
  
  都市化地域の農地・水利問題と土地改良事業の方向につい

ての考察

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 志村,博康
発行元 水利科学研究所
巻/号 20巻5号
掲載ページ p. 1-22
発行年月 1976年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



都市化地域の農地 ・水利問題と

土地改良事業の方向についての考察

農業用水合理化対策事業の見直しに向けて一一一

志村博 !Jt

1 序

昭和47年度に農業用水合理化対策事業が制定されたが，現在のところ，その事業を

実施していると ころは，きわめて少ない。第 1表のとおりである。全体として合理化

7.lc量：t主6t/sec. ！こj上まる。

農業用水合理化調査が各所でなされても，事業化はなかなか進まないというのが災

状である。このことは行政管理庁の水資源行政監察結果報告においても指摘されたと

ころである。水資源の沼迫状況の中で，農業用水の都市用水への切り換えがよく主張

されるが， それにもかかわらず，農業用水合理化事業がなぜあまり進まないのか。こ

第 1表 農業用水合理化対策事業実施状況

地域名

埼玉 .1l&西m水

埼玉 ・権現 '.lit

埼玉 ・：辛子領

大阪 ・泉佐野

問iJJ• i下山東部

(IU ( ）内l主計1;ii;IJ!1J£'.rt~ ，

4 業 績 ｜区 分 i合理化水量利 水 者

百）J円 l t/sec. 

2,010 県 単I. ' 2. 666 埼玉県（上水）
(2,010) 

3,486 補助事業 1.487 ff 

c1, 336) I 
5,085 /I 1. 384 /I 

(2, 396) 

715 0. 108 泉佐野市（ヒ水）
(511) 

894 /I 0.232 津 111ili （上水）
(316) 



つ

れは確かに 1つの重裂な問題点である。これを究明するには，まず農業HI水合珂1化事

業の：1;1j度の仕組を洗い 現状に適合しない部分をとりだしてみるという 試みが必要で

あろう。だが， 私見では，そのようなl直接的なかかわ り合いを治ずる前；乙，むしろ々

の背景にある都市化地核の動きに注目する ことが大切であるよ うに思われる。

農業用水の合理化は．いうまでもなく，農業が都市化に対応する一過程であり，そ

れだけが他から切 り離されて独立独歩で‘きるものではない。もし農業と都市との関係

がきわめて内滑なものであり， 相互に柔軟な対応ができる ものであるとすれば.1i~業

用水の合理化も，細部的にこr.千の摩擦を伴うとしても，大筋において重大なぷ院はな

いという ことになるであろう。だが農業と都市がまったく切り離された関係にあり

両者がまったく別々の論理体系をもって行動する限り，民業用水の合理化に向けてど

のような調整を図ろうとして も，きわめて困難な ものになる，こ違いないη 事業上で

は，農業用水合理化対策事業は 1つの独立した事業であ り，土地改良事業上の・lji.位

を構成するものであるが， /11¥iliと段楽とい う大きな関係の渦のlPlこ包摂されていると

いう認識が大切なように思われる。

もっと も郡市と農業との関係は，資本主義の形成とと もに論ぜられてきたものであ

り，都市と農村の融合の問題は，事業とか計画技術の領域を越えて，思、怨家の文化論

的課題で－あり，哲学のf!n妓にすら属する問題である。これをここ で；命ずるこ とはあま

りにも領域を広げすぎたことになるであろう。都市化過程の中で，変貌しつつある農

地 ・燦業水利にどのよ うに対処すべきかがわれわれの現実的課題なのであるから，都

H1化の中にある農地 ・民主業水平ljの動的lをどのようにとらえるか，から始めるのが妥当

であろう。

都市化地域の農地 ・水利問題がもっとも集中的に，露骨に現われるのは市街化区域

においてである。市街化調整区域においても，ス プロール的に郎1有的要素の侵へ .~！、

散があり ，優良農地保護の立場からみて，重大な問題もあるが，市街化調整区成にお

いては，農業保護の原則が貫徹されているので，問題は比較的少ないっ市街化区域に

おいては，すでに存在している設業の存続を許容することにはなっていても，将来の

方向づけとしては，設業を原則的に否定する立場である。もっ とも．今日，それに対

する若干の反省が現われてきているが，大勢としては，なおその姿勢であるといわざ

るを得ない。したがって市街化区域では，農業と都市との関係で，惑い似lj而，たださ

れるべき側面が，露骨に現われ，検討の好材料となるわけて、ある。以下では， 主とし

て市街化区域に注目 して，問題の究明を進めていきたいと史、う。

このことは，しかし，市街化区域内の農地 ・水利という限定された部分に対する校

術的解決策をこの報文の課題とするという ことではない。市街化区域に現われている

諸相を検討することによって．都市と股業水利の全般的あり ）jを究明しよう とするむ

のである。
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2. 都市化区域の農地・水利問題

( 1 ) 現行制度の基調

現代における都市と農業との関係を，制度的に規定したものは，昭和43年制定の新

都市計画法である。同法は「農林漁業との健全な調和を図りつつ，健康で文化的な都

市生活および機能的な都市活動を確保すべきことならびにこのためには適正な制限の

もとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として」（第二条），都市計

画区域を，市街化区域および市街化調整区域に区分し，市街化区域は「すでに市街地

を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域」（第

七条）とし市街化調磁区域は「市街化を抑制すべき区域」（同条）とした。

ここでは，都市と農業との調和の必要が指摘されて，都市の中に段業を位置づける

ことがなされていることは確かであるが，その位麗づけ方は，区域区分法を用い市街

化を進める区域と市街化を進めない区域（農業などを残してし、く区域）を明確に線引

きするのである。すなわち，全体としては都市が農業を包rnする形をとりつつも，都

市と能楽が混在化し， 融合する形は否定するわけである。

この基調に従い，昭和 44年に打出された都市計画にかかわる農林行政の施策一一

「都市計1司法によ る市街化区域および市街化調投区域の区域区分と農林漁業との調整

措置等に関する方針について」（44農地C第374号農林事務次官通達）によれば，「市街

化区域は，既成市街地およびおおむね十年以内に優先的計画的に市街化を図るべき区

域であって，都市施設の緩備に応じ逐次市街化されることが見込まれるから，土地基

盤整備事業その他効用の長期におよぶ施策は行わないこととするが，当分の問はなお

股林漁業上の土地利用が続けられる区域を含むこととなるので，これらの土地につい

て経試を継続するために必要な次に掲げる施策は行う ことにする」と して，土地改良

事業としては． 「（ー）災害復旧事業等災害が発生した場合における決林漁業者の経営

の再建維持を図るための事業および農用地がなお相当規模残存する区域において必要

と認められる農肘地防災事業一 （六）既存施設の軽微な改修等の維持管理事業Jに

限られることになった。

また市街化調整区域については 「市街化を抑11111-i－べき区域であり，当該区域内の農

用地は今後も長j切にわたって股林漁業に必要なものとして確保される土地であるか

ら，耕作者の営l美意欲等を尊重し，立地条件，常股類~~等地域の特性に応じ，農林漁

業の振興に関する施策を引き続き行うこととするJとし， 土地基盤投備事業は「原則

として市街化Fζ域外の地j或の受益のみをl三l的として行うものとし，市街化区域内の農

用地は，受益地に含めないものとする。しかしながらかんがし、掛水事業で，市街化区

域以外の地践と阿 ・HI排水系統に属する市街化区域内に残存する農用地の現況用水量

の確保ないし，現況が｜水処理の確保のため，不可避的にこれを一体として当該事業の
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受益地としてせざるを得ない場合にあっては，これを受主主地として取り扱うものとす

る。この場合は，国費負担または補助の対象事業については，市街化区域のみを対象

として事業採択基準（受益地面積，末端支配，経済性の計算等）を適用するものと

し，また事業規模についても，市街化区域以外の地域に係る事業を対象として決定す

るが，この場合当該事業を行なうことに伴い不可避的に受益することとなる市街化区

域内の段用地は，受益に含めるものとし，市街化区域内の農用地のみに係る事業は対

象としないものとする。また市街化区域以外の黄色域において，土地改良事業を実施す

る場合，市街化区域内において国の助成を受けることなく行なう同種の卒業を一体と

して行うことが，必要かつ適当と認める場合には，これを土地改良事業との共和j事：楽

として行う ことができるjと定めた。

すなわち，市街化区域では，災害復旧事業，良用地防災事業，軽微な改修などの維

持管理事業以外は認められず，市街化区域外の土地改良事業と関連する場合において

も，きつい制限が課せられ，結局，農業の発展を図ることは事実上困難な制位ーになっ

たのである。逆に市街化調整区域では農業の振興策は引続いてとられることが確認さ

れた。都市計画の基調に対応して，農林行政施策としても，明確なる線引を打出した

のである。都市と農業との関係についての昭和40年代の基調はここが出発点であった

ということができる。

昭和48年度から始まった市街化区域内農地への宅地説み課税は，こ のw調をいっそ

う進めるものとなった。昭和46年の地点税法および固定資産評価基準の一部改正によ

り，市街区域災地の評価額は近傍宅地のfflfi ；怖から造成裂を控除した額を 1.~準として評

価されることになったが，この評価額を基礎にして，市街化区域l災地はA農地， Bi災

地， Cl築地に区分され，そのうち，三大都市圏（首都圏，近畿圏，中部国）のA農地

については，昭和48年度から51年度まで， B農地については，昭幸1149年度から52年度

までに評価額のり2を課税対象にするよう段階的に課税額を上げていくことがなされ

た。これにより， 三大都市圏A,B農地は事実上，農地として維持するニとは困難と

なった。もっともこれらA.B農地は市街化区域農地の中でも特に布一街化の進んだと

ころの残存農地であり，市街化区域農地の 1割程度であり，明らかに農地以外に用い

ることの方がはるかに収益の上る土地になっているものであるから，農地からの離脱

を一概に批判することはできない。

市街化区域農地の大部分を占める三大都市圏のC農地およひ’三大都市閣以外の市街

化区域陵地の取扱いについては， H百和50年度末までにの：まされているが．宅地球謀税

が拡大される場合には，市街化区域内農地の非段業化は促進されるしニオL以上宅地

並課税をあまり進めないという場合には，農業がなお存続してい くことになるであろ

う。もっともC農地については，農地としての標準的地価を越えているとはいえp ま

だ大都市の宅地並みの地価にはなっていないものもかなりあるものと判断されるか
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ら，評仙i額替えがなされたとしても，全部が一律に宅地化するとは一概にいえなし、。

決業生産力の発肢が定、識的に進められるならば， cj良地のある部分は，むしろ農業を

続けることのほうが有利と感ずるであろう。ともあれ，先述都市計画｜が示す基調の下

での宅地並課税の漸次的進行は，基調の具現化を人々に印象づけるものであった。

だがこの中から新しい動きも現われて来たように思われる。都市計画法制定当初の

狸念としては，市街化区域は「おおむね10年以内に市街化を図るべき区域」とされた

が，実際に線引きされた結果で、は，市街化区域内に語、外に農地がとり込まれ，宅地化

のテンポも立外におそく，おおむね10年以内に市街化を図るべきだとしても， 明らか

に困難だと思われる地区が，三大都市圏内を含めて，数多〈出現してしまった。そこ

では都市施設の整備に応じ逐次市街化される見込みもなく，むしろやや長期的に拠地

が存続するという趨勢なのである。

加えて，都市の内音gからも，一律市街化の計画iに対する反省が現われるようになっ

た。 fill市環境の人間的整備という視点に立つとき，大小のオープンスベース，緑地が

適切に散在することが必要であるし，生鮮野菜の供給源を，一定鋭校一，都市の内部に

もつことが都市生活維持のために不可欠で、あるという認識が強まってきたことであ

る。これらは市街化区域燥地を都市{l!ljからあらためて見直すものであった。

これらを背景にしつつ，農業者の要望にこたえて，宅地並課税を契機に，各自治体

が農業緑地指定を試みるようになった。これは三大都市圏の主要な自治体をほぼ巻き

込むものであった。これらのi[y； きを背景にして，昭和49年に生産緑地~j;ij度があらたに

l没けられるようになった。

生産緑地制度は，都市計画の地区指定を活用し，市街化区減J.:Jj;J地を，その土地所有

者の意志を確認した上で，生産緑地として指定する。区画整理をまだ行なっていない

地区の農地については第 1種生産緑地とし，おおむね 1ha 以上 （ただし公｜週等に援す

る農地については0.2ha以上）の規伎がある農地を指定する。区画整理がすでに済ん

でいる地区の農地については第2種生産緑地とし，おおむね0.2ha以上の規模の農地

まで：認める。それぞれ一定期間，農業的土地利用が義務づけられるが，第 l種生産緑

地については10年，第2種生産緑地については5年の後に，その良地を自治体に売る

ことが可能になる。臼治体はII寺佃iで公共機関が買入れるようあっせんする。第 2種生

産緑地は原則として10年で失効するが，期限後一｜円lかぎり更新することができる。生

産緑地では農業的土地利用が義務づけられるが，宅地球課税は免除される。

生産緑地制度は，期間内とはいえ，rlHt'i化区域内に良業の必統を保障するHiilliを導

入したという点において，従来の基調に，若干の軌道修正を加えたものということが

できょう。都市と農業との関係についての新しい流れの萌芽とみることができる。

しかしながら，現行の生産緑地制度だけでは， Hr街化区域内で， 一定.!JI.；伎の農業が

発展を保障されるというものでは必ずしもない。たとえば，都市化の中で一番打撃を
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第2表 土地利用の状況（市街化区域内および国土全体）
（単位万ho, ?o) 

市街化区域本
一一一一一一一一一 一 国土全体料

地目別 全 国 ｜大都市圏

商積 構成費面積 ！構成費面積構成資

1.l美用地

2.森林

3原野

4水面 ・河川 ・水路

5道 路

6宅地

住宅

工場

その他

7その他

メh
仁Z

（！主） 象国土庁編集協力 「人と同士J1975ー11より引用。

梓 ml土守偏「昭和49封皮肉士i:11用lこ関する年次報告」より＇JI用。
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受けるのはかんがL、排水施設であるが，これへの対策はまったく明記されていないe

かんがい排水施設が次第に崩壊してい く時，その農地の農業はきわめて弱いものにな

る。生産緑地といえども，他の地威のi：是業との競争は避けられない。他の地域が土地

基盤整備を行なってより高い農業生産ブJに移行していく とき，土地基盤が逆にしだい

に崩壊していく生産緑地では農業の前途はほとんど期待できないといわざるを得な

い。もし生産緑地を. J浪られた期間にせよ，確実に維持していくというのであれ！f.

生産緑地に対する土地基盤整備が不可欠となる。生産緑地制度は．土地だけあれば，

農業は維持されるものという単純な考え方に立っているよ うに思われるのである。生

産緑地；lilJJ立が，昭和43年都市計画法以来の程調に対して，新しい流れを打出したとい

う杭極聞をもちつつも，なお萌芽にJI:・.まるのは，このような欠点を有するからである
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( 2) 市街化区域農地の見通し

しからば，今日の情勢下において，市街化区域農地の見通しはどうなのだろうかc

市街化区域農地がもしすみやかに宅地化される見通しがあるならば，その農地に対し

て農業と しての手当を考慮する必要はまったく ないであろう。他方，市街化区域内良

地が今後とも確実に残る見通しがあるならば，むしろ農業投資を全面的に考える こと
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が必要となるであろう。どちらの見通しがあるのか，簡単に論ずることは困灘である

が．まったく 避けて通るわけにはいかないから3 ある程度の方向設定を略述してみた

いと思う 。参考までに市街化医域内農地が全国的に大都市圏内に，どのくらいあるか，

第 2表に示しておく。森林および原野のきわめて少ない大都市圏市街化区域では，燥

用地が基本的なオープンスベースになっ ていることがよ くわかる。これは欧米の都市

公閑規模に相当するものであることを付言しておこう。

まず， 市街化区域内農地の全部が，いっせいに，すみやかに宅地化する見通しがあ

るという問いを出してみよう。以下のごとく否と答えざるを得ない。

もし地価上昇やインフレがまったくない場合には，農業者が農地を手放すかどうか

を判断する主要な基準の一つは，理論上， その農地の地価が利子生み資本として機能

したとする場合に生みだすであろう年間利子が， 年間農業純収益に比し，大きし、か否

かということである。 利子のほうが燦業純収益を越える場合には幾業を続けることは

経済的に不利であ る（税などの細かし、議論は省く）。

第3表から推測できるように，だし、たいの傾｜；。lとして， A農地， B農地の地価は決

楽純収主主をはるかに越える利子をもたらし得る地iilfiとなっているから，農地を手放す

のが経済的合理！性である。C農地では，野菜，花キ，植木等を適切に栽培し，高度の

決業生産力をつく りだす場合には，なお農業純収益の方が地価が生みだす利子より も

目指し、場合かある。したがってC農地では農業者が高い農業生産力を実現し得るか否か

でEJl地を手放すかどう かが決まる。

だが、地価i上昇やインフレが生じる場合，事態は一変する。地価上昇率が利子率を

舷える場合には， A,B, Cすべての農地が土地の手放しを差し控えるのが経済的合

理性となる‘土地を保有することが， i設善の資産確保となるからである。もっ とも，

地制上昇率力、A, B, C 災地について一律に平IFf率以上になるという事態は高度経済

成長期にみられた異常事態かもしれない。市街地化がいちじるしく進んだ地区になお

残るAm也等では，むしろ地価上昇率は低下し，利子率以下になることが多いであろ

う。しかし宅地の限界地に該当するCi~地等では，地価上昇率が利子率をうわまわる

ことが多いであろう。この場合には， A農地は下放されても，C農地は保有されると

いう傾向になる。

もっとも地価上昇率が利子率を越えるために燥地手放しをさしひかえるという場合

には，そのような農地で農業が満足に行なわれるとは一概にいえない。資産保有のた

めのものであるから，空閑地税などがなければ，無耕作地として保持される可能性が

強くなるε ただ しC農地等で農業生産力を高めることがなおメ リット となるところで

は，前述のごとく ，積極的な農業耕作が行なわれる。

インフレが生ずる場合にも似た形と なる。貨幣価値の下落はA,B, C E基地にかか

わりなく :Jづεるから， 一様に差し控える傾向となる。特にC農地など，農業純収益
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第3表 市街化区域A, B, C各農地の面積と評価額＊

(l） 面積

市街化区 i A 農 地 ： B 浜 地 Ic 農地 全農地
区分成設定済 ーで一一ー

市 町 村総面積 ｜構成費！総面積｜構成費｜総面積 i構成費総I面積 ｜構成費

ha 予占 l j，川 %1 ha %: ha ~ ' 
大都市 7 869 4. 4i 川副 10.11州

荷：市 i 312 4, 696 2. 2: 16, 638, 7. 61 196, 343 90. 2, 217, 677i 100. 0 

l町 4寸 390 1, 143 2. 3 2, 051 4. 1 46, 849 93. 6 50, 043. 100. 0 

E十 I 709 6, 708, 2. 31 20, 6幻 I 7. 21 26仏096 90. 5! 287, 4 100. 0 

(2) 評価額 (3. 3:n''.'"tり）

I A 農 地 B 農地 Ic 農地全農地

農地 ＇ －一 ｜農地 ｜ 三 農地 J

新評 とし新詐 ｜とし 1新首干 とし ！新音，，

（旧 ~ 長店 ！ii111 I ~ l五信 ｜｛面額器 i五自 i価額 g
額 ；額 額
(C) ・ (D) I i (E) (F）但） ' (R) 

円 円 治ー一 内一一一再 福一再一 円一一吉一一円 1•1 -lie 
大都市 ：(243): (297) (167)23, 556(141)1 (179) (62) (180)! 1(84) 

205 72, 065 352 135 23, 556 17 4 14311, 114 78 14515, 050 104 

都市（1訟は吋li~~ (2~g 17 , 7バ~§＇ ( li~§ 4, 16~： （2~~ ( l~品 開4' (3誌

地
し
の
価
。

践
と
て
評
額

u

分区

(B) 

(213) (79) (217) (69) (165) (19) (168) -(23) 
旧I 村 14516,794 116 13714, 919! 109. 115 3, 109 271 116 3, 90;) 34 

寸，. ' (206) 29, 125 (141) (205) 18 000 (88): (176)1 (25), (179), 5, 980 (33) 
i 148 197 133 ’ 135 1231 4, 428 36 124 I 48 

CIU 1. 昭和47判1月1日現右。

2. （）内は昭和45年度農地評価額。

外書きは昭和38年度の農地評価額。

＊この表ば下記文献より引用

木If司実 臼治体からみた固定資可悦の災態とf羽詰；j，日本土地11:＇｝会制 「都市計幽il＞ 内定資l主税νJ

再検討」 146!1,ff斐間（1975）。

と地価Iiにより期待される年間利子とがハランスに近い状態にあるところでは．貨幣価

値の下落は実質的に利子率を下げることに相当するから，農業の有利性が強まり ‘民

地手放し傾向が減少する。

地価とインフ レがある関数関係をも って連動する場合には，さまざまの興味泌い似

IP］が生ずるが， ここでは割愛する。
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以上のごとく，地価上昇あるいはインフレがなくとも， ci災地の中ではなお農業の

可能性があるから，いっせいに農地を手放すということはあり得ないし，地価上昇，

インフレが伴 う場合には，~地保有がー拠に拡大されるからますます般地のいっせい

手放しは期待されない。日本経済の動向を眺望するl時，地価上昇やインフレが今後ま

ったく起らないという予測はほとんどできなし、から， このよ うな状態を農地の見通し

にいれざるを得ないのである。

以上は農業者の選択の問題として，農地の手放しの可能性を見たものであるが， ~

地を受ける-0¥IJの都市側についてはど うだろうか。まず明篠なことは，iii街化区域段対Q

をいっせいに購入するだけの財力はないということである。

したがって，全農地を都市的利用にしたくとも，すくにはできないのが実情 であ

る。加えて，先述のとおり，オープンスペース，緑地，生鮮野菜供給狐などを者111告が、l

にもつことの必要性が認識され，生産緑地制度を制定するような動きもあるわけであ

る。したがって，市街化区域農地の全部が，いっせいに，かっすみやかに宅地化する

という見通しはないといわざるを得ない。

では，次の間と して， 市街化区域内農地の全部が，そのまま残るとしづ見通しがあ

るかを問うてみよう。これにも否といわざるを得ない。

郁子行似ljの宅地需要は依然、としてきわめて強い。さらに，都市環境を技術するために

はかなりの公共用地が必要とされている。他方農業の側では，先述の哀がえしである

が，農地の手放しこそが経済的合理性である農業者が必ず存在する。資産保有のため

のi災地保有も，いずれは手放すものであることはいうまでもない。以上の両極の問を

基礎におく時，市街化区域内農地の見通しは，いっせいかっすみやかに宅地化される

のでもなく ，そのま ま良地として残るのでもなし、。正解はその中間にあるといわざる

を得ない。したがって，あえて見通しをいえばきわめて一般的となるが，宅地化がな

お持続的に進行する ことは縫実であるし， 同時に農地もかなり残っていくことも篠突

であるという ことである。これからの市街化区域農地への対応はこのfilrj者をふまえる

他はないように思われる。市街化区域農地をすみやかに一律宅地化させようとするこ

とは無理を伴うし，また頑強に一律1;¥l:地として残そうとすることも無恕であろう。宅

地化と幾地存続を適切に共存させていく施策が必要なのである。

( 3) 都市と農業水利の関係

都市と農業水利の関係についても，あらたな見直しが要請されているように忠われ

。。
これまでの設業水利と都市との関係は，一言でいえば，まったく別個のものであっ

たという ことができる。これまでの設業水利の基本的性格は 「明確に限定された受託

農業者集団による自治的運蛍」ということができる。 これは都市化の中でも広本l'i'~に
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1;1変えられなかった。

農地の宅地化に対氏、して，都市側がしだいに煤業水利から受益する事態が生まれ

る。まず排水の恩恵である。農業排水施設のために，都市側も水災害から保護される

という形である。次に，農業側にとっては有害なことであるが5 農業用水路，農業釧

水路が都市の下水路として利用されるという形である。さらに農業用水が都市の雑用

水として広く使われる形もできる。このようなさまざまの形で都市が農業水利の不特

定受後者になる ことが広汎に生ずるが，農業水利の管理ー運営へのかかわりは，都市側

が，負担金，補助金，あるいは補償金を出すという形に止まり，直接的に管理運営に

かかわるようなことは，むしろ避けられた。ところによっては土地改良区の組合員に

なることの資格（土地改良法第三条） を取得し，土地改良区のー構成員になる形もみ

られるが，あくまでも一部であり，受益農業者自治の原買ljを大幅に後退させるような

ものではまったくないのである。

では都市化がL、ちじるしく進み，受益地区も事実上大縞に縮小し，残存農業者集団

だけでは農業水利の管理運営はほとんど困難になった場合には，どうするのか， これ

が大きな問題なのであるが， これまでのところでは，事実的に管理運営が放棄される

か，あるいは管理運？立を都市g{I]（自治体など）に全部ゆだね，農業者は，残存農地の

水利保障を条件にして全面的に引下がるというのが ・般的な形である。

ここには，農業者が管理運営能力をもっ｜恨り，農業者にまかせ，管理運蛍能力を喪

失した場合には都市が一手に引受けるという二者択一主義があり，共同で農業水利を

管理するという発怨はま ったくみられないのである。この発想は，農業fill］だけ，ある

いは都市側だけの責任に帰せられるものではな く，｜山j方がそのような発忽であったと

いうことができる。各地の事例を基礎にして，これまでの都市仮I］の農業水利に対する

店本的な態度を鞍£11.すれば次のように性絡づけることができる。

① 段業水利は．例有の何ー絡を保持しているので， ／%T↑f仮I］としてはあまりかかわり

をj".'f'ちたくない。かかわりl土できる限り避ける。その！決りで，受益i.！：！：業者集団自治の

！京WJは11認する。

② しかし＝郡市化の中で，用水 ・排水 ・土地等，都市側の利益による ことについて

は．使佼を得る。その代りに，補償金，負担金，補助金などを支払う 。

③ J~業者が農業水利の管理運営能力を爽失した場合lこは，農業水利施設の地域に

与える影響はきわめて大きいので，公共のえ任として管理運営を引受ける。その場合

には＇ lj.長存農業に対する水利を保障はするが，都市似I］の責任で・農業水利を管理運営

し＇ ~l)rli側の要求に必づいて農業水利の再編を進める。

ここには，農地および農業水利の維持 ・発展を郡市の課題とするような理念はな

く， L、わんや農業者と共同して都市の中の袋一地 ・農業水利を適切に運営していくとい

う発想はまったくない。



志村 都市化地Hの畿地 ・水利問題と土地改良事業の方向についての考察 11 

i段業側の農業水利に対する態度も整理してみよう。次のように性絡づけられよう 。

① 受益農業者自治の原則は，農業水利管理運営が困難とならない限り，堅持する。

② 都市化の進行に伴い，転用決済金を徴収したり，都市側の受益に応じて，負狽

金，補助金などを受けたりするようになるが，受益農業者自治の基本線はくずさな

し、。
③ 農業者による管理運営が困難となった場合には，事実上管理を放楽するか，ま

たは自治体などに管理をゆだねる。その場合，残存農業に対する水利保障は条例とす

るが， それ以外は・切自治体などにヲ｜渡す。

もっ とも以上の姿は伝統を有する比較的大きな土地改良区などを念頭において性絡

づけたものであり，規模の小さいこと地改良区あるいは申し合せ組合などでは，都市化

以前から自治体などに事実上寄生する形がみられるから，これは論外である。

ここにみられる姿は，農業側でも，都市の中に農業水利を適切に位置づける発怨が

まったくなかったという ことである。

先述のごとく， 市街化区域農地は宅地化を進めつつも同時に農業的土地利用を＇JI統

いて行なうわけであるから，都市の中での農業水利は決して無視することはできない

し，その役割は重大である。存続する農地は，農業水利が引統いて適切に管理運営さ

れることを要求するし，宅地化を進めたと ころでは，都市に適合するような農業水利

幾何iを婆求するであろう。これらの両方にこたえて行くことは容易なことではない。

農業水利の管理運営について蓄積のない都市側だけでとうていて、きるものではな い

し， 複雑な都市の要求に応えるには農業側だけの経験や思慮では不充分であろ う。

郡市の中の農業水利を，存続する農業を保障しつつ，都市に合うものに再整理して

いくためには，都市側と農業側の共同が不可欠であろう。そのような新しい農業水平IJ.

が今日要求されているように思われる。

( 4) 計画の基本方向

市街化区域の農地は，今後の方向としては，必要な宅地需要に応えつつ，同時に農

業を持続させていくものでなければならないし市街化区域を含む農業水利は． 農業

を統ける農地を充分に支えていくものとして維持され，発展させられるとともに，都

市に適合する ものに再整備される必要がある。このように，一見，相対立するよ うな

両側面を併行して適切に進めていくというのが都市化地域の基本方向とならざるを得

ないであろう。

このような方向は，本来，都市計画そのものが要請されたものであった。都市計画

は，それを行なうのに区域指定法を用い，一方の区域では宅地化を，他方の区域では

農業保護を主役にすえることによって全体として両者の調和を図ろうとしたものであ

った。だがこのような区域指定は結局のところ，都市と農業の分離を進めるものとな
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ってしまったわけである。

しからば，市街化区域炭地に対する両者共存の方向は，いかなる施策をとるべきで

あろうか。もはや区域指定法の機械的適用では，同ーの誤ちを繰り返すだけであ ろ

う。T↑1・街区域の中で，この地区が市街化を早く進め，他の地区が市街化を遅く進める

というように区分けをすることはほとんどできない。市街化区域の中では，公共投資

や区画整理1の仕方L、かんによってし、かようにも市街化速度が変るものであるし，線引

に伴う利害の相克は，市街化区域と市街化調整区域とに分ける線引きの程度をはるか

に縫えるものになるからでゐる。機械的線引きで事を処理しようとすることは，厳に

つつしまなければならない。

しかし，大きな傾向としては，市街化の進んだところにあるA農地， B農地が，宅

地化に向きやすいし，まだ市街化の進んでいないところにあるC農地は，農業用地に

比較的ふさわしいであろう。このような傾向的差異はおのずからある。この差異を，

線引で固定化するのではなく，種々の施策で助長し，実質的に区分けを行なっていく

のが適当である。その意味で，明らかに市街化がいちじるしく進んでいるところから

しだいに宅地並課税を進めていくとし、う措置は一定の有効性をもっているように思わ

れる。しかしC農地への宅地並課税は，まだいそがないほうがよいであろう。 Ci災地

には，今後市街化区域で残すべき農業用地の大部分があると考えられるからである。

また農業者の広志を基礎にして， －定期間，農業用地として地区指定をする生産緑地

制度もきわめて有効である。これにより，農業存続希望者の農地の一定部分を自発的

に操業存続にとり入れることができるからである。

線引きを行なわずに，宅地化を容認しつつ，農業存続を進めるためには，J!fk業存続

希望の段業者に依拠することが基本的政策とならなければならないように思われる。

市街化区域で、は，自然的傾向として，農業は劣性になりがちであ り，放っておけば，

C農地などの一部を除き，農業離脱，宅地化の方向に向かうのが必至である。農業を

存続させるには． 意識的に存続の方rf•Jを強めなければならぬ。 い っ てみれば，農業存

続は大事業なのである。この事業を遂行するために不可欠な要素は，農業存続を希望

する農業者の意志である。農業存続希望の農業者を大切にし，援助し，積極的に支え

ることが事業の始まりといわねばならない。 この援助が適切であれば，始めのうち農

業存続希望者が少なかったとしても，しだいに増大していくであろう。

ではどのような援助が適当であろうか。生産緑地制度のように，宅地並課税を免除

し．段地としての維持を市町村長にも負わせるという制度はたしかに有効な援助の一

つである。それらに加えて，生産基ー盤整の備備が不可欠である。市街化区域では，先

述のようにかんがい排水施設などが作易に浸蝕されやすいからである。

以上のごとく，市街化区域農地に対する基本的施策としては，機械的な線、引き的発

忽は排除し， 一方では宅地化が進むような施策をとりつつ．他方では農業存続がうな
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がされるような施策をとるという高度の誘導政策がとられることがのぞまれるのであ

り，あくまで農業者の自由な意志を大事にすることが前提とならねばならないのであ

る。

3. 都市化地域における土地改良事業の意義と性格

( 1 ) 計画的都市化のための先行的投資

前述のよ うに， 市街化区域は，優先的かつ計画的に市街化を図るべきところなの

で，各種の市街地開発事業が行なわれるが，土地改良事業としては，農業経営を継続

するため必要なものだけに限られ，災害復旧事業，燥用地防災事業および軽微な改修

などの維持管理事業等のみに止められている。果たしてこれでよいのかがあらためて

検討されなければならない。

まず，優先的かつ計画的に市街化を図るべき市街地開発事業が意外におくれている

ことが指摘されざるを得ないであろう。おおむね10年以内に市街化る図るべきこと

が，ほとんど期待できない地区が多数あることは，このことを如実に示している。こ

の原因にはさまざまのものがあり，特に公共投資のための予算がきわめて少ないとい

うことが制限要因になっていることは否定できない。だが重要な問題として，市街化

に向けての先行的な公共投資がリスクを勘案して控えられる傾向にあるということに

注意する必要があるように思われる。

論ずるまでもなく，秩序ある市街化を図るためには，先行的な公共投資がもっとも

望まれるが，都市化の予測はきわめてむずかしい。先行的な投資は，多分にリスクを

有し，先行的投資を実現したと ころが必ずしも市街化をはやく進めるとは限らない。

場合によってはむしろ市街化がし、ちじるしくおくれるということも多々ある。先行的

投資による地価上昇の結果，宅地としての限界地でなくなり，低地価の限界地を求め

る宅地需要は，むしろ，そこから去っていくということが起こるからである。このよ

うな場合無駄な公共投資をしたとしづ非難があびせられることは必至であり，投資者

は，より高い地仰を求め得る宅地需要の到来まで，長く待機を強いられる。 したがっ

て先行投資はむしろ避けられ，ある程度宅地化が進行し，市街化の見通しが確実にな

ってから，公共投資を行な うという無難な道が選ばれるようになる。

10年以内にほぼ確実に市街化が進むというところだけが市街化区域に編入されたと

いうのであれば市街化区域のすべてが，ほぽ先行投資の対象となり得るであろう。だ

が現実の市街化区域は， C農地など広い未市街地を含むものになったため3 市街化区

域の中で，上述のような事態が生じているのである。

都市計画としての市街地開発事業が先行的に行なわれ難い｜時には，では， 何によっ

て計図的な都市化を進めたらよいのだろうか。っきるところ，農業の側が，都市化を

長期的展望に入れて， J.:!k:i也を適切に整備することに期待をかけさ．るを得ない。宅地化
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まで充分に農業ができる。農業の発展が保障される。 それを可能にする土地基盤技術

事業がなされ，それがそく計画的都市化の土地整備の大筋となるということが求めら

れてくるのである。たとえば，土地改良訟に基づく農地の区画整理が計画的都市化も

考慮、にいれて行なわれ，それが都市計画の一環としての区画整理の大わくに通ずると

いう ことが考えられるつこの意義と現実的有効性は，すでに新沢嘉芽統博士．小／I:'，進

博士，白井義彦博士らにより提唱されて来たところであるヘ

計画的都市化を，単に都市の側の事業のみに求めず，むしろ先行する土地利用であ

る農業の中に求める発想こそが，今後大切なように思われる。

’（ 2) 必要な土地基盤整備

では，市街化区域の中にある良地には，どのような土地法盤盤備が求められてくる

のだろうか。主要なものを若干あげてみよう。

1) 用水関係について

郎市化の中で農業側が受ける一番の打離は決業用水の水質障害であり．ゴ Jなどの

投棄による水路の荒廃化である。場合によっては，人そのものが落ち， 人命問題にな

る場合もある。これらを現行の開水路システムのままで防止しようというのは，ほと

んど困難である。市街化区域内でわずかに認められている水質障害対策などにより，

さまざまの改普の努力が試みられているが，市街化区域内の用水路は，上水道，工業

用水道と同じよ うに，地中埋設，パイフライン化が基本とされねばならないであろう。

それなくして抜本的整備はあり得ない。

もっとも農業用水路が，用水路としての機能より も，地域の小Jllとして．人々の心

を育くむ地域環境のーっとなっている場合もある。このよ うな場合には，機械的なパ

イプライン化よりも，都市市民のための小JIIとして適切に維持されることが期刊され

るが，それを農業側だけで行なうことが無理でLある ことはい うまでもない。都市側の

積極的なかかわりが不可欠である。

用水機能と都市環算機能を合わせもつ農業用水路については，開水路断面Iを安全を

考慮して縮小し，小川として残すとともに，用水そのものは水質障害を考慮して地中

に埋設するというのが適切であろう。すでにいくつかの試みが各地でなされている内

パイプライン化は，農業用水管理労働を大幅に節減し，兼業化を志向する農業者を

含めて，広く農業者から喜ばれる。

前述生産緑地制度にみられるように，市街化区域に農業を残そうとする新しい流れ

ができつつあるが，これを確かなものにするためには， !fl水路のパイプライン化が不

可欠であろう。

＊新沢嘉芽統 ・小出進 耕地の区画整理，岩波書店（1963）。

白井義彦 日本の耕地整備，大明主（1972）。
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パイプライン化は，都市計画にとっても，あらたな展望を与える。パイブラインば

適切に管理されるならば，節水を実現し得るし，旧水路敷は都市計画に恰好の場を提

供するであろう 。さらに後述の汎用農地化を合わせて，畑作転換が大幅に進行すれ

ば，農業用水の使用量は，いちじるしく減少するし，後述の区画1管理と合わせて‘宅

地化が順序よくなされるなら：工農業用水の都市用水への転換は，技術的にきわめて

容易なものとなるであろう。

パイプライン化の問題点として，地域環境への影響，幹線パイプの防災問題．宅地

化による無駄な投資になるおそれなどがあるが， これらのアセスメン 卜が十分に検討

される必要があることはいうまでもない。農業用パイプラインが都市の雑用水道ある

いは中水道になり得る場合には無駄な投資とし、う問題は解消する。 今後者il~ r!J と段業官lll

の共同で検討すべきである。

2) 排水関係について

都市化に伴い，排水能力は強化される必要がある。 水出地帯の宅地化は許容t~i水’本

量を減少させるから，それを補充するだけの新たな排水能力が付加される必要 があ

る。後述の汎用農地化と合わせて，畑作化，施設園芸の導入などが進行すれば、農業

排水計画としても，排水基準の大幅引上げが要請される。

都市化地域では，よく，旧来の農業排水路が，その地域の排水をすべて負担してい

るのがよく見受けられるが，きわめて危険なことであり， /¥ii市と農業が共同して排水

路の整備を進めていく必要がある。都市化地域の排水を農業側だけで責任を負うのは

明らかに無理であり，間違いであるように恩われる。

3) 闘場関係について

都市化地域での難問題は，じつは，ほとんど水田地帯に生ずる。都市側としては，

水田の存在は，かんがし、期，周辺地併の地下水位を上げ，沼沢的状況をつくりだし，

都市排水に悪影轡を与え，都市環境をいちじるしく悪くするので，好ましいものでは

ない。他方農業11rnとしては，省力化をもっとも行ないうる水田作は兼業に最適な設業

であり，むしろ望まれる。都市化の中でも，長く，水田が残るのがわが国の特徴であ

るが，その理由はここにある。

しかし都市化のメリットを生かし，都市と共生し得る農業はやはり畑作である（園

芸を含めて）。畑作物の大消費市場に接近しているという有利性のため，農業経 ；当・を

適切に行なえば，水田よりもはるかに高い収益を実現し得る。 専業農家が畑作に f(•J う

のはけだし当然、といわなければならない。また都市問題の重要課題の一つで、ある 「し

尿の処理」の方向として，今後農地への還元が期待されるが，それが有効なのは畑地

である。特に市街化区域では，原則として，畑作が指向されるべきであろう。生産緑

地制度も暗にそれを含んでいるように思われる。したがって，長期的方向と しては，

都市化地域水田の畑作化が指｜勾される必要がある。これは前述農業用水の節水，有効
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利用に通ずる道でもある。

しかし，水聞の畑作化を農業者に押しつけることはできない。大切なことは農業者

がのぞむ場合に， 容易に畑作化を行ない得る農地にすることである。ー11にいってti[>

1朽化地域農地の汎用農地化である。

都市化の中で農業を専業的に行なお うとするJ.:!i業者は都市化のメ リットを生かせる

畑作を希望するが， 今日の園場状態では，個別民家が希望しでも実現することはでき

ず，地区全体の集団的畑作化のできるまで待つ他はないという事態がある。これが都

市化の中でも水田が永く残る原因の一つになっているのである。

個別j農家の土地利用変更希望が容易に実現し得るような汎用i災地化が都市化地域，

特にih街化区域て・全面的に行なわれる必要があるのである。これは都市の中に残る農

業としては不可欠であり，都市と してもきわめて好ましいことであるが，そのような

投資を農業者全体が一致して望むという状況には£、ずしもないというむずかしい問題

がある。したがって都市側が，農業者と充分に協議の上，積極的に投資の協力を行な

っていくという ことが必要なのである。都市の大幅な協力がある場合， Jl是業者がl反対

する理由はない。汎用J.:!i地であるからである。

4) 区画整理関係について

先述のごとく，計画的都市化のためには，宅地化される前の民地そのものが整vmさ

れていることがのぞまれる。都市計画としての区画盤理に通ずるためには，農地とし

ての区画必理が標準としている公共用地率をある程度上げざるを得ないし，大規模区

iilliをある程度縮小せざるを得なし、。また，資金的基礎として，保留地の設定が認めら

れねばならないであろう。その意味では，現行土地改良制度の一定の修正が必要であ

る。これの検討が行なわれるべきである。

もっ とも，農業的利用の段階において，道路，水路幅などの肱幅を行なうこ とは，

やはり無駄な投資である。新沢t4＜土が提案されたように，農地の区画整理に際し，拡

幅予定地を定め，そこは公共管理とし，限定のある耕作権のみを認めて一時的にj災業

者に貸地するというのがよいであろう。都市化の進行に対応して，順次道路，水路に

利月lしていくわけである。このよ うな過渡的移行措置が充分に研究される必要がある。

｜丞画整理は，前述の汎用農地化， パイプライ ン化，排水能力強化などの効果をもっ

とも生かすものであるから，いわば，しめくくり的な役割lをもつものであり，この実

現し、かんが，農地の適切なる存続を含む計画的郎市化の成功，不成功を規定するであ

ろう。

以上，重要と思われる課題を 4っとりあげたが， これらはばらばらになされてもよ

いものではなく，互いに深く関連するから，一体として行なわれるのが望まれるであ

ろう。いわ；ま「都市化地域J.:!i地総合必備事業」と呼ぶにふさわしい事業である。 これ

をIii街化区域農地を含めてわてこなう ことが大切なように思われる。
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( 3) 都市側と農業側との共同事業

このような事楽は，単に農業のみに使益をもたらすものではない。農業に便益をも

たらすと同時に都市に便益をもたらすものである。むしろ長期的観点に立つ時，都市

の受ける便益のほうがはるかに大きいであろう。またこの事業は農業側のみ， あるい

は都市側のみで行ない得るものでは決してない。都市と農業との積極的な共同によっ

てのみ遂行し得るものである。したがって，この事業は，都市と農業との共同事業と

して行なわれることが必要であろう。

先に述べたように，都市と農業が共同して土地基盤の整備を実現するという形は，

現在のところ，採られていない。これが今日の都市化対応策の最大の欠点といわなけ

ればならないであろう。都市計画なかんずく市街地開発事業と土地改良事業を適切に

連繋させることが今望まれるのである。この事業は， もはや単純な性格の土地改良事

業でもなく，単純な性絡の都市百｜回i事業でもない。jil,j者の性絡を共有する事業であ

る。

さてこの事業の費用は，都市と農業との共同事業であるから，それぞれの便益に対

する妥当な投資額を基礎にして，適切なアロケーションがなされなければならない。

都市似！Jの負担は，市街地IJ日発事業などに基づいて分担あるいは補助が定められるであ

ろうし， f1lk業仮~の負担は土地改良制度に基づいて分担あるいは補助が定められるであ

ろう。今日の重大な問題点は，市街化区域農地の土地改良事業については，前述のご

とし限定された事業以外は， I＇＠，県の負担 ・補助がなされないことである。農業用

水合J:R化対策事業が進まない大きな理由の一つにこれがある。このような制限は，前

述のごとく，都1-l'Jと農業を分離してきた時代の遺物て‘あり，今後ただされるべきのも

のである。

もっとも p 農業投資のための国費あるいはJ!r'Siを， すぐに宅地化する土地に提供す

るということについては，当然、のことながら，疑問がノ｜ニずるであろう。そのための拙

置として，一定期間を定めて，宅地化を禁ずる現行のプj策も一つの方法である。しか

しこれによって反って土地整備が控えられるとい う事態もあるから，あらためて入念

な検討が.iffiめられる必要があるように思われる。たと えば事業後の宅地化までの経過

期間を考応、に入れて，宅地化時での返済制度， Iii＼市｛Ill］公共負担への－w経制度などが考

えられてよいであろう 。

当l師， ::JHrli比uではあるがp 低利の融資を大幅に必めるような方向がもっと強化され

てよし、。

/iii d-i側がアロケーションにより事業伎のかなりの部分を負担するようになる時 に

は， j足業者が持つべきf.'.!_jfi(主，低利融資によ って‘充分に可能となると考えられるか

らである。

しかし現行の土地改良市I］度の下において も．運用のいかんによっては．かなりの充
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実した事業がて・きるように思われる。そのもっとも有力なものが，農業用水合j型化対

策事業である。この事業主は3 周知のごとく，法振地域を中核としつつも，市街化区域

を加えることができるし RJ水合理化事業との関連において排水改良，閏場整備，｜メー

画整理！などを実施することができる。しかも，都市と農業との共同事業というi生絡の

i.ii］芽をもっており，事業費fl担に際しては都市（上水道）と！築業とのアロケーション

という方＇＇＇1を明確に打出している。このアロケーションが， ljiに上水道だけに止ま ら

ず，土地基盤整備全般；ニかかわる各種機関に弘大されるなら：£展望は充分にある。

今日必要なことは，現行諸制度の困難性を上げて，事業を控えるのではなく むし

ろ，都市と農業が~に共同して，現行諸flill度を最大限に運用し，無政府的状況を強め

つつある市街化区域農地に対し，有効な土地基盤整備事業を全面的に行なうことであ

ろう。郡市と農業の調和をはかる将来の都市主g設のためには 今それを行なう ニとが

芯務であるように足1.われるc

4. 特に農業用水合理化対策事業について

( 1 ) 性格づけ

農業用水合理化対策事業は， f也の七地改良事業、に比し，ニニークなものをもってい

るように思われる。昭和47年発起当時，位の基調は， ・111；市と農業の調和を唱えなが

も2 実際には，都市と改業との分離を進めていたが，この：｝；：業では 「占if;汁J近ガJの能楽

地借において農業水利純設等の終備を行うことにより，地域農業の近代化を閃るとJ七

に，この結果生みwされる余剰水をl前：保し， /111市月l水喜平iこ転用することを日的」（良

薬用水合理化対策事業実施要綱？ni ~）としている。 J；！；ー業用水の郡 l\jへの協力が強く

打出されているわけーである。もっとも この条文では， 一l地改良市！度の中という；l~J約も

あって，「tk業水利随設の整備を行った結果生み出された余剰水を昔｜：市用水に挺供す

る」という形になっているが，このJ長業を実際に行なった地区の実態を調査すれば

「農業は都市に水を提供する。その代りに，都市は農業水不lj胞設整備に必姿な資金を

提供する」という ものである。 ここには，＆ll市と段業との相在協力が生きている。だ

が発足時の時代の；l~J約もあ っ て，農楽水利施設整備を千i'なうのは都市近郊の「農業地

帯」であり，いってみれ；ぎ 市街化区域の農楽用水は部市にゆずり，その代 りにg1);業

J也市の整備を行な うという ことであり， 111；市計画にみられる地区区分法の発:tl!がやは

り段彩されているのである内

これからの基調としては．部iiiと従業が真に調和されるへきであり，市街化｜主：域の

中でも農業との調和が図られるべきである ことはすでに述べてきた。そのために都市

計画と土地改良事業を共有する性格をもっ土地基盤の整備が都市側と農業側の共同事

業として推進されねばならないニとを提唱した。この観点に立つ時，農業水利合理化

対策事業は，単に農業用水の都i¥1用水への転用，都市近郊の農業地帯の農業水利施設
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挫備に止まることなく，進んで，市街化区域を含む都市化地域のi誕地総合整備事業を

先導しs それを実現していくという役割を担うことが望まれる。幸いなことに，先述

のとおり 3 そのよう な性格を持ち得る内突をもっているのである。これからの制度充

実の方向としては， この視点が必要なように思われる。

しかし， 農業水利合理化対策事業の性格を上のものだけに ijj. -- j'jl~ に方向づけること

は不適当である。上の見方は，都市地域の水利を含む農地を全体としてみた時の観点

であるが，農業水利合理化対策事業の中には，水資源の再配分というどちらかといえ

ば土地から相対的に独立した場で論ぜられねばならない課題も含まれているように思

われる。農業水利の基幹施設の新設，改良，管理などを合理化し，水資源の再配分を

広域的規模で考察するという場合には，もはや燥地の総合整備という観点よりも水資

源そのものの配分計画の議論が大切である。

農業水利合理化対策事業は，今日まで，未分化の状態であったが，今後の展開を考

えるならば，二つの極として，

① 都市化地域の農地総合終備事業

② 法幹的な水資源：p｝配分事業

とい う異なる性格をもつものに分化・ 発以していくように忠われる。この両者のjtk絡

をもちつつ展開していく という視点も重要なように思われる。

( 2) 事業主体について

農業用水合理化対策事業が，しだいに都市化地域の農地総合務的事業という性絡を

つよめていく時，都市計凶との関連が不可欠であるから，事業主体は，都市計画に責

任を負う市町村またはそれらと土地改良区との述合体が当たるというのが適当となる

であろ う。二つ以上の市町村にまたがるような規模の大きい場合には、広滅的な都市

計画，地域計画に責任を負う都道府県が当たることが必要となろう。

事業は水利を含む農地を対象とするのであるから，農地の基盤整備に充分な蓄積を

有する土地改良関係の技術 ・行政部門が当たる必要のあるこ とは当然であるが， 他方

都市計画とのかかわりが不可欠であるから，都市計画としての土地基盤整備に充分な

蓄積をもっ都市計画関係の技術行政部門の参画も必要である。両者の協力による事業

遂行がのぞまれる。

農業用水合理化事業が法幹的な水資源再配分事業に発展してし、く場合には，もはや

現行の県営事業に止まるこ となく，国営事業が必要になってくるように恩われる。水

資源の再配分は，特に大都市圏では，もはや地方的課題ではなく ，閣の課題であり ，

高い次疋からの公共投資の位位づけが要請されると考えられるからである。これを土

地改良制度の下で行な うか， 水資源開発制度の下で行なうかは，さらに検討の要が必

要であるが，その事業が，相~rl1 と農業にかかわる程度のいかんによ っ て異ってくるで
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あろう。

( 3) 事業の申請者

都市地域農地の総合整備とい う性絡をもっ場合，都市計l白lに貞任を負 う市町村が申

局者になるのが適当と思われる。二つ以上の市町村にまたがるような 規模の大きい

場合には，県が申請者になるのがよい。

申請に当たって受益者の 3分の 2の同意を得ることが事実上困難な場合も充分にあ

り得るであろう。たとえば，先述のごとく汎用農地化は都市計画のとから．また専業

的農業者から望まれるが，大部分の兼業農業者は消極的であろ う。 3分の 2同意は地

域計画，都市計画への住民参加という意味から望まれる方式の一つではあるが．機械

的適用は避けるべきである。機械的な同意形式よりも，大部分の住民の質向を本質的

にとり得る事業内容にしていくことが大切である。

基幹的な水資源再配分事業とい う性格をもっ事業の場合には，もはや個別受益者の

合意に基づく 事業とし、う性絡ではない，公共事業とのかかわり をも って行なわれる事

業という性格をもつものであるから，むしろ申請に基づかない事業という カテゴ リー

に入れることが適当なように思われる。むしろ水資源開発の1.1・本計画iに沿って公共的

に行なわれる事業の一翼をになうというものになるように忠われる。

( 4) 負担および補助の制度について

百B市地域農地の総合整俄という性物の場合については，すでに一般的に論及した。

基幹的な水資源再配分という性絡の場合には，ア ロケーションに基づく負担という

形が統くと考えられるが，これからの方向としては，公共性がきわめて強し、からむし

ろ公共負担を原則とするのが妥当なように思われる。

このことは，単に用水合理化事業の問題に止まらず，今後の従業水利事業の全体iこ

通ずることのように思われる。』見栄水利は，公共的性格のものと私経済的性格のもの

とを両方含み，それを区分けすることなく一本化してきたのが， これまでの姿である

が，これからは両者を区分けし，公共的性格のものについては公共負担を大幅に地や

し，しだいに全額公共負担を指rr.iし，私経済的なものについては，補幼制度をしだい

に縮小し，低利融資制度に切り換えていく ことが必要となるように思われる。農業水

平IJは， 今日，農業の構造的変化と水資源の経済財化という事態の•＋• で全体として変容

を迫られているが，それに対足、してJ'1担および補助の制度も大幅に変らさるを得ない

よう に思われるからである。

なお現行の農業用水合理化事楽の経済効果の算定に際し，問i市仰i]（ヒ水道）が得る

!]( :,tの効用計算で， 1 m1当りのl泉水irlliを近隣周辺地区の原水制でみる1f1Jきがあるが．

これは適当て、ないように恩われる。則論的には，その上水道が新規にその流域でヲム
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を建設したとする場合にかかるであろう原水コスト（ただし冬期用水取得のために必

要な費用分は除く）を採用すべきである。近隣周辺地区の原水コストは新規開発より

かなり安いのが常で‘あり，転用時の機会費用になり得ないからである。今後新規開発

コストは，特に大都市流域の場合，上昇の一途をたどると予想される＊が， もし周辺

近隣地区の原水コストを算定の~；~礎にするならば，不当に上水道側負担を安くするこ

とになるであろう。

( 5) 管理について

都市地域農地の総合整備という性絡をも って，新しい施設が建設された場合には，

施設の管盟についても，都市古Ulと農業との共同事業として行なわれるのが妥当なよう

に思われる。都市化地域の中でJ.！主業水利をi災業者だけで管理することは，実際 k困難

になりつつあるのが今日の姿である。

；農業用水については，都市側と農業側の共同によ ってっくりだされる機関が上水，

こI~水に次ぐ第三の給水産業として機能する方向がのぞまれるであろう 。 排水について

は，しだいに自治体へ管理を移行していくことが，避けられないように思われる。

都市側jと農業｛HI］の共同事業機関として農業用水供給が行なわれる場合，土地改良区

はどうなるか。土地改良区の管理的事務はそこに移管されることになるが，受J，在農業

者の詰：志を結集する機関という性質は，今後も，残されることが妥当である。これが

）~業水利の管理運蛍に永く貫いて来た受益農業者自治の精神をいかす道であろう 。

基幹的な水資源の再配分事業によ って必要となる管埋業務については， 公共的管理

の方 li•Jが妥当である。

( 6) 冬期用水の問題

農業用水を者Jl市用水に転用する場合，水資源計画上の難点は，農業用水が年聞を通

じてのものではなく，季節的なものであるということである。したがって，農業用水

のない季節については，都市用水側が新規に水手当を考えねばならないという厄介な

ことがつきまとう。

だがこの見方は必ずしも現実を十分に反映したものではない。民主主用水をどう考え

るかにかかわってくるのであるが，これまで事実的に行なわれてきたリ｜水が慣行水利

権の内容である左すれば，，11い設業用水のほ左 んどが冬期に司ある範聞の水量右c01水

してきた。これをその農業用水のもつ水利権とみなすことは，あながち不当なことで

はなし、。農業用水は，冬期においても，用水路紙持用水，雑m水， !Vi火用水さらにそ

の地域の全般的な環境維持のために心裂な用水などを •J l水してきたのがむしろ一般的

な姿である。 ）]!lo業用水とい う概念、は，狭義のJl:J:業のために利用される水だけではなく，

x；古、村ti¥＇康 ・I｝日発コスト I：：昇j切の河川水;flj分析，『水利科学』 No.103 ( 1975）。
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そのm水が永い歴史の間．事実的に引水してきた水のすべてを含むと理解されるので

あり ，{i'fl市用水へ転用されるべき農業用水とはそのようなものである。

二ヶfifl用水｛土，昭和33年に，農業用水の水利権の一部を工業用水に転用すること

が，正式に認められたが．その転用量を規定したものは，著者の調査したところによ

れば＊ 冬期の用水を都市が別途に考えねばならないという論理ではまったくなく，

冬期の引水可能量でもって年間を通じての転用裁がきめられているのである。このよ

うな形をとり得ると ころは，冬期引水実績を調べれば，かなりあるように思われる。

冬期LJI水実績のまったくない農業用水については，都市用水への転用に際し，冬期

用水について，J]IJ途の検討が必要となる。この場合には，水系全体でそのための利水

"fi :,iの’＇！＝みだしを考える必要があろう。

i.:'l業用水の都市用水への転用をうながすために，公共の事業で，広威的に冬期用水

分の利水容量を確保するという方向も考えられる。冬期用水を必要とするものは，そ

の利水守量から，建設費相当分をはらって，必要水量をゆずり受けることにするので

ある，7）＼資源の総合的管理の方向の中には， このようなものを特に設定することも考

えられてよいであろう 。

5. むすび

能楽Jll水合型化対策事業は．都市化の進展，水資焼、の経済財イヒさらに農業構造の変

化に対応して，内容を大幅に拡大し多様なi生格をもっ卒業に発展することが強く要請

されているように思われる。

もはやこの事業は，単なる転用のための事業に止まる ことなく，片や都市化地域農

地の総合整備に向けて，nーや水資源の基幹的なl年配分に向けて，大きく成長しなけれ

：まならなし、 L. 農楽側だけの単独事業に止ま ることなく，都市側との共同事業，ある

いは本終的な公共事業として実施される必要があるよ うに思われる。それは，計凶的

農地化 石HI市と差是楽との調和，水資源の適正配分とし、 う現代社会の基本課題そのもの

に~＼ Tl: I耐から迫るものになるであろう。 1災業用水合理化事業をこの流れの中に位置づ

けて．適切な運用を区｜ることが大切なように忠われる。

（東京大学農学部助教授， m寺）

本志村内康 ー二ヶ鎖用水の都市化過程についての考察，昭和49年多摩川災害調査報

['; ,M. 農業土木学会（1975）。
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