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1. はじめに

今日の水利行政と水利調整

千賀裕太郎

川又政閏

水資源は，他の一般の経済財と同一視しえない多くの性格を有する財である。その

自然から与えられた特性，および社会から与えられた特性を充分に理解しないと，わ

が国における水利用の現状と今後のあり方を正しく見定めることはできない。とくに

水利権は，河川の流水を，排他独占的に使用する権利といわれているが，その源泉で

ある河川の自然流量は降雨により与えられ，したがって天候により変動する。

この量の変動する財の使用権は，他の物件の使用権と異なった社会的性格をもたざ

るをえない。すなわち河川の関係使用者間で権利の調整を行なう「水利調整jなる行

為が生まれる。

さて，ある水系で，いわゆる水利調整問題が発生するのは，すでに形成されている

水利秩序において，第1に既得水利権者が，水利施設や取水方法，水量，期間などの

水利使用の変更を企画したり，新規に水利使用の開始を希望する者が現われるなどの

事情によって，新しい水利秩序の形成が課題となったときであり，第2に，既存の水

利秩序が機能しえないほどの渇水が到来し，いわゆる渇水調整をする必要性が起こっ

たときである。

こうした意味における水利調整は，これまでどの時代においても存在した。中世か

ら近代にかけて，慣行的農業水利秩序が形成される過程においては，領主の支配権争

奪や新田開発が伴って，水利秩序の形成にむけて激しい抗争が展開した。強固な保守

性をもっといわれる慣行水利秩序が根をはって以降においても，水論は絶えず，明治

政府が河川に関して規定した近代法（河川法，明治29年）においても，慣習法をその

ままに認めざるをえず，水利紛争は地域の自主的な調整に委ねられることとなり，法
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をもって紛争を防止することは不可能な状態であった。さらに大正から昭和にかけて

資本主義の勃興があり，これに伴って治水，発電，都市用水と農業用水との聞に，い

よいよ本格的な水利調整問題が展開するようになったのである。

ところで水利調整は，永く水利使用者当事者聞の自治的協議に委ねられていた。こ

の協議が満足のゆ く解決を生まない場合に限り，幕府，藩政府，裁判所等の機関に出

訴させた。裁定者は，この場合にも，一度は必ず和解をあっせんし，極力職責上裁定

することを避けたので、ある。

このことは，当時の水利関係の上からの統制がし、かに困難であったかを雄弁に物語

るものであるが，その根に，明治期に至ってもなお，堤防，水例等の新改築，取水

工，用排水路の新改築等，いわゆる河川工事，水利工事が，国（幕府）や県（渚）の

直轄工事としてではなく，村が主体となり，関係村と協議のうえ実施する原則がとら

れていたことがあげられるヘ

したがって水利調整における公的機関の関与は，原則的には消極的で，結論を先に

いえば，河川工事や水利工事における公共投資の増加のなかで，しだいに増大し，戦

後になってようやく法制度における位置づけが明確にされたのである。

本稿では，農業水利行政を中心視座に据えて，水利調整において公的機関が現在果

している機能を中心に整理し，分折したい。もちろん今日の農業水利権と水利調整を

理解するうえで，やや時代を遡ることとなるが，これはやむを得なL、。ノレーツを探る

ことは，将来の展望を得るうえでも不可欠だからである。

2. 戦前における水利調整

戦前における水利調整を農業水利行政の視角からながめるときに，重要なエポック

をあげれば，第 Iは明治41～42年の水利組合法および耕地整理法の制定であり，第2

は大正7～12年の3次にわたる農業水利法案（農務省），および水利法案（内務省）

の立案ならびに用排水改良事業補助要項の制定である。また第3は，昭和15年の農業

水利臨時調整令の制定である。これらの過程を通し，農業水利行政は，水利調整を主

として農業水利事業の実施の中に包摂し，水利施設の改良と湯水補給を通じて地域の

水利秩序を改編し，これによって実質的に水利調整を行なっていく姿勢を次第に鮮明

にしたとともに，数次にわたる水利法案の企画は，戦後における水利用に関する基本

法の理念と骨子を明らかにし，新河川法や土地改良法をはじめ各種利水法の制定にあ

たって少なからぬ影響を与えた。

こうした意味においても，戦前における農業水利行政の吟味は，今日の農業水利権

と水利調整を理解するうえで緊要なのである。

明治41～42年に相次いで制定された水利組合法および耕地整理法により，水利行政

における内務，農商務両省の管轄の二元化が始まる。まず明治41年4月に水利組合条
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例が廃止され，普通水利組合と水害予防組合の両者を規律する水防組合法が制定され

た。普通水利組合は，港紙排水事業の実施および施設管理の団体であるが，団体規制

の面から本法により内務省所管となり，港紙排水事業所管庁である農商務省の権限外

とされたため，翌42年4月に耕地整理法を制定して耕地整理組合の創設となったもの

である。

これら 2法を比べると，水利組合法は第 1章総則第5条に「普通水利組合ハ港紙排

水ニ関スル事業ノ為設置スルモノトス」と組合の目的として掲げてある他には，濯瓶

排水事業に直接関連する条項がなく，以下第 2章「組合設置，廃止」，第3章「組合

ノ会議」，第4章 「組合ノ管理」，第5章「組合ノ財務」，第6章 「組合ノ連合」，第7

章「組合の監督」，第8章「雑則」と，全くの組合団体規制j法であるのに比べ，耕地

整理法は，第 1章「総員IJ」に仔細に耕地整理事業の内容，方法等が規定されていて，

第2章「耕地整理組合jをあわせて，文字どおり耕地整理事業の総合的事業法として

の内容を備えている。｜日法を廃して制定された耕地整理法では，対象事業の主客が入

れかわり，濯j既排水等の水に関する事業が区画整理などに替って中心となり，工事主

体も共同施行から耕地整理組合の施行となった。

第2のェポックとしての，大正7～12年は，第 1次大戦 （大正3～7年）の末年8

月，明治以来最大の争議といわれる富山県に端を発した米騒動に代表される食糧難と

いう社会事情を背景にもつ時期である。政府は急拠開懇助成法を制定（大正8年）

し，食糧問題の解決をはかったが，耕地の拡大に大きな支障となったのが慣行水利権

であった。したがって，慣行水利権の調査，既得水利権と新規利水との調整，渇水時

の調停等の制度を充実させることが取りいそぎ必要だったのである。こうした情勢の

もとに，大正7,8, 9年と 3次にわたって農業水利法案の立案を集中させたzl。その

一方，第一次大戦を経て工業の発達が目覚ましく，これに伴って発電用水，工業用水

等の需要が増大しつつあったなかで，内務省からも大正8年水利法案の立案があり，

農業水利法案と対立のまま政府部内で審議未了となったのである。この後， 農林省

は，水利調整等を水利法等の規制j法の整備に頼るよりも，むしろ農業水利事業により

取水施設や貯留施設の改良整備を通じて時代の要請に答える道を選択して，新たに国

庫5割補助の県営用排水改良事業を開始させたS）。 こうして，農業水利事業における

公共機関の財政関与の道が開かれたのである心。

第3のエポックとして取りあげた時代は，第二次大戦に連らなる時代である。昭和

12年にはじまる日華事変以来，わが国の経済は戦時体制下にあり，食糧自給の向上が

ふたたび急務となって，昭和13年に国家総動員法が制定されへ 岡本に基づき一連の

農業関係統制j令が制定された。農業水利臨時調整令は，この一貫として昭和15年制定

されたもので，目的は，渇水調整の合理的規制lにあった。これに先だって昭和9年に

は農業水利調停法案の企画があり，これは農務局内で審議未了になったとはいえ，農
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地調整法（昭和13年〕の中に水利調停が一部制度化されへ さらに農業水利臨時調整

令に結実するのである。これら法令の特徴は先に企画された農業水利法案と異なり，

水利権そのものの法的位置づけやその性格などにふれることを避け，もっぱら渇水時

における水利調整の方策を規定したことである。したがって農業水利臨時調整令は番

水の法制化といわれる。だがこの調整令はついに適用を見ることなく終わった。この

ことは，当時において水利調整なる行為に，地方長官等の行政庁が積極的に関与する

ことの困難さを戦時統制という体制下においでさえあらためて示したことに加えて，

渇水紛争の根本的解決方策として，水利事業による渇水補給や，取水口の合口などへ

の期待を大きくさせたことである。こうして調整令の実効上の無力の経験は，以後に

おける水利法の立案や水利行政のなかに底流として生かされていくのである九

さて，これまでのところで，戦前における水利調整のおおよその姿が，それへの水

利行政の関与の経緯を通して明らかになったであろう。そして，戦後における水利用

に関する法制度面での整備が，戦前において着々と準備されていたことも，明らかに

なったことと忠弘とくに，水利調整の抜本的解決の道が，水利事業の実施を通し

て，取水施設の合口や，渇水補給などの手当を通して行なわれるのであって，渇水調

整の権力的規制は効力をもたないことが，共通の認識として定着していったのであ

る。

なお，戦前から昭和30年代にかけての水利調整の実態とそのすぐれた分析として，

新沢嘉芽統氏の著作があるべ詳しくは，そちらを参照されたい。

3. 戦後における水利調盤

戦後の荒廃した国土と経済の復興にむけて，法制度面での整備は新たな国家原理に

基づいて急ピッチで進められた。

戦後における水利調整と水利行政に関する措置の特徴は，第1に河川の基本的規制

法としての河川法および個別水利事業法の制定，第2にこれらの法律のなかで行政庁

が水利調整に果す役割を，各種の行政庁協議の形で明確にしたこと，第3に公共投資

の増加措置により水資源開発事業や各種水利事業を通じて，行政庁が水利施設の所有

権や管理権あるいは水利権を掌握するケースを増加させ，これによって行政庁が水利

調整の当事者として大きく台頭する条件を築いたことなどである。

(1) 水制度部会の役割

国土総合開発法（昭和25年）に基づく国土総合開発審議会水制度部会の， 2年余に

わたる白熱した論議と，その報告書の画期的内容については，『農業水利秩序の研

究』引等多くの研究成果があって，ここで繰り返す必要はないが，その後の水利諸法

の制定に及ぼした影響はきわめて大きいので，主要な論点を，『日本農業と水利用』よ
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り引用しておこう則。

「（水制度部会の）報告書の主要点、は，まず治山・治水および水資源の利用・保全の

総合性を確保することが必要であるとの考えが基礎にあり，このような総合性を各種

行政機関の分立している現行制度の趣旨を尊重しつつ確保することをねらいとして，

第一に，治山 ・治水および水資源の利用，保全の諸計画を総合調整するため，内閣総

理大臣は，水資源に関する基本計画を決定すること。第二に，行政機関相互の連絡を

はかること，すなわち，河川の管理は河川管理機関を中心として利水機関と協議を行

なわせることとし，行政機関および地方公共団体の長は，治山 ・治水および水資源の

利用・保全に関係ある事業を実施しようとする場合には，あらかじめ，関係行政機関

の長に協議するものとすること，第三に，協議がととのわなかった場合内閣総理大臣

に調整の権限を与え，その諮問機関として調整行政機関を置くことを主張した。J

実際の報告は，水制度部会において意見の統ーをみなかった中央地方における調整

方式に関する部分U》，水の使用および工事の許可等に関する部分ω，さらに立法措置

に関する事項13）にそれぞれの異論が併記されていて，激しい議論のあとがよくうかが

われるのである。

ところ水制度部会発足が，戦後農業部門および工業・発電部門の著しい水利用の拡

大に加えて，河川災害の頒発に対応するため，昭和27年河川法改正案が次官会議に提

出されたことを契機としていたために，部会の論議と報告の多くの部分が，水利用に

関する基本法の制定と，主管する官庁および各省庁聞の調整の方式に費やされた。こ

れは，その後の河川法改正をはじめ，各種水利法の制定に向けて，避けて通ることの

できない関門だったということができょう。このことの成果は，さしあたり特定多目

的ダム法の制定に付帯して行なわれた旧河川｜法の一部改正（昭和32年）において，

第6条「河川の管理者」および第49条「主務大臣及び地方長官の監督権」に水利権の

処分については，関係行政機関の長に協議しなければならないという規定が設けられ

たω ことに見られるほか，特定多目的ダム法をはじめ各種水利法，新河川法等におけ

る水利調整方式の採用へと引き継がれたのである。

(2) 水利事業法の整備と水利構造の変化

農業水利事業に関する基本的法律である土地改良法は，昭和24年6月に制定され

た。本法の意義は，第1に農地改革の趣旨に沿って，土地所有者中心主義から耕作者

中心主義へと改めること。第2に，従来の耕地整理組合，普通水利組合および北海道

土功組合は，いずれも港紙排水事業を行なうことを目的としながらも，それぞれ別の

根拠法をもち，かっその規定内容もいずれも不十分であり，この結果，組合の組織，

事業の施行，施設の管理の 3つの事項がぱらぱらに規定されていた。これを統合して

土地改良区の制度としたこと。第3に，国営，県営土地改良事業の法的根拠が与えら
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れたこと等である。

この他とくに水利調整に関連する事項としては，（a）土地改良長期計画の策定と， 事

前の関係行政庁協議（法第4条の 2，昭和39年改正）。（b）土地改良区が他の農業水利

事業を行なう者または市町村等に対して，必要な事項について協議請求をする ことが

でき，これが不調に終わった場合には知事の裁定を求めることができる（法第56条）。

(c）土地改良財産の他目的使用に関する規定（法第94条の4の2），土地改良区の非農

地受益者からの経費の徴収の制度（法第90条第 2項），農業用排水路における予定外廃

水の事業主体の差止請求等の制度（法第93条の 3）の整備（いずれも昭和47年改正〕

などがあり，先に見た戦前における水利法の企画の過程で問題とされた多くの部分

が，土地改良法の中に盛り込まれている。

ところで土地改良法は，戦後制定された各種水利法の中で最も早い時期のものであ

る。食糧確保の緊急性がそうさせたのであろうが，それだけに，当時，農林省は土地

改良法の制定を統一水利法の制定を見越して，水利調整問題の第一歩として位置つ

け，さらに農林省は公共水法案（昭和27年），河川法改正および農業水利法要綱案（昭

和29年），農業水利法案（昭和32年〕と企画を続けるが，いずれも成案を得るに至ら

なかったのである。

さて，各種利水関係法の制定の経緯は第 l表のとおりである。戦後復興のために統

一水法の制定を待ちきれずに次々と個別利水法が制定されていき，これら利水法の締

めくくりとして主要水系において各種水利の競合を避け，総合調整を行ないつつ水利

事業を実施する趣旨で，水資源開発二法が制定された（昭和36年）。戦前における水資

第1表利水関係法制定の経緯

年 月｜ 法律名

（昭和〉 ｜ 

24. 6 I土地改良法

2s. s I国土総合開発法

27. 7 I電源開発促進法

3ゆ. s I愛知用水公団法

31. 6 I工業用水法

32. 3 I特定多目的ダム法

32. 3 I河川法改正

32. 6 I水道法

33. 4 I工業用水道事業法

33. i2 I河川法改正

36. 4 I水資源開発促進法

36. 4 I水資源開発公団法

源開発に伴う水利調整の制度整備の努力が，部分

的ではあれ，このような形で熟成するのである。

今日，これらの利水法の運用を通して，水利調

整に関していくつかの重要な特徴的側面を摘出す

ることができるように思われる。

そもそも水利調整は，官頭に指摘したように，

水利権の新規または変更に伴う調整と，渇水時に

おける取水調整との 2つから構成されるのである

が，戦後における水利制度の整備にあたっては，

水利権の新規または変更に伴う調整にその対象が

しぼられたといってよい。これが特徴的側面の第

1である。これは，復興から高成長へとフル回転

する経済の要請に，水資源開発が十分に答えねば

ならないという時代的背景の中では当然の帰結だ

一一一一 一一一一一一一一一 一 ったとし、うことができょう凶。
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第2表 利水関係法におけるおもな行政庁協議

法律名 事項 隠善言た｜
同意見 ｜

特定多目的夕、ム法 I4 I多目的ダムの建設に関 ｜協議

する基本計画 l意見

31 I多目的ダム操作規則l ｜協議

意見

議水資源開発促進法 I3 t水資源跡系の指定 ｜協

意見

4 水資源開発基本計画 協 議

意見

意見

決定

水資源開発公団法 19 事業実施方針 協議

意見

20 事業実施計商 協議

21 施設管理方針 協議

意見

22 施設管理規程 協議

協 議

電源開発促進法 電源開発基本音i・i酉i 決議

総合調整 協議

決議

土地改良法 土地改良長期計画 意見

意見

決定

象

関係行政機関の長

関係県知事

関係行政機関の長

関係県知事

関係行政機関の長

電源開発審議会

関係行政機関の長

電源開発審議会

関係行政機関の長

関係県知事

閣 議

第2の特徴的側面は，水利調整の方式にあらわれる。すなわち，各々の利水法の内

に，水利事業計画の企画決定の要件として関係行政庁との協議を位置づけたことであ

る。このことは，水利法を統一水利法としてではなく，個々の水利事業法として整備

したことの弊害を防ぐために設けられたものであり， とくにそれぞれの水利事業が公

共投資の対象とされ， 事業主体が主として国や県，市町村等の行政庁となったことに

よって，有効な水利調整方式となっているのである。ここれを各利水法の中から捨い

上げると第2表のようになっている。この他に新河川法に基づく関係行政庁協議（第

3表）を加えると，いかに膨大な水利調整事務が，各利水省庁においてとり行なわれ

ているか予想できるであろう。全国的あるいは地方的レベルでの水資源の需給計画に
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始まって，水系における水資源開発事業等について，河川水収支計算等を基礎に互い

に協議調整が行なわれている。もっともこれら行政庁協議による水利調整は，実際の

水利権者間の調整とは一応別のレベノレのものである。新河川法には流水の占用の許可

にあたって，直接的な利水者聞の水利調整の制度が決められている。したがってここ

で取りあげている関係行政庁における水利調整は，水利事業を行なううえでの計画調

整にすぎず，当該事業により水利権を新たに取得しようとするものは，あらためて河

川の既得水利権者から個別に同意を取得する必要があるのである。にもかかわらず，

関係行政庁聞の計画調整協議が，水利調整について重要な役割を果たしているのはな

せ．か。このことを，次に第3の特徴的側面とともに明らかにしていくことにしよう。

まず，戦後における国 ・県営の水利事業の飛躍的増大によって，国，県等の行政機

関の長が水利施設の所有権と当該水利施設にかかる水利権のいずれをも所有するケー

スが多くなっていることに着目しなければならない山。これは，少くとも戦前までの

水利施設や水利権の所有関係と大きく異なるところである。もっとも，実際の利水者

は，例えば農業用水であれば土地改良区等であり，名目上の水利権者である行政機関

の長が地元土地改良の意向を無視して行政庁協議を進めることは不可能である。これ

は戦前も戦後も実質的にかわるところがない。また事業による新規水利権の設定にか

かる同意取得においても同様である。ただ戦後における大きな相違点は，特定多目的

ダム事業にせよ，土地改良事業にせよ，下流既得水利権への渇水補給（一般に「不特

定補給Jといわれる。）を行なうなどを通して，水系における利水安全度を向上させ

る措置を行なうことが通例となっていることである。つまり行政庁間の水利事業計画

調整協議の具体的内容は，単に取水規程等により，下流既得水利権への侵害を防止す

るに止まらず，事業により生み出した新しい水を渇水時に補給する等の具体的利水措

置を行なうという，より抜本的な水利調整の役割を果しているところに，積極性を見

出すことができるのである。新規水利権の設定に伴う水利調整の決定的な手段を，事

業実施行政庁が持ちあわせているといえよう。

このように，行政庁が公共投資による大規模な水利事業の実施を通して，水利権者

としての法的地位の確保にあわせ，下流既得権者への不特定補給を行なうことによ

り，水利調整におけるゆるぎない地位を築くに至ったのである。

第4の特徴的側面として水利事業の展開よる水系水利秩序の合理化を指摘したい。

すなわち戦前において河川の渇水量の大部分を使用していた農業用水の合理化が

国 ・県営土地改良事業等により進展したことである。第1図は最近の資料による農業

水利権の許可 ・慣行の種別統計である。一級河川では，許可水利権が半分に近づきつ

つある。

これを水系別に見たのが第2図である。小円は昭和29～33年に実施した農業水利実

態調査の結果であり，その外側の大円は，昭和47～52年に実施した「農業用水実態調
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査中間報告」の結果である。許可 第1図農業水利権の許可 ・慣行分類

水利権の割合が，昭和30年前後か （受益面積ベース）

ら約20年経過して，格段に増加し ~許可

ている。石狩川ではすでに許可水 E二コ慣行
利権への切りかえがおおむね完了

していることがわかる。農業用水

の合理化のひとつの指標として，

これらの結果をながめることがで

きょう。いわゆる農業用水の合理

化は，そのことを通して農業の生

産性向上に寄与するがゆえに，受

益者の申請土地改良事業としてな

されるのであるが，同時に，取水

施設の合口や，新改築による近代

化およびこれに伴う許可水利権へ

の切りかえによる権利内容の明確

化などが，水系水利秩序の合理化

へ寄与することを期待することが

できるのである18)0 出所農林省「農業用水実態調査中間報告」（昭和47年〕

さて，以上は水利事業法の整備と，水利事業の進展による水利構造の変化の諸特徴

であるが，実はこれを大きく規制する基本法として，河川法がある。その法議論は別

として，実際に水利調整が，河川法においていかなる取り扱いをうけているか，次に

客観的に述べておこう。

(3) 河川行政と水利調整

明治39年4月に制定された河川法は，純粋な治水法といわれるだけに，利水に関す

る規程が少い。全7章中，わずかに第3章 「河川使用ニ関スル制限並警察」で，第17

条「工作物の設置」，第四条「流水の占用」の 2条があてられているにすぎず，この

他「同法施行規程」（明治39年6月）の第11条「旧慣により河川より引水を為すもの

の取扱い」があるのみで，いわゆる水利調整に関する規定は，新河川｜法（昭和39年7

月）において初めて設けられたのである。

新河川法において規定された水利調整に関わる主な事項をあげると，第3表のとお

りである。全体として，水利権の新設または変更に伴う調整においては，関係行政庁

の役割を重視しているのに比べ，異常渇水時の取水調整は，水利権者相互の自主的調

整を第一義的に考えているのが特徴といえよう。既述のように戦前における幾多の教
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第2図 水系における農業水利権の許可水利権の推移（受益面積ベース）

~許可 2% 

仁コ慣行

石狩川 利根川

高 梁川 九頭竜川

出所： 農林省「農業水利実態調査J（昭和29～39年）および 「農業用水実態調査中間報告」（昭和47～52年）

ヨiiに基づくものといえよう。

さて，戦後における河川行政の展開は，新河川法とともに特定多目的ダム法を根拠

として行なわれている。戦前までの河川行政の対象は，旧河川法の性格そのままに，

ほぼ治水に限られ，いわゆる高水制御を旨としていた。戦前における河水統制事業に

よる多目的ダムの建設は，戦後の特定多目的ダムを準備するものとして位置づけるこ

とができ，特定多目的ダム制度の制定によって初めて本格的に，高水と低水の双方を

同ーの施設で管理する手段を河川管理者が得ることとなったのである。特定多目的ダ



条 事項

第3表 河川法における利水関係協議調整
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｜ 発議者 ｜ 
一級河川指定 ｜河川管理者4 

II 

II 

14 河川管理施設の操作規 i II 

則 1

II 

河川工事実施基本計画 I II 

水利使用の処分に関す I II 

る行政庁協議

水利使用の処分に関す I II 

る関係地方行政庁の意

16 

35 

36 

見の聴取

38 I 水利使用の申請があっ

た場合の通知

39 I 関係河川使用者の意見

の申し出

41～431 水利使用の許可に係る

損失の補償の協議等

47 I 夕、ムの操作規程

53 I 湯水時の水利調整

70の21流況調整河川工事

対象

関係行政機関の長

河川審議会

関係県知事

関係行政機関の長

関係県知事

特別j水利使用者

河川審議会

関係行政機関の長

関係地方公共団体の長

II I 関係河川使用者

関係河川使｜河川管理者

用者

ダムの設置

者

河川管理者

水利権者

II 

河川管理者

II 

II 

河川管理者

関係県知事

関係河川使用者

河川管理者

関係行政機関の長

関係県知事

特別水利使用者

比
見
一
議
見

i
；
 

一同一

ι
協

意

II 

協議

意見

II 

If 

協議

意見

通知

意見

承 認

意見

協議
斡旋また
は調停
協議

意見

同意

ムは，洪水制御はもちろんのこと，各種水利権者へ用水を供給するだけでなく，とく

に近年では河川維持流量（河川の適正な機能の維持を図るための水量）の確保をも対

象として，文字どおり河川の低水制御を展開しつつあるといえよう。

また主要な水系を選んで指定し，水資源開発公団が水系において多目的ダム等の建

設を行なう制度は，公団という一つの法人格が高水制御の権限と，利水昔話j御の権限

（水利権および施設の管理権）とをあわせもって，河川の総合的管理を行なうことを

可能とした。この場合には，治水については，河川管理者から河川行政権限の代行を

受け，利水については，自ら水利権者となりつつ，受益者との一種の契約関係を結ぶ
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ことにより用水の授受を行なうのである。治水と利水，ないしは利水者聞の調整が，

形式的には同ーの人格の内部でなされることとなるのである。

このように，戦後の河川行政は，河川法と特定多目的ダム法や水資源開発二法など

の利水法とを有機的に結合させることを通して，河川の総合的管理の方向へと志向し

てきているといえよう。

4. 今日の水利調盤ーーその課題

(1) 地域における水利調整機構

これまで，水利制度と水利行政の展開を中心に，時代とともに変化する水利調整の

構造をあとづけてきた。そして今日，河川の管理を含めた水利調整の構造のなかで，

行政庁の果す役割が著しく増加していることを，重要な特徴として指摘してきた。

だが法や制度に基づく水利事業にせよ河川工事にせよ，その基礎は地域の受益住民

の要求であり，またそれらの事業に伴う調整の内容も，具体的には地域聞や階層間の

利害調整が大部分を占める。したがって，各種の水資源開発計画等の行政庁協議の成

第3図 農業水利と他種水利との交換件数

200 
一一一一全 体
ー一一一うち汚濁水に関するもの

生
a

d
t
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丹、－~ I 
I .....＿、J

Aーイ

0 
35 40 45 

度年

出所農林省構造改善局調べ。

50 51 

立は，地域における利害対立解決の最

終的確認にすぎないといっても過言で

はない。また， 異常渇水時の調整は，

河川法において，第一義的に水利権者

の自主的協議にゆだねられている。

また，このほか，昭和30年より毎年

農林省が行なっている「農業水利交渉

調査」によれば，昭和35年以降，農村

地域の混住社会化の進展に歩調をあわ

せるかのように，水利に関するトラブ

ルは急上昇している。この多くは，法

や制度の規jjjijの対象とならない小規模

の紛争であって，水利用の当事者によ

る相互の交渉や，時としては県市町村

の担当職員の調停等により解決してき

ているとはいえ， 現今の紛争件数の増

加は，黙過すべきと思えないのである

（第3図参照）。

こうしたことから，ますます複雑化

する水利調整問題の地域における自主

的解決を目標として，いくつかの水系
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では必ずしも法に直接基づかない形で，各種の水利調整機構の設置がなされている則。

これらの機構の運用実績を参考としながら，地域における水利調整機構のあるべき姿

の検討が，いま，ひとつの課題となっているように思われる。

(2) 水資源の開発と水利調整

安定成長経済下とはいえ，今後各種利水需要の増大は十分に予想される。とくに地

盤沈下や水質汚濁等の水環境の悪化による代替水源の確保を含めれば，今日の需給逼

迫は当分の間推移するものと考えられる。しかし，すでにダム建設適地の澗渇により

水価が急上昇しつつある。水資源そのものの潜在的価値の増大のなかで，水利用の合

理化をはじめ，河川維持流最の適正な評価20），先行投資による水資源開発と需要者の

支払いレベルの調整等の水利行政をめぐる新たな問題が提起されているように思われ

る。

(3）河川の利水管理

今日，重要な水系においては，特定多目的ダムや水資源開発公団の建設した多目的

ダムの治利水管理をひとつの契機として，河川管理者により河川流量や取水データの

収集，各種関連施設の同時操作などの自動制御装置が導入されつつある。また，水利

権の設定にあたっても，農業用水の期別細分や，年間総取水量の表示を一部に採用す

るなど，河川水のいわゆる高度利用化の志向が見られる。こうした傾向が，すべての

河川に敷街するとは予想できないし，高度化の程度も，施設のコスト，管理費等との

パランスが十分勘案されて決定されていくべきであろう2目。

あとがき

さて，紙数もすでに尽きたようである。本稿は「今日の水利行政と水利調整」と題

しつつも，今日の姿に至った道すじと，戦前と戦後の行政対応の特質の対比に焦点が

集まってしまったようである。今後の課題については，とくに不十分の感を自ら禁じ

えない。著者達にとっての今後の課題としておきたいと思う。なお，資料の整理にあ

たっては，同僚の荻原恒弱氏および大尾峰雄氏から援助をいただいた。記して謝意を

表する。

注

1）安田正鷹『水利権』 p.10～24 松山房。

2）戦前における「農業水利法案」は，いずれもこの時期に集中している。

3）国庫支出による土地改良事業は，これより前，明治初期に安積農業水利事業お

よび那須農業水利事業のいずれも全額国庫負担の事業があるが，こうした大規模
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な土地改良事業の本格的展開は五「県営用排水改良事業」制度の確立等を基礎にし

て，昭和4年（1929）に始まる世界大恐慌（わが国ではとくに農業恐慌となった）

に対応する「救農土木事業」以降である。いわゆる恐慌対策として公共投資が前

面に出，土木事業が国家の内政手段の重要な要素として確立していくのである。

4) 1920 （大正9年）～1930年代を，志村氏は，国家予算のなかで公共投資が急成

長し，これにより農業土木が「離陸」して現代農業土木の形成期となったとして

いる（志村博康「現代社会の賢明な選択一一農業土木の形成一一」土木学会誌

1976, Vol. 61）。

5）国家総動員法（昭和13年法律55号）第8条「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必

要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ物質ノ生産，修理，配給，譲渡其ノ他ノ処

分，使用，消費，所持及移動ニ関、ン必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」

6）農地調整法（昭和13年法律67号）第四条小作争議以外の事項の調停「小作関係

ノ争議ヲ除クノ外相隣関係其ノ他農地ノ利用関係ュ付争議ヲ生ジタルトキハ当事

者ハ裁判所ニ調停ノ申立ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ小作調停法及第十条及

至前条ノ規定ヲ準用スj。

7）農林省農地局『日本農業と水利用』 p.221～223。

8）新沢嘉芽統『河川水利調整論』 1962。

9）農業水利問題研究会『農業水利秩序の研究』 1961を参照されたい。

10）前掲書 7)p. 208。
11）調整行政機関の新設によるかまたは現行機構のまま，その運用の合理化による

かで対立。

12）「国土総合開発法を適当に改正する」「水資源開発調整法を特別法として制定す

るJI国土総合開発法，河川法その他関係法令を改正する」の 3意見で対立。

13）水の使用および工事の許可については，「事業の所管官庁が行なう」「河川管理

者またはその主務官庁において行なう」の2意見で対立。

14）旧河川法第6条「河川の管理者」①河川｜ハ地方行政庁ニ於テ其ノ管内ニ係ル部

分ヲ管理スヘシ但シ主務大臣カ自ラ河Jllニ関スノレ工事ヲ施行シタルモノニ付必要

ト認ムルトキ又ハ他府県ノ利益ヲ保全スノレ為必要ト認ムルトキハ主務大臣ニ於テ

代テ之ヲ管理シ又其ノ維持修善ヲナスコトヲ得 ②主務大臣ハ前項但書ノ規定ニ

依リ地方行政庁ニ代テ政令ヲ以テ定ムノレ流水ノ占用ニ関スル第十七条及至第二十

一条ノ処分ヲナサシムルトキハ関係行政機関ノ長ニ協議スへ、ン

第49条 「主務大臣及び地方長官の監督権」①主務大臣ハ河Jllニ関スノレ行政ヲ監

督ス ②（略〉③地方行政庁ハ政令ヲ以テ定ムノレ流水ノ占用ニ関スル第十七条及

至第二十一条ノ規定ニ依ル処分ヲナサムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ

④第六条第二項ノ規定ハ主務大臣ガ前項ノ規定ニ依リ認可ヲナサムトスルトキエ
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之ヲ準用ス（以上昭和32年改正）

15）土地改良法の運用について（昭和24年10月5日農村事務次官通達）

農業水利調整に関する事項

(1) かんがい排水施設の管理は，農業用水の配分規整を行う結果になる

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) 改良法の施行に当っては，右の外，農業用水の配分関係及び農業水

利と他種水利との関係を科学的に分せきするのみならす．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，第ーには，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，もって国土資

源の総合的な開発及び保全に資すべきことを要請しており，第二には，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，土地改良区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。従って，従来とかく不整

備なこの種調査及び資料のしう集等については，今後特段の配慮をせられ

たい。

16）もちろん，緊急な渇水時における取水調整が，後述のように新河川法の中で第

4款「緊急時の措置」が設けられたように，全く無視されたわけではない。だが

水利事業法のなかでは，渇水調整は，抜かわれていないのである。

17〕実際の手続きにおいても，河川法施行規則（昭和40年建設省令7）第39条にお

いて，流水の占用，土地の占用，工作物の新築，土地の掘削等の許可にかかる申

請は，やむを得ない理由がある場合を除き，同時に行なうこととされているた

め，事業主体が工作物設置の許可と同時に流水占用の許可をうけ，水利権者とな

ることが一般的である。

18）川又政問「農業用水の合理化問題」（『河川水多重利用調査報告書』 1977，水利

科学研究所）を参照されたい。

19) 2' 3の例をあげると，木曽三川協議会（昭和35年設立。建設，農林，通産各

省地方局長および愛知，三重，岐阜，長野各県知事により構成），北部九州水資源

開発協議会（昭和44年設立。九州・山口経済連合会会長，建設，農林，通産各省

地方局長および福岡，佐賀，熊本， 大分各県知事により構成），矢作川水利調整

協議会（昭和46年設立。建設，農林，通産各省地方局関係部長，愛知県関係部

局長，岡崎市長，関係 3土地改良区理事長，中部電力関係部長により構成）。

20）行政管理庁「水資源の利用に関する行政監察結果に基づく勧告」の 2.河川水
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の有効利用（1975.5）。

21）千賀裕太郎「水資源配分の最適性についての考察一一パレート最適性を中心に

して」農業土木学会誌44-10, 1976を参照されたい。

（農林省構造改善局〉

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

