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〈現代の農業水利合理化問題特集 その 1)

！与論 佐 藤俊朗

I 合理化体制下の農業水利構造 志村博康
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][ 農業水利における料金制問題 安升正 巳

(No. 99掲載予定〕

IV 農業用水の効果と合理化の方向 佐藤 俊朗

(No. 100掲載予定〕

序論

佐 藤俊 朗

農業水利合理化という表現は， これまでも識者の間では，農業水利の近代

化とともにいろいろな論議をかも しだしてきたことである。 農業水利の合理

化 ・近代化といった場合，それがいかなる場に立脚した合理化であり，近代

化なのかという ことが，この問題の中心課題であった。農業およびこれに伴

なう水利問題は，組織化され，体系化され，あるいは学問的に基礎づけられ

た上に形成発展してきたものとは異なり，長い歴史的事実関係によって，よ
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り自然に基礎をおいて発展してきた農業水利は，合理化や近代化が，現在の

ような形で一般的に論じられるようになる以前に，すでに農業の部門内で個

個にまたは集団として合理的な方法がとられ発展してきたことは，水利史お

よび水利事業史の上から明らかである。

急速な農村地域の変貌と，都市化の進転は，従来から土地利用上も っとも

大面積を占めてきた農業に対して，直接的影響を もち，都市側からも，農村

側からも複雑にして難解な問題を多く提起するとこ ろとなった。

当初は，都市化 ・工場化が進展しつつある地域において，農業側からは．

これらの結果生ずる，農業に対する阻害条件に対しての問題が，当然に提起

されなければならなかったのであるが，都市化 ・工場化に対しての土地の提

供者は農業側であることがほとんである ところから， 農業部門内においても

問題があり，またこのよ うな地域では多く特殊なとも考えられる農外収入に

依存した兼業化にすすみ，急速な都市化の過程をと り，生活様式も従来とは

かなり 異なった形態となって発展するようになってきたため，農業部門内に

対する阻害要因の排除と いうより は，むしろ，農業水利問題についてでは，

これらに対する用水の供給源という点が先行して，農業用水の資源としての

再配分的な考えがなされるようになった。このようなことは，もちろん農業

側からの問題提起としてではなし 社会の発展現象からの趨勢としての社会

的要求としてなされる ものであったが，わが国の産業構造上からの農業の位

置は，急激な変化過程にあり，農業水利行政上から も産業用水としての農業

用水の厳密な意味での性格づけが，従来からの農業用水について社会的に確

認せしめるほどの力をなくしていたために，かつては排他独占的というほど

の位置を占めていた農業用水は，むしろこの部門内からも農業用水の社会的

用水化の方向がとられるようになったのである。しかし，無計画なあるいは

計画はあっても実施し得ないような社会条件下にあって，まったく秩序を失

なった土地利用形態は，ますますこの問題を複雑にして解決困難な方向にむ

かわせつつあるばかりでなく，農業上においても，地域保全的な意味におい

ても，きわめて不都合な状態になさしめているのである。

農業水利合理化およびその事業は，過疎 ・過密の現象にはげしさを加えて

きた30年後半になってはじめて一般化されたものではなかったが，従前の農

業水利合理化と いう表現は，どこまでも農業の側からの方向であって，かり
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にそれが農業用水として節水の条件につながるとしても，それは，農業用水

の安定，農地の拡張という形での考えであって，合理化の結果節 水 された

「水量Jを他種用水に転用するというものではなかったように思われる。こ

こに，現在一般化されている農業水利合理化の方向と本質的な差をみる こと

ができるのである。

農業水利の合理化 ・近代化は， 長年月にわたる日本農業における水利用の

不安定，水管理の不都合などの改善を直接的の目標としてなされてきたもの

であって，ほとんど改善 ・改良がなされてこなかったと考えられがちな「鍬

と鎌の農業Jといわれるー この認識に も誤りがあるが一一ーなかにあって，

かなりの発展 ・進歩があったわけである。旧藩時代のすぐれた水利技術は除

外しでも，明治以降においても制度的にも技術的にも非常な発展をな してき

ているのである。 しかし，これらの過程において，農業水利の展開を通して

農業水利のより広い意味での理解をなされなかった人々によって，ある時期

には節水栽培が提唱され，ある場合には栽倍形態 ・作付形態、の変化が節水に

結びつき，この節水量を他の用水に利用することなどによって，水利用の高

度化を計ることなどの方向性も打ち出されたのであるが， 多くの場合にはこ

の方向は成功しなかった。それは農業水利事業への投資，あるいは農業での

水管理などの強化によって生み出した水量を，単に他種水利に利用するとい

うほどの意味しかもっておらず，農業側の投資 ・労働法による産物を横どり

しよ うとするものであって，これに対する制度も方策もなかったからであ

る。昭和44～45年以降とりあげられてきた農業水利合理化の方向は，前にも

述べたが，ことの良否は別として，農業の社会的位置の変動に対応してなさ

れたものであって，この意味では，従来考えられてきたようなこととは異な

っており， 積極的に農業側での施設改良によって，農業用水を軽減し，ここ

での剰余用水量を他産業および都市用水にふりむけようとするものである。

したがって，考えよ うによっては非常な危険性も含まれているのであって，

この事業の推進に当たっては，これまでの農業用水のもつ意味 ・機能を十分

に検討した上で行なわれなければならないものと考えられるのである。“産

業栄えて地域亡ぶ”という結果を招来したのでは困るからである。しかし，

周知のように農業用水は，その もつ機能が複雑であり， しかもその地域の自

然 ・人文 ・社会と有機的な関係をもっていることが多く，この解明がな しに
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くいことから，これをすっきり した形で処理すること がほとんど不可能に近

いのである。

われわれの農業水利合理化の研究会も 3年を経過した。3年目の研究課題

は，急激なる経済社会の発展に伴なう水利用の大幅な変動などに対応した農

業水利のあり方を検討し，合理化を行な うに当たっての問題点，具体的方法

などについて調査，研究することであって，直接的調査研究の内容 と して

は， 冒頭目次に示 したごとく ，

I 合理化体制下の農業水利構造

JI 農業用水合理化の構造論的分析

町 農業水利における料金制問題

N 農業用水の効果と合理化の方向

の4項目であった。この研究課題は，いずれもが農業水利および合理化をす

すめる場合の中心課題であって，簡単に結論づけること のできる問題ではな

いが，以下の各論で述べるような成果を得た。これらの各論は， 必ずしも研

究委員会において報告討議されたものを，すべて含んでいるものではない

カ：，

第 1章においては，担当者が数年来調査研究を継続して来た，庄内平野の

赤川の農業水利の展開を事例として，農業水利像を検討している。そして全

般的な問題として，土地改良事業の役割，農業水利の基本構造を通して水利

用合理化の方向と，これに対応する農業水利構造とについて論述し，さら

に，利水についての河川管理の再編と，とくに都市化地域の土地改良政策

の，新たなる積極的な展開を要望し，その指針について述べている。

第2章においては，農業経営とくに最近の農家経済の変化をとらえて，農

業経営の内面から農業水利の合理について検討を行なっている。 中核的農業

地帯である西浦原，佐賀，庄内の生産力構造を分析し，これらの中から，庄

内地方を選び，調査を行ない，こ こでは，栽培形態の変化に即応して古い形

の水管理がくずれてきており，集団的な稲作様式に対応して，機能的な水管

理が徐々に確立されつつあること を論じている。これらの地域では田植時期

が早くなっていると同時に，田植期間も短かくなっており， したがって，用

水のピークが高く なっているわけであるが，将来の営農の方向を考えると，

春秋農繁期を分散させる必要性が営農の面から要求されることにもなり，回
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植時期が長期化する場合もあり，農業経営上から農業用水の利用形態はより

複雑になるのであって，農業水利合理化の策定に当たっては，この点をとく

に重要視しなければならないと指摘している。

第 3主主では，諸外国における料金制の事例を紹介検討することになってい

たが，料金制の基礎的条件として，農業水利に料金制を採用せんとする場合

の経済論理について述べることにした。農業水利のように成立の過程におい

ても，組織においても，また配水の実態においても，きわめて複雑にして，

未だに解明されていない部分が多く残されているものについて，その制度を

改定しようとするのによほどの論理的基礎が確立していなければならない。

単に水需要をめぐる社会的変化のみで軽々にスター卜させるべきではない。

ここでは経済論的に料金制について基礎的検討を行ない，水価格形成のメカ

ニズムと水価格水準の決定と変動について述べ，水経済における水の性格を

論じ，現行方式に．ついて検討を行ない，料金提唱の中心課題であった料金制

をとれば，水が節約できるか，先行投資が可能となるかについて論じ，量水

料金制がそれほと‘効果的で・もなく， また経済的にもそれほど意味のあること

ではないことを指摘して，段階的料金制を発想、提示し，料金制問題は水経済

の仕組み，とくに水の生産 ・供給のメカニズムと結びつけて検討すべきであ

ると している。

第4章では，農業での利水について，農地開発の当初の水利用から，事業

が進展し農地が地域的に安定してくるに従って農業用水のもつ意味，地域的

機能が変化してくること を論じている。また用水量については， 水田開発の

当初は単位面積当り多量な用水量を必要と し，漸時，年を追うごとに減少す

るのであって， 農業用水量は一定期の熟固化までは徐々に減少するが，開田

に当たっては当初から十分の用水を保有することが少ないので，開田を年次

別に分けて行なうことが一般であり， 1地域の開田はその内部において用水

条件を考慮に入れてすすめられるのであるが，それにしても開田完成期の安

定水量に対比すると 1時期については 2倍以上の水量を必要とし，農業での

水利用量一一水利権量の不明確な点の1つはここにみられる。また近代的産

業と農業との水利用についての相違をとくに排水，廃水について論じ，農業

水利合理化の前提としては農業用水の農外効果がみのがされているので，こ

の点にとくに留意すべきこと を論じている。
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複雑多岐にわたり，しかも， 自然 ・社会 ・人文の広い分野にわたる農業水

利について一朝に論じ結論づけるこ とのできないのは もちろんであるが，ま

た各章の研究内容をこのような形で総括することも至難なこと である。本論

熟読の上ご検討し、ただければ幸いである。

I 合理化体制下の農業水利構造

志村博康

まえがき

農業水利合理化を考察する場合，農業水利構造がどのようなものであるか

ということが，考察の主要な対象にならなければならないであろう。ここに

示す小論文は，水利用合理化が一つの潮流となる諸状況の中で，農業水利構

造が再編され，新しい姿をとりつつあることを素描したものである。

農業水利構造は，よ く前近代性の代表例のごとくされ，固定的 ・停滞的な

ものであるとされるが，興味深いことに，ここ10年ぐらいの聞にいちじる し

く変容をとげ，新たな性格をとりつつあるのである。それは，農業生産力の

上昇に対応する下からの水利秩序改変の動きを基礎として，土地改良事業と

いう公共的色彩の強い事業を通じて，上から再編誘導されたのである。この

過程を全体として把握することが，今後の水利用を展望し，水利政策を位置

づける基礎となるように思われる。

農業生産力の展開に伴な う下からの農業水利構造改変の諸相については，

永田恵十郎博士が系統的に究明しておられるので，本小論文では，とくに土

地改良事業を通じて上から再編されていく諸過程を大づかみに整理してみた

いと思う。時間に制約されて，まった〈の素描に止まるが，全体の輪郭をつ

かんでいただければ幸いと思う。
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J. 問題の提起

農業水利の「合理化」を検討する場合には，まず農業水利が，現代どのよ

うな構造になっているかを見ることが大切であろう。建設省河川局の柳兄氏

は，昭和48年に，次のように述べているヘ

「既存の水利使用を検討し水利用合理化政策 を策定するためには，まずそ

の実態の解明から始めなければならない。 慣行水利権は，従来からさまざま

の立場で論じられてきた。そのいずれもが，慣行水利権に内在する種々の不

合理性，前近代性等を指摘し， その合理化への必要性を強制しているが，過

去10年間の慣行水利権の取扱いに関する施策は，主張されたが実施されずに

今 日に至っているといってよい。それは慣行水利権に内在する問題点は指摘

できたが，その合理化のための『具体的方策』を提示できなかったからでも

あるが一一」。 最後の具体的方策 の提示がなかったという見方については，

後に述べるように，異議のあるとこ ろであるが，慣行水利権の不合理性を指

摘するばか りでなし まずも ってその実態の解明から始めよとい う指摘は貴

重な金言である。

農業水利の実態を一望した報告書のうち，もっとも新しいものは，昭和45

年，建設省河川局水政課がまとめた「慣行水利権について」料であろう。 農

林省が目下，全国的調査を進めているが，まだまとめがなされていないのが

残念である。その水政課調査では，昭和42年度および43年度に届出のあった

第 1 表

a 慣行水利権の規模

かんがい面積｜ ｜ 
(ha) ｜件 数 ｜比率（別

50未満 l,264 68.8 

50～100 236 12.8 

100～500 237 12. 9 

500～1,000 58 3. 2 

1,000以上 42 2. 3 

言十 1,837 100. 0 

b.慣行水利権の取水開始時間

年 ｜件 数 ｜比率制

明治29年以前 ｜ l,403 

明治29年以後 ｜ 214 

不明 I 148 

計 I 1, 765 

79. 5 

12. 1 

8.4 

100. 0 

＊ 「水利権の合理化についての考え方」『ジュリスト』 Nu464(1970年〉。

料 『ジュリスト』 No.464(1970年〉。
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一級河川 （北海道を除く〉の指定区間外の区間（建設大臣直轄管理医問〉 に

おける慣行水利権の実態として，第 1表に掲げた統計がある。

このほかの統計表もいくつかあるが，この掌で論ずる農業水利の基本構造

にはあまり関係ないので，ここに引用するのは省略する。明らかなごとく，

慣行水利権の大部分は旧河川法以前からのものであり， しかもその大半が小

さい規模のものであるということである。

さて，以上の統計表から，ただちに農業水利の基本構造の輪車IIを描 くこと

は早計であり， かっ危険であるが，日ごろ農業水利の後進性が，｝）ljに根拠も

なく ，情況的に主張されるところからみて，次のようなイメージを人々に与

えるこ とがあったとして も，無理とはいえないであろう。

すなわち， 「日本の農業水利は，旧河川法以前と し、う前近代的なものが永

く寿命を保って，今日 まで存続し， それがなお支配的であるJという イメー

ジである。このような見方を水政課がしているというのでは決してないが，

かなりの人々がそうい う見方をしているようである。

このような見方は，第 1に農業水利はこれまでほとんど合理化されること

がなかったという考え方に立つものであり，第2に今後も合理化がむずかし

い体質であるという判断に立つものである。

農業水利の合理化は，農地改革後のころは，農業生産力を発展させるとい

う立場から主張され，かっ実行されたものであるが， 今日では，水資源の合

理的利用と いう立場から，主として農業の外部から主張されていることが多

い。と くに工業用水の確保を至上目的とする立場か らの農業水利合理化の要

求が強い。ここにはだいたい， 4つのねらいがあるように思われる。すなわ

ち，

第 1 新規利水の成立を容易にする こと

第2 取水量の限定を行なうこと

第3 節水を行なえるものにすること

第4 農業内に生じた余剰水を他種利水に向けられるようにする こと

である。この方向から農業水利を眺めるとき，先ほどの農業水利像はま った

く困ったものになる。新規利水の成立に際しては， 特別の場合を除き，既存

利水の合意が必要であるが，古色蒼然たる小規模利水者がうんかのごとく存

在するとい う事態は，交渉に容易ならぬものを感じさせる。かり に新規利水
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がダムによる渇水増強によって認められたと しても，取水に限定がない利水

者が中間に介在したのではなんの意味もない。 不幸に して， 小規模利水者に

は施設を近代化する力はきわめて少ないといわなければならぬ。周知のごと

し水利用の大半を農業用水が占めているが，その農業用水が節水すること

なく しては，いくら水資源開発に期待をかけても先が見えている。農地が宅

地化されても，いっこうに取水量が減少しないという事態を新しい水需要者

が納得することはできない。農業側が必要水量のみを使用するというものに

なるということが期待されるが，古き水利用を慣行とし， 投資能力の小さい

利水者が支配的であるとすれば，その期待も幻想となる。そこで公権力によ

る水利権の規制， 公共投資による水利施設の「近代化」， 公権力による水利

調整が期待されるようになる。

以上の農業水利観は，ある側面においては当たっている し， 地域によ って

は真実そのものというところもあろう。だが著者は，それを現代農業水利を

特徴づける基本的姿態とは思わないし，そのような農業水利観では， 間違っ

た展望と誤った政策が結果するように思えてならないのである。農業水利は

たしかに回定的側面白｝'j包している。 しかし，農地改革後の農業生産力の発

展に照応して，農業水利も大きく変化したのである。この評価と総括の上に

立って，現代の農業水利を見直すことが大切であると思う。

農業水利が農業生産力の発展に照応して近代化されてい くことを明らかに

したのは，永岡恵十郎博士であった。氏の著書『日本農業の水利構造rは，

農地改革後の自立経営が，水利用においても，前期的形態から個別的水利用

への移行と発展をうながし， しだいに慣行的水利秩序を変革していったこと

を示している。これは，いわば，農業水利を下から変えていく姿を直視した

もの といえよう。

一方， 農地改革とともに始まった戦後の土地改良事業は， 公共投資の裏付

けをもって，大規模に展開され，とくに国営 ・県営の農業水利事業は， 上か

ら農業水利を変えていった。その大幅な変容の姿は，今日よ うやく顕在化し

たといってよいであろう。永田博士の同前書も，個別的水利用成立の一般的

大前提として，水利諸施設の改良とそれに基づく用水量の安定化をあげてい

＊ 岩波書店刊 （1971年〕。
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る。それが日本の大半の農業地域でなされたのである。

上からの動きと下からの動きは，かなり性格や意味を異にするものである

が，その議論は後にまわして，これらの農業水利改良の展開によって，今日

現出している農業水利は，もはや，過去のものでは決してなく，戦後過程で

生まれ，結実した新しい農業水利像なのである。もちろん，まだそこまでは

至っていない農業水利像を残している地域もある。しかし，現在確定してい

る土地改良事業10ヵ年計画（昭和48年閣議決定）によって，ほぼ全国的に現

われるであろう農業水利像は，決して過去の延長としてとらえられるもので

はなく， 現在生まれている農業水利像から類推されるものなのである。した

がって，今日現出している農業水利の新像を正しくとらえることが，農業水

利の実態にふれるもっとも適切なことになるであろう。私は数年来，庄内平

野の赤川の農業水利を調査して来た。それを一つの例としつつ，現代の農業

水利像をここに素描してみたいと思う。以下に見るようにそれは，先ほどの

伝統的な農業水利像とはまったく異なるのである。

2. 現代の農業水利像

一一庄内赤川を事例として一一

庄内平野赤川における農業水利の変貌を簡単に見てみよう。農林省の農業

水利実態調査（昭和29年度～36年度）の一環としてなされた赤川農業水利実

態調査（昭和34年度〉の報告書によれば，赤｝, ，からの農業用水の取水は第2

表のとおりである。

赤川は平野部に到達してからの河川であり，上流側の山間山麓部谷底平野

の流れ（大鳥川，焚字JI！）は赤川に属さ ない。したがって，上流河川によく

第 2 表

規模
(ha) 

100以下

100～300 

両手1

1:1 
用 水 名

300～1,000 

1,000～3,000 

3,000以上

計 ｜

η
L
n
J
η
r
－
 

大宝寺堰，三ヶ村堰，熊出堰，
三本柳p （中川堰補水〕，赤Jllp （中川堰補水〉

五ヶ村堰，大川堰

志田堰，青山pc青龍寺川堰補水）

因幡堰，押切pc中川堰補水〕，助Jllp c中川堰補水）

中Jll堰，青龍寺川堰
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第 3 表

規模 I I 
(ha) ｜個数 ｜ 用水 名

100以下 I ~ I 熊出極

押切p （中川極地区の補水〕
1,000～3,000 

3,000以上 I 1 l赤川ム口頭首工（青龍寺川堰， 三ヶ村堰，志田堰，五）
I I ロ ＼ヶキ打優，因幡様，中川堰，大宝寺堰／

計 I3 I 

見られる小規模取入口は比較的少ない河川lである。けれども300ha以下 （こ

れらは単独には県営農業水利事業の対象になり得ないものである〉の取入口

がじつに半数であった。これが昭和34年当時の姿であり ，上述引用の建設省

水政課調査の結果とよく似ている。第2表にある各寝はいずれも ｜日河川法以

前からの古い堰である。

だが，昭和38年度より始まった国営赤川農業水利事業および国営付帯県営

赤川農業水利事業により，大きく変わった。現在の姿を第3表にかかげる。

すなわち，熊出堰を除く七堰が合口 したのである ・（昭和48年国営事業完

成）。合口に加わらなかった熊出堰は最上流にあり， 昭和34年発電所放流口

設置に伴なう補償工事により施設も近代化され，あえて合口に加わる必要も

なかったものである。 しかしこの堰も補償の折衝過程でカのある青龍寺川土

地改良区に合流し， その施設は現在，青龍寺川土地改良区の管理下にあるの

である。最下流の押切揚水機は合口に伴ない，下流での反復水を再利用し

て，中川堰地区に補水するためにあえて設けられたものであり，新しい合口

体制に対立するものではない。

赤川の農業水利像は， ここ10年にわたる国営事業を通じて抜本的に変わっ

たのである。その特徴を整理してみよう。まず施設システムについてである

が，赤川の農業水利は赤川合口頭工によって単一に統御し得るシステムに変

わった（熊出堰および押切揚水機があるが，事柄に変化を与えるものではな

い）。その頭首工はいうまでもなく「近代的施設」であるばかりでなく ，現代

の水利施設として最高のものの 1つである。 取水量は現代の水利技術がな し

得るレベルでもって，正確にコントローノレされる。各かんがい期の最大取水
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量はすべて公的に確認され，公的に限定されたものとなった。もはやここに

は水利施設について前近代性の片鱗もない。

次に管王里組織については，各堰の連合体である赤川土地改良区連合が昭和

35年に形成され，これが合口頭首工を管理する。この連合の形成に当たって

は，赤川地域のなかで深刻な問題があった。赤川地域には，公共機関が治水

にほとんど手を下さなかった明治の初期より ，地主たちの手で赤川を統治す

る治水利水組織がつくられていた。 赤川普通水利組合がそれである。これが

戦後の土地改良法成立に伴なし、 改組されて赤川土地改良区となり， 引き続

いて存続したが，旧地主的性格を強く残し，水利組合以来の伝統に立って，

赤川利水に対して管理的立場をとっていた。一方，各堰は別個に土地改良区

（その前には水利組合）を組織していた。そ して堰およびその内部を管理し

ていた。この赤川土地改良区と各堰土地改良区という二重の構造は，各堰が

水利用に際して，絶えず対立競合する時代には，一面都合のよいこともあっ

た。赤川土地改良区としては， 水利調整の立役者としての社会的任務が与え

られることになるからである。 しかし，上流側の電源開発の進展によって，

渇水増強がしだいになされ各堰内の対立が漸次緩和するとともに，河床低下

に伴ない各堰の取水が困難となり ，合口頭首工の建設が必要になるに及んで，

この二重組織は重大な矛盾をはらむことになった。赤川土地改良区は，その

合口頭首工の管理をすることなくしてはその存立意義を失うことになるし，

各堰土地改良区としては，合口とはいえ，自らの取入口を他人に渡すことは

承服できないことであったからである。赤川土地改良区と各堰土地改良区の

対立には，さらに旧地主的性格を残すものと土地改良を通じて，農民団体的

性格を強めたものとの対立という内面もあった。そこで合口をめぐって組織

の存続全かけた争いとなり，ついに古い時代の残存物て、ある赤川土地改良区

が解散させられ，各堰土地改良区の連合体である赤川土地改良区連合が生ま

れたのである。ここには水利組織の上でも， 旧水利秩序からの脱皮が進めら

れるというプロセスがあったのである。この詳細については拙著 『赤川史』

（昭和41年赤川土地改良区連合発行）を参照されたい。合口の過程は，旧赤

川土地改良区という形象で表現されるところの旧水利秩序に対立して，新し

い（しかしその姿は全面的に明瞭ではないが〕秩序の萌芽となる各堰連合形

態を生みだしたが，それはもはや各堰が対立競合を繰り返す前時代的なもの
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では決してなく， 1つの管理機構を建設するという 同一方向のベクトノレをも

った各堰のつながりである。これが土地改良事業を通じて生まれたことに注

目する必要があろう。現在，この方向はなお流動的ではあるが，進んで各堰

の統合を志向しつつある。まず左岸側では，熊出躍が先述のごとく昭和34年

早々と青龍寺川土地改良区と合流したのに続いて， H吉和46年に三ク村堰，志

田堰，昭和47年に大宝寺堰，五ヶ村堰が合併され，今日では青龍寺川土地改

良が左岸土地改良区という性格に変わって来ている。右岸側の動きはまだ明

瞭な姿ではないが，青龍寺川土地改良区は，右岸も含めて赤川｜全域で土地改

良区の大合同， 一本化を理想像としてかかげるまでになっている。今後の展

開が具体的にどういう形態になるか即断はできないが，本質的に赤川農業水

利の管理体制が，事実上単一の機構として編成され，強化されることは必至

であろう。ここにはもはや，群小無数の水利組合の競合という姿はまったく

ない。

次に権利関係の問題であるが，赤川土地改良事業を通じて水利施設の所有

はまったく新しい姿に変わった。これまで各堰の取入口および水路は各堰の

所有，すなわち水利共同体の所有であった（法制的に確認されていないもの

でも，事実上の，慣行の所有が公認されてきた）。合口の成立により， 合口

頭首工および各堰をつなぎ，庄内農業水利の大動脈となった幹線水路は国有

財産となり，国の所有が明確となった。ついで末端圃場まで水を送る支線水

路は県有となった。末端水利施設についても，県営大規模閏場整備により大

幅にシステムが変えられたが，その所有は今後土地改良区の再編成と関連し

て流動的で、あるが，青龍寺川地区では同土地改良区が管理委託する態勢にあ

る。

後に述べるように，頭首工および幹線水路の所有権を地元に移譲する方向

は国の意志としていない。赤川土地改良事業を通じて，庄内南半部の農業水

利のかなめとなる水利施設は固有になったのである。もっとも管理は赤川土

地改良区連合に委託される。しかし後にも述べるように，所有権をもってい

る国の管理委託者への監督はきびしく強化されつつあるのであり，委託管理

が事実上の所有になるものではもはやなし、。国による農業水利の規制は，物

質的基礎をととのえたということができるのである。

さて管理委託された土地改良区の側についての動向はすでに触れたが，そ
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の運営の内部状況について，さらに立ち入って見てみよう。赤川土地改良事

業の事実上のリ ーダーであった青龍寺川土地改良区を注目しよう。土地改良

法の成立に伴ない土地改良区に改組された最初の段階において，最高決議機

関たる総代会は 100名の定員であったが，昭和29年の法改正に伴ない 60名

に， 32年の法改正に伴ない40名に定員を削減していったが，一方， 29年に非

組合員から理事を出せるようにし， 33年には理事の任期を2年から 4年に延

長し，総代会合理化とは裏腹に執行体制が強化された。さらに昭和 37年に

は，土地改良区事務局の機構改革を大幅に行ない，係レベノレで構成されてい

た実務体制を変えて，課を設け，実務能力を大幅に強化したのである。昭和

41年には，昭和39年の法改正（農基法に沿っての土地改良法の大幅な改正）

を受けて大幅な運営の改正があり ，たとえば総代会については招集方法につ

いてさ まざまの方法が明記してあったのを削除し，通常総会の時期規定のみ

を残すことにする一方，これまで各穏委員会を理事長のみが統括していたの

を各委員会にそれぞれ担当理事をおき，業務能力を強化した。このころすで

に青龍寺川土地改良区の総代会選挙には，対立候補いっさいなしという 「美

風」が完成していたのである。赤川土地改良区事業は土地改良区職員の大幅

増をうながし， 定員増の困難な県営事業は区職員の協力によ って仕事が進め

られると いう状況も現出した。こう して，農民の組織である土地改良区の運

営業務は，土地改良およびその行政に精通する事務局によ ってリードされる

という状況に変わっていったのである。かつて農業水利を司っていたものは，

農業者であり， 農村の共同体であった。今日では，水利施設が全面的に改築

され，その水利施設を維持管理する職員も強化されることによ って，農業用

水供給は個別的農業経営から相対的に独立化し， 1つの社会的分業となると

ともに，その運営の実際を司るものは，農業者ではな く，それを職業とする

テクノクラート になったのである。この新しい職業人は行政にも明るく，固

または県の行政 ・監督に見事に照応する性格をもっているのである。

以上に見て来た庄内平野の今日的農業水利像は， じつは，大規模土地改良

事業を実現した穀倉地帯のほとんどで， 若干の差はあるにしても，本質的違

いはなく現出しているものである。まだ実現していない地域もあるが，土地

改良長期計画の達成の中で，そうなるであろう。

大規模土地改良事業は，開始から完成まで10年のオーダーの歳月を必要と
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する。今日の土地改良事業の性格が萌芽として現われ始めるのは昭和30年代

である。それ以前の土地改良事業では終戦後の食糧増産対策という性格が強

く，今日的性格を示さない。今日的性格が明瞭に現われ出したといえるの

は，後にも述べるように，昭和40年以降である。したがって，そのような土

地改良事業の結果が現出してくるのは，ここ近年である。赤川はその代表例

の1つといえよう。ある年度をとって農業水利の実態を統計的に見るのも確

かに全体把握と して必要なことである。しかしそれだけでは静態的把握に止

まる。上述のような歴史的な動きを見つめることにより，たとえ特定年度の

統計では現われぬものが，動態的に把握され，未来に向けての展望をつかむ

ことができるのである。

さて，以上の農業水利像は水利用合理化の見地から見て，どのようなもの

であろうか。先述の農業水利合理化についての 4つのねらいと照らし合せる

とき，結論的にいえることは，きわめて良好なものであるということであ

る。第3の節水，第4の転用は，この新しい像から直接に出て くるものでは

ない。しかし第1の新規利水の成立を容易にすること，および第2の取水量

の限定を行なうことの基礎地盤はほぼ構築されたといってよい。すなわち，

新規利水に必要な既存利水との合意については，相手とする農業用水は事実

上 1つなのであり， しかもその農業用水は固有の水利施設を使用しているた

め，国の監督下にあるのである。もっともだからといって，新規利水がなん

の抵抗もなく容認されると いうことはもちろんない。国自身が複雑な利害の

対立の中で，異なる顔面をせざるを得ないのが実情であるからである。けれ

ども，前近代的な慣行という不可解なベーノレで，問題解決をはるか遠方に追

いやることはもはやできないのである。第2の取水量限定は国営・県営土地

改良事業を通じて，慣行水利権を許可水利権に文句なしに切り換えることを

約束し，完全に実現させるものである。施設的にも，法制的にもである。第

3，第4についても，今後の策を打ちやすい基盤ができたということは明白

である。公権力の意志の浸透は，かつてとは比較にならないほどしやすくな

っているのである。

農業水利は土地改良事業を通じて大幅に変えられたのである。それは単に

技術的に変えられたばかりではない（よく，土地改良事業による農業水利の

変容を技術的変容とのみ見る見方があるが， これは間違いである〉。構造的
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にも，制度的にも変えられたのである。じつに土地改良事業は，技術的ある

いは施設的変革と いう形象を第一義的に表示しつつも，基底的には，構造的

変革を進めるものであったのである。この構造的再編成の性格がなにかは，

後で述べることにしよ う。土地改良事業の もつこのような基底的機能は，こ

れまで，あまり論ぜられてこなかった。しか し，合理化が外側から強く主張

されるこれからの農業水利を検討する場合，基本と なる観点の 1つになるよ

うに私には思われるのである。

では，赤川を離れて，国の行政として，戦後の土地改良事業において，こ

のような機能がどのように位置づけられ，また展開していったかが明らかに

される必要があるであろ う。次節でこれを行な う。

3, 土地改良事業の役割

農地改革が地主的水利秩序を終わらせ，農民による水利の管理，改良に道

を聞いたととは周知のところである。この農地改革と機をーに して制定され

た土地改良法は，よくいわれるように， 4つの意義をも っていた。

第 1に，耕作者に対して土地改良事業に参加する資格を与えた。

第2に，維持管理も含めた土地改良事業の実施団体について制度的統ーを

行なった。

第3に，国営 ・県営事業に法的根拠を与えた。

第4に，耕地の集団化，交換分合を積極的に推進できるように した。

これらは，すべて，農業水利合理化にはかりしれない大きな影響を与えた

のである。その内容は，これから述べねばならないことであるが，問題把握

という意味で若干触れると，第1および第2のことは，地主の水管理をなく

し，新しい水利組織を生みだすこと によって，農業水利事業を大々的に行な

い得る条件づくりになったように恩われる。その農業水利事業がなにをもた

らしたかは，これから述べるところである。第 3のことは，農業水利に公権

力が積極的に介入できる道を聞き，後に述べるように，技術的改良という形

を通じて，じつは水利制度を大幅に変えるこ とができる基をつくったように

思われる。 第4のことは，これが農業生産力発展に大き く寄与 したことはい

うまでもないが， 耕地の再編成を併行させることによって，河川改修，水利

施設改良を容易に行ない得る条件をつく ったということができる。 したがっ



佐藤 ・志村：現代の農業水利合理化問題特集 17 

て，土地改良法の制定によ って，事業を通じて農業水利合理化を実施してい

く大道が用意されたといえるのである。

ところで，国県営事業が法制的に位置づけられたということは，同時にそ

の事業によって生まれた施設が固有財産，県有財産になるということであっ

た。そして，その管理および処分が農林大臣，県知事にゆだねられたわけで

あるが，このことが社会的にどういう意味をもってくるのか，当時の段階で

は定かでなかったように思われる。しかし，後にそれは行政的に活用される

ものとして再評価され，上からの水利秩序再編に有力な役割を果たすものに

なってきたように思われる。

さて，農業水利合理化に対する当時の行政の姿勢を見ょう。昭和24年9月

30日の「土地改良法の施行について」の農林事務次官通達＊では，「土地改良

区という組織は…・・・事業の工事を施行するのみならず，その施行によって生

じた水利施設などの管理をも行なうものであるということである。したがっ

て，土地改良区を設立する場合（既存組合の土地改良区への組織変更の場合

も含めて〉には， 一ーなるべく水系等を基準として，水利施設その他の施設

の管理に便ならしめる考慮が必要である。」とし， さらに昭和24年10月5日

の 「土地改良法の運用について］の同次官通達では， 「土地改良区および土

地改良区連合の新設は，……今後の水利調整の合理化に資するように指導す

るものとする。J としつつ， 農業水利調整に関する事項で次のごとく述べて

いる。

「（1）かんがい排水施設の管理は，農業用水の規整を行なう結果になるもの

であるから，その計画を定める場合には，その点留意して水利調整の適正を

期せられたい。（2）改良法の施行に当たっては，右の外，農業用水の配分関係

および農業水利と他種水利との関係を科学的に分析するのみならず他の資源

の保全開発にも考慮を加えた上で，進んで水源設備などの完備による用水の

供給増加の途についても調査検討して，この法律の妥当な運営と今後の水利

調整の合理化に資することが必要である。その理由は，第1には，改良法

は，土地改良事業の施行の要件として，一定の計画基準を定め，もって国土

本木論文で引用の通達は，すべて「農林省構造改善局通達集」（1973年発行〉より

引用。
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資源の総合的な開発および保全に資すべきことを要請しており，第2には，

農業水利制度の整備は近い将来に是非解決すべき問題であり，今回土地改良

法を制定し，土地改良という新たな統一せる組織を設けたのは，いわばこの

問題解決への第一歩を意味するからである。……」

明らかなごとく，土地改良法を通じて水利調整の合理化に資するとい う行

政の姿勢が打ち出されている。 興味あることに，農業水利制度の整備を射程

距離に置き，その第一歩として土地改良法の制定を位置づけている。この点

は注目しておく必要がある。もっともこの時点での水利調整の合理化 の 内

容，農業水利制定整備の内容は，今日とはかなり性格を異にするものであ

り，それに向けての土地改良事業の果たす役割を，今日ほどに重要視してい

たかどうかは疑問のあるところである。たとえば，農業水利制度整備にして

も，当時，事業法的性格が主であった土地改良法に依拠するばかり でなく，

農業水利関係法の整備に期待をかけるということの方が強かったであろう。

けれども，水利合理化，水利制度整備に向けての行政の施策として，土地改

良事業を位置づけると いう ことが，この当時すでになされていたことは忘れ

ではならない。

昭和28年に，土地改良法施行後の 4年間の経験に照らして，いくつかの法

改正がなされたが，土地改良区に対する公権力の監督を強化する方向がまず

打ち出された。昭和28年12月25日の「改正土地改良法の施行について」の農

地局長通達では， 「土地改良区は公法人的色彩のもっとも強い法人の一つで

あり，一面，金銭その他の財産を経理運営するものであるとともに土地改良

区が管理する施設は治水と，利水上重要な施設であるので，農林大臣および

都道府県知事は，行政目的の確保と一般組合員の利益保護の責任上，従来の

一般的監督に加えて法令その他の処分に違反した役員に関しては改選命令を

出すことができ，この命令に違反したときはその役員を解任することができ

ることにした。なお土地改良区に対しては明年度より定期的に検査を行ない

その運営の適正化を期すべく目下その所要経費について大蔵省と折衝中であ

る。j と述べている。 さらにこの法改正では， 土地改良区の総代定数の減少

も認めた。この結果が，たとえば先述の青龍寺川土地改良区にも直ちに現わ

れ，いちじるしい総代定数の減少をもたらしたのである。

次に土地改良事業の実施の仕方についてであるが，市町村営土地改良事業
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も認めるとともに，国県営事業について，地元の申請によらなくても実施で

きる範囲をごくわずか拡大するということもなされた。しかしこの時点で

は，市町村営事業の主たる対象は災害復旧，農道整備など小規模なものに止

まり，国県営の申請によ らない事業も固有地およびその近傍開田開畑のため

のものであり，後に見るような農業水利の合理化に通ずる施策を公権力の意

見によって行なうというものではなかった。しかし，そのようなものを生み

だせる法的根拠となる芽が少しずつそろいはじめたのである。

昭和32年に，また大がかりな法改正がなされたが，そこでもまず土地改良

区に関する法的整備が強化された。総代定数の減少をさらに認めるととも

に，理事の任期を 2年から 4年に延ばすなどで友る。これらも先述の青龍寺

川に見るごとく，ただちに地元に反映されたのである。公権力の土地改良区

に関する監督もいっそう強化され， たとえば区の解散について，従来法で認

められた事業以外の事業を行なう場合にのみ，行政庁の申立てにより裁判所

が解散命令を下すことになっていたのを，農林大臣または知事が自ら解散命

令を下せるようにするとともに，総会を招集しないとか，事業を停止した場

合にも下せるようにした。このような立法状況を通じて，公権力による土地

改良区の行政的掌握が進められたのである。

国県営土地改良事業の申請によらない範囲もまた拡大され，発電，水道の

ほか公共の利益となる事業を合わせたものについては，地元の申請が不要と

なり，国県が自ら計画を立て得るようになった。このほか，特定土地改良事

業特別会計の制定など事業のしやすい体制も格段に整備された。

昭和35年には土地改良法施行令が改正され，国営造成かんがい排水施設に

ついて，従来，地元土地改良区に管理委託していたのに対して，以下のごと

き重要施設については国が直轄管理することが決められた。すなわち，利害

が2府県以上（北海道は例外〉にわたりかっ，ほかのかんがい排水施設と総

合的に操作を行な う必要があるもの，または発電，水道そのほか農業以外の

用途と密接な関連を有する特別な例外的事例に該当する施設である。この段

階では，以上のごとく［特別な例外的施設」と限定されているが，水利施設

に対する国の管理掌握強化の端緒として注目される。

この昭和35年ころは，工業用水，上水道の水需要が急速に増大しつつある

状況の下で，水資源開発，水利用の合理化のための新しい法整備が進められ
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たときである。水に関係する省庁は争ってさまぎまの水利法案を準備した。

しかし，高度成長のかなめの 1つとされる工業用水，上水道の確保を中軸と

する水資源法への統合は行政府内で不可避であり，昭和36年水資源2法の成

立を見ることになった。おり しも農政の基調転換も進行し，農業基本法の制

定もなされた。これらの影響が土地改良事業にも現われ，事業の性格を大幅

に変えていくよ うになるのである。

昭和39年に向けて， 農業基本法に沿 う方向での土地改良法の改正が用意さ

れるが，これとときを同じくして新河川法の制定も進められる。新河川法は

農業側の要請も入れて，慣行水利権を届出制にて認めるという妥協もなされ

るが，総じて，工業用水，上水道を中軸として水利用の再編成を行なう国の

河川管理の方向を打ち出すものであった。水資源2法および新河川 法によ

り，一応の利水法制の整備が，工業用水，上水道を中軸としてなされたと い

うことは，農業水利行政に大きな転換をもたらしたよ うに思われる。すなわ

ち，農業水利もまた，高度成長に対応して，手lj7f<合理化， 水利制度の再編整

備を積極的に進めなければならない立場に立たされたこと，さらにその合理

化，再編整備の進め方と しては，もはや一連の利水法制の整備が，工業用

水，上水道中心になされた以上，農業水利としては土地改良事業を通じて行

なわねばならないという事態に立ち至ったということであろう。 したがっ

て，土地改良事業をその方向に性格づけることが強力に進められるようにな

るのである。

昭和39年の土地改良法改正では，農業水利再編のかなめとなるものが打ち

出された。

第 1に，国が土地改良長期計画を策定するこ とが定められた。 この内容は

昭和41年3月閣議決定されたが， ここ10ヵ年間に総額2兆6,000億の事業を

実施するものとし， 闘場整備事業（8,500億円〉，防災事業 （2,000億円〉，農

用地造成事業 （5,500億円入融資事業（3,0000億円〉とともに基幹かんがい

排水施設整備事業（7,000億円〉が定められ， その目標と しては「圃場整備

事業の前提条件を整備するとともに，農業生産の増大，水利用の安定と合理

化などを図る」ことが明示された。

第 2に，国県営事業において，申請によらない事業の範囲が大幅に拡大さ

れた。すなわち，受益の範囲が広く，その仕事に高度の技術を必要とするな
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E，その事業の性質または規模に照らして固または県が行なうことが適当と

認められるもの，また公共事業に付帯するものについても制限を排して，国

土資源の総合的な開発または保全の見地から適当と認められるものは，国県

の発意により事業の施行ができることになった。端的にいって，水利合理化

に通ずる規模の大きい事業は公権力の意志で実施できるということである。

第3に，水利用のかなめたるダムや頭首工を管理するものは，知事の認可

を受けて管理規定を定めなければならないことになった。その管理規程に記

載すべき事項については，かんがい期別取水量も含めて詳細な項目が，参考

例として，昭和40年農地局長通達で示された。これにより土地改良区の管理

下にある水利施設といえども，水利用合理化の上で重要な施設である頭首

工，ダムについては事実上公権力の強い指導規制下に置かれることによった

のである。

第 4に，国営事業によ って造成された水利施設の管理は，あらかじめ定め

られた予定管理方法に従って行なわれなければならないことになった。した

がって，固有施設（国営事業によって生じた施設〉を土地改良区に管理委託

させる場合においても，管理に対する国の行政指導は貰徹されるのである。

以上に見るごとく，昭和39年の土地改良法改正は，国が水利用合理化に積

極的に乗り出すことを基礎づけたものであったのである。この時点で土地改

良事業の性格は単なる技術改良ではなく，新しい水利制度づくりのものとい

う性格づけをされたといってよい。

昭和41年7月「土地改良財産の管理および処分に関する基本通達につい

て」が農地局長より出された。これによれば，管理委託の方針と して「土地

改良財産のうち大規模なダムそのほかのえん堤などの施設で治水， 利水など

の面において高度の公共性を有するとともに，その管理に当たって特別の技

術的配慮を必要とし，かっ，施設またはその操作による利害が2都府県以上

（北海道にあっては，この限りでない）にわたるもののうち必要と認められ

るものについては，国が管理するものと し， それ以外の施設は原則と してー

－一都道府県または土地改良区など・・・…に委託するものとする」と定め，国営

事業で生じた土地改良財産の譲与については，「譲与できる土地改良施設は，

公共性の比較的少ない小規模なもので当該財産の受益団体の自主的な管理を

適当とするもの，または法令に基づき当該財産の管理が適切になされると認
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められるものであって，おおむね，次に掲げる種類のものとする」と して水

利施設としては 「ダムそのほかのえん堤 （頭首工一一著者注）または揚水施

設（小規模のものは除かれる一一著者注）に直接関連する基幹水路以外の水

路」と定められた。これにより，公共性のきわめて高い水利施設は国が自ら

管理するし，一般の基幹的施設については，管理委託を行なうも，その所有

権の譲与は行なわないことが明確になり，水利用合理化に際し，基本的対象

となる基幹施設に対する国の行政的掌握をなし遂げたのである。

昭和44年12月の農林省農地局長通達「国営代行造成施設の譲与および管理

指導事務委託事業実施要領について」には国の方針が明瞭に表現されてい

る。すなわち，「国営土地改良事業により生じた土地改良施設については，

従来，原則として受益者団体たる土地改良区等に管理を委託してきたところ

であるが，最近の社会・経済情勢の変化に伴ない土地改良施設の管理に関す

る問題が多発し，その内容も複雑化する傾向にあることおよび国営土地改良

事業の進捗に伴ない土地改良施設数が相当量に達したことなどにかんがみ，

その適正かっ合理的な管理を図るため，今後は，土地改良区などの自主的管

理にゆだねることが適当な比較的小規模な施設については土地改良区などに

対し譲与していくとともに，国が財産権を保有して国の指導監督の下に管理

を行なうことが適当な比較的大規模な施設については，管理指導を強化して

いく方針である。」そして委託事業実施要領を詳細に規定した。

昭和24年，土地改良法は，「第九十四条左に掲げるものであって普通財産

であるものは，農林大臣が管理し，または処分する。

1. 国営土地改良事業によ って生じた工作物その他の物件または水の使用

に関する権利一一（以下略〕

2. 農林大臣は，前項各号に掲げるものを，都道府県，市町村または土地

改良区その他農林大臣の指定する者に管理させること ができる。」と規定して

いる。これはその後追加されることはあっても，変更はされなかったが，こ

の条文を通じて，国が水利用合理化の基礎となる基幹水利施設の掌握を実現

することになったのである。法制定当時，そのようなことをおそらく法律作

成者も予想しなかったであろう。国は水利施設の技術的改良を通じて，管理

所有の再編成を実現し，法制定当時とはまったく 異なる新しい水利体制をっ

くり上げたのである。現代の農業水利合理化は，この基盤の上に展開される
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ととになったのである。

昭和45年には， 「基幹施設整備補修事業」が設け られ， 国営事業で造成さ

れた基幹施設で，県または土地改良区に管理を委託したダムや頭首工のう

ち，洪水対策上重要なものなどについて，その整備補修に要する経費が経営

の管理費を著しくこえる場合，その経費の一部を国が補助することとなっ

た。固有施設という性格を行政的にも濃厚に して来た今日，これは当然のこ

とである。この年は米の生産調整が本格化し，農業用水の余剰水を都市用水

に転用せよという意見が建設大臣から公然と出される までになった。

昭和46年，このよ うなすう勢の中で，農業用水合理化対策調査実施要綱が

制定され，それに基づき大規模施設高度利用調査が実施されるこ とになっ

た。それは対象地域を，

「（1）大規模水利施設を造成した国営土地改良事業の完了地区を含む地域で

あって，農用地の転用または営農形態の著しい変化などにより，当該施設の

遊休化が生じており，その施設および農業用水の管理の合理化を図ることに

より，農業用水の転用または当該施設の高度利用が可能と認められること，

(2）当該地域の水系について新規水資源の開発が経済的 ・技術的に困難である

と認められ，かっ他種利水の水需要の増大がみられ，その利水計画がなされ

ているか，またはなされることが予測されること。」 として， 地方農政局ご

とに調査を行なうことを決め，調査地域ごとに地方農政局長は高度利用調査

対策委員会を設けて，意見を聴取することができるよ うになった。この委員

会には，

ア．都道府県の職員

イ．関係市町村長

ウ 関係土地改良区の代表者

エ．そのほか学識経験者

がなる。このような施設の高度利用調査を国が実施できるのは，その施設の

所有が固にあり， 委託管理の場合でも， 国の行政指導が確保されているとい

う事実関係があるからにほかならない。

昭和47年には，以上の整備を総括し，水利用合理化，都市化関連に対応す

る土地改良法の改正がなされた。都市化関連での排水関係については7.で述

べることにし，用水合理化にかかわる重要なもの2つを上け、ると，
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第 1は，大規模な基幹施設の場合，地元の3分の 2の同意を得ることな

く，市町村が国県営事業を申請できるように した （ただし 3分の 2の同意の

代わりとして，関係土地改良区の意見聴取， 市町村議会の議決，都道府県議

会の議決が必要〉。 これにより ， 土地改良事業をほかの公共事業と質的に区

別する ところの「地元3分の 2の同意」も， 水利用の根幹たる大規模基幹施

設については事実上取り除かれたのである。

第2は，固有土地改良施設を，都市用水側の対価の支払いを条件として，

その施設の共有化 ・共用化を認めたことである。これについては，後に も述

べるが，農業用水の都市用水への転用に行政的な道を聞くことになったので

ある。

これらの法整備が，昭和39年以来の土地改良事業を通じての水利制度変革

の基礎上に実現し得たことは， もはや論を待たない，今や， 土地改良事業

は，単なる農業水利の技術的整備ではなく， 水利用合理化に対応する農業水

利の構造的再編を行なう社会的手段と なっているのである。

4. 農業水利の基本構造

土地改良事業という技術的改良と構造的 ・制度的変革の両方を含む公権力

の行政的誘導によって，今日生みだされつつある農業水利の基本構造を，こ

こで少し整理してみよう。

(1) 施設システムについて

基幹的施設は国営事業により ，現代の技術レベルでほぼ第 1級のものがつ

くられる 。 取水量の制i~llは，現在の技術の許す限りにおいて高い精度で実現

される。それは遠からず流域一貫の水管理が実現した場合には，若干の諸装

置の補充によ って見事に対応するものである。すなわち農業用水の流量制御

と流域一貫管理を実現する技術的基礎をつくりだ したのである。

基幹的施設に続く支線的施設については，県営事業により整備され，送水

過程での前近代的な不備はほぼ克服される。農業用水内部の分水L 現代の

技術でもって十分に制御し得るものに変わる。農地の宅地化が進み，一団地

が農業か ら離脱するような場合，この分水施設は，必要な制御を十分に行な

い得る技術的基礎を与えるであろう。
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用水システムの末端となる圃場での配水システムは，県営あるいは団体営

の圃場整備事業により，いちじるしく整備される。 もっとも現在の段階で

は，農業形態の進展段階に制約され，小規模に細分化された圃場への配水も

行なう。なお分配に技術的制限性を伴なうものであるが，かつてのごとき，

村落共同体による水の前近代的規制という姿は過去のものになりつつある。

個別的水利用を展開する諸条件は整備され，農業経営の発展に対応して水利

用を高度化していく基盤が準備されて来ているのである。

塩ビ管など配管材料の低廉化と普及は，圃場におけるパイプシステムを特

殊なものでなく，一般的形態とさせつつある。このシステムにより，農業的

水利用は，一団地ごとに，送水ポンプの操作により，容易にコントローノレさ

れるものになった。

以上の全体的姿は，取水量は技術的にも制御し得ず，送水分水過程でさま

ざまの前近代的不備を露呈し，末端では共同体による前近代的水管理が支配

するというかつての農業水利像を，技術の上から大幅に変えたものであるこ

とは明白であり ，そのような生産力の発展があったことを確認できるのであ

る。

(2) 管理について

基幹施設の管理は，とくに公共上重大なものについては，国が直轄管理

し，それ以外は県または土地改良区に管理委託されるが，土地改良区が十分

に管理能力を備えていないところでは，県が管理する形が多い。県，土地改

良区への管理委託に際しては，詳細なる管理規程が行政指導により定めら

れ，国の管理に対する監督は，委託という形をとるにせよ，貫徹されるよう

になった。

県営事業によって造成された支線施設についてもほぼ同種の関係である。

末端の闘場の水利施設は前近代的組織と しての部落共同体の管理に変わっ

て，固または県の監督下にある公法人の土地改良区が管理をするように変わ

る。その土地改良区は農業者の組織とはいいながら，新しい施設システムに

対応して，技術の習熟が要請される関係もあり，土地改良区事務局所属の職

員が，事実上，運営をリードする関係になりつつある。とくに大土地改良区

ほどそれは強2い。
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農地改革によって，農地とともに水利が地主から農民に移ったわけである

が，農地改革後成立した自作農体制がいよいよ崩壊の色を濃くしている今

日，農業水利の管理に強く姿を現わして来たものは，公権力であったのであ

る。今日農業水利の管理を事実上統御し，規定しているものは，決して古い

ものでもない し，必ずし も農業者でもない。 公行政とその影響下にある土地

改良テクノクラートであるといわねばならない。

もっとも，このような変化を， 公権力が一方的に介入したというふうにの

み見るこ とは適当でない。この背景には，生産力の発展とともに， 水利用の

社会化がいちじるしく進行したという時代的発展があるのである。その水利

用の社会化に対応する管理機構として，現代のわが国では，行政機構への集

約化が進行したわけである。今後，水利用はますます社会化を進めていくで

あろう。その展望に立って今日のぞまれることは，水管理をかつてのように

農家に直結化することでは必ずしもない。むしろ行政機構が官僚機構に変質

せず国民の水要求に応える公僕，サービス機関になることであろう。

さて，農業水利合理化が農業外から強く叫ばれ，場合によっては，農業の

正常な展開がひずみを受けることすら起こり得るよ うな形での一面的な合理

化が「近代化」の美名を使って主張されることがあるが，農業水利に対する

責任をますます重くしている行政の動向はも っとも重要なキーの1つといわ

ねばならない。

(3) 所有について

管理の形態は，しかし，物質的裏付けなく しては，遠からず変容するもの

である。上に述べた管理形態が一時的なものでないかどうかは，より本質的

な社会関係である所有の関係を見なければならない。

国営事業でつくりだされた基幹的施設は固有であり， しかも， 先述のとお

り，昭和40年ごろ以降， 固有財産として維持されることが明確になっ てい

る。かつて取入口は農民のものであった。今や主要な大用水の取入口は固有

なのである。県営事業によってつくられた支線についてもほぼ同様である。

重要施設は県有財産として維持される。末端の圃場施設または小規模施設は

公法人たる土地改良区有である（国，県が造成した場合も譲与される し，土

地改良区がつくったものは当然である）。 もはや地主のものでもない し， 前
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近代的な村落共有でもない。

都市化地域で土地改良区の崩壊現象が起きているが，これに対する問題は

後の都市化に伴なう農業水利合理化問題のところで述べることにする。

水利権の帰属が今日，転用問題と関連して議論の的の1つになりつつある

が，それについて若干述べよう。もとより著者は法律学者ではないので，法

律的論議ではなく ，農業水利の基本構造にかかわる限りにおいて述べるに過

ぎない。周知のごとく ，土地改良法第九十四条により，「国営土地改良事業

によって生じた工作物そのほかの物件または水の使用に関する権利Jは農林

大臣が管理，処分する権限を与えられている固有財産（公共用財産または普

通財産〉である。注目すべきこ とは「水の使用に関する権利」が入っている

ことである。これが河川法第二十三条によ って認められる「流水の占用権」

をも含むかどうかは議論のあるところであり，河川管理者の許可権たる「流

水占用機」を， 国営土地改良事業によ って生じた水使用権であるからといっ

て農林大臣が管理処分し得るとはと うてい考えられないから， 厳密な「流水

占用権」に相当する権利を国営土地改良事業が機械的に生みだす，あるいは

取得することはできないであろう。けれども水利施設そのものとそれを利用

して水を使用することは，別のカテゴリーになり得るものである以上，国営

土地改良事業は，水利施設とともにその施設を利用して水を使用する権限の

両方を生みだすことは確かである。後者が河川管理者に対してどの程度拘束

力をもつかは別に議論されねばな らないが，その水利施設を利用して水を使

う利水者に対しては拘束力をもち得ることは明白である。したがって，国営

事業を通じて，農林大臣は，農業水利施設とともにある種の水利権を生み出

したのであり ，それらを利水者に使わせているのである。かつて河川を利用

してかんがいを行なっていた農民は，慣行水利権とはいいながら，河川管理

者と直接関係し， その聞にはなんらの介在もなかったのであるが，今日の姿

では，その聞に農林大臣（または県知事〉が介在するよ うになったのである。

水利権の法構造を法律学の立場から論ずる ことは著者にはとうていできな

いが，国営事業を通じて， 水利施設システムおよびその管理と所有が大幅に

変えられたことに対応して，水利権の体系にも変化が起こりつつあると いう

ことができるであろう。行政の農業水利統御の事実上の進行は，それに見合

う権利関係を定着させていくであろう。
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5. 水利用合理化とのかかわり

さて，以上の農業水利の基本構造はいわゆる農業水利合理化に対して，

体しやすい体制なのかどうかを検討しよ う。 先に工業用水，上水道など農業

外部か らの農業用水に対する合理化の要求には， 4つの狙いがあることを指

摘した。まず第1の新規利水の容認を容易にすること については，それに便

利なものであることは，先の赤川の事例で述べたとおり である。もっとも，

赤川は扇状地河川のため合口を行ないやすいという特殊的側面を もっ てい

る。一般の河川では，完全に口を 1つにすることはできない し，また，する

ことの方が水の合理的利用の上で不適当であると いうべきである。反復水が

あるからである。したがって，実際の河川では，上流から下流に向けて，阿

川水の反復特性に応じて，ブロ ック化されつつ，ブロ ックごと に，適当な合

口化が進行するであろ う。 そこには農業用水のみな らず，新規の都市用水も

含めて他種利水との合口 もなされていくであろう。大河川での取入口整理は

時間を要しながらも じよじょに進行しているのである。これを実現するもの

は，基本的に国営農業水利事業あるいは水資源開発計画に基づく 水資源公団

の事業である。そしてこれを通じて形成されるものは，国の行政指導を貫徹

するところの農業水利管理体制である。

ところで今日，新規利水は，もはや一個の私人や私企業のみで要求できる

ものではほとんどない。 国の地域開発計画に沿って，地域の工業用水道計

画 ・上水道計画の形で現われる。したがって，新規利水を認めるための既存

利水者の同意という形式は，行政機構の中に吸収され，行政機構内での計画

調整によ って解決されるようになるのである。 農業水利の基本構造がそのよ

うな方向性と性格を もっているがゆえに，それは合理化に照応する体制なの

である。

ところで，農地の宅地化が急速に進み，合理化が緊要な課題とされる大都

市周辺の地域では，特殊な問題がある。それは今日的な農業水利事業が大々

的に展開される以前に，スプロール的な都市化が進行し，かえって，国営に

よる大規模な農業水利事業の実施を阻む状況が形成されている ことである。

ここには特別の方策が用意される必要があった。そこで，昭和47年，農林省

によって， 「農業用水合理化対策事業」が新たに設け られ，市街化区域も含
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め得る県営の土地改良事業が実施されることになった。これにより， lOOha

以上の農業団地では，水利施設を都市側の負担も受けて更新（パイプライン

化など〉するとともに，余剰水を都市に転用する形が始まっている。

しかし，さらに小規模なノト団地がスプローノレの中に残存し，それが慣行水

利権を保持しているというのがある。これはもはや農業地域の対策課題では

なく，都市の課題というべきであろう。後の節で論述する。ごく最近建設省

がこのような水利権を国が買収すると いう案を検討中とのニュースがあった

（昭和49年2月4日朝日新聞〕が，公水理念を狭く解釈して， 水利権の金銭

化をいみきらってきた考え方よりも，かな り前進したものである。

ともあれ， 大都市地域の特殊問題についても，国の施策によってこ とがじ

ょじょにせよ進み得る体制になっているのである。

第2の取水量の限定については，まさに現出の農業水利構造が自らそれを

なしつつあるといえるのである。今日，新河川法成立10年を経て， 慣行水利

権の認可水利権への切換えが進行しているが （新河川法当初案は10年間で完

全に許可水利権だけにするというものであった〉， その際，農業用水に対し

て，かんがい期別取水量の限定が要求されている。これはダムへの貯水およ

び新規利水に対する流量保障（流下過程での引水規制〉のため必要不可欠で

あるが，国県営農業水利事業で更新された取入口は，管理規程に基づき期別

取水量がすでに確定しているのである。もちろん許可水利権を確定する場

合，相互に諸々の影響を勘案して複雑な交渉が不可避となるが，それは交渉

舞台での問題であり ，整備の基本はすんでいるのである。

ところで，村落共同体が事実的に管理していたかつての時代においては，

渇水時の水利協議なるものは，共同体的水利用が本来的性格とする排他性が

露骨に現われて，簡単に話し合いが成立するものではなかった。 しかし今日

の農業水利構造においては，事態はまったく違って来つつある。 昨年の利根

川渇水H寺，見沼代用水は自らの水利権よりはるかに少ない取水を容認して，

自らの内部で番水を行なったのである九ここには過去の慣行水利権者の性

格はまったくない。農業水利権の「近代化」はまさに達成されたのである。

だが重要なことは，農業水利権が排他性を克服したということではない。じ

＊ 岡本雅美 「昭和47年利根川渇水の検討J『水利科学』 No.88(1972年〉。
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つは渇水時こそ水利権が意味をもつのであり， 水が潤沢にある場合水利権な

ど無意味であることはいうまでもない＊が， その渇水時において，農業用水

の取水量はいちぢるしく水利権流量から離れたのである。すなわち， 「慣行

水利権の空文化」が事実と して実現したわけである。見沼代用水は農地の宅

地化の進行により，水利権流量では明 らかに余剰水ができるようになってい

る。しかし見沼代用水としては表向き慣行水利権を確保していることになっ

ているのである。ところが事実と して，その空文化がなされたわけである。

空文化が進むとき，慣行水利権への恐怖はもはや不必要になるであろう。見

沼代用水の慣行水利権空文化は，農業水利の構造的変化の上に成立 したもの

なのである。

第3の節水については， いわゆる水路損失の解消を，現代の技術水準にお

いて，大幅に実現したのが土地改良事業であったことはもはやいうまでもな

い。 現代の農業水利は，さらにパイプラインを一般化することによ って，水

位維持のために必要以上の流量を投入しなければな らないという無駄を克服

する道もっくりだした。

しかし個別経営が自 ら節水を行な うようになるためには，現代の農業水利

構造だけではなお不十分である。節水を制度的に保障するためには，節水が

個別経営にと ってメリ ットとなる機構が導入されなければならない。 その基

本となるものが，料金制であることはよくいわれるところである。料金制を

現代の農業水利が一般的形態として生みだしていないこ とは確かである。し

かし，そのための基礎条件がかな り整備されて来ている ことは注意する必要

がある。

パイプシステムの地区においても節水意識が低いのは，10a当り維持管理

費（ポンプ駆動のための電力料金プラス維持管理労賃）が約 1,000円という

ところに見られる低農業用電力料，低維持管理労賃が背景にあるからであ

る。この価格の下では節水のメリットはあまりないといってよいであろう。

しかし，この価格が今後とも維持されるということは即断でき ない。価格の

上昇がもたらされたとき，現行のパイプシステムは節水を施設的に保障する

ことは確実である。

＊ 豊水水利権をいっているのではない。一般の水利権についてのこと。
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ふつう，水田地区においては，水利費は水の使用実績割でなく，面積割で

なされる。これは面積割がほぼ使用実績割となる水田での水消費特性を反映

している。他地区の用水が流入して，おのれの地区の用水を 100%使用しな

いようなところでは，経験的に，何%使用するということを定めて面積割に

その%を乗じて水利費を配分することがよく行なわれが，これとても不満が

でることはあまりない。水田の水消費特性は，面積とその用水の使用割合で

もってほぼ妥当な配分を定め得るものなのである。しかし，このような水の

消費機構が今後も維持されるとは必ずしもいえない。農業生産力の発展は，

多様な土地利用を生みだしつつある。かんがし、地区の中で一様でない水の消

費が進行する場合には，現行に変わる使用実績割が拾頭してくるであろう。

その場合，流量制御を可能とする施設に変わった現代農業水利は，若干の装

置補充を行なうことによって，比較的容易に使用実績割を実現するであろ

う。それを可能とする配分システムの根幹は，ほぼ形成されているのである。

とくに都市化地域においては，農業的土地利用の多様化に加えて，農業外

の土地利用が多様化する。それらへの用水供給を，とくに基幹施設において

共用化する方向が進みつつある。じつは，この共用化の方向が，現在の土地

改良事業において認められて来ているのである。それは次に述べるが，現代

の農業水利構造の必然的進行であるのである。

第4の農業余剰水の転用について見ていこう。農業水利問題研究会が，見

沼代用水をケーススタディーとして，基幹施設を新規都市用水と共用するこ

とによって，農業余剰水の転用が技術的に可能であることを示したことは周

知のところである（昭和46年）。共用に当たっては， その施設建設費および

維持費を都市側が共用の程度に応じて負担することが前提となっている。こ

れによって農業側に転用を期待するにふさわしい経済的動機が与えられるわ

けである。現代農業水利が生みだした水利施設は，このような展開を技術的

に保障しているのである。

この方向に沿って，昭和47年，土地改良法が改正された。それは，固有土

地改良施設の共用を認め，都市用水側の対価の支払いを条件として施設の共

有持分を与えるという Iものである。このような方式は，いうまでもなく，県

有，土地改良区有の施設に対しでも導入されることは論をまたない。現代農

業水利構造は，容易に新しい展開を行なえるものである。基幹施設を固有化
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し，行政指導の貫徹を背景とする現代の農業水利構造は，農業余剰水の転用

にも機敏に対応するメカニズムであったのである。

s. 手IJ水についての河川管理再編の動きと関連して

今日，水利用合理化に向けて河川水の管理再編の動きが急ピッチで進行し

ている。広域利水調査第 1次報告，同第2次報告をたて続けに発表し，水資

源の過不足状況を公けにし，とくに大都市圏では，遠からず深刻な水不足が

生ずることを提示した建設省と しては，河川水管理を抜本的に検討して，急

速に対策を打ち出すことが要請されている。

昭和49年2月4日， 朝刊の朝日新聞によれば， 「建設省が検討しようとし

ている水利用対策の方向は，水利権を国が買い上げて，改めてランクをつ

け，できるだけ水を効率的に配分しようとい うもの。こうした考えは，これ

まで農業用に使われてきた慣行水利権が壁になって，水を有効に使うにも使

えなかった現状を改め， いわば水の“調整権”を国がにぎり，水不足に備え

ようとするものである。こう した水利権の買いあげ構想は，国が水利権をプ

ールし，有料で水を配分する。つまり ，これまで有料 ・無料の水が流れてい

た河川を，いわば『有料河川｜』にすることにある。この場合，利用のランク

はまず生活用水が最優先される。この方式をとれば，渇水時の緊急調整もす

ぐにできるし，ふだんから水を貴重なものと して使 う習慣が侵透するばかり

でなく，各地で起こっている水不足による住宅団地の建設立ち遅れ問題など

も解消できるとしている」。

農業の慣行水利権が壁になって，水を有効に使うにも使えなかった現状と

いう見方は，一面真理であると しても，農業用水がこれまで述べてきたよう

に大きく変わってきている現実を動的に把握していない欠陥をもつものであ

ることは明らかであるが，建設省の検討しつつある問題を若干考察すること

によって，現代農業水利構造の意味を考えてみたいと思う。

朝日新聞の紹介だけでは，建設省の計－画の全容はほとんどわからなドが，

水利権を買収すると いう場合には，差し当り，次の 3つの形が考えられるで

あろう。

a. 許可水利権も含めて，一切の水利権を買収する。

b.許可水利権以外のもの（いわゆる慣行水利権） を買収する。
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c.水利権を売りたいもののみを買う （ただし行政的指導で売らせるよ う

にする ということも含めて）。

このどれを期待しているかはまったくわからないが，完全に水利用の再編

を実現するのならば， a.に，と りあえず都市化で余剰水が形成されている水

利権をまず整理しよ うというのであれは‘， c.となるであろう。物事をいっき

ょには行なわないという形で進む場合にはc.がとりあえず試みられる可能性

が強い。 b.を実施する場合には，強制を伴なうゆえ，行政がある種の条件を

ととのえぬ限り困難であろう。 a.は現行法で保障した水利権に手を触れると

いうのであるから，抜本的な法改正なく しては不可能である。

次に有料で水を分配する方法としては，次のことが考えられる。

a＇.現行許可水利権も含めて，すべての水利用に対して，有料で分配する。

有料の仕方にもいろいろなケースが考えられるが，ランクをつけるとい

うのであれば，生活用水を一番高くし，農業用水を一番やすくし，その

代わりに，生活用水は渇水時と いえども保障し，農業用水はたとえば番

水にすると いう ことが考えられる。料金の取りたても，毎年使用実績に

応じてというのも考えられるが， 水利権取得に際し，それに必要な水資

源開発費という名目で，さ し当たって一度きり取りたてるという形が考

えられる。

b＇. 許可水利権はそのまま認めて，今後の新規利水についてのみ，金を取

り立てる。水利権取得に際し，新規利水に必要な水資源開発費という名

目で取り立てるという形が考えられる。なおこの場合許可をと っていな

い，いわゆる「慣行水利権」は認めない。

c' 既存の水利権はすべてそのまま認めて（慣行水利権も含む〉， 新規利

水のみ金を取り立てる。

cぺはも っとも無難に行なえるが， 水利用合理化を課題とす るならば，c'

ではなにも しないのと同じであるから，これに止まるより先にいこうとする

であろう。 aヘ， b＇.がも っとも議論の対象になるであろ うが，a’．については

すぐ現行法で保障した水利権に対して新たな規制を行な うことになるゆえ，

制度的むずかしさが伴な う。 b＇.では慣行水利権からのはげしい抵抗が考え

られるが，慣行水利権の許可水利権への切換えを，ある種の条件づくりと猶

予期間を設けるなどの方法により行なえば，できないことではない。 慣行水
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利権整理という立場から少なくと もこの程度はしたいという論が強くでるで

あろう。

買収と配水の両者を組み合せると，さまざまの形が樗えられてくるが，現

行法を抜本的に変える という方向でいく場合には， a.-a＇.という組合せが強

くなろう し，現行法は最大限に尊重した上で，現行水利用の再編も試みよう

というのであれば， b.-b’. ' c. -b＇.が上がってこよ う。 行政誘導は大いにあ

るとしても，強制は避けるという ことであれば，c.b＇.になる可能性が強い。

すなわち，実質水利用が落ちていて，売れるものなら売り たいという水利権

を順次買収して整理し，同時に許可水利権の存続は保障しつつ，今後，新規

利水には開発費を負担させることを明示し，慣行水利権を許可水利権に切換

えていくという形である。水利情勢がもっと重大になれば、，強制の伴なった

よりきつい再編案が打ち出されることも十分あり得ることであろう。 しか

し，さしあたっては， この形になる可能性が強いように思われる。

さて，そうした場合，現代の農業水利の動向はど ういう意味をもつだろう

か，一口にいって，このような再編方式を農業の側で行な うものにほかなら

なかったといってよ いであろう。あるいは，これまで行政の中で農業畑にお

いて行なって来たことを，今後は河川管理機闘が全面的に行なう といういい

方もできょう。もちろん農林行政と建設行政の聞には， 現代社会の諸矛盾を

反映して，さまざまの矛盾対立，不一致があることはいうまでもない。した

がって，具体的問題について両者で意見がいちじるしく分かれ，論議がかわ

されるという事態が多々あることであろう。しかし，大道は同じであると い

う見方が成立するのである。

水利権の買収を農林行政が公式に提示したことはなかった。けれども余剰

水の転用，水利施設の共用化は，事実関係において，水利権の売買に通ずる

ものである。農業水利研究会が見沼代用水合理化で打ち出した案は，余剰水

を県営水道にまわすということであった。また各地域でなされている転用事

例でも，公共機関の水道に転用するというのが一般的である。今日の水利権

買収は，水利権の転用先を国にするということだけである。もっとも， 農林

側の転用は，昭和47年の土地改良法の改正（固有施設の共用容認）も含めて，

取入口後での転用であり ，取入口流量を減少させるものではなかった。今日

の水利権買収では，取入口流量を減らすとい う違いがあり， また転用者を特
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定せず国がプー／レするという違いがある。農林省が取入口後を管理し，建設

省が河川を管理するという管理区域の違いによって生じた結果である。建設

省の水利権買収は，農業水利の側でどんどん合理化を進める事態になって来

たことに対して，それを一般化して，河川レベルで合理化の成果を吸収しよ

うとするものである。

慣行水利権の整理は，現代農業水利が土地改良事業を通じて着々と進めて

来たものであることはすでに述べた。そして許可水利権へ移行できる諸条件

を構築してきたのである。土地改良事業，とくに国営事業を実現した農業水

利組織は，慣行水利権であっても実質許可水利権と同じ取水管理規制を実現

し得るところまで来ているのである。見沼代用水は慣行水利権の代表例の1

つによく上げられるが，県営農業水利事業および水資源公団事業を通じて，

都市用水と合口する利根大堰に統合され，取入口の管理は水資源公団の下に

あり，まったく許可水利権と同質の管理状況におかれている。 加えて渇水時

には，共述のごとく， 「慣行水利権の空文化」が生じているのである。建設

省の慣行水利権整理の方向は，現代農業水利がなして来たものの延長線であ

り，現代農業水利の動きを基礎にする ことによって可能となるものなのであ

る。

新規利水に開発費を負担させることは，河川行政では新しい試みとなる

が，水資源開発では当然のことであり，新規利水の加入によって必要になる

新たな水資源開発費を既存利水に負担させることはむしろ不適当なことであ

る。これまでの水資源開発は，すでに自流量の渇水流量が農業用水で占めら

れていたにもかかわらず，新規利水を無料で認める形で行なわれ得たのは，

財政への依存（国民負担〉 があったからである。今後も一定の財政依存は不

可避であるが，工業用水のための水資源開発を，企業の負担な しに実現する

形をいつまでも続けることは適当でないであろう。

ところで，農業水利の内部では，新規利水者が新たに必要とする水利開発

費を負担するということは当然の原則とされて来た。これは古い時代からの

自然法秩序であったのである。

さて，料金を定める場合，生活用水，工業用水，農業用水でラ ンクをつけ

るということは，渇水時の優位序列が不可避であるゆえ，容認されてよいこ

とである。しかし注意すべきことは，農業用水の番水が実現するこ とによっ
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て，その案が成立可能と なる ことである。したがって，番水体制を可能とす

る農業用水への手当，配慮、を抜きに して方策を立てることは空論となるであ

ろう。「有料河川」案は農業水利の支えによ って維持されることを銘記すべ

きである。

以上の考察で明らかなごとく，現代農業水利構造はまさに河川利水管理の

再編を可能とさせ，それを支え，それを補完するものであるのである。この

ように見てくると，いったい現代の農業水利構造は， 農業生産力発展のため

のものなのか，それとも工業用水，上水道のためのものなのかという問題意

識がわいてくるであろう。じつはそこにとれからの問題があるといわなけれ

ばならないのである。

水利用の再編が議論にのぼるよう になったという ことは，そこまで水利用 、

の社会化が進行 したことにほかならない。 高度経済成長は水需要を激増させ

るとともに，水利用の社会化を進めたのである。これに対応する新しい水利

構造が生み出されることは必然である。それがどのような形式になるかは，

わが国の状況展開により決まってく るが，水資源の特性として，社会的管理

をいっそう強めていくことは必至である。その社会的管理がどのような性格

をとるかは，これからの動向によるが，今日の状況から判断する とき，工業

用水，上水道の要求に応えるという ことを中軸にするもののように 思 われ

る。著者は 2年前，戦後の水資源問題を検討し，工業用水 ・上水道の要求に

応えながら現代水資源行政が，水資源開発二法，新河川法を経て確立してい

くさまを素描したへその基本的性格がいっそう強まっていくように思われ

るのである。

その場合，現代農業水利構造を工業用水 ・上水道中心の水資源開発体制整

備の一翼に編入し， それへの寄与を最適解とするような外的条件の形成と状

況展開が生じないと はいえないであろう。 実際，現代農業水利構造はそのよ

うなものになり得る体質をそなえて来ているのである。も しそれが全面的に

進行したとするならば，もはや農業水利ではないであろう。 農業水利整理の

ための工業用水・上水道の一機構に過ぎ、ない。

もとより農業水利が，かつてのように排他性をその基本的性格として，機

＊ 志村「現代水資源配分機構の動向と性格J『水利科学』No.92(1973年〕。
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械的に工業用水 ・上水道に対立し，自己の権益のみを固守するというもので

あってはならないことはいうまでもない。水利用の社会化の進行は，過去の

ような社会的分業の対立を宿命とするような低次の段階を大幅に乗り越え，

社会的分業聞の有機的連帯を強めつつ，すべての分野が天与の恵みをあまね

く享受するとい う高度の文明形成に向かっていることは，しっかりと確認す

る必要がある。

しかしながら，今日現出している水利用の再編では，矛盾があまりにも深

く，工業用水優位の論理が不当なまでに強調され，農業水利にひずみを与え

るようなことがよくあることは注意する必要がある。農業水利は水利用につ

いての高度の文明の形成を展望して，他種利水の成長発展に協力しつつも，

自らの本来的課題である農業生産力の発展に寄与することが基本とならねば

ならない。もし，農業に重大なひずみを与えるような不当な要請に対して

は，農業水利は自らを守ることに真剣でなければならないであろう。

農業水利が農業 ・農民を第 1に考えることは当然である。しかし， 今日の

水利用社会化の高度化の時点においては，それだけでは明らかに不十分であ

る。都市市民の水確保を同程度の重大さで考えるべきときに来ていることは

強調しなければならないであろうっしかしながら，利潤追求の手段としての

大企業の水要求については，厳正公正な態度でのぞむことを宗とすべきであ

ろう。この水要求は，じつはも っとも社会的力を有し，公権力をも動員する

能力すらもつことはよく 指摘されるところである。も しその力のみをすべて

と思いこみ，その力に追従する場合には，農業者はもちろんのこと，都市市

民からの強い批判を受けることになるであろう。大切なことは，農業者と都

市市民の水要求動向に注目することであるように思われる。

現代農業水利の構造形成の過程には，工業用水の要請に基づく行政の誘導

という状況がまったくなかったということはできない。むしろ分析に当たっ

ては，無視できぬ力があったと見なければならないであろう。現代農業水利

の構造には，現体制が見事に投影されているのである。

1. とくに都市化地域について

昭和46年，農業水利問題研究会は， 「都市化過程における農業水利」にお

いて，農業余剰水の都市用水へ転用を論じながらも，水利施設の整備に論及
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したとき「都市化地域の問題としては，用水よりむしろ排水施設の整備の方

に重点を置くべきである」と主張している。まことに金言であり ，都市化地

域でなすべき施設整備は，用水合理化のための，たとえばパイプシステム化

よりもむしろ排水施設の抜本改造こそが急務なのである。

著者は， 昭和47年報告＊において， 農業水利が都市化地域で求められてい

るものは，地域的水制御様式の変革であること を述べた。その要点は，地域

にはその地域の社会状況 ・生産力段階に対応して，地域的水制御様式が構築

されるが，都市化とい うものを水制御の立場から見れば，農業的水制御様式

から， 都市側の要求もみたす高次の水制御様式への移行ということであり，

そのような様式の変革を農業水利がになわなければならないというこ とであ

る。都市化地域における農業環境条件の荒廃（用排水路に都市廃棄物 ・下水

が投入されることによる荒廃など〉，住居環境の劣悪性 （湛水被害の続 出，

地下水位が高いための衛生条件の劣悪，水景観の破壊など），水資源利用の

無政府性 （余剰水形成されるも活用されぬ〉などは，伝統的な農業的水制御

様式のままで上物だけが都市化されるとい う矛盾の結果である。これを克服

して，新しい秩序ある水制御様式を再構築するためには，いわゆる治水事業

とともに，農業水利が責任を果たさねばならないであろう。これらの詳細は

すでに昭和47年度報告に述べてあるゆえ，それを参照されたい。

このよう な課題を土地改良事業に取り入れるために，昭和47年土地改良法

が改正された。関連の強い事項をここにあげると次のとお りである。

1) 非農地の受益者に土地改良区が賦課するこ とを認めた。

排水事業では農地ばかりでなく， 非農地にも受益者が形成される。 これま

で県および市町村については認められて来たが，土地改良区に対しては認め

られていなかった。それを知事が関係市町村長の意見を聞いた上で認可する

場合には認めるこ とにしたのである。これによりスプロ ーノレ的に宅地化され

た地域においても，小規模な団体営土地改良事業により，排水改良を行ない

やすい条件が形成されたことは意義深い。

2〕 土地改良区が水利施設の管理について，市町村に協議を求める ことが

できるようにした。

＊ 『農業水手lj合理化に関する調査研究報告』水利科学研究所 （1973年〕。
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都市化地域の水利施設は荒廃が激しく ，管理がますます大切と なるが，管

理者たる土地改良区が逆に弱体化し，管理困難になる場合がよく見られる。

しかしその水利施設たるや単なる農業用としてのみ機能するばかりでなく，

都市的水制御の一機構化されている場合が多い。そこでその施設の管理方

法，費用負担などについて，市町村に協議を求めることができるようにした

わけである。実際，農業用のゲートや水路が，その地域の雨水流出排除に容

与している形は多いが，土地改良区の弱体化と ともに管理が事実上放棄 さ

れ，その地域の住民に悪い結果をもたらしている状況が見られる。そこで市

町村の協力を得る方向を設けたことは積極的意義がある。

3) 土地改良区が都市排水の農業水路への流入に対して停止請求ができる

ようにしfこ。

農業水路はその地域の廃水路でもあったが，都市化の中でもそれが継続

し，ついに許容限界を越える形が見られる。そこで土地改良区が受忍できる

範囲を明確にし，公開の管理規程を定めて，それを越えた排水については停

止請求ができるようにしたものである。都市下水がなんの考慮もな しに農業

水路を事実上利用する形が見られる今日，それに対する土地改良区の規制を

認めた意義は大きい。これにより ，いたずらに既存の農業的水制御様式にた

よろうとする安易な風潮をチェックし，新しい水制御様式建設の必要をつく

りだす端緒が開けたともいえる。

以上のごとく昭和47年の土地改良法改正は，都市化地域の矛盾を注視し，

適切な措置をと ったといえるのである。しかしながら，全体として評価する

とき，なお受動的姿勢であるといわねばならない。すなわち，残存農地を維

持することに目標があり，都市の要求も満す新しい高次の水制御様式への移

行を農業側か ら積極的に進めよ うとするものでは必ずしもない。

今日，都市化地域において求められているものは，都市的生活を保障しつ

つ，同時に都市にも必要な農業団地の高生産性を保障する新しい水制御様式

の創造である。それは都市的水制御様式そのものではない。完全なる都心部

の水制御様式はそれでよい。しかし都市と農業が混在し，一定量の農業の存

続を都市市民も農民も望む地域 それが都心部を除き都市住宅地域および

周辺部に出始めているーーにおいては，農業を完全に無視した従来の都市的

水制御様式では不適切であり，同時に都市的生活を保障できぬ従来の農業的
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水制御様式でも無効なのである。そのよ うな新しい地域的水制御様式の建設

がこれからの課題なのである。

これを進めるためには，都市の側が都市の重要施設の 1っとして農業団地

を位置づける発想、を構築し，具体化しなければならない。また同時に，農業

の側が都市の機能を農業に生かす地域計画の理論を具体化しなければならな

い。このことなくしては新しい水制御様式創出は無目標である。新しい水制

御様式創出の大前提には，都市と農業を結合させる包括的地域理論が必要で

ある。

）だが現在の行政では，一般的傾向として都市と農村が機械的に分離されて

いる。すなわち，市街化区域では農業を完全に無視し，市街化調整区域では

都市的整備をおさえると いう具合である。このため都市と農業の積極的融合

を図る施策が出づらい状況になっている。土地改良事業についても毛の影響

が投影している。もっとも，一定の線引きは必要である。けれども， 都心は

別として，快適な未来の生活を設計するためには，市街化区域の中の都市施

設として農業が位置づけられるべきであるし，市街化調整区域において都市

的生活を可能とする施設の充実が必要である。都市的便益と快適性を折りこ

んだ農村環境整備すら企画される今日である。

このような地域構想、を実現するためには，さまざまの事業が必要である

が，水制御様式の創造は有力な必要条件の 1つである。とくにわが国では沖

積平野に大都市と高農業生産力地域とが共存している関係上，沖積平野利用

のかなめである水制御様式の設計なくしては，机上の空論に終わってしまう

のである。ところでこれまでの段階では，農業的水制御様式と都市的水制御

様式はまったく異なるものであ り，両者を合体させることは不可能であっ

た。その主たる理由は半湿回状態で満足したところに象徴される農業生産力

の低さが，都市にくらべていちじるしく低位の水制御様式を農業地域に許し

たからである。しかし，これからの農業生産力とくに都市近郊の農業はもは

や過去の半湿田状態で満足せず，完全乾士化と自由な水制御を要求する。し

たがって，若干の制御形態に違いがあれ，本質的に都市と同じレベルの水制

御様式を求めているのである。じつはそこに，都市的生活を保障しつつ同時

に都市の望む高度農業生産力を保障する，湿在地域の新しい水制御様式の成

立の可能性と必然性があるのである。
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さて，このような新しい水制御様式は決して土地改良事業のみで実現し得

るものではない。地域の全体を総合的に再開発する総体的事業でなければな

らない。それが未だ行政の中枢において計画化されない以上， 土地改良事業

が従来の受動的段階に止まらざるを得ないのは致し方ないところではある。

しかし地域の水制御の矛盾をも っとも感じている土地改良関係者が，進んで

新しい総合的事業の創設を準備し，許される限りにおいて，最大限の多面的

事業を展開 し，本格的な総合的事業の実施の引金になることが期待されるの

である。

すでにその芽は進んだ地域において形成されつつある。横浜市が昭和48年

末に提案した，昭和60年の都市計画構想、では，都市の中に生産緑地，農業団

地が用意されている。これは，地元農民のうちで，今後も農．業の存続を希望

している少なからぬ部分があることと，都市市民が一定規模の農業の存続を

希望していることが裏付けとなっている。この構想、は大宮市をはじめ，いく

つかの衛星都市でも考えられつつあるようである。新聞によれば，建設省も

生産緑地計画をいよいよ具体化しつつあるという。

だが，これらの構想の最大の欠陥は，新しい地域的水制御様式についての

プランがまだ明示されていないことである。この地域の将来構想、を実現の方

向にまでもちきたらす技術の開発をなし得るものは，まさに国県の行政機関

といわねば、ならない。

すでに昭和47年において，緑農住区開発関連土地基盤事業が設けられてい

るが，まだあまり実施例が多くないと聞く。この内容を，上述の観点から，

充実し，さらに農業用水合理化対策事業も上述の観点から再組織し，両者

を総合化することによって，新たな展開が可能となるであろう。今や都市化

地域における積極的な土地改良政策の樹立が望まれているのである。

（佐藤東京農業大学教授，農博）
志村 ：東京大学助教授，農博／
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