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箱根用水の開さくと利水の展開

一一 江戸時代初期新田開発の 1例一一

高瀬 和 昌

第 1章箱根用水の聞きく

第1節箱根用水開さくの背景と地域の水利事情

旧駿河国と相撲国との国境である富士山東麓の湖尻峠を県境として静岡県

駿東郡と神奈川県足柄下郡とが位置している。

駿東郡の地質は浸透性の強い火山灰質の砂喋層であり奴水性の強い地質で

ある。

この地方唯一の河川である黄瀬川iは降雨量3,OOOmmといわれる富士山を

水源としているが水量は意外に少ない。流水の大半が地下へ浸透して伏流と

なるためで、あり，この地下水脈が旧黄瀬川を流れているといわれている。

すなわち富士火山の活動による溶岩流の噴出により本来の葉瀬川は50～60

メー トルの厚さで埋没してしまい，この旧黄瀬川へ地表の砂磯層，亀裂に富

む溶岩流を通して降水の大半が浸透し，旧河道を流下しているようである。

このような地勢であるから駿東地方がつねに農業用水の不足に悩まされて

いたことは想像に難〈ない。

箱根用水完成前は天水場すなわち田植を梅雨によ って行なう ことのできる
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場所または溶岩流の末端で、伏流水の湧出している個所に水田が散在していた

にすぎず，その他の土地は雑穀ていどしか収穫できなかったとしづ。

他方，箱根峠～湖尻峠東側の足柄下郡箱根地方は降雨量が多 く，大正13午

より昭和22年に至る24年間の平均年間降雨量は 2,742mmであり，最大の昭

和13年には 5,111 mm，最少の昭和15{F-でも 1,863 mmを記録しており全国

平均年間降雨量 l,600 mm強より多い。

また，芦ノ湖周辺の降水の大半は火口原湖である芦ノ湖へ流入しており ，
さかきがわ

ここからの流出口は逆川とよばれる早川への流出口1個所のみであった。

このような地域であるから駿東部内の各村はしぼし；ぎ皐害に悩まされ．水

量の乏しい黄瀬川のほか新しい水源を切唱していた。

ところが‘戦国の動乱が終息する頃からl波乱を通して発達した土木技術等

を応用して各地で新田開発がさかんとなった。

このような立地および時代的社会背景によって寛文 6(1666）年にいたり

友野与右衛門ら江戸の町人4名は湖尻峠の中腹に隆道を掘り，さらに西斜面

に人工の深良川を開さく して湖水を駿東郡へ導き，これを新たな水源と して

駿東平野に新田を開発することを企てた。今日，この隆道と用水路を箱根用

水と総称している。

隆道工事は寛文10(1670）年に完成し， 駿東郡の各村も箱根用水によって

芦ノ湖の水を利用できるようになった。そして，この新しい水源の利用によ

って芦ノ 湖をめぐって従来と異なる形態の水利用が始まり，この地方に新し

L、水利秩序が形成された。

すなわち，単に湖水の利用に止ま らず，芦ノ湖の流出口をせき止め，水位

を調節する権利が駿東側に生じ，このため箱根側はしばしば溢水あるいは早

舷におびやかされるようになり，芦ノ湖の水位調節をめぐって両者聞に基本

的な形の水利紛争が提起され今日に至っている。

第2節箱根用水着工の事情

私が箱根用水に興味をもち資料の収集を始めて驚いたのは，今日，芦ノ湖

の湖水利用の権利を保有している芦ノ湖水利組合 （駿東郡所在）には箱根用

水完成後の記録が数多く保存されているにもかかわらず，同組合の権利取得

の源ともいう べき隆道工事の文書が 1通も保存されていないことである。
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また，江戸時代における日本最長の｜謹道工事（704間＝l,279. 9m）を行な

いながら付近には当時の石碑，その他の記念物も存せず箱根用水の存在に言

及した古文書もきわめて少ない。

これは箱根用水創始時の事情にその主因があるように思われる。

江戸幕府創立とともに，箱根には東海道の往来を監視する関所が設置さ

れ，箱根をはさんだ相模固と駿河固との交通は厳重な制約をうけた。この関

係の一端をみると，新編相模国風土記稿によれば 「飯塚湖水の北涯にあり，

此辺惣て菅野なり，塚の大さ十二間許，相伝ふ古へ此地駿河，伊豆辺より権

現へ詣る往還にて，午飯を喫せし茶舗などありし遺名なり，霊より神宮山の

麓を歴，湖涯に傍ひて社前に至りしに，今の箱根御関所を置れし後，不入の

地となり ，此路を停廃せらるJとあり，神奈川叢書 「貞享三年御引渡記録集

成」によれば，「ー，駿河戸山堀貫江元箱根より船参候者改候儀権現領元箱根

名主共ニ手形出之申付有之」となっており，湖上の舟運も厳しく監視されて

いた。このような状況であったから相撲国と駿河国とが隆道によって通ずる

と関所の間道として利用されるとし、う疑惑が幕府にあったためか工事の許可

がなかなかおりず＼着工後もしばしば幕府役人の立ち入り，取り調べが行な

われたことは「駿河国駿東郡疏水工事附控」（箱根神社大系所収）に明 らかで

ある。

このような箱根用水着工当時の事情を研究すると幕府の新田政策と開発企

業者との関連，あるいは当代一流の土木技術を 1町人が保有していたこと等

の興味深い事柄があらわれてくるが今回は論考の中心を新田開発におく。

この開発事業で興味深いことは箱根神社が積極的に工事計画に関与し友

野ら企業者を後援していることである。

元来，芦ノ湖は箱根神社の境内とみなされ， 「箱根権現御手洗の水」とも呼

ばれて神聖視されており，ここから取水することは箱根神社の承認を得ては

じめて可能となるのであった。

宗教界の常として，保守的であとベき箱根神社の歴代別当が箱根峠の真下

を掘り抜いて芦ノ湖の水を相模国からj駿河国へ導くとし、う当時としては常識

を超えた工事に多大の支援を与えているのは決して善意からのみ発した行為

ではなく，十分に現実の利益が期待で、きたからであろう。

友野らが工事着手の 3年前の寛文3年に箱根神社へ納めた願状によれば
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「……今度，湖切貫，新田企所願成就，如意満足祈所，右為祈祷領，新国之内

而弐百石之所永代御神領可令奉納者也」 とあり， 堀貫（隆道）が完成すれば

新田開発が可能となるので，このうちの 200石を謝礼として寄進する と誓約

している。箱根神社の社領は伊豆田方郡に 200石があったが，新聞開発が成

功すればさらに 200石が奉納されることになり，仮に隆道工事が失敗に帰し

た場合は用水が駿東地方へ流出しないだけで芦ノ湖の現況に変化はなく ，箱

根神社が失う ものはなにもなし、。

これが箱根神社をして箱根用水開発事業の第一の支持者とした最大の理由

であろう。そして箱根神社が開発事業の有力な支持者となったことは友野ら

企業者にとってきわめて都合がよかったといえる。同神社は駿河国三島の三

島神社とともに鎌倉幕府以来，関東武土の崇敬が篤く，武土階級に大きな影

響力をも っていたので、幕府や小田原藩の許可を うけるうえで箱根神社別当の

後援が有利に働いたことは想像に難くなし、。

しかしながら，寛文 3年に工事成功を祈って箱根神社へ願状を納め，許可

を得てから実際に工事に着手するまでには3年を費しており，工事の実現ま

でに数多 くの障害があったこともまたたしかである。

この社会的な障害を排して（あるいは， これと妥協して）， 箱根用水の工

事は着手されたので、あるが， その背景となった当時の新国政策を一瞥してみ

る。

徳川幕府による近世封建体制が確立され，戦乱が終息する頃から次第に新

田開発が盛んになった。 この新田開発は戦国大名が領内の経済力増強のため

行なった前時代のそれと比較すると， 大河川の流域等を対象とした大規模な

ものが多し、。戦乱を通して軍学の一部として発達した土木技術の利用，ある

いは大河川流域など l国1円を領有する大々名の出現など新田開発の機還を

上昇させる社会的 ・技術的条件の成熟があったためであるが，他方，江戸時

代初頭よりすでに参勤交代等で財政悪化の傾向にあった各務が殖産振興ある

いは新田開発による貢租の増徴を図ったからでもある。

もちろん経済的理由による新田開発のほか， 政治的あるいは軍事的理由に

よる新田開発も江戸時代初期には例が多かったようである。

近隣諸藩に対して防禦拠点を構成する新田集落，あるいは旧領主の遺臣等

の不平分子を収容するための新田開発事業などがこれである。
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このような目的による新田の分類のほか，開発者の別によって新田開発を

分類すれば， まず幕府，藩等のいわゆる官営による新田開発のほか大身の藩

士が知行地内で行なった新田開発，地方の有力者すなわち戦国時代から財力

を貯えている武土的豪農等が行なった新田開発，または巨額な資本を蓄積し

た豪商が投資の一環として新田開発を行ーなった例も多L、。

友野与右衛門を輩出したと思われる駿府の友野家は，芦ノ湖水利組合所蔵

の調書によれば，甲州武田氏の遺臣ともいわれ代々町年寄を勤めた旧家で、あ

る。同家は寛文 6年の箱根用水工事に先立ち，明暦年聞には静岡県安倍川筋

で与左衛門（与右衛門ではなし、）新田と称する新田を開発しており，相当の

資本（おそらくは家伝の）と，土木技術を保有しており，この範暗に入る。

藩土が知行地内で開発した新田は検地を受け，増封と して禄高に加える こ

とができたが，開田の労力を知行地内の賦役によって調達し，また採草地等

まで開田して古田の生産向上を阻害した例も多く，蔵入地の増加すなわち藩

自体の財力向上には直接的には役立たず，各落ともしだいに藩土の行なう新

田開発は禁止していった。豪農あるいは豪商が行なった新田開発は，企業者

が領主の許可のもとに新田百姓を集めて自己の費用で開発したいわゆる見立

新田あるいは町人請負新田によるものである。

箱根用水の場合，友野ら開発者が着工に当り小田原藩と とりかわした手形

では次のような条件となっている。

差上申手形之事（抜牽）

一，今度箱根湖私共自分之以入E駿河戸山堀貫御厨領沼津領へ水取新田畑

回出来仕日損回へ水掛リ 可申由御訴訟申上候処望ノ通被仰付難有奉存｛民

事

一，水海之水堀貫ノ、パ六尺高サ三尺堀抜水通可申候。芦湖之水落過候ハパ

海尻之水関留可申候間湖水之水ハ少シモカケ減申間敷候様奉存候

ー，絵図面ニ仕差上申候新田場高七千石モ有之御座候間百姓仕付之儀其所

村之地主ニ為作可申候。尤相談之上其掛分ハ分限ニ為開可申候間余分ハ

私共ノ手作又ハ外よ り百姓仕付申候事

一，私共闘申候田地ハ御水帳ニ私共名ヲ御附ケ可被下侯 外之者共開申候

分ハ其之名ニ可被成御付候事

一，新田成就仕候ノ、パ拾五分之ー米迄御領地内者可被下｛民事
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湖之水掛ケ出来仕候新田私共開候分ハ七年之内作リ得ニ可被成候外

之者共開候新田モ地主相対ニ而七ヶ年以内上穀私共取可申候ニ付五年之

内開候分ハ其開発之年ヨリ七年右之通リ作リ取被仰付可被下候 勿論五

年j副長分ハ少モ構申間敷1長率。

（この文書は芦ノ湖水利組合所蔵の写しであるが誤写と思はれる個所も多

い。原本不明）

このほか日損田（日影の田）および畑の田となったものの水掛料について

も次に示すように詳細に規定している。

一，下土狩村，竹原村， 岩波村三ケ所之日損田七拾町余可有御座候由此分

ハ水掛日損不仕候ハパ一ヶ年上田一反ニ付米一斗九升，中｜』一反ニ付米

一斗五升，下回一反ニ付米一斗一升宛七年可被下候 但シ其年ハ出来ニ

応シ右之通リ可被下1民事

一，畑之田ニ成候分は上回一反ニ米二斗，中田一反ニ米一斗七升，下回一

反ニ米一斗四升ツツ是又七年可被下侯 尤日損一切御取上無之候ハパ私

共取申間敷候事

この手形によれば隠道工事の資金は全て企業者（元締と称している） の負

担であり ，障道の貫通により濯i慨可能となる駿東地方で新田IJPJ発を行なおう

としているが，開田はまず地先の言j持百姓が行なうこととし，それができな

い場合は元締が直接，小作人を使役して開発するか，あるいは他所より農民

をH子び入れて開因することとしている。

この事業で潤発された土地の配分は元締が開発した士A地の うち15分の 1が

除地として元締に与えられるほかは全て藩主の直轄する土地となり新田百姓

は領主に直接貢納する高持百姓となるとされている。

菊地利夫氏は近世初期に土豪，豪商，大身の武士等の開発した新田を見立

新田と命名し，これの一層発展した形態で、ある江戸中期以降の資本を蓄積し

た町人の開発した新田を町人請負新田と定義しているが，それぞれの特徴に

ついて 「町人請負新田はその収穫を年貢分，新団地主分，小｛乍百姓分と3分

割するが，見立新田はその収穫を年貢分と百姓作徳分に 2分割し， JJIJに新国

開発者に与える除地を設けたことは近世初期の土地生産性の低さが原因であ

る。土地生産力が低いために年貢と作徳のほか新田地主分が残らなかったの

である。」と述べている。



箱根用水の場合，小田原

領では元締の開発した新

田，他の者が5年以内に開

発した新田，いずれも 7年

聞は年貢が免ぜられ，この

間，年貢相当分が元締の収

入となる とされており，年

貢と百姓作待、分を除くと残

余がな くなることを示して

いる。 7年間の賦課免除は
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写真1 深良 川

隆道開さくと新田開発に対する報酬であろう。

結局，小田原領では7年間の年貢相当分および日損田と田成畑より 7年間

徴収する水掛料によって投下資本を回収し，その残余とさらに年貢その他の

賦課を免ぜ、られている除地から上る収益が元締の企業利潤であった。

さらにこの時代の特色として新田村が形成された場合，開発者は務主から

村役人等の社会的地位とそれに伴う特権をうけており，箱根用水の場合 も

「私共開申候団地ハ御水帳ニ私共名ヲ御附ケ可被下候。……」と手形にもあ

るとおり新田に開発者の名を冠することが約束されており，元締には開発者

としての社会的な名誉が保証されていた。

他方，幕府（沼津代官領）ととつかわした手形で、は開発可能地を 1,000石

と推定し 5年以内に開発された新田は15年間年貢が免ぜ、られ， これが元締

の収入となる約束であった。年貢免除は小田原領の 7年間にくらべると 2倍

の15年間であるが，小田原領で認められている除地および日損田等からの水

掛料の徴収等は一切認められていなし、。

このように小田原領と沼津領とで許可条件が異なっているのは一般に町人

や土豪の行なった新田開発は権力者すなわち領主や藩当局との交渉によって

開発権を得ていたからであり ，許可条件は政治的取引によって生じた産物に

ほかならないからである。

したがって，開発の許可に伴う条件は開発者と権力者との力関係あるいは

交渉課程によって大きく異なるのは当然、ともいえる。
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第3節新田開発事業の成果

ここで友野等の開発方法をみると，彼らは豪商であるとはいえ自ら全新田

を開発しようとしているわけではなし、。費用を全額負担しているのは隆道工

事に関してだけであり，開田はまず地先の農民に行なわせ， 残余を 元締が

「手作り」すなわち小作人を集めて自分で開発するか，または外部より新田

百姓を呼び寄せて開発する ことにしているのは前述のとおりである。

元締たちが開発の主力として期待している古村の農民が， 新田開発に従事

できる期聞は主として農閑期であり，当然、のことながら耕作も古田が優先す

る。さらに問題となるのは新田が予定通り開発されても開発に従事した農民

が全て新田百姓として在村するとは限らないことである。また， 外部に労力

を求める場合，容易に労力が調達できるとは限らない。

このように，この開発事業では開発および耕作の労働力確保に不安定な要

素が当初から存在していた。

こうして寛文6年（1666）に開始された開発事業はどのような経過をたど

ったのであろうか。

寛文10年（1670）隆道が貫通したが，その後の元締達の消息は投獄，追

放，処刑等い くつかの説があるが明らかではなし、。

深良村の名主穂蔵は開発事業について次のよ うな記録を書き残している。

ー，三拾六年以前亥ノ年（寛文11年） より段々回成畑出来仕候 同年八月

満水ニ而深良村之内向井田申所ノ新土手ヲ押切田畑畑砂置川掛ケ御座候

則元メ 入用ニ而田砂置川掛ケ起シ帰シ土手普請共々仕事候事

一，弐拾八年以前未年（延宝7年）右元メ水支配放申以後前御地頭様御役

人中よ り留沢村（富沢村？）勘兵衛，深良村源之丞両人ニ堀抜海面より

木瀬川落合迄諸役普請ふれ役被仰付其節よ り水掛リ村々江何普請ニ不依

惣高割ニ被仰付候 右翌年卯ノ春堰下村々より反別守付書付村々より私

共両人江差出し申候其節之惣高六千三拾石余御座候事

これによれば寛文11年 （1671）には畑で濃瓶が可能となり，田になったも

のがあらわれている。芦ノ湖の水が駿東供uへ流下するようになったためで‘あ

ろう。しかし開発事業は延宝7年（1679）には元締たちの手を離れている0

4、田原領の場合でいえば，5年間の開発年限と投資の回収期間である鍬下7
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年間の計12年間（最長の場合）で開発事業は終了する予定であったが， 9年で

事業は元締の手を離れている。それ以後は水系の各村が共同で黄瀬川合流点

までの新川開さく工事を続行している。この工事は 1年で完了しており， 芦

ノ湖の水を駿東地方へ引き入れる水利事業の仕上げのような工事であったら

しし、。この時の濯概区域（堰下村々と称した）の各村の惣（総）高は 6,030

石とあり，これは小田原領，幕府領を含めた全面積と思われるが，古田と新

田を合せた石高で、あろう。 これから判断する と箱根用水による新田開発予定

高 8,000石 （小田原領7,000石，幕府領 1,000石）にははるかに及ばない。

この事業を友野ら元締が経営している聞に開発された新田高が判明しない

が，彼らが箱根神社へ約束した新田 200石の奉納は実現しなかった。元文5

年（1750）に箱根神社は駿東郡29村が芦ノ湖の水を引用する代償として約束

した御供米を奉納しないと寺社奉行に訴えているが，これによれば新田寄進

が御供米（天明年間に至って米30俵，それまでは初穂、料若干）に変更され，

奉納者も元締ではな く駿東郡の各村となっており ，開発事業は町人資本から

村受へと変わり， 当初予定した新田を寄進するほどの成果が上がらなかった

ことがわかる。

一般に新田開発が行なわれることは領主にとって貢租の増徴という点では

好ましいことであるが，開発事業を行なうためいくつもの保護奨励策がとら

れる場合，古村の農民が新田村へ流入する例も多く新田の開発と古田の維

持，ひいては古村の存続とのあいだに競合関係を生ずるとし寸矛盾に直面す

る。このよ うな状態を生じた場合，新田開発はしばしば禁止され，あるいは

制約を うけている。

近世初期において人口増加は古村の収容力を上回るほどには達せず，この

ような時期の新田開発ではしばしば新田百姓に不足を生じ，他国からの移住

者や，はなはだしい場合は赦免を条件に犯罪人を募っている例もある。

要するに新田開発が是認されるのは古村の存続に悪影響を与えないという

前提があってのことであり， それ以外は新田開発は農村を荒廃させる要因と

考えられていたわけであり，とくに町人資本による新凹開発が自給自足を理

想として貨幣経済体制を排してきた封建体制下の農村の社会構造を変革する

と，権力者に認められれば事業の遂行はきわめて困難となる。

友野ら元締が当初は領主の許可を得ながら， 所期の成果が上がらないまま
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中途で事業から離れ（ある

いは追放され）たのは工事

の遅延あるいは労力， 資金

の不足による停滞に加え

て，このような町人請負に

よる新田開発を好まない意

向が幕府を初め領主側にあ

って種々制約をうけたため

であり，あるいは当初から

幕府は開発事業を機をみて

写真2 箱根峠中腹より見た深良地区

没収する方針をもっていたとも考えられる。

かくして元締たちが開発事業から離れたのち水路（深良）｜｜）を完成させ，

湖水を濯瓶に供したのは各村共同の村受工事であったわけで‘ある。

新田開発事業の経過は以上のようであるが，この事業のため芦ノ 湖をめくお

る水利秩序に大きな変化が起こった。

まず，当然のことであるがそれまで利用されていなかった芦ノ湖の湖水を

駿東側が利用する権利を得たことである。その内容を検討すると，芦ノ湖か

ら取水するため駿東側はまず水位を調節できるようになった。これは箱根用

水の取り入れ口の敷高よりも湖水位を高めておくために早川への流出口を土

俵で締め切ることによ って実施される ようになった。そしてこれが慣例とな

り，それまで湖水の締切，切り落しを行なってきた箱根神社と元箱根村は，

これに対する発言力をしだいに失い、70年後の元文 5年に箱根神社が水位調

節に不満を感じて寺社奉行に訴えた訴状では， 「往古より水高を積り分石を

相定め右分石水高く水包み候せつは元箱根より人足さしだし分石の通り水き

り落し申し候定格ござ候 しかれども用水さはりに水しもまかりなり申さず

候」とあり，古くから水位を調節する慣行があったことと箱根用水の開通後

は箱根側は水位を自ら調節することがなくなったことを述べ，その権利が駿

東側に握られたことを認め 「水貯へ候儀は分石の通り に仰せつけられ下され

侯ゃう願奉り」と訴えている。

すなわち，芦ノ湖はこの水利事業によって生じた新たな水利秩序のもとに

置かれるようになったのである。その後，現在にいたるまで数回の訴訟と和
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解の くりかえしによって芦ノ湖の水利権が駿東側にある ことが認められてい

るが， その内容に関する争いはしばしば起きている。

第 2章 江戸時代の水利秩序

第1節水利組合の構成

今日，芦ノ湖の水利権を保有する芦ノ湖水利組合は箱根用水開さく工事に

関与した29ヵ村を総称する「井組」と称する申し合せ組合が明治18年に組織

した水利土功協議会の後身であるが， その村落の全てが平等の利水条件にお

かれていたので、はなく ，当然のことながら各村の水争いも しばしば生じてい

たこ とはいう までもなし、。

このことは村内の各農民聞においても同様であったろう。

一般的にみて，ある水利秩序のもとで 1村が他村に優越する地位を有して

いる例が多いが，これは水利組織創設時の事情，すなわち工費の負担， 用地

の提供，所属する領主の勢力の強弱，あるいは組織への参加時期の前後等の

事情や，その後の水利紛争によって有利な地位を得たからにほかならなし、。

箱根用水は隠道の貫通後，いつしか水掛りの29ヵ村が上 ・中 ・下の 3郷に

大別されるようになった。これは領主の別によって区分されたも のではな

し 取水量の多少や取水順位の前後を示す区分で、もないが，上郷に属する村

は取水に関しては他郷よりも有利な位置を占めていたよ うである。

元禄年聞における各郷の内訳は，

上郷 （11村） 小田原領2，荻野 （小田原落支藩）領l，底本領8

中郷（ 9村） 小田原領8，旗本領l

下郷（ 9村） 幕府領6，旗本領3

である。箱根用水を利用する29村が 3郷に大別されるよ うになった理由は，

まず第 1に用水量であろう。流下する水量が少ないため29村全部が同時に取

水する ことができず， やむなく流域の村を 3分して順次取水するよ うになっ

たので、あろう。

また，在来の慣行を成文化した定書が各領主より下達された安 永 5年以

後，全流域を通して取入口の数が今日に至るまで増加していないのも，各取
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第1図 泊根用水系統図
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入口新設が厳重な制約下におかれていたからであろう。

水利組織を構成する各村が領主を異にしている場合，同一領主に属する村

村が共同して他領の村に当る形態が多いが，箱根用水の如く水利組織を構成

する村 が々 3郷に大別され，これが水利活動の単位組織となる と，郷を異に

すれば同一領主に属する村であっても，水利活動に関しては同ーの立場にあ

るとはF艮らな〈なる。

29村を包含する水利組織は「井組」とも「堰下村々」とも称しているが，

その起元は当初小田原藩（稲葉氏）が29村中よ り2名の「普請ふれ役」を選

任して友野与右衛門らの開発事業を継承させた各村の共同工事の指揮を執ら

せたことに始まる。

その後（稲葉氏転封後か）， 井和1の支配権は沼津代官 （後に三島代官）へ

移行し，元禄元年（1688）に沼津代官は 「堰下村々の願出」により水役人 2

名，水門番4名を選任している。そして元文年間にはすでに水役人として

「水配人」を各郷から 2名ずつ選ぶことが慣例となっている。水配人は配水

業務に関しては強力な権限を有してし、たが， これを各郷から同数ずつ選任し

ているのは各村は平等に遇せられるとし寸 前提があり，しかも各村同時の取

水活動が不可能で，時差活動を行なわさPるを得なかったために「郷」という

中問機構を設けたためであろう。 「郷」を設けたため井組の水利活動は各郷

の合議によって運営されることが慣例となり，水配人は各郷の代表者として

共同で箱根用水を管理するようになったので、ある。

かくして，中問機構である「郷」が一種の水利団体の形態を有してきた。

このため，井組は取水活動では29村の集合体という よりも，むしろ 3郷の連

合体にふさわしい外容を呈して くるわけである。しかし各郷に属する村々

が，郷単位で完全に結束するほどには郷内の利害が一致していないところに

郷が完全な水利団体とはなり得ず中問機構に止まり ，各村の独立性が残った

原因があるようである。

明治以降， 水利組合が結成されたが，運営方法の大綱は変わらず，組合管

理者の権能は水配人の業務には及ぱなし、。

第2節水利秩序の形成

農業水利に関する規範は慣行の形をと って存在する例が多いが， これは短
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期間に成立したものではな く，長期間ある事実が継続して存在したことによ

り形づくられる。

もちろん，慣行は不変の存在ではないが，強固で一度その慣行が確立すれ

ば内容を変更することはきわめて困難である。

今日まで存在しつづけてきた水利慣行の多くは，いずれも封建領主の権限

の強かった当時の紛争の裁決として示された判例による規範，あるいは組合

の意志として締結された申し合せ等に基づいている。箱根用水もその例外で

はないので，まず過去の水利紛争について検討しそこからどのような規範

が形づくられたかを調べてみた。

（ア） 宝永 3年 （1706）の訴訟

現存する最古の訴訟記録である訴状控によれば，宝永 2年6月に豪雨によ

り深良村地先の新川の堤防が決潰したため深良村は前例のとおり水下の村々

より人足を出して復旧するよう村役人である水配人を通して要求した。しか

し水下の各村がこれに応じないため深良村で、人足 192人を出して7月までに

修理しその費用負担を再度水下の村々へ申し入れたが， これも聞き入れら

れず，沼津代官所へ提訴したものである。

しかし沼津代官所の裁定では解決をみず，さ らに幕府評定所へ訴え出た。

これに対し評定所は宝永4年に「降雨の際は深良村の山水も押入る」との

理由で費用負担は深良村 3分の 1，他の28村3分の 2と判定し，「田地水掛け

候帳面の高を以て相定め候Jと濯i既面積の石高を費用賦課の基準として公式

に採用している。

水掛りの29村中，最大の村である深良村は深良川 （新JII）すなわち隆道の

落ち口より木瀬川合流点までの水路を開さくするため河底となる土地を提供

し このため豪雨出水の際，し：まいま堤防が決潰するなど深良川が村内を通

過しているための損出があり，そのたびに他の村と宝永4年の訴訟の如き争

L、をくり返している。

前記の訴状にもあるよ うに箱根用水の完成後，深良村地先の堤防の決潰の

たびTこ他の28村は共同して復旧工事にあたることになっているが， 宝永～享

保期にかけては宝永4年の富士山の噴火等の災害が相次ぎ，農村の疲弊はは

なはだしく，いきおい用水施設の維持修繕はゆきとどかなくなる。 したがっ

て宝永4年の裁決後も規模は異なるが，深良村はしばしば新川氾濫の被害を
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うけ，同様な争いが時折発生していたよ うである。

このためか，安永 9年（1780）すなわち箱根用水完成後 110年目にして大

規模な改修工事を行なう際， 取水量の増加を目的とした水門口の掘り下げ工

事に深良村は反対を表明している。深良村は農村にとって最大の関心事であ

る取水量の増大よりも洪水を心配しているが，これに対して水下の28村は新

川筋の水損（洪水）に際しての復旧を保証してやっと承諾を得ている。

これによって隆道と新川筋の大改修が国役普請で行なわれ， 流下量の増大

が可能となった。この頃，ょうや〈箱根用水の流下量に不足をきたすほど用

水の需要が増大していることを示している。これには当然，新田の増加も含

まれているのであろう。

しかしその後も28村の保証は履行されない場合があったらしく，寛政3

年（1791）に再度，深良村は訴訟を起こしたが28村は金40両と米 150俵を提

供して和解した。ただし 40両は永代預り金と称して実際には支出せず，利

息に相当する額（年利 1割5分）を各村が石高割で、拠出し毎年支払うことと

している。

その後， この規定は固く守られ明治以後も貨幣価値の変動で自然消滅する

まで反別割で利子支払が続き，洪水時の堤防復旧保証については組合予算中

の新川堤防助成金として今日まで受け継がれている。

このほか水利秩序の形成に関する紛争のうち主なものを検討してみると，

水利施設の維持管理費用の負担を濯瓶地の石高割とすることは早くから確定

していたが，配水方法については明確な規定がなく，井組内部の紛争の大半

は配水方法に起因するものが多かった。

（イ） 宝永5年（1708）の訴訟

これは上郷9村 ・下郷9村中 6村が．中郷9村全部と上郷2村 ・下郷1村

を相手どって起こした訴訟で、ある。

これによれば下郷側は「箱根用水から取水をはじめて以来，上 ・中郷は 1

日1夜番水を引き下郷へはそのうち10分の 2を引き入れている慣行」を主張

し，中郷側は 「2日2夜水を引き入れる権利がある」 と応酬している。これ

に対し評定所は検使を派遣し札明したが，「双方申所分明ならず」と両者の主

張を退け「中郷へ二日二夜引候はば上郷下郷用水不足たるべく候 畢寛木瀬

川瀬名沢湖水引候分量不同にこれあり異論に及ぶと相聞え候 只今迄勤め来
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る水配候役人取放ち，上郷中郷下郷にて水配候役六人代官より吟味の上，申

し付くべき間，水上水下甲乙な く用水を引くべく尤も堀筋修理入用凌人足高

割に之を出すベし。」と判定し， 水配の村役人の不明に責を負わせ，用水量

の平等と費用負担の高割を再確認して示した。この原則は例規として今日ま

で踏襲されている。

（吟安永5年（1776）の訴訟

これは佐野村（中郷）ほか10村が久根村（中郷）ほか14村を訴えたもの

で，「上郷がわがままに水を引き入れるため，中郷 ・下郷が渇水に及ぶ」と述

べているが，これは評定所へ提訴することなく宝永5年の裁決状にもとづい

て各郷の名主の話合で解決している。

その際の各村名主連名の監督役人あて請書によれば，これまで各郷より 2

名ずつ選任された水配人が配水業務を差図して木（黄）瀬）｜｜， 瀬名沢，芦ノ

湖の水を新川へ合流させて 3郷が平等に取水してきたが，上郷は木瀬川の流

水を地水と唱して堰止め，湖水だけを流下させ，また，下流の水配人が切り

落した堰を再び、堰止め， 「散し水」「夜水」「聞の水」などと称して水配人の差

図にそむいて取水していることが判明した。上郷はこれについて諸々弁明し

たが採りあげられず，「既に宝永年中水論御裁許御書下け）こて，木瀬川瀬名沢

湖水引き候分量これあるべからずと相聞之候……芳々三水一つ川へ流入候用

水路に地水湖水の差別はこれなく候」と斥けられている。しかし上郷各村の

責任は聞はず「……是までの水配人宜しからず」と水配人個人の責に帰して

いるe この解決方法も先規である宝永5年の裁決にのっとって妥協が成立し

たのであろう。

この場合も紛争の原因を水配人の不明に帰しているのは理否を判定するた

めには紛争の原因を明らかにして責任を問わなければならず，しかも敗訴し

た村々をも承服させる程度の軽い処分でなければ井組全体の結束に影響を与

え，各領主聞の争いともなるおそれがあるからであろう。この場合も水配人

はその職務を解任されただけで、それ以上の処罰は受けていなし、。

水論においては内容が複雑あるいは用水不足に原因があり，理否の判定を

明示することが困難あるいは不適当と思われる事例が多く，裁決を永びかせ

結局は配水の仕方が悪いことに結論づけ，水配人にそのつど責任を取らせ訴

訟の当事者である村々をなだめ，その間に雨が降るので現実的な解決法であ
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ったともいえる。

この事件を契機として箱根用水に関係する領主閣で統ーした配水規定が作

成され，各郷の水配人に下達された。

これは配水，管理，治水に関して水配人が執行すべき事項を16条にわたっ

て詳細に規定し， さらにこれに公式の注釈を加えたものであり，「前々より給

給役人共相渡置候申合定書ニ不抱此度新に向後水配人勤相極候定書」と標題

にある ように，以後，今日までこの定蓄が基準となり配水方法，配水時期等

一定の配水秩序が形成され，それ以来この秩序が箱根用水の水利体系を維持

するためのより どころと して守られてきた。明治以後の配水規定も この主旨

にもとづいて作成されている。

(.:r.) 安永5年の水配定書

この定書の各条を通しての論旨は 3郷聞の平等をあらためて強調している

ことであり ，取水量を各郷平等にすることを目標とし水配人の執務方法も

これを実現するよ う定めている。すなわち水配人の執務態度について，

「一，水配人共ハ井組一統自他之無差別用水取扱候事故諸事逐熟談類、腹蔵

申合可致侯若依伯晶買ハ不及E~不届之義於有之ハ此度吟味之上押込手鎖

過料銭ノ、勿論其罪相当之答申付候事」

とあり，これまでの判例にはみられなかった配水業務の過失あるいは慣例違

反その他の配水上の不当行為に対する処罰規定が設けられている。

配水方法については，

「ー， 上郷水配人上役下役両人下郷へ下リ 田面水之多少を相改其日ハ下郷

之水配専相勤候中郷水配両人ハ上郷へ上リ右同断 下郷水配ハ中郷へ上

リ右同断 各人足召連れ水之多少に従ひ候て早々堰口可相直事」

と各郷の水配人をして相互に他郷の配水を司どらせて，他郷の状況を監視さ

せ，各堰の番人は各堰の水下の村より 出すこと とし， 「了管これあり」 とし

て高持百姓を推奨し使用人， 日雇等を斥けている。

この配水体制は今日に至るまで踏襲され，現在の芦ノ湖水利組合水配人設

置条例（昭和8年 7月施行）も 「第 1条ノ 乙，水配人は｜日僚に基き各郷に於

て予選したる者より管理者これを推薦し組合議会に於てこれを決定する」，

「第2条 水配人は管理者の指揮に従い旧慣に基き貯水分水及びこれに関す

る一切の事務を処理する」と規定し，さらに水配人服務規定（昭和11年4月
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施行，同32年9月改正）は「第 l条本組合水配ニ関シ古来ョリ三郷間並ニ

郷内ニ定メラレタル諸規定及ピ従来ノ慣行ト ニヨ リ執行シ補則 トシテ本服務

規程ニ従ヒ勤務スルモノト ス」と成文の服務規定よりも古来よりの慣行，幕

府時代の定書によって業務を執行すべきことを定めている。

これは一度確立された水利秩序は固定され，動かし難いとし、う農業水利秩

序の性格を加実に示している。この秩序は制定当時は必ずしも不合理な内容

ばかりではなく ，これに変わるべき名案がないため定められたという妥当性

を多分に保有していても，これが氷年にわたって行なわれることにより，地

域社会全般に認められる権威を有するようになると，これを変更することが

きわめて困難となるからである。

しかしながら社会の推移により，この水利秩序確立時とは社会構造が変容

しているにもかかわらず，水利秩序が変更されていないと ころに農業水利秩

序とその存在している今日の社会との不適合が生ずる。ここに農業水利秩序

が含む問題の大半が存しているのである。

第 3節小田原藩による支配悔の確立

駿東郡の各村は，友野与右衛門ら町人資本による開発事業挫折ののち小田

原藩の命のもとにこれを続行したが，自治組織としての井組が組織されたと

き，これは沼津代官（後に三島代官）の管轄下にあったことは前述のとおり

である。

ところが，元文 2年（1737）にし、たり井組は小田原藩の支配下に入ること

になった。

これに対し他の領主に属する11村 （上郷8村，中郷1村，下郷2村）は小

田原藩の支配を望まず，名主の連名でそれぞれの地頭役人に 「前々之通リ」

三島代官の支配を願い出た。それによると中郷 ・下郷の小田原領の村々は三

島代官の支配を望まず，幕府へその旨を訴え出ていたようである。これに対

して11村は所属する郷に関係なく一致して三島代官の支配を望んでおり， 井

組が上 ・中 ・下の 3郷にわかれて各郷の独立性が強く ，また郷内の結束が強

かったにもかかわらず，領主の異同によっても各村に利害の相違が存在して

いたようである。自村の領主が用水に対する統轄権を保有していれば，自村

に有利な水利行政を期待できたからであろう。
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しかしながら，領主の別が井組内における村の地位の決定に最大の影響を

与えているとは，ただちに断定できなし、。旗本安藤伝吉，同松平数馬の知行

所である上ヶ 田村（上郷）は， 11村の 1員として三島代官の支配を望みなが

ら，同じ安藤家の知行所である伏見村（下郷）は願状に署名していなし、。

井組は生産上の共同体であり，政治的な共同体とは同一ではなし、からであ

ろう。

もちろん支配者の相違は村の地位とは無関係ではなく隆道の落ち口が存す

る深良村の場合も隆道開通当時は小田原（稲葉氏） 領であったが，天和 3

(1683）年に分家した旗本（弟）稲葉家の所領となると小田原領との関連もい

つしかうすれ，稲葉氏転封後は小田原領とは特別の友好関係はなくな り， 三

島代官による用水支配の願状に名を連らねている。

さらにいちじるしい例と しては， 11村中に荻野山中領が含まれている。荻

野山中藩は元禄11年 （1698）に小田原藩より分落したものであるが，もと同

藩とはいえ領主を異にするこ とによって水利行政に不安を感ずるよ うになっ

たので、あろう。

三島代官の支配に反対の意向をも っている村も 3郷全体に散在しており，

井組内部における利害関係は郷の別とし、った社会的区分，または各村の位置

というよ うな地理的区分，あるいはその属する領主等の政治的区分などが相

互に関連し，その社会的関連のなかから共通する利害を守るために各村が団

結していたのであり，それがある時には支配者の交代に対する反対であり，

またあるときには水利費用の分担であり，あるいは取水量に関する事柄であ

って，各村が郷に結集していながらもその利害の異同によって団結し，ある

いは反発していたのであろう。

ところで三島代官が箱線用水に関する支配権を放棄するよ うになったのは

どのような理由によるのであろうか。まず第ーに領主の異動により箱根用水

に関係ある幕府領がなくなったことがあげられる。ついで小田原藩の事情が

ある。駿東郡一帯は元禄12年（1699）に富士山の噴火により大損害をうけ，

小田原藩は，宝永5年に同郡の小田原領79村全村を相模国の 4君rsとともに幕

府へ上地し，替地として伊豆， 美濃．三河，播磨において同石高の土地を受

けと り，駿河国，駿東郡には一時，小田原領がなくなった。

その後，駿東郡の旧小田原領は享栄元年（1716）に47村が，延享4年（1747)
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に32村がそれぞれ旧領に復帰した。このうち箱根用水に関係ある村はいずれ

も享保元年に復帰している。小田原落と しては再び所領となった駿東地方に

藩威を振わせるために箱根用水の支配権を握ろうとしたので、はなかろうか。

また小田原藩以外の小領主では箱根用水を支配する能力がなく，幕府が支配

権を他へ引継ぐ場合，小田原藩以外の領主への委譲は考えられなかったこと

もあろう。

もとより用水支配権の小田原藩移管に反対した11村の願いは聞き入れられ

るはずもなく，願状提出の翌月の元文2年8月には小田原藩より各村へ他の

小領主中より年番で出す役人 1名と小田原藩の 1名とで用水を管理すると申

し渡している。

この申し渡しに対して深良村は請書 （承諾書）の提出延期を願い出，さら

に翌年1月には11村連名で大久保家（小田原藩）と稲葉家（旗本） の2者で

共同支配してほしいと願い出た。しかしこの願い出も却下され，同年2月に

は 「右年番之趣猶又御拾給方拾人一同申諾己，八月申談候ヶ保之通弥一同ニ

決定仕事」と申し渡された。深良村の名主源蔵はこの文書の末尾に「村方請

判者此節ハ不仕候」と書き加えて，小田原藩の支配に対する不満を記録にと

どめている。

小田原藩の支配に対しては農民ばかりではなく，他の小領主やその家臣達

も反感をもっていたようであり，各領内への申し渡しの有無を間L、合せる元

文 2年 12月の小田原藩よりの廻状に対して，「御廻状之趣承知致侯此方名主

儀久々病気罷在候ニ付陣匡へ不罷出乍然（一字欠）分ニ付可申旨申間候」（旗

本内藤家），「被入御念被仰越候極致承知候知行所申造自是可得御意候」（旗本

稲葉家）と消極的態度をと っている。このような他領の抵抗を排して小田原

藩の用水支配権は確立され，元文 3年以降小田原藩が定役として支配し，添

番として他領より 1名が年番でこれに加わることになった。

安永5年の定書下達後，箱根用水はすでに幕府の管轄を離れていたにもか

かわらず，その存在は幕府も重視していたらしく維持修繕にあたっては国役

普請すなわち駿河圏内に天領私領の別なく普請費用を割付け負担せしめ， 幕

府もその 1部を補助する方式をとっている。

寛文10年の隆道貫通以来はじめての大改修である天明 2年（1782）の改修

工事以下，文政4年（1821），天保 3年（1832）の 3回の工事はいずれも国
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役普請として工事を行ない，出来形帳が残されている。このほか， 嘉永2年

(1849），安政3年（1856）の 2冊の目論見帳があるが出来形帳が現存しない

ので実施したかどうか明らかでなし、。明治維新直後も旧幕時代の慣例に従い

明治4年（1871），明治8年（1875）の 2回の補修工事はし、ずれも静岡県によ

って官営工事で施工されている。

第3章 明治以後の水利秩序

第 1節明治以後の組合とその権利

小田原藩が定役として箱根用水を支配する体制が明治維新まで続いたが，

廃藩置県後，小田原藩は足柄県となっ，その後神奈川県へ編入された。駿河

国には明治元年に静岡藩が設置され，廃藩後に静岡県となった。

この結果，箱根峠を境として旧駿河国は全て静岡県に，箱根以東の旧相模

国は神奈川県に属することになり箱根用水は水源池の芦ノ湖と水掛りの駿東

郡とが2県に分割された。

また神仏分離の結果，箱根権現は箱根神社となり別当寺の金剛王院は廃寺

となった。同時に芦ノ湖は神領から国有地となり，その後明治20年に世伝御

料地として宮内省の管理下に入ったc かくて宗教的権威を背景とした箱根神

社の箱根用水に対する影響力は全く及ばなくなった。

ところで明治6年の地租改正に伴い，従来石高割で分担していた経費を反

別割に改める必要が生じた。これを契機として静岡県の指導にもとづいて各

村戸長は用水取扱に関する規定をとりきめた。その概要はつぎのとおりであ

る。

げ） 箱根湖水掛向後取扱規定書 （戎翠）

ー，向後水掛リ反別之儀者三郷共今般取調候別紙反別ヲ以相定置自今如何

様之都合有之候共一郷一村之勝手ヲ以狸ニ増田反別致シ申間敷事

一，堰々分水口之儀者為見様従前之通据置水配人分水堅ク相守可申事

（め 箱根湖周水掛上郷中郷下郷弐j合八ヶ村向後水掛リ

反別四百六拾弐町四反弐畝廿壱歩

内訳（以下略）
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これによれば， 旧29ヵ村から 1村 （麦塚村）が脱退したが，残り 28村は

「従前通」の慣行を遵守して水利活動を行なう ことを協定している。

この協定の趣旨をみると，締結時の反別をもって濯瓶の限界と して，それ

以上の増加を否認していること，取入口を 141個所とし各堰ごとの濯減面積

と村名を明記し，さらに堰番にあたる村を指名している。

このよ うに旧水利秩序の維持を主眼として発足した明治初期の組合も しだ

いに形式を整え，明治18年に水利土工協議会を結成，さらに28村は町村制の

続行に伴い 7村に再編成され，明治30年3月には駿東郡深良村外6ヵ村組合

を結成した。この間， 7村は箱根地方の村との聞に水利紛争を起こしてい

る。

この紛争は芦ノ湖の水利権についての明治以降唯一の判例を残している。

事件の概要は駿東側が逆川の土俵積の堰止（甲羅伏）を旧慣以上に高く し

たことに端を発し，明治29年4月に箱根仙石原村長外 2名が人夫十数名を使

役して甲羅伏を破壊したうえ 「水底土台石ヨリ凡ソ深サ三尺余発掘シ（中

略）湖中凡巾四尺長五拾間位ニ掘割通水ヲ為シ」（駿東側調書）たため駿東

側が前記3名を水利妨害で告訴し復旧費請求の訴訟を起こしたものであ

る。これに対し箱根側は「駿東側が旧慣にそむいて湖水の早川への流下を阻

害した事実に対する救済で、ある。」 と反論し 1, 2審とも無罪となった。 2

審の東京控訴院は判決理由を 「……是レ唯深良村外二十八ヶ村ニ於テ湖水ヲ

自村ニ分水シ得タルニ止マリ敢テ他ヲ排シテ湖水ノ専用権ヲ得タルモノニア

ラス叉，被告等町村ハ深良村等ノ為メニ古来自然ニ有スル湖水ノ専用権ヲ全

ク喪失シタルモノ ニアラス（中略）修繕ト称シテ漸次逆川口ノ堰留ヲ高クシ

以テ湖水ノ早川ニ流下スルヲ間害シタル形跡アルニ因リ ……」，「被告等町村

カ舟有スル湖水使用権ヲ保護スルノ君、志ヲ以テ該堰留ヲ埋立テ叉ハ破壊スル…

…」のは罪とならないと述べている。

駿東側はこれを不服として上告し，大審院は明治30年7月，「有罪無罪ノ分

ルル重要事項ヲ確定セサルモノニ シテ即理由不備」と却下して事件を名古屋

控訴院へ移送した。

名古屋控訴院は明治30年10月に判決を下し，「堰留工事ハ深良村外 6ヶ村

カ其権利ヲ以テ設置ニ係ル事実ヲ熟知シナカラ」 これを破壊したことは水利

妨害の罪を機成する と断じ被告に禁鋼1ヵ月，罰金2円を言渡した。同時に
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民事訴訟に対しでも判決し復旧費 140円余の支払を命じた。箱根側はこれを

不服として上告したが， 明治31年1jj大審院はこれを棄却し刑が確定した。

この裁判では駿東側には芦ノ湖を寝止めて湖水を引用する権利があるが，

それは箱根側を完全に排斥するほど絶対的なものではないことが確認され

た。ただし，その限界については特に言及していないが，一応旧慣の範囲す

なわち土俵3俵積の高さ （甲羅伏より 3尺の高さ）まででそれ以上には堰止

を高くできないものと解する。後に甲羅伏を水門に改造した時も水通高は従

前と変わらず，駿東側もそれが権利の限界であることを認めている。

他方，箱根側の権利は原則的には認められているが，それは旧慣の範囲外

についてのみであり， 判決は在来の慣行およびこれにもとづく水利秩序の存

在を認め，この秩序の一方的破棄を容認していない以上，箱根側が積極的に

利用する余地はない。

結局，この事件により駿東側は芦J湖に対する慣行的権利を再確認された

が，箱根側はその権利を抽象的に認められただけで，芦ノ湖の水利秩序の実

態には何んらの変化も起こらなかったわけで、ある。

その後，大正12年1月に芦ノ湖は宮内省から内務省、に移管されたため，大

正13年5月に神奈川県知事は芦ノ湖を河川法の規定を準用する河川と認定し

同時に旧慣整理の指令を発した。これにより芦ノ湖に対し権利を有する者は

神奈川県知事の許可を受けなければならないことになった。芦ノ湖の内務省

移管に反対の意向を表明していた駿東側も許可申請書を提出し，大正14年4

月に許可を得た。この許可書で、は湖水の引用は従来の慣行によるとしている

が，同時に付そうとしたつぎの条件は内務省土木局長の通牒により削除され

た。

「第4条 芦湖及早川ニ関スル工事其他許可ノ後ニ起リタル事実ニ因リ必

要アルトキハ何時ニテモ引用水量ヲ制限シ，又ハ許可ヲ受ケタル者ノ費用ヲ

以テ既設工作物ノ移転改築若クハ除去其他ノ施設ヲ命スルコトアルモ許可ヲ

受ケタル者ノ、之ヲ拒否シ叉ハ損害賠償ヲ請求スルコトヲ得ス」

このため深良村外6ヵ村芦ノ湖水利組合は旧慣通りの水利権を河川法の規

定によって与えられたことになる。

第2節 芦ノ湖に関す=5今後の課題
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これまでの経過で判明し

ているように，芦ノ湖の水

利用の状況はいちじる し

く，芦ノ湖水利組合（深良

村外6ヵ村水利組合は名称

を変更した）に 有利 であ

り，現状のままでは箱根側

には利用の機会が訪れそう

にもなし、。も っとも早川流

域においても水田は年々減

写真3 逆川口の湖尻水門と芦ノ湖

少してお り，農業用水源と してはあま り重視されな くなっており，むしろ洪

水調節に関心が集まっている。従来， 土俵積で水位を調節してきた逆川口の

堰止めは可動水門に改造され湖尻水門と改称されたが，深良水門敷高を Oと

して3.0mに水位が上昇すれば湖岸に浸水のおそれがあり， 1.4 m 以下に下

がれポ観光船の運航（接岸）に支障を生ずる。

このように利用し得る水位の上，下限の差がわずか l.0 m前後で あるか

ら，水門の操作を巧妙に行なわないと洪水の危険が生ずる。

そして改修前の湖尻水門が土俵積であり，暴風雨時の操作がきわめて困難

であったため，湖岸一帯はしばしば被害をうけていた。

このため治水上の見地から神奈川・ 静岡両県，水利組合の聞で交渉がくり

返され，昭和25年8月に洪水防除に関する協定を結び水門を改築するまでこ

れによって洪水時に水位調節を行なう こととした。その後，昭和27年に湖尻

水門は改造されたが，操作規定が締結されないため 「昭和25年の暫定協定の

趣旨により便宜取扱」（神奈川県の申し入れ）うことになっている。深良水

門についても改築の申請が出されたが，神奈川県は 「河川管理者の承認した

水門規定が成立するまで許可を保留する。」と通告し着手できないままとな

っている。

このよ うに洪水予防は水門の改良といった技術的要素よ りも水門操作規定

の如き社会的要素に左右され， 「近代的」水門が存するだけでは治水上の効果

を発揮し得ないのであり，そのすみやかな整備が望まれている。
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