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木曽三川の電源開発と利水 cJI) 

太田更ー

4. 水力発電と下流農業水利
一一夕、ム式発電所による下流農業水利との紛争一一

( 1〕 大井ダムの完成による放流調節

大井発電所はわが国で、最初の夕、ム式発電所て、ある。この発電所によって上流からの

木材流送はまったくできなくなった。さらに，この発電所における発電のための利水

は毎日の電力需要によって夜間の発電がわずかであるため，木曽川流量の日変化が大

きく下流の利水のための取水に大きい影響を与えた。下流の木曽川からの取水は木津

用水，宮田用水，佐屋川用水と犬山で取水する名古屋上水道であった（後に昭和4年

に完成した羽島用水が加わる）。

まず，大正13年からもっとも鋭く宮田用水との対立がはじまる。そのことを『宮田

用水史』から抜粋するとつぎのようである。

「大正13年7月，工事ほぼなるを聞き， 本組合は放流口の締切は， 目下かんがし、

期中なるを以て 9月下旬まで締切なきょう管理者伊藤郡長より福沢社長に対し， 29

日ねんごろに依頼状を発し，なお同日山脇本県知事に対し該締切延期方に付深甚の

配慮を懇請した・ー

然るに8月16日早天続きで水位減退し，用水不足のため委員を集め臨機の取水工

事実施の協議中，突如本県内務部長より今朝大井堰堤を締切りし旨飛電に接し，続

いて大同電力会社より社員出張し来り応急策として会社の負担にて相当通水量ある

玖前工事を施行すベく申入れたが組合の驚傍はたとうるものもない…－。

時あたかもまれに見る全国的大早越に際会し・・・・営利会社は重ね重ね理をつくし

ての懇請且つ協約を無視して突如新設ダムを締切り，以来 4昼夜にわたり，ほしい

ままに断水をあえてし濃尾平野百万石の美田を澗渇せしめ独り十数億立方尺の水
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をろ う断する破天荒の暴挙を敢行したのである。

ここに於て急ぎ仮堰を木曽川全幅に延長して締切り，こも張り Lて漏水を防いだ

が尾張平野における農業用水の窮乏は突にその極に達し，特に刻筈I］を以て（注 番

水）配水しつつある下流は至る所に用水争議勃発し収拾すベからざる事態に立ち至

った。… 以来年々配水上各所に騒擾たゆることなきに至った」。

官凹用水は尾張平野をかんがし、する大水利組織で，当時かんがい 面積 1万2,000町

余に及んで、いた。その取水地点は当時は宮田町 （現江南市宮田）にあ り，木曽川扇状

地の中心地点で取水しているので，河状変動がはなはだしく，木曽川の流量が減ずる

と取水に苦しんでいた。

これより上流の犬山で取水しているかんがい面積約 5,400町の木津用水でも同様の

事態で， 『続木津用水史』ではつぎのように述べている。

「ー・・大正13年其工事を竣成し，愈々事業を開始すべしとして同年 8月16日に突

然4!l~断木曽川本流を遮蔽した り。

日寺恰も用水期に際し多量の水を要する時期に，忽ち一時に減水を来し，元玖下水

標に於て午前五尺一寸の通水は午後より翌朝に至り三尺三寸に低下し，忽ちかんが

いに大支障を蒙りたるによ り，本組合は一大脅威を惹起したり。時の東春日井郡長

管理者鈴木寿三郎初め役職員は現場に急逮出張し，之れが善後策に腐心 したりし

が，急、報により本県よりは勝又土木課長・・・ー出張し，一面大同電力よりは 三根常

務，衣川士木課長等出張し，互に凝議の結果之れが応急策として，本川へ堰出しを

設けよ自水引用の維持を計る事となり，辛う じてかんがい用水に乏しからざるを得，

用水関係地方民心の安定を見るに至れれ

初め本組合は斯る事態を惹起すべき事に思い至らず，尤も数十里下流に位する用

水組合においては事前の判明を欠き単に水力発電は堰止め発電をなすと量産も水位は

常時と同様流注し何等異変を生ずることなしと思惟し又上流施設工事は特に岐阜県

知事の許可のみにて事木県に関係なく知らず知らずの間この大工事が行われ其の影

響を蒙ることあり，従って用水期中斯る事態が突発し一時用水沿線の農民を極度に

不安ならしむるに至れるはまた止むを得さ．ること に属す。

然、るに該会社は営利本位による発電量の多寡により，水量の調節をなすがた

めに，一日に数回水位を降下せしめ．これが当然の影響として組合地域の各井筋は

自然かんがいに能否を生じ，たまたま一地域に騒擾乱の端を開くや，図らずも或い

は統制jの破れんおそれあり 0 ・且つここに既得水利権を侵害せられたることを痛

切に感ずる・ 0・eこの旨により会社に対しかんがい期間中は一定の水量を放流すべき

ことを要求したが，会社は特許をたのんで首肯せず，カミくして折衝数次に及び

も．．・・目的を達するあたわず」。

と述べている。
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この事態に，県へ事情を述べあっせんを依頼し，その結果，以前施設に対し大正14

年からその工事の六割lを会社負担とするとの県裁断に同意した。

大井夕、ムの水利権は， 旧河川法に基づいて岐阜県知事が大正 9年に許可したもので

ある。

この許可付属命令書には，下流水利権の保護のためつぎのよ うに述べている。

第2条使用水量は 1秒間にも 500立方尺（125.Ont /sec.）以下とする。但し常時

供給水量は 1秒間に1,250立方尺（34.7rrf /sec.）以内とし尖頭負荷時において貯

水池を利用し発電所負荷の状態に応じ相当増加使用することを得

第12条 本事業のためかんがし、その他の水利及漁業に支障を来し，またはそのおそ

れあるときは認可を受けたる者は関係者と協議し水路の改築その他適当の方法を

講ずベし

などである。この許可条項から，

i 常時放流量（発電量）は34.7rrt/sec. (1,250立方R..），尖頭負荷で125rrt/sec. 

(4, 500立方尺）となる。従って渇水時にこのダムからの放流量は 35rrt/sec.以下

となるので，下流で小支川，飛関川l，可児川が合流しても平地への供給水量はい

ちじるしく減少するであろう。当時，飛騨川にはダムがなかったので， 下流へは

大井ダムの操作だけであったが，飛騨川にダムができるといっそう深刻になる。

ii 第12条の 「利水および漁業に支障を来し・＂＂Jについては，犬山以下の利水の

状況から，具体的に岐阜県で調査は行なっていない。

したがって，結果として下流の農業用水と漁業および舟運へは大きい打撃を与えて

いる。しかしこの事態に対して，水利使用の許可をした岐阜県知事はまったく放任し

ているのである。

こうした紛争のため，大同電プJて

に，木津用水で、は導水路の補強，水制工の新設が行なわれる木津用水の取水地点は扇

頂にあり岩盤があるので，河状はいちじるしく安定しているので，扶前工事によっ

て，取水しやすくなった。それは最上流で、取水することとあわせて，宮田用水に比べ

るとある程度の安心感が得られたて、あろう。

翌大正14年について，さ らに『宮田用水史』は，「大正14年のかんがい期に入るや，

放水発電は高低いよいよ甚だしく，為に木津用水，佐屋川用水両組合と連名の上知事

に陳情書を提出し， 7月，鷲津議長，春田副議長をはじめ委員15名を設け，伊藤郡長

を先頭にたて，かんがし、期間中は一定の水量を放流すへく之が交渉に当り， － －一方

犬山町を中心とする船夫，漁夫等の組合に於てもこれまた水位変動のため大打撃をこ

うむるとて一致歩調を採るべく来り会するあり，以来県土木課長立会の下に，会社側

と会見交渉の結果－－－不本意ながら会社対組合の間に左の紳士協約が成立した。

l. 夕、ムの調節により生ずる水位の高低を樋門に感ぜざるよう設備をなしその費用
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は大同側において半額負担すること。

2. 右作業をなすも十分の流量を得ざるときは放水を調節して組合のかんがし、に支

障をなさざるよう努むること。

大正15年の宮田用水は，「 8月14,15日の如きは電力供給先なる大阪地方が新盆の

ため一斉に休業するため，これを好機として，傍若無人なる会社は， 近年まれなる早一

天続きにて水不足なる折からもかえりみず，下流のかんがいを全然無視し計画的に

送電を中止し自ら早天に備うベく大貯水を敢行し・・ 殆んど絶水し弁末至る所に問題

がおこり『問題起こる放水量増すか』との電報を発するや直ちに放流増水せし等沙汰

の限り言語に絶したるものである」と述べている。まったく 流域のことを省みず，自

己の利益追求だけを行なっている当時の電力会社の実状をみることができる。こうし

たことは，さらに年々続くのである。木津用水では昭和2年についてつぎのように述

べている。

「－－殊に昭和2年度はダム建設以来かつて見ざる会社の制限なき水位調節を濫発

したるため，用水期節の 6月29日玖下において水位5尺 8寸の通水量を維持しつつあ

りしに，忽ち其夜一時に大水を流下したるため，仮堤は決潰し，午前 6時に至り以下

水位3尺 2寸の前例なき減水となり，よってかんがし、に大支障を来し，下流町村より

は頻々としてこれが抗議を告げ物議騒然たり・ー…各立会調査を行いたり。かくして直

ちに破接されし仮堰を修理復旧することに決し・ その工事は前後 6聞に亘り 6,428・ 

円を要し…・・」 とあるように，水位の変動が大きく，取水のための仮堰が 6回も破壊

修理をしたのである。

宮田用水では昭和2年には岐阜県知事に対し，「大同に対しかんがい期中一定の流

量を放流してかんがいに支障のないよう命令せられ度」としさらに意見書を内務 ・農ー

林両大臣と愛知県知事に提出した。

「この年は打撃はさらに大きく 6月19日は木曽川本川殆んど全部に亘る仮堰工事を

施せしも効なし元以における所要水量4尺4寸に対し水位2尺の差異を生じ，殊に

岐阜県側より境界侵入の抗議に遇って延長部分仮堰の撤回を命ぜられる等の圧迫を受

け，一方会社は言行一致せず平然として不規則不正確に水位の差をなし，ために挿狭：

期には組合区域内一斉に水騒動を惹起し，遂に知源寺立切において流血の惨を演じ

た一一」。 7月2日全議員41名県庁に出頭， 土木部長の努力で大同電力で1週間，田

植終了まで必ず所要水量 4尺 4寸を保たしむるよう，貯水池を放流しても調節すベく

答えた。翌日は大出水になって事なきを得た。 しかし 7月下旬にふたたひ‘水位低下を

はじめた。

昭和3年は木津用水では大井ダムによる流量調節の結果，通水が十分でないので，

会社代表者の立会を求め，前後3固にわたる仮堰工事4,915円，水路波諜工事要望3,914 

円を支出してようやくかんがし、に支障なく用水期を経過した。
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この年，宮回用水は 6月11日から下流で水争が起こっている。早天続き水位変動が

大きく用水が不足したためである。 7月下旬， 8月上・中旬も水位変動の大きい日が

続き，一時断水することもあった。

昭和4年は木津用水では 5回も仮堰をほどこしら097円を，水路竣深費4,192円を支

倍。また導水堤水叩をコンクリートで施工，修繕補強に 1万4,164円を費し， これに

対し県補助金2,548円、大同電力寄付金負担7,042円を県を通じて請求したが，翌年1

月に文書で寄付金の減額を申出た。その理由は河状がかわったこととしている。木津

用水は大井ダムの被害は会社に責任があるので当然工事費を負担すべきであるのに，

「誠意を欠きたる行動は容認すべき限りにあらず」とし会社を責め，監督官庁へは会

社の傍若無人の不誠意を痛論し組合との聞に大紛争をおこした。ところが会社は前言

をひるがえし， 本年に限り組合の要求を承認したが次年度以降は減額する条件を付し

ナニ。

組合はその条件の不合理なるを指摘したが，会社は態度を明らかにしなかった。そ

の後昭和5年度は総工費の 3分の l程度で協定寄付したし、と回答してきた。当時，世

界的な不況の中で，電力会社が経費の節約のしわ寄せをしたものであろう。

木津用水では，ふつうの手段ではこの会社の見解をかえられないと考えるに至っ

た。大井ダムに対する水利許可に際して，岐阜県知事の命令書についてはさきに述べ

たが，ふたたびそのことにふれると， 「第12条本事業ノタメ港紙ソノ他ノ水利及漁

業ニ支障ヲ来シ又ハ其ノ虞レアノレトキハ許可ヲ受ケ者ル者ノ、関係者 ト協議シ水路ノ改

築又ハ河水集注流下セシムノレ等其他適当ナノレ方法ヲ言語スヘシ 前項ニヨリ工事ヲナサ

ムトスノレトキハ関係者卜協議ノ顛末ヲ具シ本県知事ノ許可ヲ受クヘシJなど，関係条

項百ほかにも存するが，これらの許可条項により大同電力に対して被害の賠償を行な

わせることは当然のことで，農業水利濯殺がその営業政策のぎせいになることは容認

できないとし， 強い態度を示しはじめた。

すなわち，会社との協定の余地なきものとし，愛知県の支援を得てかんがL、用水の

万全を期するよう長文の意見書を組合会の決議を経て関係大臣と愛知 ・岐阜両県知事

に提出しているo 愛知県で、は土木部長が仲裁に入り， 6月に至り知事の裁定による覚

書を大同電力との聞に交換する案文を示した。その主な内容はつぎのようである。

第1項 会社ハ木津用水；玖前工事ノ中会社組合双方立会ノ上 「ダム」施設ノ結果ト

認ムノレ左記ノ工事ニ要スノレ経費ニ対シ工事完了ノ年度ニ於テ其ノ経費ノ十分ノ六

ニ相当スノレ金員ヲ補償トシテ第六項ニ定ムノレ方法ニヨリ組合へ提供スノレコト

1 .以前波深工事

2. :t）..前仮堰工事但ダム調節ニ起因シ仮堰破壊ノ場合ハ会社ニ於テ施行スルモ／

トス
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第4項 会社組合双方立会ノ上当該工事カ「ダム」ニ起因スルヤ否ヲ認定スノレ場合

ニ其認否ニ関、ン協議調ハサルトキハ愛知県知事ノ認定ニ侠ツ事

第5項前各項ノ取定ノ期間ハ昭和五年度ョリ向フ五ヶ年ト シ会社又ハ組合ノ執レ

カ一方ョ リ取定メ期限ノ三ヶ月前ニ何等申出ナキトキハ次ノ五ヶ年モ亦同様ト看

倣シソレ以後ノ期間モ亦同シキ事

第 7項用水期間（自 6月20日，至9月30日）中会社ハ大井発電所ェ於テ水流ノ調

節ハ鵜沼量水標エ於テ最低95c回以上トシ組合泌;r;cニ支障ヲ生セサノレ水量ヲ放流ス

ノレコト

この案は種々政治折衝が行なわれたが，大同電力の認める所とならず，その結果，

会社は 7月に至り本年分は従前どおりと了承しただけで、あった。会社はわが国の不況

の中で経営上問題があったこ とが解決をおくらせた大きい原因であった。宮田用水の

状況はつぎのようであった。

昭和4年も6月下旬に水位変動大きく一時は流J(Ilに至らんとしている3 私にはこれ

が小作争議の基となる。 11月には応急策と して取入口変更の工事を行なっている。こ

の年大同電力では工事費半額負担の約束を破り木津用水と同様の態度を示し，鹿子島

凌深工事費の負担1万1,360円に対レ河川の自然変化であるとし8,000円だけ負担し，

岐阜県より命ぜられた水筒lj復旧工事はまった く負担しなかった。また導水路工事に も

負担を承諾せず，昭和5年以降は負担をしないと通告して来た。

宮田用水では昭和5年 4月臨時組合会で，ダムによる水位調節の廃止の命令をされ

るように内務 ・逓信大臣，愛知 ・岐阜県知事などに陳情書を提出している。木津用水

も同調し知事はようやく調停に立つ姿勢を示したが，ここではじめて逆調整池のこと

が話題にのぼった。

吉田用水の私案では，

1. かんがい期間中はダムの調節は行わないこと

2. 会社が云う逆調整池工事の着工の日を定めること

3. この工事完成までは，

i 水の調節の限度を定め本年より水位の高低を少なくする

ii 水位の高低を救うため相当の工事を会社で‘施設すること

4. 3 iiの施設が完成するまでは竣深，仮堰などによらね！まならぬので工事費全額

を会社が負担するこ と

h.どであった。

この交渉は昭和6年に至り 3 応急工事の工事費負担などのことだけは合意に至り文

書を交換した。

翌 7年 7月に須原発電所の22尺のえん堤欠壊があり， 下流民l工大井ダムのことに深
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刻に作用しよう やく政府は下流被害者の長年の苦痛にやや耳をかたむけはじめたかに

みえた。このダム ~i昭和 7年 7 月 8 日に出水のために完全に破壊したもので，木津用

水では午後 8時半に玖前で18.5尺の水位に瞬間増水し大井ダム破壊との流言が伝わっ

た。小さい取水堰堤でもこのよ うになるのだから大井ダムが破嬢されたら濃尾平野は

大へんなことになると考え，大井ダムの補強が行なわれるように要望している。

(2) 今渡タム（逆調整池）の成立とその管理をめぐる対立

大井ダムが操業を始めた大正13年からは，今まで述べたように下流農業用水などと

の紛争と対立の明け暮れが続いた。昭和5年に至って大同電力がその補償さえ打切ろ

うとした。この間すでに 7ヵ年が経過するが，許可をした岐阜県では他県のことのた

めか十分対処することもなく愛知県もまた無策に過ごし，内務 ・農林省も対策すらな

いままに過ごしている。

当事者である加害者の大同電力は巨大企業問で不況の中で過当競争を続けているだ

けで，こうした問題の解決にはまったく消極的であった。

逆説j整池の建設は，過剰電力が生じていた昭和の初めには会社の都合だけて、着工も

せずに過ごしていた。大同電力では昭和初年，飛車型川合流点直前の木曽川に逆調整池

の申請を行ない，東邦電力でも飛騨川の木曽川合流点直前に逆調撃池森山第2発電所

の建設を申請して許可を得ている。しかし，いずれも着工に至らずただ紛争を重ねる

だけであった。こう した繰返しでは根本的な解決にならないので，内務省、と岐阜県で

は，大同電力と東邦電力の上記逆調整池の計画を一体化することをすすめた。その結

果，両社はそれぞれの水利権を提供し，木曽川と飛騨川の合流点直下に逆調整池今波

発電所を建設することになった。愛岐水力株式会社を新設，資本金500万円，両者折半

出資，ょ うやく昭和8年 5月申請し， 10年4月許可と同時に会社が創設された。

この会社は大同，東邦で社長は 1年交替，初代社長には東邦の松永安左衛門が就任

した。しかし河川に関係ある，舟運，流筏，玉石採取，漁業，水利の関係者が反対し

たが岐阜 ・愛知両県の調停により昭和11年 6月着工， 14年 3月に竣工した。ところが

戦時体制となり ，日本発送電株式会社が4月1日に創立され，すべてこれに帰属した。

下流農業用水との問は， この計画が実現する間に逆調整池の管理のあり方をめぐり

深刻な対立が続いている。とく に渇水時の放流量が問題にされている。その状況はつ

ぎのようである。

この計画は今波地先にダムを新設，過去の流量実績に基づいて発電所の自然、流量を

算定しその流量を放流するものである。

昭和9年，着工に先だち計画につき意見を求められたので，宮田用水ではつぎの意

見を提出している。

1. かんがL、に支障を与えない流量を常に絶えず間断なく放流寸ること
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2. 右流量は宮田用水取入口の草井で常に4,000個（lllffil／秒）以上の流量を保持

すること

3. 前項流量を流下すベく会社が正しき調節を行なうや否やを利害関係最も深き愛

知県庁にて監督せられるよう定められたいこと

組合もまた必要に応じて之が査問をなし得るよう定められたきこと

4. 会社にて絶えず2項の流量を保持し得ざる場合はかんがし、に支障を与えざるよ

うこれにかわるベき工事を会社に於て施設すること

其の流量及工法は組合の承認を得ること

であった。

昭和11年1月と 3月に今渡ダム計画の説明会が行なわれ，さらに 5月には実施設計

の説明があり，関係者の意見が求められた。

これに対する宮田用水の意見はつぎのようである。

「今波発電所にて還元放流すベき流量は，大同， 東邦両会社の尖頭負荷時の放水

量を基本とせる設備の下に調節の影響を受けざる地点，混と瀬戸との流量により下

流流量を算定するとのことなるも，その設備に，その流量の決定に其の監督に関し，

1. 1日中或時間一度の水位により 1日の流量を定むることにより其の時以後の

水位の増減が会社の利益に左右せられる虞あること

2. 貯水池の水位並に使用水量の予定等を参酌して定められることにより流量の

決定が会社の都合に左右せらるる虞あること

3. 上流に堰堤又は貯水池が設置せられざる以前の流量に比して以後の本川渇水

量が僅少なるは此によりて水の惨透放散を多からしめる結果と認めらる。この

点全然考慮、を払われておらざること

4. 駿雨等突発的の増水量は適時これを放流するとのこ となるも堰堤並に貯水池

に貯水の余力ある時も尚これを抑留することなく放流せらるるや既往の苦き経

験に徴し全くこれを信ずる能わざること

5. 殊に握，瀬戸の下流の駿雨等は一層その日の流量より除外せらるる虞あるこ

と

6. 今渡調整池の容量は両会社のために撹乱せられおる水流をこれに類似せる水

量に復する設備に止まり，木曽川の水力電気事業に使用せられざりし時代の渇

水量を願慮せきるものにして組合の利益は完全に回復せられざること

7. 愛岐としては理論つけたる一定の流量を還元放流するを以て其の使命全く足

れ りとなすも上流両会社とは人も資本も相通するものなれば両会社に対して抱

く不安危倶を除去するために適当の措置に出づるの妥当なること

8. 既往の実際に照し営利のために調節の誤られんことを恐るること切な り，而

してこれが適正に行わるると否とにより，最も利害の影響を受くるはわが組合
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なれば工事御許可に際し組合において適時これを監査し得るよう条件を附せら

れたきこと

9. 発電所の所在にとらわれす’利害の影響おひ了こだしき愛知県をして第一次の監

督に当らしめられたきこと，法規上可能ならずとせば内務省の直轄監督と定め

られTこきこと

等々異論危倶あり，この異論危倶を抱きつつ 300年来固有の権利を侵害せられ取水

に多大の労苦をなめ来りたる我等農民は直ちに賛意を表し難く候

而して水の利用が国民生活と離るへからさ る現時においては彼是相扶けて其の利

を共にすへきものにして或る者独り理論つけたる方法にかくれ其の恵沢を堕断すべ

きものにあらずと信じ候

この意義に立脚し業者が下流のかんがい，水利に支障脅威を与えさることを重点

として設備または調節の方法をたて又は之が保証を与えされば我等40万農民は生活

の脅威より脱却することを得ず候」。

愛知県知事に宛てた昭和11年 5月15日付の意見書である。

木津用水はこの間宮田用水とほぼ同じ過程をとっているが対応のしかたは柔軟であ

る。まず昭和 8年12月の計画に対する意見を求められているが， 9年 3月には，用水

期間中は岐阜県鵜沼村地先の量水標で最低水位95仰を下さざること，この発電所建設

後なお木曽川の水位増減し，この発電所に起因しかんがL、に支障あるときは，起業者

で被害除去を行な うなどの条件で計画を了解している。

昭和11年 1月と 3月の説明会で今渡ダムの操作などに関して下流農業用水の意見を

求められているが，これに対する宮田用水の意見は前述のようにきわめて激しく，相

手に対する不信をぶちまけている。木津用水はこれに対し昭和11年 4月1日に木津用

水普通水利組合管理者地方事務官小川弥太郎から愛知県土木部長に意見書が出されて

いる。その要旨は，「すでに昭和 9年 3月に返事した通り J（前述〉とし，さらに新設

発電所は近距離であるから洪水時のテンダーゲートの開閉の処置いかんで、は玖前工作

物が破損するので，その速報が受けられるよう電話を架設すること，さらに用水期間

中は愛知県の監督が行なわれるように要望している。

このように宮田用水とはいちじるしい対象を示している。木津用水はこの計画を条

件付で了承しているが，宮回用水は大同電力を責めている。

これは木津用水の下流扇状地の中で取水する宮田用水地区の農民が大井ダムによっ

て受けて来た被害が，きわめて大きかったことを示すものであるといえよう。

昭和12年 4月には大同電力は前年12月に大井ダム下流にダム式の笠置発電所が操業

したので，今後はかんがい期間中は全然、水の調節をなさず，毎日調整池に到着する全

水量を均等に放流するため，下流では平水流下となるゆえ，今後は寄付を打切ると通

告して来た。そこで同年11月には，笠置の平水流下が自然流に還元する作用の有無に
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ついて説明を求めた。

昭和13年 3月大同と県の立会の下で、愛知県は，「平水流 Fも今すぐに会社に全幅の信

認はもてぬ，水源改修費もダムの迫害のため自衛上の工事である。国が補助し県も負

担し組合 もぎせいを払って今日に至ったものを契約時と事情が異るとて一方的に拒否

するのは大会社としてどんなものか。 会社に考t台、を求めたい」との意味を述べてい

る。

8月19日に至って会社からよう やく 12年分を送金して来たが，不足しており， 10月

に解決している。

昭和14年 1月，今渡ダムの仮通水と貯水に関する計画につき愛知県土木部長より意

見を求め られている。

これに対し富田用水では前回（昭和11年）と同じ意見を述べ，さらにつぎのように

述べている。

「今その諮問を見るに貯水と通水の方法を示されあるのみにして 『夕、ム』そのも

のに対し組合の抱ける根本の憂倶が取り除かれたりと認め得るものなく ，去！］って一

層憂慎と人心動揺の度を深めたるにすぎず，遺憾ながら其の名の如何にかかわら

ず，絶対に賛意を表し主義く候。

元来会社は組合の主張及憂俣の事実を知りつくしていれば，誠意あらんか，先づ

根本たる水の調節に関する具体方案を作成し，官憲の認可をこう前，先づ組合の理

解を求め，農業との摩擦相砲を遊くべき筋合とす。 。 J

とし全く会社不信である。さらに大同電力の行なって来た不信の事実『こついて，

「1 笠置ダムの平水流下を楯に，年々の取水工事分担の協約を無視し， 昭和12

年度以降の負担を拒み，

2. 昭和5年会社の背信により調節（大井ダムの）に動きたる際，会社は組合が

取水に苦しめる事実を認め， －水源改良工事費の， 組合負担に対し寄附を為す

ことを県へ声明したこ とを裏切り負担を拒んだ」。

「この事実に直面し，人も資本も伺ーなる愛岐に対し，全中高のイ言認を持ち得ざるは

当然一・ 0・」などと述へ，最後に「今や事態は大同の背信行為と，愛岐の闇討式権幸IJの

獲得の策動に刺激せられ，深刻に資本の圧力を感ずるに至 り，区域内の形勢穏かなら

ざるもの有之，この際強いて愛岐の操業開始を見，或は岐王子県に監督権が帰属せんか，

如何なる事態を惹起するやも計り難く・ 」と結んでいる。昭和14年 1月，宮田用水

普通水利組合議長石田銀治郎から愛知県知事田中広太郎へ送った意見答申である。

今渡タムに対する仮貯水と仮通水の方法はつぎの案であった。まず貯水の方法は，

「今回ノ貯水ハサキニ実施シタル第一次貯水ノ 固定堰堤高ヨリ更ニ其上部ノ貯水

ヲナス タメ第二次貯水 トシテ十一月末日頃適当ナル日ヲ選ヒ満水面標高 70.50メー

トノレマデ貯水セントスノレモノニシテ下流地方ノ水幸IJ関係ニ支障ナカラシムノレタメ毎
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秒 100dノ流量ヲ寝淀ヨリ放流シツツ其ノ残量ヲ徐々ニ貯留シテ所定／高サマデ水

位ヲ上昇セシメ ントスルモノナリ

而シテ今回ノ貯水高 8.8m ヲ滞水スノレニ大体之ヲ3回ニ区分シ毎回数時間ー時水

位ノ上昇ヲ止メ構造物ノ点検ナシタノレ後逐次次回二及フモノトス

固定堰堤以上ノ貯水量ハ 6,770, 900 dニシテナルベク出水時ヲ見計ヒ施行スノレ方

針ナノレモ仮ニ本川流量毎秒 150ffilノ場合ニ貯水スノレトス レパ満水ニ婆スノレ時間ハ37

時38分，点検時間ヲ一回 3時間トスレバ43時間余ニテ貯水シ得又 200dノ場合ハ其

半程ニテ完了、ン得ル見込ナリ J。

つぎに貯水後の仮通水方法については，

「前記ノ方法ニヨ リ貯水シタル上ハ上流発電所ヨ リ到達スノレ水量ノ 内毎秒100m1以

下ハ発電機用乾燥運転各部機構ノ調整並ニ試運転用ト シテ水車ヲ通ジ放流シ尚ホ残

量アル場合ノ、貯水位ヲ一定ニ保チツツ堰堤ヨリ放流スノレモノトスノレ」。

このような仮貯水，仮通水のテストに対し，愛知県はつぎのよ うな条件を付して承

認したいので意見を聞きたいとの通知をしたのであった。

第1にはテンダーゲートの操作を徐々に行ない，下流の水位流量：に影響させないこ

と， 第2に出水な どでゲー ト操作が必要な場合は岐阜県知事の指締を受けること， 第

3には岐阜県知事がゲート操作を命じたときはこれに従うこと。第4，第1のゲート

閉鎖、に付いて岐阜 ・愛知両県知事に報告し両県知事の命を受けた官吏の立 会を求 め

る， 第5，岐阜県知事が第2の指揮，第3の命令をしようとする ときは応急の場合

以外は，内務省名古屋土木出張所長と愛知県知事に協議をすること。

これに対する宮田用水の態度は，上記のように基本的に不イ言を表明している。

木津用水ではこれに関する意見はおよそつぎのようなこと で あった。「専門技術員

がし、ないので技術的に明確な回答はできないが，かんがし、期間中 は元j入下 の量水標

1. 73mの水位が必要であるから，配水に不足しないよ う通水を希望する。かんがし、に

支障を来しまたそのおそれあるときは会社に被害除去の方法を講ぜしめる」とし，条件

付で了承している。

今渡逆調整池は昭和14年 3月に完成しこれに先立って変知県土木部長は同年 2月

十こ関係団体に意見を求めてきた。

今渡発電所操作規定は後に記するとおりである。

木津用水はただちに管理者で、ある地方事務官岩見俊一名でつぎの要旨の回答をして

いる。

1. 上流の発電設備をすでに許可したことは流域県民の既得権益を顧慮しないので

はなはだ遺械である。

2. 従前は豪雨でも徐々 に出水したが上流に調整池ができてからll:¥水が早くなり ，

調整池を増す毎に出水が早く水位も高くなった，として最近の実例をあげている c
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そしてつぎの条件を付し了承している。すなわち，

1. 今渡堰堤の自然流量毎秒 220ffilとなし 6月20日～ 9月30日の聞はこの流量を放

流すべきこと。

2. 犬山域下木曽川本川より木津元玖に至る導水設備とこれが災害復旧の経費は将

来本組合の計画に基き愛知県知事の査定を受け愛岐水力の負担とする。

これに対し， 5月に至り 1ヵ年（14年 4月20日から 1ヵ年）別紙の規定案に基づい

て試験操作を行ない，十分調査をまって審議する旨の通知があった。この中で，第2

条但書中の限界水量と第19条の要否，第2条の自然流量推定表の水量算定方法，第四

条，第21条による木曽川と飛騨川河川流量の算定方法などは岐阜 ・愛知両県知事と内

務省名古屋土木出張所長協議の下に決定すると している。

さらに木津用水では，木曽川上流改修工事事務所長と岐阜県知事につぎのことを要

望している。

l. 今渡ダムの逆調整操作が期待に沿っていない。

2. 電力会社の事業目的と用水組合事業とは相いれない点が多いが，協調して補わ

ねばならないが，会社での操作で4月25臼来の水位の変動が大きいので用水がな

くなって応急処置をした。

それで会社に対しつぎの事項を十分配慮するようにして もらいたい。

l. 今波発電所は近いので水位調節も影響し玖前工作物に被害を与えるので防止に

つとめる。

2. 渇水期にかんがし、に支障を来した時は会社は流水の増加をはかること。

3 調整池の水量切換の際は一時に流下せず徐々に放流すること。

4. 本組合と今渡に直通電話を架設すること。

5. 用水期間中発電所に愛知県より係員出張し操作などの連絡をはかること。

その後折衝を重ね，要望事項の一部は実現の可能性を見るようになったが，さらに

昭和16年 9月に臨時組合会を開きつぎの要旨の意見書を内務 ・農林 ・逓｛言の各大臣と

愛知 ・岐阜の両知事あてに提出している。

l. 逆調整ダムが建設されて 2ヵ年を経過したが，水位の変化30c皿内外あり，当初

の計画と相反している。そのため常に玖前の箸戒手配が必要で安心できない。

2. 洪水時には豪雨の洪水流とダムからの放水との二重被害を受ける。

3. 昭和15年もかんがい期間中流量不足し減収をみた。

4. 非常災害復旧費に対し 6割を負担させると共にかんがし、期間中は支障のないよ

うに一定量を必ず放流すベく命令されたい。

ついで昭和17年5月に今渡ダムの操作規定案の意見を求められたのでただちに臨時

組合会を開き，満場一致了承した。

宮田用水は 3月18日石田議長名で意見を述べている。その概要はつぎのようであ
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る。

1. 規定第2条中 1の但書の規定はかんがい期（毎年 4～9月）中その活用を停止

せしめられたきこと。

その理由は流量が100m1/sec.を超過する場合は，会社はいつでもこの但書を活

用し勝手に水を貯留し営利のために使用し得る。これを認めれば流量は常に100

rr1 /sec.以上に上らなくなる。

しかも宮田用水取水口付近の状態が年々悪化し， 草井樋門前に洲ができたので

水源改良工事完成前の本年は豊水時でも取水困難と考えているので流量は多い程

よい，等。

2. 操作を誤り被害が生じた場合は，賠償につき愛知県に一札をいれしめること。

3. 規定第四条の流量測定は毎日 2回測定し平均する。

4. 操作の監督権は愛知県に帰属せしめられたきこと，若しできねば内務省直轄監

督に改められたき こと。

昭和14年4月，大同電力と東邦電力は日本発送電という新たにできた国策会社に合

併してしまった。愛岐電気も同様である。

内務省では今渡の操作について 4月20日から 1ヵ年，流水の試験操作を行なうこと

となったことの通知を愛知県土木部長から通知を受けた。

この年（昭和15年）の12月に宮田用水ではこの年のかんがい水取水状態を内務省名

古屋土木出張所に具申しているが，この中で5月に水不足し（苗代期） 5月10日～12

日仮堰 105mをつくった。これほど早くつくったのは初めてである とし， 今波流量の

多いことを望むもので，今渡ダムの公正な運用を望むとしている。

昭和16年 3月には試験操作に基づいて原案がつくられ，これを関係者に示し てい

る。

ここでも宮回用水は，前記の第2条中の但蓄の100m1/sec.の制限に反対して対立 し

た。また前記の意見がし、れられていないことに不満を表明している。さらに宮田用水

の頭首工が完成するまでは試験操作を行ない，その結果により改訂してもらいたい，

と述べている。

この年11月に内務省名古屋土木出張所長田測寿郎は宮田用水代表者をまねき，妥協

案を示した。すなわち，会社はどうしても100m1/sec.を主張する，われわれもよく調

査したが100m1/sec.あれば下流のかんがいは十分できると思うので，宮田用水は 100

m1/sec.を承認し，その代償とし、う意味ではないが，この際，I入前の費用として多少の

金額を提供させたいと思うと述ベた。宮田用水はよく協議したが， 洪水時以外は 100

ffil/sec.以上は渡さぬという結果をみるので，貴重な水を金銭で売る こととなるゆえ不

承認の旨を回答した。

その結果， 12月はじめ， 回測所長は関係者と打開策を協議した。 12月8日は大東亜
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戦争に突入した日である。こう した事態の中で，内務省を信頼して内務省に一任され

るように求められたがこれを拒否している。こ えて昭和17年 1月早々から打開策を検

討した。4月8日，日本発送電は名古屋土木出張所長宛に操作規定第 2条の見解を文

書で示している。すなわち，「操作規定第2条第1号但書前段ノ、下流滋瓶二影響ヲ及

ポサザラシムノレ堰堤操作ノ規準ヲ示スモノニシテ港紙期間ハ自然流ヲ放流スノレコト」

と解釈している。この文書を宮田用水に示し意見を求められ，これにつぎの回答を，

5月4日管理者から田淵所長に送っている。「港紙用水ノ、所定ノ期間中（ 4月15日～

9月30日〕所要ノ水量ヲ引水スレパ足ノレモノナノレヲ以テ自然流量（大井タム建設前ノ

流量）ヲ必要トスノレ場合（放流水量ノ判定ハ下流水利権者ト緊密ナノレ連絡ノ下ニ名古

屋土木出獲所長之ヲ行フ）ノ 外ハ不用水量ヲ発電用ニ供セラノレノレモ異議ヲ扶盲マサノレモ

ノトス」。以上の文書の交換で長年の決着がついた。 5月11日， 日本発送電は宮田用

水に10万円を寄付の申出あり，これを水源事業費積立金とすることに決定した。

また，内務省国土局長は岐阜県知事に対し次の事項を措置するよう通知している。

1. 本規定ヲ遵守、ン下流港紙其他ノ利水事業詑ニ治水上支障ヲ来ササル様注意セシ

ムノレハ勿論ナノレモ特ニ濯減期間下流水利権者ヨリ当名古屋土木出張所長ニ対シテ

白然、流放流ノ申出ア リタノレトキハ同所長ノ調査ニマチ自然流ヲ放流シ若ハ貯留量

ヲ制限スノレ等適当ノ措置ヲ講セシムノレコト。

会社は木津用水にも同様の文書を送り 5万円を贈っている。

今波堰堤操作規定

総則

第一条 本規定ニ於テ今i度ノ最高溢水位及固定堰堤高ヲ左ノ通 トス

一今波堰堤調整池最高海水面 70. 500m 

二今渡固定寝堤天端高 61. 700m 

第二条 本発電所ノ使用水量調整ニツキテハ左記各号ノ制限ニ従ヒ下流木曽川筋ノ 河

川流量ニ及ホス変動ヲナカラヅムノレタメ毎日調整池ニ到着スヘキ全水量ヲ均等ニ放

流スノレモノトス

一調整池ニ到着スヘキ水量ハ木曽川筋援，益田川筋瀬戸並ニ馬瀬川筋東村（祖師

野）各誤lj7Jく所ニオケノレ流量ヲ基準 トシテ推定算出セシ笠置，川辺両発電所ヨリ 放

流スヘキ水量 別表第 1号ニヨノレモノトス

但前段ニヨリ算定セノレ今渡堰堤ニオケノレ自然流量カ毎秒lOOffil(3, 594個〉ヲ超

過スノレ場合ハ超過分ヲ限度トシテ上流発電所ニオイテ貯留スヘキコ トアノレ可キヲ

以テ当発電所ハ此ノ場合調整池ニ到着スノレ水量ヲ均等ニ放流スノレモノトス

尚洪水時ニオケル水量ノ調整並堰堤ノ操作ハ以下当該各条ニヨノレモノト ス

二 発電停止ノ場合ハ可動扉ノ操作ニヨリ前項規定ノ水量ヲ放流スノレモノトス
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洪水時ノ操作

第三条 本規定中洪水時ニオケノレ今渡堰爆ノ流量ハ主トシテ木曽川筋ハ桃山及笠置両

発電所ノ堰堤，飛騨川筋ハ F原及川辺両発電所ノ 堰堤ニオケノレ洪水量F ヲ根拠トシテ

別表第二号表ニヨリ算定スルモノ トス，而シテ桃山，笠置，下原，川辺並ニ今渡各

堰堤天端高サ及計画洪水量ハ左ノ通トス

｜桃山 1笠置 ｜下原 ｜川辺 ｜今渡

固定堰堤天端高lw 必 mJ 102. 727m 160. som[ 86, 30ml 61. ?Om 

計画 洪水量12,3雲仙；5~電量l宣盈虻~~焔1-g, ~i~協
同溢流水深 ｜ 5. 46m1 7. 576ml 8. ooml 7. 70m1 8. 80m 

最

渇

低

平

堂

高

（注） 1個は毎秒1立方尺， 1 ~／sec . は35 .94個。

第四条 洪水時今渡堰堤可動扉ノ操作ハ左記各号ニヨノレモノト ス

一 本堰堤ニオケル流量毎秒 1,700 ~ (61, 200個）ニ達シ尚増水ノオソレアノレ場合

ハ堰堤湛水位ヲ徐々ニ降下セシ J設大洪水量ヲ人為的ニ増大セシメサノレモノトス

二 本地点ニオケル流量毎秒3,500~ (126, 000個）ニ達シタノレ後ハ滋水位ヲ略一定

ニ保タシメ流量毎秒6, 000~ (216,000個）ニ達スノレ迄ニ漸次解放シテ各門扉ヲ全

開シ自然溢流ノ状態ニ放置スへγ

第五条～第十七条 （洪水時の操作に関する事項一一略）

平水時操作

第十八条本規定ニオイテ平水及高水ノ別ヲ木曽川筋ニテハ庖測水所飛騨川筋ニテハ

瀬戸並ニ馬瀬川筋ニテハ東村（祖師野）浪lj7J¥所ノ河川流量ヲ以テ定メ左記ノ通トス

j 握 測水 所 ｜新宿取所｜ 瀬戸測 水｝司~五五五
l立方 米l個 ｜｜立ブ；；－－；－11日 7不「11;rjJ耳石一

小 I 20. 401 133. 6. n 241:1 12. 031 43311 5o. oo 1，乃7

水 27.541 990 7.32 263!1 15.9♀ 57刻I 68. 10 2, 469 

水 45.861 1, 648 10. 38 312:1 26. 531 9531・ 111. 80 4, 233 

水 68.431 2,499 • 16.00 575] 38.79 1,394 175.40, 6,303 

水 ＇ 108. 061 3, 883 36. 88 966'1 64. 70 2, 325 278. 90' 10, 023 

水 13,800. 001 138, 111; 1, ooo. oo! 35，州 日 o.001払 3日仏739・003叫 000

第十九条 規定第二条第一項ニヨノレ調整池ニ到達スヘキ水量ハ握，瀬戸，東村（祖師

野）各測水所ニオケノレ前日午前l十時ヨリ当日午前十時マデノ平均流企ニ基キ翌日ノ

推定流量ヲ算定シ之ヲ均等ニ放流スノレモノトス但シ同項｛亘書ニヨノレ調整池ニ到達ス
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ヘキ水量ハ笠置発電所，川辺発電所ヨリ（自其ノ日ノ夜半零時，至翌日ノ夜半零時）

放流スヘキ一日分ノ総水量並ニ上流発電所ノ堰ニオケノレ流出量ヲ加へテ今渡ニオケ

ル流量ヲ算定シ之ヲ均等ニ放流スルモノトス

第二十条 雨ニ基因セル河JI！ノ増加流量ハ之ヲ貯留スノレコトナク上流発電所ノ通知ニ

ヨリ之ヲ加へ放流スノレモノトス

第二十一条 本堰堤ニ於テハ上流笠置及川辺発電所ヨリ前日午前十時ヨリ当日午前十

時迄ノ木曽川筋握，益田川筋瀬戸，馬瀬川筋東村 （祖師野〉各測水所ニオケノレ平均

観測流量ヲ同日正午迄ニ通知ヲ受ケ之ユヨ リ木曽，飛騨両川ノ自然流量ヲ算定シ第

十九条，第二十条ノ流量ト比較対照スノレモノトス

第二十二条 本堰堤ニオケル河川流量カ最大使用水量以内ノ時ハ発電機ト連絡セル

自動設備ニヨ リ放流盆ヲ調整シ最大使用水量以上ノ水量ハ可動扉ノ操作ニヨリ放流

スノレモノトス

第二十三条前条ニオケノレ水量ハ毎日之ヲ観測シ其ノ放流量ハ月報ヲ以テ流量毎秒、

100rri3 (3,594個）以下エ低下シタノレ場合ハ日報及月報ヲ以テ夫々報告シ自記水位計

ノ記録ハ原紙ノママ遅滞ナク岐阜県知事並ニ愛知県知事ニ報告スノレモノトス

但シ愛知県知事ニ報告スノレ水位計ノ記録ハ記録勝本トス 以上

附則 （略）

( 3) 下流農業用水の対応をめぐる問題

大正末期には木曽川はなお舟運があった。大井ダムの水位変化によって舟運にも大

きい影響を与えたにちがし、ないが，資料が得られなかった。

水位変化による木曽川からの取水の困難さは，以上述べて来た木津用水と宮田用水

ではいずれも毎年深刻であった。しかし，この 2つの水利組合の対応のしかたには微

妙な差があった。木津用水は物静かではあるが，いうべきことは述べている。これに

対して，宮田用水はより取水の苦しみは大きし大同電力に対する不信は深刻であっ

た。愛知県との往復文書の文章にもあからさまに不信を述べている。

それは宮田用水は感情的であったように考えられがちであるが，立地条件の差であ

りまた水利施設の相違で・もあった。

まず木曽川からの取水についてみるに，木津用水も宮田用水も河床変動のため取水

には年々多額の費用がかかっていた。

しかし木津用水は犬山城の前から取水しており，扇頂であるため河川の流速が大き

く，取水地点付近の河床は洗掘されるが，岩盤であるためと最上流であるため水量は

十分であった。それだけ，取水についてはゆとりのある態度を示している。

宮田用水の取水地点は木曽川扇状地の中間にあり，その河状変化が大きし河床の

上昇と河状の変動に古くからなやまされていた。
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元来， 宮田用水はその成立の時点（1608年）では取水地点は大野と般若の 2地点で

あった。いずれも木曽川扇状地の中であった。下流大野の取水口は1628年に取水不能

となり宮田地点に移される。般若の取水口は1634年に樋門が洪水で吹抜かれ40間上流

に移した。1740年には樋門前に堆砂し取水できず廃止，木津用水から取水し たが，

1940年に宮団地点に樋門を新設した。このように宮田，般若はその成立はまったく別

別に離れた地点に取水口を設けた別の用水で・あったが， 1790年には2つの用水は木曽

Jllからの取水地点が同じ所にならんだのである。

宮田地点でもしばしば玖前に洪水時に堆砂し取水をさまたげている。

宮田用水における木曽川からの取水の困難さはその成立以来の宿命であった。大井

ダムが完成した大正13年以降でも後掲に示すように取水に苦労を重ねている。木曽川

扇状地の中でも，もっとも川隔が広く 中州は川島町という岐阜県の一村があった。河

川｜からの取水は水位が低下すると取水量が減少する。河道が洪水によってしばしば変

動し，取水を困難にしている場合もある。大井ダムの発電操作による放流量の変動

は，こ うした不安定な取水地点を持つ宮田用水で、は取水をいっそ う困難にしたのであ

る。

宮田用水と木津用水を比較すると，木津用水が犬山，小牧，春日井の洪積台地の開

発のために開発した（1650年）水利施設で，その幹線は用水専用に計画的に建設され

たものである。もちろん途中で河川の一部を利用しているが（五条川，大山川など），

全体としてはま とま った用水で、ある。

宮田用水はさきにもふれたように，まったく系統のちがう般若と大江の系統で成立

後に奥村幹線が閉さ くされ，下流では，ー｜ニ拓地が増加し，かんがし、面積が増加してい

る。

元来，この用水は木曽川の改修に伴って当時いくつかの派川を利用してしイょ農業用

水に対して，それらの派川を断ち切って木曽川に堤防がつく られたので，これら既存

の水田の用水を確保するために，木曽川に2ヵ所の取水地点を設け，これら既存の木

曽川に用水を導いたものであった。般若地点も大野地点もそれまで木曽川派川が流れ

た地点であった。

般若系統は1790年に取水地点が宮閏へ移り，途中まで、新たに水路を閉さくして新般

若用水と呼ぶようになるが，この水路は，江南市の低地を流れる青木川（古い時代の

木曽川派JII）に入り，青木川は五条川に入る。五条川は入鹿池を水源とし下って木

津用水の支線と して利用し，さらに下って宮田用水の新設般若系統となって下之郷と

萱津で堰をつく りこの溜井から分水している。鷲津から取水する支線，萱準用水は名

古屋市の富田町からさらに南下して，福田新田，茶屋新田，藤高新固など徳川期の干

拓地の用水を補給している。

大江幹線は古い時代の木曽川派川大江川で宮田用水の中心の幹線である。は じめ木ー
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曽川からの取水地点大野は大江川の真北の地点で， 西へ向かう幹線奥村用水が分かれ

て西南に向かっている。

宮田用水はその成立まできかのぼってみると，まったく無計画であったことがわか

る。その後，水路の体系をよく整えたものだと感心するのであるが，それだけに水の

配分は理論的でない。まだ合理化できなし、ような複雑さと伝統が存在している。宮田

用水は渇水期の水配分には困難な事情が今でも存在している。各幹線の上流部から分

かれる支線の十分に取水するしわょせが下流部に水不足をつげる。したがって，番水

筒ljをとっている。異常渇水になると 3 下流部では水不足はしだいに深刻になって水争

いが起こるようになる。

この時点で明らかなことは，木曽川も飛騨川も水力発電に水利用が独占されてしま

ったことである。

下流農業用水でもっとも心配していたのは，今波逆調整池による渇水時の放流量を

lOOffil/sec.とおさえられたことであった。当時の不完全な下流食業用水の取水施設や水

路，分水施設では，取水量が少なくなると水配分が困難になることは明らかで，水争

がおきている。そのための用水補給のダムのことは，当時まったく 話題にも上ってい

ないのである。

その後，かんがい期間中に今渡流量がlOOffil/sec.以下となるこ とがしばしば起こって

いる。これに対する対策もなく長い間過ごしてきた。

当時， 犬山で取水する名古屋市上水道は大井ダムの問題の圏外にあったのだろう

か。『名古屋市上水道誌』には，このことに一言もふれていない。当時，取水に余裕

があったのだろうか。現在，人口増加し渇水時の取水に苦しんでいる名古屋市上水道

は，今も木曽川水系に貯水池を持っていなし、。愛知用水の建設にも背を向けていた。

長期の見通しで計画できる人材がし、なかったのかも知れない。

その後，山の乱伐が行なわれ，自然、破壊も進んでいる。ダム群も増加し，流出の状

態もかわっているだろう。それを数字で、つかむことは困難であろうが，流域山地現況

の中で，その対応がおくれているのである。農業用水も宮田用水で当時あれほど紛争

力：起こったにもかかわらず，根本的な対応の検討がなされていなかった。

木曽川は，その地域の山村から平地農村や都市を通して豊かにする大きい資源であ

るという認識がなかったのである。

5. 現在の問題

( 1 ) 要約

今まで・述べたことを要約すると，

i 山村では電源開発はそこで開発した電力のすべてが，会社の利潤追求のために

都市へ送られて，ま ったく電気の恩恵、を受けることがなかった。
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ii 電源開発によって，山村では木材の輸送の手段が悪化し，林業に関係した労務

者はなしくずしに職を失なっていった。木曽谷では御料林にだけは十分な補償を

行なったが，私有林は輸送が不利になった。飛騨川では交通条件が悪いので，輸

送はきわめて不利になった。電力会社は補償を長ヲ ｜かせて，~~い抵抗力のない山

村民をいっそう不利におとしいれた。

iii 発電に対する水利使用許可を行なった知事は，それによって既存の住民の不利

に対しては十分に保護しなかった。

iv 山村が貧しいまままったく発展せず，最近の過疎化が進んでいるのは，長い間

山村の資源（水力電気と林木）がただ奪い去られただけで，山村民の生活や産業

にまったく還元されていなかったためで・ある。

山村の貧しさは， 山村を放置した国や県の無策の蓄積の結果で、ある。

さらにさかのぼれば，木曽谷で行なわれたような山林の官林への囲い込み，す

なわち国有林成立までさかのぼって考えねばならないで、あろう。

v こう した電源開発に対する山村民の対応のしかたは木曽川と飛脚川 にきびし

〈，弱体な山村民と利潤追求のみに明け暮れる巨大資本電力会社との対立が記録

に残る。揖斐川の山村ではまったく記録が残っていないが，それは彼らが不利益

を被っているという認識に欠けていたので，なんら不利益を受けなかったと考え

るべきではない。

vi 電力需要が増加しダム式発電所が建設されると，木曽川では大井ダムにより下

1荒波尾平野の農業用水の取水を困難にし地域の農民を不安におとしいれ，長い間

電力会社との紛争が続いた。

vii 下流の流量を整える逆調捻ダム（今渡ダム〉が完成したのは，紛争がはじまっ

てから15年も経過した昭和14年で‘あった。

viii しかしそのダムの管理方法をめぐり，電力会社を信用しない下流農業水利団体

との間で解決がおくれた。

以上のように巨大資本の電力会社はいつの場合も経済的に政治的に有利な立場を利

用して，~~＼，、山村民や農民に対応し， 弱L、人たちが受けた損害の補償すら しぶり，言

を左右にし解決を長引かせた。

このようにして，木曽川の電源開発は流域山村民や下流農民に不利益を与えていっ

た。また漁民や舟運はほとんど主主抗する力もなく消え去っていった。

電力会社は舟運や筏流が衰えたのは鉄道，道路の発達の結果であるという。 しか

し，その聞には時間的なずれがある場合が多く，水力発電のため，その結果どのよ う

なことが起こるか，またそれにどうして対応するかを知らなかった貧しし、弱い山村氏

は各所でひどく いためつけられている。

水力発電が大規模化しダム式発電所が建設されると，被害は山村民だけでなく平地
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水田農村に及んでいった。ダム式発電所の建設に反対した庄川上流の山村民のことは

庄川事件として昭和初期のE重要な問題であったが，木曽三川ではこの当時すでに木材

の運送は陸送にかわっていた。ダムの放流は渇水時にはとくに 1Bに大きく変化し，

夏期の農業用水の取水を不安定にした。さらに洪水時にはその流下を早め，突然一時

に大量に放流し取水施設に大損傷を与えた。その結果は平地農民を不安におとしいれ少

古い不完全な農業水利施設では，用水の配分を困難にした。

( 2) 現在の問題として

現在，木曽三川の水力発電ははっきりと色分けされ，かつての電力会社の乱立｜時代

に起こったような過当競争はない。

木曽川は今渡発電所までは，関西電力の発電所で，発生電力：土すべて関西へ持ち去

られる。つま り地元の木曽谷の発展や木曽川下流の都市にはまったく役に立たないの

である。すべては持ち去られてしまう。

飛車事川，長良川 （発電所は 1ヵ所だけ）および揖斐川の発電所はすべて中部電力で

ある。しかし，これもほとんどが都市へ送られ地元山村には何一つ還元されない。山、

村民の生活はそれによって豊かになったわけではない。

下流の農業用水は都市化の影響を強く受けている。すなわち，

i 上水道と工業用水の需要が増大した。

ii 不完全な施設のため都市汚水，工場廃水が混入し水質が悪化した。

iii 受益面積は減少したが，計画的な土地利用が行なわれていないのと管理の粗放一

化のため用水利用の合理化ができない。

などである。都市化のしわょせを受けている。

この間すでに愛知用水事業は昭和37年から通水がはじま り，下流の農業用水，木津，

宮田，羽島の各用水は犬山で合口，取水は安定した。

愛知用水は多目的利用の用水であるが，はじめは農業用水中心に計画された。初年

度（昭和37年〉の年間使用量は農業用水53%，工業用水37%，水道用水10%であった

が，昭和47年はそれぞれ21%, 59%, 20%と臨海工業地帯の発展と人口の増加のため

の需要増加は大きい。この間， 2回の水利権変更が行なわれているが3 地域の発展の

先駆的役割をはたしている。

その後，木曽三川河域の将来の発展に対応した木曽川の水資源開発計画は進展して

いる。

しかし一方では，木曽三川下流では都市下水の未完成と無秩序な土地利用，古I＼市イじ

のため河川水質の汚濁化，富栄養化が進行し，下流低地での地盤沈下の激化など水利

をめぐる問題が生じている。

長良川河口堰の建設は地域住民の反対と漁民の抵抗に会っている。
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水需要の増大は同時に地域の排水の増大であり， 社会的責任のない企業のしわざで

あり，政治の貧困である。すでに河川の汚染，伊勢湾のひどい汚濁へのいちじるしい

環境悪化をきたしている。

都市や工業によ る水需要の噌大は多くは無駄使いの増加のためであるが，その結果

を考えるとき，清水にして元へかえす社会的責任を持たねばならない。清流でかえす

なら反覆利用も可能であり，水の無駄使いも減少するであろう。

また農業用水はかつて地域の開発，発展の水であった。現在，この農業用水はばく

大な資産と権利をかかえる。地域の発展のために組織も施設も制度も改めれば，大き

いプラスである。現在の問題としての研究課題であるこれらについては，稿を改めて

述べてみたい。

【参考にし引用した資料】

1) 『広域都市圏の形成過程における土地および水利用の合理化をめぐる諸問題一

一尾張平坦部の実態を中心として一一』昭和42年 1月，太田更ー，東海農政局計

岡部。

2) 『大都市と周辺低地帯農業地域とその調整に関する報告」昭和43年 1月，科学

技術庁資源調査会。

3) 『木曽川水系における土地改良の展開と農業』昭和42年 2月，東海農政局。

4) 『河川水利調整論』新沢嘉芽統，昭和37年 9月，岩波書店。

5) 『岐阜県史，近世上下 ・近代上中下』昭和43～48年，岐阜県。

6) 『東邦電力史』昭和37年12月，東邦電力。

7) 『中部電力10年史』昭和36年， 中部電力。

8) 『関西電力の10年』昭和36年，関西電力。

9) 『飛騨!Jll7JC力開発史』昭和14年，東邦電力。

10) 『木曽発電株式会社沿革史』 昭和19年，宮川茂編。

11) 『日本林業発達史 ・上』昭和35年，林野庁。

12) 『木曽の林業』昭和28年，沢田博，日本林業技術協会。

13) 『村誌 ・王滝』昭和45年。

14) 『西筑摩郡誌』昭和9年。

15) 『鴎斐郡史』大正13年12月。

16) 『郡上郡史』大正12年。

17) 『益田郡誌』大正 5年。

18) 『恵那郡史』大正15年。

19) 『加茂郡誌』大正10年。

20) 開店ヒ八幡町史 ・上下』昭柄136年。



100 

21) 『徳山村史』昭和48年 3月。

22) 『高鷲村史』昭和35年10月。

23) 『朝日村史』昭和31年 2月。

24) 『木曽川水系，農業水利実態調査 1- 4』昭和35年， 農林省農地局。

25) 『木曽福島町史 ・上』昭和39年。

26) 『宮田用水史 ・下』。

27〕 『木津用水史 ・3巻』。

（元岐阜大学教授，段学博土）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

