議事録から要約すると，次

のようなことになる。

農民の汗とあぶらがしみ込んでし、る池が，その利用方法が変ったとたん国

が所有権を主張し，どこの馬の骨か判らない連中が召し上げていってしまう

ことから紛争が生ずることになる。国は，国有だとし、L、ながら池の管理につ

いて何ら予算措置をするわけで‘はなく，台帳すら備えていなし、。

もともと，池というものは，誰がどうしようとどこへも持って行けるもの
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ではなく，その周辺の者がみんなで利用し利益を受けてきたということで，

民有の申請がなされなかったため固有といわれてきているだけのことで，固

有だとする法的根拠は極めて薄弱である。

地域社会の発展のために池の利用方法が変った場合，まず第ーに農民の権

利が保護されなければならないのに，現実には池を守ってきた農民が一番不

利益を受けている。ノリの補償，河J11の補償などは行なわれているのに，池

の転用についてだけは，農民の権利が何らの補償なく消滅させられてしま

う。このようなことでは，いつまでたっても紛争が絶えず，国家事業の推進

にも大きな障害となるので，国は，地盤に対する権利の帰属について是非基

木線を示す必要がある。

・地盤に対し水利権者が権利を主張した事例一一ー今池 （大阪）一一

堺市黒土町にあった今池 （地盤約1ha堺市と個人の共有）は， 14.6haをかん

がし、するため池で，任意水利組合（組合員75名）が管理してきたが．周辺の住

宅建設が進んだこ とに伴い学校の増設が必要となり，その用地としてこの今

池が転用されることになった。当初市では，ため池の代替施設としての深井

戸と，その管理費を負担することで組合の了解（水利権の放棄） を得ょうとし

たが，組合側は，①明治初年の地券発行に際しては．地床所有者が不明か暖

味なまま仮定の名義で届けたことが多いので，地床名義人が直ちにその土地

の所有者に相当するか否か疑問である。②仮に名義人が所有者であるとして

も，池に対しては水利権者 （組合） の権利があり， これは他に水源を確保し

たからといって解消できるものではなし水利権の付いた土地の水利権を解

消するには，何程かの補償金を支払うのが当然である等の理由を掲げ，反当

15万円の補償を要求した。結局，市は代替施設を設置するほか，池敷上の築

造物を除去 し 水利権 （地上権）を解消することに対する代償として 反当 5

万円を組合に支払ったにの事例は，竹山増次郎氏 「溜池の所有権及水利権の実証

的研究」による）。

・地盤価格の一定割合を管理者が徴収している事例一一一光明池（大阪）

光明池土地改良区（和泉市外3市，受益面積990ha）は，府営事業（昭和5年～

14年）で光明池を築造することに関連し， 地区内の配水施設を整理統合する

とと もに，効率の悪し、 150町の皿池を潰廃して開回するこ とを目的として発
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足した。当初開団地からは，「廃池が開墾によりて価値を生ずるに至る原因

は，組合の事業に依り有利なる条件の廃池に代るべき新水源を得，また廃池

自体の開墾に要する養水をも与えられるが故に，ここに始めて埋立工事を行

ない土地の利用価値を著しく増進する結果となるのであって，代水なき従来

の池は如何に地の利を得たりといえども，水面としての外にこれを利用する

途はなく，池敷自体の経済価値は殆んど認むる能わず……」との理由で，水

利改良費等の一般事業費分と して，組合の評価した開団地価格の25%を徴収

していた。

開田は計画の60%程度まで進み，その後は直接宅地に開発されるようにな

ったが，改良区では従来の開田地に対する扱いと同様の方式を踏襲し，転用

地価格の25%を開発者から徴収している。 この取扱いについて，改良区で

は，ため池の潰廃についての処理方式はすでに確立しているものであり，残

存農地のために水路整備等の水利子当が必要となるので当然の措置だとみて

丸、る。

・地盤所有権の帰属に関する紛争事例一一聞の池（大阪）一一一

堺市鳳西町に存する聞の池（地盤1.3ha）は，旧鳳町が堺市と 合併するに際

し同町から地元3地区の代表者7名に他の 4個の池とともに払下げられた

が，その後3地区の利用の実態に応じて池床名義が整理され，同池は新在家

地区の代表者3名の共有になった。

この池が土地会社に代金48,000千円て、売払われたことから，地絵所有権

をめぐり地区内の困地所有者（42名）とその他の在住者（38名）との聞に紛

争が生じ，非農業者から代金の一部を支払えとの訴えがなされた。非農業者

は， 「田地所有者は水利権を有するに過ぎず，地盤は全部落民の共同所有で

ある」と主張しているのに対し， 田地所有者は， 「池の管理は団地所有者の
たずなか

団体である田主仲が行ない，その経費は反別に応じ田地所有者が負担してき

たので，池の所有権は田主仲に帰属し，田地所有者がその面積に応じて持分

を有するものである。部落民であっても田地を持たない者には持分はない。」

と反論しているη 裁判所の判決は，「近代的土地所有権が成立したのは明治

初年の地租改正においてであるところ，原告等の木訴請求を裏付けるために

は，右の地租改正に際して本件溜池の所有権の帰属が明治政府によってどの

ように決定されたか，即ち部落，部落民ない しは被告等の主張する田主仲な
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る団体がその所有権の主体と認められたか，あるいは地租改正当時本件溜池

に対する事実支配がどのように行なわれていたか等の点を明らかにすること

が一つの重要点であると思料される」が，原告の主張には，当時の所有権の

帰属につき， これを推認せしめるに足る証拠がないとして棄却した（大阪地

裁堺支部44.11. 10判決）。

（注） 大阪近郊のため池は，土地台帳上部落有（共有）になっている場合が多い

が，堺市では，最近部落有のため池の廃止処分について，次のような方針をとって

いる（科学技術庁「水利による地域総合開発計画案」による）。

er 水利権者，養魚関係者の承諾（補償も含む）を得た上で，吉f，務（町会）総会を

聞いてその処分の相手方，価格，代金の使途を決め，処分の申請を市長あてに行な

う。

~ 市は部落の計画を妥当と認めたときは，その案件を市議会に語って承認する。

cr-市の承認があったときは，部務代表は，市長に対して部落財産を市有とするよ

うに名儀人の表示変更登記の依頼をする。

④｝也事在の買受人は，表示変更登記が行なわれた後，市から買受ける。ただし，代

金は部落代表者に支払われ， 代表者が領収証を発行する。

⑤ 代表者l工代金全額を市収入役に預託し，収入役は，市の雑託金として管理するC

(Q この金は，部落総会で議決し，市が承認した補償金を支払う場合と公共事業を

行なう場合に，部務代表者の請求によって支出される。・売払代金の取扱L、に関する紛争事例一一三宅町土地改良区（大阪）一一

松原市三宅町に存する大海池 (J也縫18.7 ha）は， 以前旧三宅村のものであ

ったが，自作農創設特別措置法第15条により同村から買収し 同法第16条に

より三宅村水利農業協同組合に売渡された。その後三宅町土地改良区が設立

されたので，同改良区は，他の財産とともにこのため池を水利農業協同組合

から承継し管理してきた。と ころが改良区は，昭和43年にこのため池を総

代会に諮ったうえで，製パン工場に価格 310,000千円で売却した。売払代金

の一部は残存農地の水源手当のために支出し，その他は改良区の基本財産に

組入れた。

松原市の市議会は， この池の処分 をとりあげ， 大海池はもともと自治体

（旧三宅村財産区）のものであったのだから，市の「部落有財産の処分に関す

る条例」の取扱いに準じ，売払代金の2割は市に納めさせるべきではなし、か

と，問題にしたc 改良区は，松原市の申し入れに対し， 金銭の納付は拒否し

たが，これに代るものとして，これまで市に対して要求していた排水路の改
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修工事を改良区の負担で行なう ことにした。

（注） 松原市では部J答有財産の処分tこついて，部荷台財産の処分に関する条例（昭

和41年条例第18号）および同条例施行規則J（昭和41年規則第10号）を定めて，その

取扱いを規定している。

同条例第 4条「部落有財産の処分により生じた収入金の内， 10分の 8は関係区域

内の公共事業に充当し，10分の 2は市の公共事業に要する経貨に充当する。」

同規則第5条「条例l第4条に規定する処分金のうち 10分の 8i土 ， 地方 l~I 治法第

235条の 4第2項の規定により歳入歳出外現金の例により取扱うものとし， 10分の

2は松原市一般会計歳入金とする。」

3. むすびに代えて

歴史的にみれば，流水利用権，施設所有権および地盤所有権は，一体とし

て封建的な土地所有関係の内容を構成していたものとみられる。明治以降近

代的な法律制度が導入せられた際にも，利用関係の実態に変化がなかったた

め，利用関係そのものについて制度的に明確な法的憐成はなされず，一般的

な国有財産法の適用との関連で、必要最少限の規制しかなされなかった（問題

を生ずるのは，原則的に明治以前に造成され，その後改良，更新が行なわれた筋設に

ついてである）。

水利施設の地盤についての固有無籍地の取扱い，国営造成施設の固有財産

としての取扱いはいずれも この例であって，従来， 問題とならなかったの

は， 農業的利用が継続されている限り，農民にとってみれば，当該施設が国

有であろうと土地改良区有であろうと問題とならなかったからに過ぎない。

したがって，現行法体系の形式的適用によって襲民の要望を一律に退ける

ことは， 理論的にも問題であると忠われるし（三回用本最高裁判決）， また，

笑政策論と しても資源の円滑な移行を促進する という観点からみて妥当でな

いであろう。

現実にも，前掲の諸例の如く何らかのかたちで実質的な権利の存在を認め

ざるを得ない場合が多いのである。問題は，このような処理が力関係によ っ

て左右され，明確なノレールが存しないこと（ごね得あるいは 泣寝入り 現象）に

あるように思われる。行政上の問題としても， 安積疎水や那須疎 水地区で

は， 国営土地改良事業の実施にあたり国の水利権の取得が地元の抵抗により

困離になっている如く，また，明治清水地区では地盤に対する農民の支配権
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を認めざるを得なかった如く ，放置し得なくなるのではなかろうか。今回の

土地改良法改正において も，このような事態にかんがみ，国営造成施設の他

種用水との共有化にあたってのその対価の一部の地元への還元，農業用排水

施設の都市排水等との利用関係の調整につき所要の措置を講ずることにして

いるが，改正が急がれ時間的余裕のないまま，基本的な問題の解決は見送ら

れている。このためには，農業用排水施設の利用関係の実態について全国的

系統的に情報を収集するとともに，法理論的な検討が必要かと思われる。識

者の検討の一助ともなればと考え，雑文を草した所以で、ある。

（農林省，農地局，管理課）
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