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河川管理と農業水利計画

佐藤俊朗

1. 河川計画上にみられる河川l管理の進展過程（河川管理の展開）

(1) 自然河川｜から人工河川へ

わが国の河川管理に限ったことではないのかもしれないが，国土の利用増進に従っ

て，河川の管理，河川の計画は，そこでの社会的諸相との関連もあって一般に画一的

方向をとってきているように思われる。

国土の利用増進は，とりもなおさず河川流域の利用増進であって，この利用地域を

線としての河川の側からみるか，函としての利用地域から河川をとらえるかによ っ

て，大きな相違がある。河川の計画・ 事業・管理についての歴史をみると，社会の進

展とともに例外なく，自然、河川｜から人工的河川の方向をたどっているが，その手法に

は，そのおかれていた社会の体制jによ って，行政的にも技術的にも相異があり，した

がって，歴史の過程では大きな変化がみられる。

(2）河川修築の展開

明治以前の河川対策の制度・事業は，かなり複雑であったが，基本的には利水も治

水も行政的には一元的に行なわれていたばかりでなく，利水・治水に直接的に関係を

もっ土地利用も同ーの行政機構の中で行なわれていた。すなわち，江戸幕府における

土木工作一切の事項の所管は，勘定所であって，勝手方勘定奉行がこれに任ぜられ，

その配下には作事方，小普請方，普請方の3局があり，各Aその長官を奉行と呼び俗

に3奉行といわれていた。土木建築については， 3局でその工程を分掌しており，普

請奉行は石垣，地方，縄張等を，作事奉行は殿舎の造立，その他外部の建造にかかわ

り，小普請奉行は内部の造作を掌るたてまえとなっていた。そして勘定奉行は租税会
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計のこと等を司っていたが，寛永19年に勘定頭の職名を設けている。その後もしばし

ば公事方・勝手方両職の職掌について変更があったが，土木に関する事項は一貫して

勝手方奉行の担当であって，これに属する職制としては，勘定組頭，勘定支配，勘定

普議役，元締普請役等があった。ここに天保6年改定の制規をみると，勘定奉行所は

6つに分課され，この内土木に関するものは，道中方と取箇方であって，道中方は，

五街道諸橋梁修築等の費用，助成金割賦の菓候，各道諸川の洪水落水の開甲，代官管

理地，委託地，駅路に属する諸種の哀申等の調査を担当し，取筒方は，普請方と新田

方の2掛に分れており，普請方は，諸国の悪水用水樋管の波諜，堤防の修築およびそ

の経費ならびに神田・玉川等上水の掛樋，埋桝，上水組合金銀の徴収および国役割の

査定等を掌り，新田方は，諸国の開墾の請願，新田見立場等の検査等を掌った。

そして，普請方普請役は，府内役宅橋梁の営造，代営築等を勘検し，四川の修水，

領内濯滅用水のことを査察する職務に従い，勘定所詰，在方掛，四川用水方の 3掛に

別れ，四川とは，天竜・富土・安倍・大井の四河川を意味しており，四川用水方は，

その修水および利根川 ・荒川・ 江戸川その他港紙地域田園，用水の事を掌り，在方掛

は郡代，代宮所等の営繕修築，国道の修繕を主とし，また天城そのほかに産する木炭

の勘閲に従事し，かつ地方に関する直訴については，これを受けつけ，公事方勘定奉

行に申達する等の職掌をなし，勘定所詰普請役は，府内管轄の新築 ・修繕橋梁等の査

検を掌り，この織は臨時の職をも掌るものであった。

江戸時代の行政の中心課題は，開墾，覆墾による土地利用度の拡大にあったことか

ら，以上みてきたように，職掌上からも治水と利水とは密着し，土地利用の展開，拡

大，安定の方向をとって行なわれたものと考えられる。江戸時代においては，その初

期から，治水の大前提は利水にあり，

1）経済上より，団地を拓き， 多く産米を穫ること，

2）運i曹を使にし，江戸を中心とする河川の交通を計ること，

3）都府の経営上江戸防備に必要なる濠池飲用に供する上水ならびに排水路たる下

水を設くること

であった。

このことからも明らかなように，施策の中心は江戸およびその周辺にあった（この

ことは前記の職掌の中からも察知されるものであり，江戸中心の思想は幕末に至るま

で継続される）ものであり，これをうけた事業としては，利根川の東遷をはじめとし

て，これに伴う新田の開墾，江戸川関宿の捧出しによる水制工，井の頭の湧水を水源

とする府内上水敷設の神田上水，多摩川より分水し新水路を関疏した玉川上水等々が

行なわれている。しかし，これら江戸を中心とした施策と合せて，京都の豪商吉田光

好（角倉了以）や河村瑞賢，高知の野中兼山，岡山の熊沢蕃山等による治山，開墾，

船運のための河川事業も全国的に行なわれている。幕府は，治水策として堤防の補
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修，河川の疏俊を督令しているが，治水についての国家的制度が確立したのは国役金

賦課法（享保5年一1720）の発令以降である。この中，土木事業に関する制規には，

「諸国の堤防若しくは早損地等の修築は，一国を全領する者及び封地額二十万石

以上を分領する者は，共に従来の慣例にのる。二十万石以下の領地にし私費を以て

修築し難く，之を措閣せば遂に荒蕉に帰すべきものにして，且つ其領主の資力に耐

へざる巨額の修築は，公領地私領地を論ぜず，総て国役に派課し，而して官府尚其

経費を補助すべきに由り，自費を以て修築する能はざる際は，其事由を申告すべ

く，而して詳細は勘定奉行に菓関せよ。但二十万石以上の者と難も諸国に分在し，

領地の狭少なる者は，二十万石以下の制規に準拠すJ。

と記されており，同年にこの施行細則ともみられる15項目よりなる「諸川修築国役賦

課の方法Jを設定し，また別録として特定河川についての取扱方を示している。国役

賦課の方法についても，かなりくわしく事例をあげて賦課の方法，内容等について説

明しているが，別録では，表日本の河川としては利根川筋の7河川（利根川 ・荒川 ・

烏川・神流川・小貝川 ・鬼怒川 ・江戸川）から富士川 ・安倍川・大井川 ・天竜川およ

び木曽川 ・長良川 ・郡上川の各河川について，裏日本に流出する河川については，千

曲川・犀川 ・信濃川 ・魚野川・関川 ・保倉川 ・飯田川・阿賀野川の8河川について修

築費に応ずる賦課地域をくわしく示している。

この賦課法および別録によって，河川ごとの修築費およびその賦課地方をみると，

修築は勿論被災による修築であって（水災に擢り不時に興起する修築は，之を国役と

なし），用水玖樋等を修築するもの，公領地で毎年春に行なわれる水陵回の環堤或は

堤上，堤腹等を修繕する類のものは国役として採さないことになっており，被害の大

きさ，したがって修繕・修築費の大小によってその賦課地方に差をつけている。例え

ば，武蔵国利根川・荒川 ・烏川・神流川・下総国小只川・鬼怒川・江戸川以上7Jllの

国役賦課の地方を，武蔵・下総 ・常陸・ 上野の4ヵ国とし，その修築経費は「Jll或い

は七川について金額三千両以内は之を国役とはせずに該当地方にての修築となし，三

千両以上の場合にはこれを国役として前記四ヶ国賦課となし，更に被害額が大きく，

三千五百両以上の場合には前記四ヶ国の外に安房・上総において四十八万四千石余を

増加するJというように，各河川について被害復旧費の多寡によって賦課地域に差を

つけている。

この国役賦課の法は実施後13年にして事保 17年（1732) 11月に停止され， 同19年

(1734) 8月に至って，大修築は官費支給によって行なうよう決定された。しかし，

この官費支給による河川修築に両論があって，結局宝歴9年（1759) 6月に国役修築

の旧制j規を改正して再び実施されることになった。

以上の記述からも明らかなように，河川土木の費用負担は，国役賦課といえどもす

べて地方中心であったことにその特徴があり，また木曽 3川の分流や，利根川修築等
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にみられるような御手伝普請もあって，問題は多かったが治水と利水やその地方の土

地利用を分断しての修築ではなくして，治水の前提に利水や土地利用の安定 ・橋進が

あったことに江戸時代の河川行政，河川管理の特徴をみることができるのである。

宝歴の国役賦課法修正からちょうど 110年を経て明治元年になるのであるが，混乱

の中にあっても明治政府は明治元年（1868)10月に早くも太政官布告として淀川の改

修を目的とした治河使を設置している。しかも，この前月 9月には，堤防修治のため

に関東について旧制度を踏襲した形での国役金を徴収しており，しかも，この徴収は

12月には廃止している。混沌とした維新の政体の中にあって，治水制度も混乱をまぬ

がれることはできなかったのは当然であるが，この後約30年の聞に 1つには，旧制度

に立脚した農業水利事業と海然一体化の方向から，治水と利水の分離がすすみ，現制

度の基縫が確立されるのである。とくに，この前期の明治10年頃まで混乱の中におけ

る治水に関する行政制度・法規にはあわただしい変動があり，この変動の中で治水制

度，事業は創成されたと思われるのである。

明治3年（1870)11月には土木司から「治水策要領」という長文の建策が提出され

ているが，同年2月にはすでに民部省通達によって「府県ヲシテ堤防ヲ修理セシムル

方規Jがなされている。この「治水策要領」は，旧落体制下における治水制度を踏襲

しながらも，細部にわたって新たなる建策をなしており，これをうけて，明治4年2

月22日には太政官は，各府県に「治水方規Jの制定を宣達している。これが，治水に

関する明治政府の最初の統一的法規である。明治以降の治水の方向を示す基礎を提示

したものと思われるので，この全文を示すと次の通りである。

明治4年2月22日 太政官宣達

今者治水方規ヲ改正スノレタメ民部省土木司中ニ検査掛ノ官員ヲ霞キ，全国ノ河川｜ヲ

区分シテ此ノ官員ニ派当シ，之ヲシテ其ノ担当部内ノ河Illヲ巡視シ地方官ト協力シ

テ，以テ治水ノ方法ヲ確実ニ施行セシメントス。今後府務県ノ水理ニ関渉スノレ事項及

ヒ別録ノ条款ニ関渉スル事項ハ凡テ土木司商議、ン審ニ利害得失ヲ講究、ンテ之ヲ菓申ス

可シ。其ノ細目如キハ民部省ニ諮問セヨ。

治水方規

第一，河Illノ面脈ヲ錯乱セシメサノレ為ニ毎一千間ニ大標木ヲ樹テ，其ノ一面ニハ量水

ノ尺度ヲ記シ，一面ニハ番号ト河川｜ノ横径ノ間尺ト ヲ記ス。又堤内ノ百間ニ小標ヲ

樹テ亦タ番号ヲ記シ，堤翁ヲ設ケサル処所ハ川｜積ト山崖トノ分界ヲ正シテ河Illノ横

径ヲ限函ス。但シ従前ノ量水標ハ之ヲ撤去ス。

第二，河川｜ノ分界ヲ函限シ，若シ其ノ分界ノ線内ニ水勢ヲ阻害ス可キ物有ラハ之ヲ撤

去シ，免租地ハ菓決シテ処分ス可シ。

マタ疏溶セシ泥砂ヲ以テ窓ママニ土塀ヲ堆築スル如キハ之ヲ厳禁ス。
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第三，堤上，堤外ニ在ル竹木ノ其ノ堤脚ヲ掩護スノレニ足ル者ハ之ヲ留存シ，他ハ本年

三月ヲ限リ悉ク之ヲ前伐シ，芦葦水揚ノ類ハ六月ヲ限リ之ヲ斐除ス。マタ河川｜ノ広

狭ニ応シ堤外ノ五間若クハ三間ヲ以テ堤脚ト画定シ，此ノ線内ニ在ル竹木ハ之ヲ留

存シ，而シテ竹ハ板際ヨリ六尺ヲ度トナシテ其ノ抄末ヲ努伐シ，水揚ハ毎三年ニ根

際ヨリ努伐シ以テ堤防ヲ護シ及得水柵ヲ作ルノ用ニ供ス。

第四，堤防ノ修築ニ供用スル物料ノ価値ハ諸国其ノ慣例ニ拘ラス地方ノ平均価値ニ算

取シテ衡価ヲ立定シ，且ツ其ノ価値ノ昂低ニ従ヒ毎二年若クハ毎三年ニ衡価ヲ改算

ス。

第五，河Jllノ要衝ノ処所ニ梁薪ヲ張リ柴惨ヲ設クルハ甚タ水勢ノ阻害スル有ルニ因

リ，一切之ヲ禁止ス。

第六，堤畔ヲ侵蝕シ官途ヲ鐘削スルハ尤モ厳ニ之ヲ禁止ス。管務庁周密ニ堤警ス可

シ。

第七，村民ノ自費ヲ以テ土場ヲ堆築シ，是カ為ニ水勢ヲ激シテ対岸及ヒ上下流沿岸ノ

恵、害ヲ致ス有リ。故ニ今後ハ自費ヲ以テスルモ土場ヲ堆築シ若クハ棒水柵ヲ建造ス

ノレニハ予メ土木司ニ申明、ン而ノレ後ニ就工ス可シ。

第八，便近村里ノ住民中ヨリ看守員ヲ選命シ，大抵二塁程若クハ三塁程ヲ区画シテ毎

一員ノ担当部分トナシ，各所ニ標木ヲ樹テ分界ヲ限リ，法則ニ遵ツテ常ニ水路ヲ按

検セシム。

第九，従前土耳元，石取及ヒ坪掛ト称シ役夫ヲ郡村ョリ科発セシモ，今後ハコノ慣例ヲ

書置メ，総テ堤防ノ町関ノ数ニ派当スル者トナシ定則ニ照シテ按算シ，工程予図簿ニ

其ノ町間ノ数ヲ記載シテ以テ関申スヘシ。

前文および9条からなる各条に明らかなように，ここではすでに農業水利を中心と

する土地改良事業との関連は殆どなく，河川そのものに集中されており，線としての

河川の管理に終始するものであった。河川の側からの検討をするならば，治水策とし

ては制度としても，技術上からもかなり抜本的な内容であり，当時としては高い水準

のものであったと考えられるが，この治水方規は同年12月2日に全面的に改訂される

ことになった。この改訂の理由には，各条に直ちに地方庁としては実施できないもの

があり，このように実施内容を各条に，しかも画一的に明記されると地方民との聞に

障害が多くなることなどがあげられているが，その背後には地域の土地利用との関係

が深く作用していたものと思われる。例えば，第一の項において旧来は河川の地域的

接点においての，つまり重要地点においての量水であったのが，画一的に一千間間隔

に量水標を設置するが如きは地域に符号していないばかりか実際には各地方において

なかなか実施出来るものではないし，また河状の異なる全河川について，そのような

ことが必要か否かも疑わしいものである。そこで， 「改正治水方規」では，「治水方
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規Jで最も特徴ある内容であったと目される技術的，実施様式を一切取り除いて，工

事設計，実施，精算等についての手続の規制jを中心とする方規となっている。ここで

も然し，線としての河川管理を中心とした方向はひき継がれている。

治水方規（改正）

第一，従来官費支弁ニ属スル堤防，橋梁等ノ修繕ニシテ一項ノ経費千円以内ニ係Jレ者

ハ地方官実地ヲ点検シテ専決挙行シ，後工精算簿ニ証印、ンテ大蔵省ニ送上、ン，千円

以外ニ係ル者ハ大蔵省ニ菓決シ挙行ス。

若シ夫レ河水暴滋シ堤防ヲ崩嬢スルハ細大ヲ論セス地方官速ニ点検シテ之ヲ修繕

シ，亦タ其ノ竣工精算簿ヲ大蔵省ニ送上ス。

第二，新ニ分水，転流，開通等ノ工事ヲ輿スニハ細大ヲ論セス実測分間図ニ工程予図

簿ヲ副シ大蔵省ニ主主決シテ挙行シ，及ヒ新ニ衝水柵ヲ列立スノレモ亦タ之ニ準ス。

第三，従来民費支弁ニ属スル堤防ノ修繕ハ地方官適宜ニ挙行シ務メテ水害ヲ予防シ，

竣工精算簿ニ経費全額ヲ登記毎年九月ヲ以テ大蔵省ニ送上ス。

第四，各庁管轄地ノ犬牙交錯シ治水工事ヲ担当スル処所ヲ区Jjl］シ難キ者ハ大蔵省ニ菓

決ス。

第五，凡ソ水害ノ為ニ堤防ノ決潰セル間数，其ノ修繕スノレ経費並ニ田畝ノ荒廃セル歩

積，作毛ノ損亡セル石数，震舎ノ流失セル戸数，人畜ノ溺死シ器材ノ漂亡セル員数

及ヒ価額等毎一年ニ計表シ掲記シ九月ヲ以テ大蔵省ニ送上ス。

第六，前日夫米ノ課税ヲ廃錫セシモ，従来此等ノ科目ヲ以テ徴収セル金額ヲ地方庁ニ

収貯、ン堤防橋梁等ヲ修繕スル費用ニ充ノレ者ハ旧慣ニ勿ノレ可F，或ハ里正ノ実直ナノレ

者ヲ鑑択シ之ヲシテ其ノ収貯及修繕ノ事務ヲ担任セシム如キーニ地方官ノ権宜処置

スルニ委カス。

第七，従来官費支弁ニ属スル堤防ノ修繕ト難モ証重要文書ノ見存セサル者ハ悉皆民費支

弁ニ属セシム。

マタ従来補助修繕ニ係ル堤防ニシテ官府其ノ補助金ヲ下付スル等ハーニ！日慣ニヨ

ノレ。若シ或ハ改更ヲ要スル有ラハ毎次大蔵省ニ菓決ス。

第八，官費支弁ニ属スル神社，仏寺，官舎ノ修繕ニシテ一項ノ経費五百円以内ニ係ル

者ハ地方官実地ヲ点検、ンテ専決挙行、ン，竣工精算簿ユ証印シテ大蔵省ユ送上シ，五

百円以外ニ係ル者及ヒ新ニ規画造営スル者ハ細大ヲ論セス大蔵省ニ菓決シテ挙行

ス。

以上ノ条款ノ外若シ地方官ノ断決ニ難ンスル者有ラハ毎次大蔵省ニ票決ス可シ。

凡ソ治水ノ工事ハ務メテ精密ニ点検シテ予図ヲ審明ナラシムルヲ要ス。或ハ時宜ニ

応シ土木寮ノ官員ヲ差発シ工程予図簿ニ照｛較シテ実地ヲ点検セシムル有ノレヘシ。
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この後，明治6年（1873) 8月2日に大蔵省（土木寮一民部省土木司は明治4年8

月工部省土木司に，さらに同年10月大蔵省土木寮となった）は，大蔵省達をもって治

水方規をも包含した土木全般を内容とする「河港道路修築規則jを制定し，河川の等

級を定め，河川の管理について中央・地方の責任区分を明らかにすると共に費用につ

いての官費・民費の区分を明示している。わが国の河川管理史上前掲の治水方規と共

に重要なものであるので，この全文を示すと次の通りである。この規則も，運用に当

って幾多の疑義を生じ，河川の等級については明治6年6月の太政官達によって，規

則そのものも明治13年に自然消滅という運命をたどったが，治水事業について費用の

一部を国が負担するとし、う原則には変化がなく，明治29年（1896）に河川法が制定さ

れるまでこのままの形ですすめられたのである。

河港道路修築規則（明治6年8月2日 大蔵省達）

第一則，澱，利根，信濃川ノ如キー河ニシテ其利害数県ニ関スル者ヲ一等河トス。横

浜，神戸，長崎，新潟，函館港ノ如キ全国ノ得失ニ係ル者ヲ一等港トス。東海，中

山，陸羽道ノ如キ全国ノ大経脈ヲ通スノレ者ヲ一等道路トシ，右工事ノ費用従来官民

混清ノ分ハ，警ハ六分ハ官ニ出テ四分ハ地民ユ出ル者ハ，其四分ハ当省ニ収メ，其

更正（河港ノ形態ヲ変更シ，新タニ虎塘ヲ築造、ン，屈曲セノレ路線ヲ直線ニシ，新タ

ニ溝渠ヲ設クノレ類ヲ云，以下之ニ倣フ）修繕（暴風望書雨等ノ為崩壊セノレ河港道路ヲ

修ムル等ヲ云，以下之ニ倣フ）ノ工事ハ図面並ニ目論見帳ヲ添，当省ニ可伺出事。

第二則，他管轄ノ利害ニ関セサノレ，河港及各部ノ経路ヲ大経脈ニ接続スノレ脇往還，抜

道ノ類ヲ二等河港道路トス。右工事ノ費用従来官民混橋ノ分，警ハ六分ハ官ニ出テ

四分ハ地民ニ出ノレ者，其四分ハ直チニ地方庁ニ収メ，其六分ハ当省ヨリ下渡スヘ

シ。而シテ其更正修繕ノ工事ハ地方官ニ於テ施行スル事。

第三則，市街町村ノ利害ニ関スル河港及田地濯減ノ用悪水路，村市ノ経路ヲ三等河港

道路トス。右更正修繕ノ工事ハ地方官之ヲ施行シ，費用ハ其利害ヲ受クル地民ニ課

スへ、ン。尤其課方ノ所分ハ地方官ニ委任スヘキ事。但従前官給有之場所ニテ，自今

悉皆民費ニ課シ難キ事情等有之向ハ，改正期限ノ見込相立可何事。

第四則，一等河ノ支流ト難，水勢強弱ニ悶リ本流ノ害アノレ者，或ハ放水ノ如キー県ニ

損アノレモ数県ニ益アルノ類，之ヲ更正スルニ至テハ図面並ニ目論見帳ヲ添当省へ可

伺出，尤平常修繕ノ如キハ地方官ニ委任スヘキ事。

第五則，二等以下河港道路ト雌，之ヲ更正スルニ至テハ，当省、ノ許可ヲ得テ施行スへ

キ事。

第六則，地方官ニ於テ専任施行スル修築ト量産，総テ清算帳ハ年々当省へ可差出事。

明治政府は，明治元年の治初J使の設置以来治水策要領の建議，治水方規，治水方規
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の改正，河港道路修築規則と治水について，一連の政策を展開してきたので、あるか，

西欧的近代化を急速にとり入れ，その方向を性急におしすすめたためか，あるいは維

新政府の威光顕示の手段として，封建制度払拭のためにか，いずれにしても効を急い

だために政策，方規にー慣性がみられなかった。しかし，そのような中にあって，治

水と利水，土地開発との分離が進行し，地域の特性を生かした有機的な方向は失なわ

れていったし，治水事業にしても地域と遊離した単相の方向と，大河川主義をとり，

河港道路修築規則にみられるように，直接地減民に関係のある河港，用悪、水路，道路

は3等河港道路として，これら施設の維持管理は地方官の所管とし，その更正，修繕

工事に必要な費用は，すべてその利害を受ける地方民の直接負担としているのであ

る。

この後，明治8年（1875) 6月20日より開催の地方官会議において， 7月2日に内

務省（明治7年1月内務省設置に伴い土木寮は大蔵省から内務省に移管された）から

堤防法案が提案された（この法案は河川の等級を廃止し，治水工事を預防の工と防禦

の工とに大JJJJし，預防の工は水源保護と低水工事とし，これは政府が施行し，防禦の

工は高水工事であって，地方庁がこれを行うというものであって，工事の負担は地租

改正の進行に従って漸次決定するというものであった）が，事業の費用負担がまとま

らず結局制定に至らずに終った。したがって，明治13年以降（河港道路修築規則消

滅）はなんらの法律的裏付がないままに低水工事，砂防工事等が国の直轄事業として

行なわれていたので、あり，これが明治29年4月の河川法の公布まで続けられたのであ

る。この聞において淀川l，利根川，信濃川，木曽川，北上川，阿賀野川，筑後川，最

上川，吉野Jll，大井川，富士川，庄川，阿武隈川，天竜川の14河川の修築工事がいわ

ゆる低水工事として国の直結工事で錨行に着手されている。高水工事については地方

庁の責任とされ， 国庫よりの下渡金の交付（明治14年まで），国庫補助制度による府

県営の補助事業の制度があったが，高水工事の実績はほとんどなく府県の単独事業に

委ねられていた。

このように，法の裏づけのない低水工事，砂防工事という国直轄の事業にも問題は

あったが，更に問題なのは，洪水氾濫の防禦を目的とする高水工事が，それぞれの地

方地域の問題として，各府県にその一切がまかせられていたことである。前にみたよ

うに，務制期においても国役賦課の法をつくるなどして，この問題は国およびより広

域の地方連合の問題として処理していたのであるから，明治初期の河川事業は，かな

りの偏向があった。わが国の河川においてその洪水対策のすべてを，各地方の単独事

業として事業費のすべてを負担して河川事業をすすめることは，ほとんど不可能なこ

とである。ここに明治29年公布の河川法が異常なといってよい早さで制定され，高水

工事の国直轄事業へと進展していった原因の lつであったように思われる。
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(3) 河川管理の区間主義から流域主義への進展

河川法は，明治29年の第9回帝国議会において， 3月10日急逮上提され， 1ヵ月に

満たない審議によって可決され， 4月8日に公布されたのであるが，この下地として

は，前に述べたように，社会的には法律的裏づけののない低水工事・砂防工事が直路

で行なわれ，高水工事は地方分限というまことに変則的な形で河川事業が行なわれて

いたこと，立法的には，明治23年の第1回帝国議会以来の地方選出議員の治水立法の

促進と，この聞における10回に及ぶ「治水に関する建議案Jの提出がなされてきたこ

と等がある。これらの社会的要求，議会における建議に対して，政府は治水のもつ意

義は重大であり，関係が多方面にわたり，利害関係も複雑であり，これらの調査，測

量には期間の要することをあげて消極的な対応を繰り返してきたのであるが，明治28

年の日清戦役の終結にともなって，治水の問題に関心が高まり，明治29年2月24日，

第9回帝国議会に10回目の建議案が提出された。

「本邦治水一件ニ関シ，衆議院ハ第二議会以来屡4建議ヲ為、ン，政府ハ其ノ主旨

ヲ容、ン著々歩武ヲ進メラレタルモ，明治二十七，八年両年ハ軍事多事ノ故ヲ以テ己

ムヲ得ス新事業ハ総テ中止セラレタリシカ，今ヤ千才既ニ終リ，内治経営ノ急施ヲ

要スルノ時ニ方リテハ，治水事業ノ如キモ，亦宜ク内治経営ノ一大急務トシテ其ノ

設計ヲ拡張シ，工事ヲ急施セサノレヘカラス。然ノレニ政府ハ，本期議会ニ於テ僅カニ

第五議会ニ提出シタル大井川外数川改修費ノ協賛ヲ求メラレタノレニ過キス，然、レト

モ熱々全国河川｜ノ現状ヲ視レハ，改修工事ノ必要ヲ認ムノレモノ決シテ少カラス。就

中，

淀川，木曽川，筑後川

三川改修ノ如キハ，急務中ノ緩急務ナルモノト確信ス。故ニ政府ハ本期議会ニ以上

三川ニ関スル河川改修費ノ追加予算案ヲ提出サレ，本年度ヨリ工事ニ着手サレンコ

トヲ望ム。又，

利根川，荒川，九頭竜川，斐伊川，高梁JI！，紀ノ川，矢矧川，緑川，岩木川，多

摩川，遠賀川，雄物川，

等十二川ハ，国家須要ノ河川ナルヲ以テ，政府ハ明治三十年度ヨリ，改修準備ノ整

ヒタル部分ヨリ順次，財源ノ許ス限リ工事ニ着手セラレンコトヲ望ムj

この建議案は直接的に河川法制定の契機となったものであり，河川法成立後におい

ては，河川法施行に伴う諸法令が定められ，多くの省令も整備され，ここに明治河川

法の行政体系が確立した。

明治河川法の制定は，このように，治水に対する砂防と高水との対立が lつの課題

であり，上流治山と中下流河川！との問題であったところから，この法律およびその施

行では余りにも高水対策を中心としたものとなっていった。すなわち，洪水の発生原

因に対する対策に重きをおくよりは，洪水によって発生した高水にどう河川として対
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処するかという方向での事業展開となった。換言するならば，流域の問題を河川で解

決しようとするものであり，面の問題を線で処理しようとするものであった。

2. 河川事業の方向

河川法の制定によって，高水工事が国の直轄施行としての道が関かれ，建議の中に

も示されていた淀川，筑後川については，明治29年度より直ちに改修工事に着手さ

れ，木曽川についてはすでに明治19年の改修計画によって河身工事・重要地点の締切

堤，瀬割堤，河口導流堤等は国の直轄工事として，築堤工事は県営工事として施工さ

れてきたが，これらの高水工事も国に移管されることになった。この他，利根川，庄

川，九頭竜川も明治33年からは直聖書工事として改修がなされるようになった。

このように，河川事業は漸次低水工から高水工へと進展してきたのであるが，河川

法の制定をみた明治29年から同43年までに国の直轄事業として着工された河川は，主

に財政的な理由により飛躍的な拡大はのぞめず，木曽川，利根川等の十数河川に過ぎ

なかった。明治43年8月には，関東地方をはじめとして，東北・中部地方を中心に，

全国的に激甚なる水害をうけ，当時の資料によるとその被害額は 1億 2,000万円に達

している（当時の国民所得は約28億8,800万円であった）。この大水害を契機として翌

年10月内務省は第 1次治水計画を策定している。内容は，闘が直聖書事業として改修す

べき河川65河川を指定し，財政事情を勘案して第 1期，第2期に区分し，利根川をは

じめとする20河川を第 1期河川として選び出し，他の45河川は第1期河川の竣工後

に，第2期河川として逐次着工することにしたので、ある。この事業は，明治44年以降

18ヵ年の継続事業として計画し，財政措置としては， 治水費資金特別会計法を制定

し，特別会計によってなされた。この事業は，大正2年以降になって，政府の財政整

理方針のために漸減し，また大正 7, 8年には第 1次世界大戦のために停滞を余儀な

くされ大きな進展はみられなかった。この間大正 6, 7年および10年には，明治43年

に匹敵する大水警が発生し，ここにおいて再び治水に関する直修工事の拡大，国庫補

助率の引上げ，河川の維持管理並びに河川行政の連絡統一，農業水利改良等を決議し

（臨時治水調査会），さらに，第1次治水計画によって定められた第2期河川に追加し

て57河川とし，これらの河川については，大正11年以降20年以内で改修する案が決定

され，内務省はこの案によって大正11年度から事業実施に入った。

この臨時治水調査会の決議で特筆しておかなければならないことは，河川の維持管

理並びに河川行政の連絡統一に関する件および農業水利改良に関する件の 2件がとり

あげられ，治水利水の調整が霊視されたことである。しかし，河川管理の側からは，

この 2件は河川管理の本質的問題であるにかかわらず， 当時の食糧問題を背景として

の社会的条件によってやむを得ず決議されたものであり，むしろ厄介物的存在である

と目されていたようであり，その後の河川事業をとおしての河川行政をみると，その
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ように考えざるをえない節が多々認められる。それにしても，この第2次治水調査会

において行なわれた「治水ノ効果ラ挙グルニハ河川改修，砂防工事ト共ニ，農業水利

ノ改良ヲ併セテ行フヲ必要トス，政府ハ今回ノ計画ニ伴ヒ，農業水利ノ改良ニ関スル

実行方法ヲ確立シ，治水効果ヲ完カラシムコトヲ望ムJという決議は，単に社会的に

食糧問題がやかましい時代であったということだけでなく，農業での土地利用を考慮

した場合，当然の帰結でなければならないことであったと考えられるのである。

この後，中小河川の改修と農業用排水路幹線改良事業とをめぐって，内務 ・農商務

両省聞において，その所管権限について争いがつづくのであるが，内務省は中小河川

についての行政はほとんど行なわず，大河川の直轄主義をとっており，府県に任せら

れた中小河川については補助制度もなく，年々繰り返す災害について府県は莫大な治

水費を負担する財力に欠けていたため， 局部的な補修を行なうにとどまっていた。し

かも，農業用排水路の維持管理はこれを普通水利組合が行なうものであり，この所管

は内務省であり，これらの施設の建設・改良は，耕地整理事業，用排水改良事業とと

もに農商務省所管の耕地整理組合で行なわれていたから，問題は複雑であった。し

かも，農業倶肋ミらは大河川よりも，中小河川に関係をもっ事業が多かったし，中小河

川の改良は直接的に耕地の諸条件に影響するものが多かったので、ある。

第1次 ・第2次の治水計画は，主に社会条件の変動によって計画どおりには進展「

なかった。この間，昭和6年から 9年にかけては，失業救済と農村救済を目的とした

時局匡救土木事業が行なわれた。この事業は，産業振興土木事業であり，治水関係の

事業としては，直轄河川の新規改修の着工および既定工事の繰り上げ，追加のほか，

府県施行の砂防工事・中小河川の改良事業等が含まれていた。これらの事業は，農民

就労の機会均等を図り，農林漁業の振興にも寄与する事業であることが特に配慮され

た事業であった。

第3次の治水計画は，第 l次 ・第2次の計画が既定計画期間内に遂行できなかった

ことから，昭和8年に計画されたものであり，①新たに北上川上流他23河川を指定

し，今後10年以内に着工し， 15年以内に完成させること，②上記以外の河川でも工事

施工の必要な河川については追加し工事に着手し，府県営において改良工事をなす場

合には中小河川の例によって助成すること，③砂防計画については工事困難な最上川

上流部他19河川を国の直態として15年以内に完成させ，府県営のものには国庫で＇laを
補助すること，③中小河川の改修については，今後15ヵ年間は国庫で工費の%を補助

すること。等を内容とするものであった。

第2次 ・第3次治水計画以降になると，河川行政は利用度の向上によって，複雑さ

はさらに高くなり，昭和12年には河水調査統制委員会が設置され，内務 ・農林 ・逓信

3省で調査をすすめることとなり，河水統制j事業に着手された。河水統制jによって手

をつけられた事業は昭和20年までに25を数えたが，このうち竣工したもの 8，施工継
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続中のもの8，発電単独に変更したもの l，中止したもの8となっていた。

戦後の河川計画は，前述のように昭和12年以来河水統制l事業による利水と治水の双

方からの調査がすすめられるなどして，河川事業に lつの転機をみたのであるが，ち

ょうどこの年からの日華事変ぼっ発による戦時体制への突入によって，治水の長期計

画は予定通りには進行せず，また従来の河川の維持も戦争の鉱大による物資， 労働の

不足等によって不充分であったことから，河JI!の荒廃もあり，さらに昭和20年からの

数年間には大形台風の来襲により，河川事業の不備と合せて各地に大きな被害をもた

らす結果となった。このことは，昭和23年12月経済安定本部の発表「災害累増の傾向

およびその原因Jによっても指摘され，これらの問題をふまえて，あるいは，これら

と平行して，経済復興5ヵ年計画の一環として，またカスリン台風による利根川の決

壌による主要河川の検討という形で，さらには戦後最初の予算要求（22年9月）の基

礎として河川改修5ヵ年計画が立案されるなどして，河川事業が論じられ計画される

ようになった。そして， 23年（11月）にはこれを踏襲して治水5ヵ年計画が計画さ

れ，さらに24年（ 9月）には治水10ヵ年計画が予算要求資料として作成されている。

治水10ヵ年計画では前年の治水5ヵ年計画と大差はないが29年以降を第 2次5ヵ年計

画として計画に入れたもので，直聖書河川としては東北地方10河川，関東地方19河川，

中部地方16河川，近畿地方7河川，中国・四園地方18河川，九州地方llfiiJJII，その他

3ヵ所となって， 24年から 5ヵ年聞に計上された事業費は 900億円であった。中小河

川の改修については，全国で420河川1450億円となっており，北海道関係として15億円

が計上されている。

河川改修5ヵ年計画（戦後最初の長期計画）では，水害と食糧との問題をとりあ

げ，わが国の耕地面積590万町歩（回約300万町歩・畑約290万町歩）のうち178万町歩

は水害の危険性をもち，しかも河川，湖沼の沿岸区域はおおむね肥沃であって反収も

高く，水害の食極面に及ぼす影響は大きく，最近の水書面積は，浸水面積では最小が

昭和14年の 4万8,000町歩，最大では昭和20年の85万3,000町歩，流失埋没面積では，

最小が同じく昭和14年の3,000町歩，最大が昭和20年の17万2,000町歩であって，特に

最近水害が著しく増加傾向を示しており，これらの水害の原因は，近年の山林の濫

伐，開墾のための山地の荒廃をあげ，降雨は多量の土砂を伴って一挙に流下し，河道

はこのために年々隆起するところが多く，加えて戦時中の河川の維持修繕の不充分で

あったことから，河川工作物が類廃弱体化したために水害の増加が起こったとしてい

る。この対策としては，水源山地の涌養を図ると共に，災害復旧工事を迅速に行な

い，より以上の災害を防止すると共に積極的に改修工事を施工し，耕地ならびに農作

物の確保に万全を期さなければならないとしている。そして，災害復旧工事および河

川改修工事の重要性を述べ，従来の実績を示し，これを評価し今後の改修工事実施方

針として，予算額の少ない場合には，全予算の5割もが雑費に使用されているので
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（例22年度），効果ある仕事を行なうには，雑費が 1割以下になるような工事費の増額

が必要であるとしている。

この後，昭和28年6月北九州を中心として西日本一帯を襲った梅雨前線によって集

中豪雨があり筑後川沿岸は甚大なる被害をうけ，また同年7月の集中豪雨には和歌山

県下に激甚な水害の被害をうけ，さらに9月には台風による東海地方の災害と，昭和

28年には戦後最大の災害をうける年となった。このような実状を契機に，政府は各災

害については応急対策を講ずる一方， 7月には治山治水対策協議会を内閣に設霞し，

治山治水の抜本的対策の確立と，強力な事業実施の推進をはかることとした。協議会

は， 10月に治山治水基本対策要綱を発表したが，この要綱は政府部内の意見の統ーを

みるに至らず，閣議決定には至らず，協議会の決定のみにとどまった。しかしなが

ら，この基本対策要綱は，国土保全に関しては，戦後はじめて外部に発表された正式

の長期計画であったので，この後昭和35年の治水事業10ヵ年計画決定までは，この要

綱が治水事業の根幹として採用された。この内容は一一，

河川事業としては，従来の計画洪水量および治水方式に再検討を加え各水系ごとに

砂防施設，治水ダムおよび河川改修等の諸事業を総合した治水計画の樹立とその積極

的遂行にあり，河川関係としては，①1,906河川の砂防工事を昭和29年以降 10年間以

内に実施すること，②洪水調節ダムを河川上流部に築設し，下流部の洪水量の軽減を

はかるために，利根川外66河川に対し99ヵ所の洪水調整ダムを昭和29年以降10ヵ年以

内に築造すること，③全国約6,000河川の中，利被川外1,234河川について，河幅の鉱

張，堤防の補強，遊水地の設置，放水路の新設，堆積土砂の波深等の工事を昭和29年

以降10ヵ年以内に実施することとし，④さらに河川および砂防指定地の管理の強化を

示しており，林野関係としては，治山事業として，①諸種の自然、条件によって荒廃林

野，あるいは荒廃に移行しつつあるもののうち，公益上重要なもの36万町歩について

荒廃の復旧，防止を行なうほか， 26万町歩の水源林の造成を行なうこととし，この中

治山治水上重要な地域については， 7ヵ年以内に事業を完了すること，②保安林の整

備拡充を，重要地域について昭和29年以降3ヵ年以内に66万町歩，その他の地域につ

いては4ヵ年以内に26万町歩を新たに設置すること，またその管理に当っては， 3ヵ

年ないし 4ヵ年以内に保安林管理実行計画を樹立し，その指導監督のために監視員制

度を設けること，国が保安林地の買上げ措置を講ずること，③造林事業として，昭和

29年以降8ヵ年以内に 479万町歩の造林事業を計画的に行なうこととし，重要地域に

ついては特に財政援助の強化により促進をはかり，さらに林道の整備，伐採規制j等に

ついても措置を講ずることとしている。

この要綱は，国の財政との関係もあって実施には至らなかったが，これをふまえて

30年には31年を初年とする治山治水5ヵ年計画が， 31年には治山治水事業修正5ヵ年

計画が， 32年には治山治水事業2次修正5ヵ年計画が，そして33年には新治山治水事
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業緊急5ヵ年計画が国の予算期に合わせて計画され，建設費の予算要求となってい

る。そして34年4月には， 33年の狩野川台風のあと治山治水対策関係閣僚懇談会が設

置され， 35年3月には，前年（34年）の伊勢湾台風などもあって，治山治水緊急措置

法が制定された。これは，昭和35年を初年度とする新たなる事業（治山治水緊急措置

法の提案理由は，治山治水事業は，国土の保全および開発を行ない，経済基盤を強化

し，もって国民生活の安定と向上を図る見地からきわめて緊急な施策であって，その

促進を図ってきたが，近年における台風，豪雨等による激甚な被害ならびに産業経済

の発展に伴う諸用水の需要の急増等の事態に鑑み，治山治水事業につき，昭和35年度

を初年度として，新たなる構想のもとに長期計画を策定し，これを強力かつ計画的に

推進する）推進のためになされたものであり，治山事業10ヵ年計画および治水事業10

ヵ年計画がそれである。これらの内容について述べる余裕はないが，基本対策要綱以

来の計画事業費の比率をみると次の通りであり，河川改修およびダムに対する事業費

が増額し，砂防についての費用が減少傾向を示していることが察知できる。

この頃から，わが国の社会政策は，経済主義を強く打出してくるのであるが，この

ような過程にあって河川事業も河川環境整備事業などを新設するなどして，従来の高

水対策のみから，利水の検討を徐々に行なうようになってきた。直轄河川汚濁対策事

業は，昭和34年に東京の隅田川の水質浄化を目的として創設されたものであり，東京

第 1表事業計画別の事業費の対比

｜ 治 山 治 水 ｜ 治山治水 ｜
基本対策 要綱 5 ヵ年計画 ｜ 

億円 % 百万円｝ 。〆／0 

河 JI! 6, 780 53.1 147, 632 : 48. 3 

タ ム 1,686 13.2 55, 089 • 18. 0 

砂 防 3,838 30. 1 82, 710 • 27. 0 

海 岸 286 2.2 11, 449 3. 7 

機 械 180 : 1. 4 8,649 2.8 

5十 12, 770 : (100) 305, 529 (100) 

治山治水第年2次
修正5ヵ 計画

治山治年 水新
5 ヵ 計画

百万円 % π：庁円 。品
河 JI I 147, 932 : 48. 6 171, 000 : 48. 9 

17・ ム 54, 691 • 18. 0 75, 400 • 21. 5 

砂 防 82,031 27.0 83, 700 : 23. 9 

海 岸 11, 131 : 3. 7 12, 000 : 3. 4 

機 械 8,649 : 2.8 7,900 : 2.3 

言十 304,434 • (100) 350, 000 : (100) 

治山治水修正
5 ヵ 年 計 画

百万円
147, 932 : 49. 0 

54, 692 : 18. 0 

82, 410 : 27. 0 

11, 258 3.7 

8, 649 : 2.8 

% 

304, 941 : (100) 

治山治計 水
10ヵ年画

億円 % 
4, 800 : 56. 5 

l, 770 : 20. 8 

1,770 ’20.8 

160 : 1. 9 

8, 500 : (100) 
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オリンピックの開催に合せて事業が施工され， 37年に目的を達成して一旦廃止され，

その後淀川の水質浄化を目的として再開され， 44年に至って河川高水敷の整備を対象

とする河道整備事業を合せ直轄河川都市環境整備事業と名称を改め，さらに昭和49年

からはこの事業地域の拡大に伴って直轄河川環境整備事業へと変更されている。この

聞には，昭和39年には，明治29年以来存続してきた河川法が改正されて，従来の河川

の行政区分であった区間主義から流域主義へとすすみ，河川行政についても一面にお

いては，区間主義から流域主義への進展と合せて，線から面への方向をとるかにみら

れたが，不充分な形で現在に至っており，河川管理についても河道の維持管理につい

ては当然であるが，水量，水質の両面についても，河川管理上当然その任を負わなけ

ればならないのであるが，行政府の関係もあってのこととは思うが不明な点がある。

この反面において，河川改修事業の内容である河状の整理，竣深，掘削，築堤，放

水路，捷水路，堤防，護岸，水制lの増強と河川の拡幅等の事業はますます大型化して

きていることは，経年的河川改修費の推移からも察知されるところであり，いずれの

河川においても例外なしといってよい程，中下流部における洪水疏通能力は増大した

河川計画となっている。そして，このことは，利水上および地域の保水を対象とした

自然立地上からは，負の条件となっている場合も多い。

3. 河川改修と農業用水

農業での水利用は，低水の利用であり，従って，河川の渇水時における底水が河川

に水源、をもっ農業用水取水の最重要課題であるのに対し，わが国の明治以降の河川事

業は，すでにみてきたようにその初期の一時期を除くと，高水対策がその中心にあっ

たというよりは，河川事業のほとんと’すべてが高水対策事業であり，河川行政も，技

術も，事業もこの点に集中されて進められてきた。ここに，用 ・排水源とくに用水に

ついて，河川をめぐって農業用水側と河川管理者との聞に根本的な問題があったわけ

である。河川の計画，管理，事業の基本法である河川法は，治水法であり，それが故

に治水をめぐって，上流域の砂防と中 ・下流域の河川改修を中心とする両者聞におい

て，河川の治水上の機能・効果がはげし く論争され，しかも未解決のまま明治以来の

治水行政は進転して現在に至っているのである。

農業での水利用は，河川をめぐるこれら両者の中にあって，治水的機能において

も，さらには，河川を治水の面に限定した考えから脱して，より広い視野の上に立つ

ての，流域全体をふまえた地域の自然，人文問題としても，その地域の自然立地に立

却して，農業上の効果のみに止まらず，その包含する地域に有機的効果をはたしてき

たのである。それは，必ずしも農業用水側が意図的に形成したものではなかったが，

農業がその営みを地域のより広い場と，自然、に，大きく作用されて展開してきたこ

と，および農業が生物を対象とする産業であるから，したがって，農業では自然に対
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する人工化が徹底して行なわれないで，ある意味では自然との協調の上でなされてき

たことによるものであったと考えられるのであるが，結果としては極度に人工化され

なかったことが，治水効果も，自然環境のもつ諸機能をも内在して今日に至らしめて

いるのである。

治水に集中された河川行政は，例えば河川改修事業についてみるならば，線として

の河川についての事業であり，そこにおいては流域の洪水流をできるだけ早く海に流

出せしめることであり ，このためには堤防を高くし，河積を広くし，定められた線で

ある河川に洪水流をおしこめ，堤内への氾を制禦すること，あるいは，自然河口の蛇

行を正し，勾配をとって流出を早め，あるいは，河川の上 ・中流域に洪水流を一時貯

留して流出の機構調整を行なって洪水流をコントロールすること等の物理的 ・工学的

施策であった。河川の上中流域に洪水調整池を造ることは，河川中・下流域の開発が

進むにつれて立地的に困難になってきたばかりでなく，とくに中流域等については，

これらの機能をもって立地的に自然につく られていた湖沼等は，むしろ埋立ての対象

第 2表 内地の河川事業費の推移

35年 I 36年 I 37年 1 ss年 I 39年｜畔 ｜

事 業 費 メロ』 計 2,868 3,648 4,420 5,254 

（%） 100 100 100 100 

直 館 事 業 費 1,707 2,016 2,397 2,768 

（~も〕 59.5 55.3 54.2 52. 7 

補 助 事 業 費 1, 161 1,632 2,023 2,486 

（%） 40.5 44.7 45.8 47. 3 

第3表 内地の各事業費中国費の占める額と比率

事業費中国費計

（%） 

直轄事業費中 国 費

（%） 

補助事業費中 国 費

（%） 

1,732 

60.4 

1,199 

41. 8 

534 

18. 6) 

2, 181 

59.8 

1,459 

40.0 

722 

19.8 

2, 637 3, 055 

59. 7 58. 1 

1,698 l, 938 

38.4 36.9 

939 l, 117 

21. 2 21. 3 

国：：~~； I ：~：~！ ：！：~！ ：~：：！ ：~：~ 
〈注） 1. 事業費は千万円。

6,386 7,235 

100 100 

3,317 3,685 

51. 9 50. g 

3,069 3, 550 

48. 11 49. 1 

3,643 4,495 

57.0 62. 1 

2,277 2,780 

35.7 38.4 

1,366 1, 715 

21. 4J 

:::G当
2. 直轄事業費中国費および補助事業費中国費欄の（%〉は第3表においては事業費合言！とのLt，第4

表においては，直轄事業費および補助事業費との比。
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となり，洪水対策上からは阻害の側になって発展してきたのが，地威の一般的な史的

展開であった。また地域開発は，現状においては社会の発展と共に不可分の関係をも

ってすすめられているのであるが，開発即洪水流出のピークの婚嵩，渇水量の低減，

したがって地域の保水を一層貧困にする という方向をたどり，このために洪水対策上

からは，ますます引堤による河幅の拡張，堤防の嵩上げ，川まわし（カットオフ）に

よる蛇行の整理等が行なわれる結果となる。

このような地域社会の発展に伴う河川事業の方向に対して，河川に水源をもっ農業

用水，農地および農業経営はどのように対応し，どのような効果と，どのような負の

要因を負って来たかを考証してみる必要があるが，本稿においては，その概要を述べ

るにとどめる。

昭和35年以降の治水事業の実績からも明らかなように，事業費について治水事業を

みると，計画においても実績においても河川改修事業の占める比率がいずれの年にお

いても高くなっている。そして，この中で特徴的にみられることは，事業費の中，直

昨 i42年 i43年 I44年 r··~－ I 畔 T 47年 148年

8,246 9,545 10, 555 12,243 14,691 20,239 27,732 26,360 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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事害事業費と補助事業費との比率が内地については昭和43年度を境に逆転していること

である。このことは，直轄事業が大河川中心であるのに対し，補助事業は中小河川に

中心をおくところから，河川事業の方向に転換があったとみてよいのである。しかも

直轄事業ではほとんど70%以上が国費によって行なわれるのに対して，補助事業では

40年以前では国費の占める割合は50%以下であり，これまで最高であった44年でも56

%であったところから，河川事業に対する地方公共団体の出費が多くなってきている

ことを示すものである。また物価問題もあって，年度別事業費のみでは河川事業その

ものについての内容規模を論議することは出来ないが，昭和35年の286億8,000万円に

対して， 48年は 2,636億円と 9倍以上になっており．建設省資料の土木事業費デフレ

ーターによると昭和35年治水総合51.6に対して48年は141.6であり（昭和45年を100と

して）， 45年と48年の対比でも 1,4691億1,000万円に対して 179.4となっており，実質

においても大幅な伸びとなっていることが侭がわれる。このように，河川事業が大河

川中心主義から中小河川重視の方向に移ったことは，前述のように地域社会の急速な

発展による治水対策に主な理由があると思われるのであるが，これら中小河川の工法

が大河川の改修事業と同様な方向をたどっていることに，とくに農業用水側カ沿らは問

題がある。大河川でも基本的には同様であるが，とくに中小河川においては，その限

られた土地条件と土地利用およびその地域の歴史的，風土的過程，条件を充分にふま

えた， 各地域ごとの河川技術にもとづく事業がなされなければならないものと考えら

れるのである。必ずしも大規模化された工法のみが至上のものではないのである。河

川事業等は，農業用排事業でも同様であるが， 1つには， 事業完成後の維持・管理

が，その後長期にわたって目的に対して機能的にしかもそのための技術・負担をも考

慮して行なわれなければならないものである。

このような意味で，農業用水の立場から河川事業をみると，農業用水そのものの函

からと，もう 1つには，従来慣行的に行なわれてきた農業での水利用から，これと表

裏の関係で地域にもたらしてきた諸機能上からの問題がある。この後者については，

形式的には一応別問題として考えることも出来るが，実際上からはそれはなし得るも

のではなし、。このことは，河川の管理！とも直接的に関係するものであり，河川事業や

河川の維持管理については，治水に中心をおくと同時に，その特定地域の土地利用，

自然環境をふまえた上で，その保全，向上の目途として，木自の細かい地域的な方向

が打出されなければならないものと考えられる。

（東京農業大学教授，農博）
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