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【座談会】

現代農業水利と水資源

『現代農業水利と水資源』と 「水利科学」

【出席者】志村博康
（東京大学農学部助教授，農博〉

中沢弐仁
（建設省土木研究所長〕

玉 城 哲
〔専修大学経済学部教授〕

高橋裕（司会）
（東京大学工学部教授，工博）
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高橋 今度，志村先生の『現代農業水利と水資源』とL、う大著が出ました

ので，これを種にして，水資源の放談をしようと思います。

今回の志村さんの著書の過半はすでに「水利科学Jで発表されたものですの

で，本書は東大出版会からですが，ルーツは 「水利科学」ですので，本誌上

でこれを種に座談会をするのは，大変意味があると思います。「水利科学」と

か「農業土木学会誌Jとか，それから私が編集委員長をしていたときに「土

木学会誌」にも書いていただきましたので，断片的にはだいぶ読ませてもら

いました。国土庁の水資源基本問題研究会で、聞いたお話もありますし，山形

県の最上川の委員会などで，農業と都市の混住問題もご高説を承りましたの

でこの本は丁寧に読んでないんですが，読んだような気になっています。つ

まりここ 4年間ぐらいに，志村さんが「水利科学」を主体にお書きになった

ものを，若干加筆訂正などしておまとめになったものだと理解しています。

水資源については去年，華山謙さん達の『都市と水資源』とか，藤野良幸さ

んの『水問題の原点』など，いろいろ水に関する大著が出ております。各方
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面で著作が出たということは，一つには水資源の問題が，何か新たに考え直

す時期になったという ことではないか，全く偶然ではない気がします。志村

さんの場合は，もちろん農業水利を一つの柱として，それを軸に戦後の，あ

るいは最近の水をめぐる情勢の変化を丁寧に追われ，問題点を摘出され，あ

るいは提言も含めておられると思し、ます。志村さん，この本は最初のは73年

の「水利科学」に載ったころですが，農業水利を軸として，ひとつ自分の考

え方をじっと周りを見回しながらまとめ，次の飛躍への礎石にしようという

ことでし ょうか。

志村 次の飛躍を準備するために，まとめてみたというような，大げさな

ことではないのです。いまの時点で，ちょうど 250ページぐらいの本になっ

たよう だから，と りあえず，まとめてみたという ぐらいでございまして，こ

れから延々続かなきゃならないという気持ちです。

私としては，農業水利の変化をとらえてみたいとい うのが一番の気持ちだ

ったのです。玉城先生も常々言っていらっしゃ ることですけれども，高度成

長の中で農業水利はものすごく変わったと思うんですね。これだけの変わり

様というのはかつてなかった，全く 有史以来のことだったという気がするん

です。農業水利というのはいままで一貫して古さの代名詞みたいなものだっ

たものですから，固定的で動かないとし、う見方が支配的だったと思うんです

けれども，実に高度成長の中でものすごく変わったとし、う気がするわ け で

す。これはどう しても一度，私なりに書かねばならないとし、う気持ちがあっ

たものですから，それをとりあえず書いてみたという次第です。と ころが，

まとめてみましてつくづく思ったんですが， 農業水利というのはきわめて広

い領域で， かつ奥深いもので，私なんかちょ こつとなめたにすぎない。です

から，私が大胆に書いたつも りでも， 意外に書いていない。ですからまだま

だ書くことがあるという意味では，これからの農業水利研究に刺激を与える

ような面もあるんじゃなかろ うかとい う気持ちです。おそらく ，高度成長の

中でものすごく農業水利は変わったんだとし、う問題提起を出発点として，本

当にすぐれた農業水利の研究はこれから出るんじゃなかろうかとし、う気持ち

で，そ ういう意味では，少しは意義があるかなと思うことがあるんですけれ

ど，私の本自身には大きな積極的なものはないかもしれません。

高橋 玉城さん，どうですか。いま志村さんが，高度経済成長期に農業水
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利が有史以来ひじよ うに変わったという意識というか，そ ういう観点、にひじ

ように力点が置かれていると思うんですね。その点，玉放さんの観点で，高

度経済成長期とい うのが農業水利にとって何であったか，つまり本当に有史

以来変わったという見方があるでしょうし，また見方によ っては，たぶん変

わらないとし、う見方もある面ではあると思うんですね。志村先生はそうい う

変わったという観点で，そこを克明に追求したかったと思いますが。いま志

村さんがおっしゃたことと，高度経済成長期に変わったとすればどういう点

であって，また，変わらないものもあるんではないか，それらを何かコメン

トをいただきたいと思いますが。

玉城 その話に入る前に， この本そのものについて一言触れさせていただ

きたいんですけれども，実はひじ ように弱っておるわけです。

高橋それはどうしてでし ょう。

おくれをとった “経済屋”

王城 ここで経済学部に属しているのは私 1人でして，志村さんはご存じ

のように農学部農業工学科のひじ ように基礎的な分野の自然科学的な研究を

されているわけですけれども，そういう方がこうし寸経済学にかかわるとい

うか，まさに経済学が課題にしなければいけないことを真っ向から書かれた

ということで，経済屋としましては，たいへんおくれをと っているという感

じでして，ひじように敬意を表すると同時に，職業的にはひじように弱って

おるわけです。（笑い）

つぎにこの本の位置づけを少し申し上げたいと思います。水の社会科学的

な面の研究は，ご存じのように第二次大戦後ようやく本格的になってくるん

ですけれども，そこで研究された分野は，まず水利慣行であるとか水利権と

いうものですね。志村さんがおっしゃったように，変わらない部分をどうい

うふうに理解するか。ですからその研究方法も経済学的な分析というよりは

農村社会学的な分析であるとか，経営学的な分析であるとか，それから法社

会学的な分析であるとか，あるいは歴史学的な分析であるとか，そういうも

のが主流をなしていたわけで、すね。昭和30年代になりまして，それにいくぶ

ん経済学的な分析を加えていかなきゃいけないとい う努力が始まりまして，

亡くなられた佐藤武夫さんだとか，新沢さんがそうし寸分野に手を染められ
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たという過去があるわけです。

新沢先生の場合には，政策論的な見地がひじように強かったと思うんで

す。経済学の原理的な考え方から，水問題をどうとらえ直すかということを

体系的にやられたとはちょっとまだ言えなかった。佐藤武夫さんにも『水の

経済学』という著書がありますけれども，むしろ水の政治学に近いものでし

て，やっぱり経済学ではなかったというふうに言わざるを得ない。

それが40年代に入って，経済理論を水にどういうふうに適用したらし巾、か

ということを試みられたのが，亡くなられた安井正巳さんですね。安井さん

が『水の経済学』を書かれた。これは日本ではじめて経済学の理論から水資

源をどういうふうに扱うべきかという一つの試論を書かれたというふうに思

うんです。ただ，これは最初の試みであったせいもありますけれども，ひじ

ように無理があったわけで、すね。つまり理論的にどうやって割り切るかとい

う，その割り切ることにばかり努力が集中されたために，現実と合わないと

ころがずいぶん出てきてしまった。

それをさらに受け継いだのが華山さんですけれども，華山さんの本が去年

出て，期せずしてすぐに志村さんの本が出た。志村さんの本は，華山さんの

本とともに一般的な原理を適用するというよりは，現実を基礎にしながら，

どういうふうにそれを理論的に解釈するかという点で，ひじ ようにすぐれた

問題提起をされたんじゃなし、かという気がするんです。ですから，そういう

意味で経済学的な水の研究がこの 2冊の本で定着してきたというような印象

を強く受けました。その定着を非経済学者にやられたんでひじようにぐあい

が，悪いわけです。 （笑い）それにしても， さっき志村さんが言われたよう

に，これからの水の研究に対して，大きな刺激になることは間違いないだろ

うと思います。

農業水利は変わったか

玉城 さっき高橋さんが言われた変わった，変わらないとし、う問題，これ

はひじようにむずかしいんで，変わった面とやっぱり変わらない面というの

がいまあるわけです。特に農業水利ということになりますと，農業構造とひ

じように関係があります。それで農業構造自体にそういうところがありまし

て，ものすごく変わっちゃったというところと，その変わったのはおそらく
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太閤検地以来の変化であろうと思われるよ うな変わり方である と同時に，変

わってない部分もひじようにあるわけですね。ひじように重層的に問題が出

てきていまして，単純に割り切ることができないというのが現実だろうと思

うんです。

実際に，それでは農業水利の分野で何が変わったんだろうかということに

なりますけれども，これは志村さんの本の中で提起されている問題にかかわ

ってきますが，農民たちが自分の水だとし寸意識をなくしてきたこと，これ

がひじように大きな変化でしょうね。よく例に挙げるんですけれども，いま

土日百姓がひじようにふえま して，兼業農家が特定の日曜日に一斉に代かき

田植えをやるというような現象がしばしば出てくる。そうしますと，農業水

利施設は，そんなに広い地域で同じ日に代かき田植えをするような計算でつ

くられてないわけですから，たちまち水路の断面が足り ないとし、 う問題が出

てくる。ものすごい水使用のピークが出てくるわけです。そういう意味で構

造的水不足，つまり絶対的水不足じゃなくて構造的水不足とし、う問題が出て

くるんですね。そのときに農民がどう いう行動をとるかとい うと，土地改良

区に電話をかけてどなり込むというケースがだいぶ出てきたんです。これは

昔は考えられなかったことです。というのは，水はむらの水なんであって，

むらが管理しているものであり，むらには農民が参加しているわけですか

ら，水はわれわれの水である とし、う意識だったんですね。だから，まず水が

足りないという場合にはむらで相談をして，調整するとし、 う行動に出た。そ

れを基礎にして土地改良区が運営されるということになっていたわけですけ

れども，それが個人で改良区に電話をかけて，水がこないのはけしからぬ。

高橋水道局に電話するのと同じ気持ちですね。（笑い）

玉城 おれはとにかく今日中に田植えを済まさなきゃいけねえんだ， どう

してくれるということになるんです。こう いう行動様式の変化は，やはり水

を管理している機構としての土地改良区，これが一つの独立の事業体になっ

ている。それは水を供給する機関である。農民のほうはその供給を受けて，

水を私的に利用する経済主体である というような関係に質が変わってきたん

だろう，これは江戸時代以来の日本の農業水利構造の，ひじ よう に根本的な

基礎からの変化を意味しているだろう，というふうに思いますね。その点で

は本当に大変化だ。ただ，それをぶつ壊していままでのシステムを全部廃棄
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して，違うシステムに移れるかというと，それに変わるものが今ないです

ね。だから，古い枠の中で変化した状況を何とかなだめながら維持しておる

という点では，変わらないということが言えるんじゃないでしょうかね。

農民の意識が変わった

高橋 いまの農民意識の変化の話ですが，それはあんまり割り切るとまず

いのかもしれませんが，農民までが都市の人間の市民意識を，つまり農地に

いても，意識的に都会の人間のような意識になったとL、ぅ面があるんです

ね。

玉城 おっしゃるとおりですね。

高橋 これは農業水利の面ですけれども， 川に対する農民の考え方とか，

あるいは洪水に対する考え方も高度経済成長期の前と後で，農民の意識が変

わったと思います。もう自分の川でなくて，河川管理者がすべて処理するも

のである。それがし、し、意味でも悪い意味でも。だからそういう意味では，水

害を見ても，農民が前よりも，高度経済成長期を経て，ある意味では川を知

らなくなったように思うんですね。そういう意識の変化が一方において，底

を流れているんでし ょうね。

玉城 一つの例を申し上げますと，新潟県の白根郷の土地改良区というの

がありまして，それが去年ですけれども，青年の研究部会というのを新設し

た。それはなぜかといったら，若い人は土地改良に全然関心を持つてない。

長い長い水との闘いの歴史など全然、知らぬというんですね。土地改良区のり

っぱな事務所があって，あそこで何かやっておるらしいというぐらいの関心

しかない。と ころが，圃場整備事業をやるとか，そういう新しい事業をやろ

うとしますね。そうすると申請主義ですから，関係者の同意が必要ですね。

それを取る場合に，そ ういう無知無関心が大きな障害だということなんです

よ。

高橋 以前には農業用水路とか， あるいは川とかが，ある意味では農民に

とって運命共同体的だったんですね。それがもう何か別なものになってきた

んですかね，意識の上では。そこに水をめぐる社会問題の側面がある気がし

ますね。

志村さんがこの本で強調している一つは，農業水利はひじように停滞的な
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ものである。ひじように古めかしいものであるという一般の無理解，あるい

は誤解に対して，そうではないんだぞ，そういう面もあるけれども，ひじよ

うに違う面があるということを，無知な人たちによくわかってもらわにや困

る，とし、う意図というか，お気持ちが至るところにあるように読んだんです

が，どうでしょうか。

やはり変わった農業水利

志村 農業水利を誤解している， あるいは農業水利に対して無知である人

に対して，こうでありますよと，お説教をしようという，そういう大それた

気持ちではないんです。

高橋 わかっていただこうというー・

志村 まことにそういう大それた気持ちはないんですが， こういうことは

ありますね。いま両先生からご指摘がありましたような農業の変化の中で，

農業水利というものが大きく変わってきたということ，また都市化がどんど

ん進んで、いく，水資源開発がどんどんなされてし、く情勢の中で，農－業水利も

大き く変ったということ，この意味です。これまで農業水利というのはどう

も固定的だから，頑迷で困ったものだという見方もあったわけで、すが，それ

にもかかわらず，やっぱり農業水利は変わってきている。まだ完全に新しい

制度，システムをつくり出しているとはいえないけれども，都市化へそれな

りの対応を進めているし，農業経営の変化にそれなりに対応している。そう

いう対応が確実に進んでいるということですね。それをどうきちっと位置づ

けるかとなると，私にはとうていできないですけれども，日本社会が高度成

長の中で変わって，かなり別の社会になってきているようですが，そういう

社会に十分生きていける農業水利になりつつある というか，そういう気がし

ているんです。それを書きたかったということです。

農業水利への理解と誤解

高橋 それで，私もそう深く読み込んでいるわけではないのですが，特に

再配分とか用水転換とか公水論について，ところどころに解説とご意見が散

見されるわけです。たとえば農林行政と建設行政の考え方の違いとか，ある

いは車L蝶もところどころ触れておられますね。しかし，ひじように慎重な書
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き方をされておりまして，いたずらに人を刺激するようなことは極力押さえ

ておられるようにはお見受けしますけれども，現実にはやはり考え方が違う

ことが問題ですね。しかし，たとえば農業水利研究会の発表を引用されて，

農業側は時代の変化に即応するために，ひじような努力をしているという書

き方もある。それでそのあとは書いてはないんですけれども，それを農業以

外の人はどうも十分わかっていないのではなかろうかという声がち ょっ と聞

こえるような気がするわけです。特に再配分，用水転換の問題，公水論がた

ぶん農業側の考えと，それを十分には理解できない者との聞に，それが壁に

なっていると思うんですね。中沢さんにそのへんのご意見を伺いたいんです

が，中沢さんはいままで経済企画庁の水資源課長などを経験されたりして，

各省庁が立場立場によって持っている歴史的な考え方，基盤の違いについて

身をもってご認識かと思います。中沢さんは農業水利に携わっている方々の

ご意見，ご提案的なこと，たとえば転換問題とか公水論に関連した問題につ

いて，また，農業側から出ている提案とか，対応とかに関連して，この本と

の関係でご意見を伺いたいところです。

中沢 ひじようにむずかしいお話ですけれども，私，大体今日の座談会に

は適任ではないと思って最初お断り申し上げたわけです。それは一つには私

も水行政からかなり長い間遠ざかっておりますしね。それから，もうそろそ

ろ現役から引退する時期になりつつあるし。（笑L、）

高橋 もしそうなら，なおさら話しやすしい・。

農業用水と都市用水

中沢 そうかもしれませんけれども，立場がちょっと微妙でもあるし，と

いうことで，はたして的確にいまの問題についてお話しできるかどうか疑問

ですけれども，この問題はご承知のように，昭和30年代から昭和40年代に入

って，都市用水の需要が急激にふえてきた段階で，都市化も進んだ結果，農

業用水のほうで余剰が出ているんじゃないか，これを合理化すれば都市用水

に農業用水から転換できるのではないかということが問題のき っかけだった

と思うんですけれども，ちょうどその前後で，ご存じのように水資源開発促

進法ができたりして，固としては水資源開発に重点を置いて乗り出していた

ということもあって，やはり水資源行政の中でもひじように大きな問題とし
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て，各省がこの問題に真剣に取り組まざるを得なくなってきていました。も

ちろん一番その中心である農林省としては，農業水利は省として一番大きな

農政の柱の一つですから，研究会を設けて真剣に勉強されておられた。新沢

先生等を中心に勉強されて，かなり報告も出され，私個人としてもそれを伺

う機会もあったし，報告書等も読ませていただいたわけですけれども，さっ

きから話が出ているように，農業水利というのは農村の社会構造自体の変化

につれてひじように大きく変わってきた。そういう背景の中で農業用水の合

理化とい うものを具体的にはどうするんだろうかというのが，実は建設省と

しても大きな関心事だったと思うんです。建設省の立場というのは，ご承知

のように，その本の中で志村さんがお触れになっているとおりなんですけれ

ども，率直に言わせても らえば，建設省の水行政の基本にある考えというの

は，水系一貫して管理すべきであるというひじように大きな思想的なものが

あるわけですね。ですから，農業水利というものを農林行政の一部として扱

っている農林省の立場とは，おのずから立場が違うものですから，そこでど

うしてもお互いの主張が噛み合わないというような宿命があるんだろうと思

います。私自身も農林省の立場というのは十分理解できるし，農村のいろい

ろな現状を見れば，志村さんがご指摘になっていることは，私でもおそらく

同じように考えるだろうと思うんです。ただし， それぞれの省の立場があり

ますし，それから特に30年代の末から40年代にかけて，都市用水の需要がひ

じように増えて，少なくとも従来の河川の水利構造なり水利秩序というもの

をそのまま放任しておく限りは，都市用水に充当する水源というのは容易に

生み出せないとし、う事態があったわけで、すから，技術的な問題も絡まって，

ご指摘になっているような建設省と農林省との争点とい うものが浮かび上が

ってこざるを得なかったということだろうと思うんです。

その解決の方法としては， 一方で積極的に水資源開発を進める と同時に，

一方では農業用水の合理化による都市用水への転用を，同じ場で議論される

べきだったと個人的には思っています。水が天下国家のものであるというこ

とは，最初からはっきりしているわけですから，水という点では変わりはな

く，しかもそれを人間の生活に使おうという限りにおいては，同じように変

わりがあるわけではないわけですからね。ですから水資源開発と同じ場でお

互いの立場を十分理解し合いながら，そこで解決策を見つけていくべきだっ
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たと思っています。それが経済企画庁の水資源課，それからそのあとの国土

庁水資源局といったような組織の存在理由でもあったわけで，私はかな り以

前から，水の政策議論というのは，そういうところでやればよいというよう

なことも主張していたわけで、す。私個人としては，現在はかなりそれがうま

く機能しているのではないかというふうに考えています。もちろんそうは言

っても，各省それぞれの主張がありますから，他の省、にあまり気がねしない

で法制上自分の所管の範囲内でできる限りは，自分の主張をできるだけ具体

化していこうというそれぞれの省の現在のやり方はある程度仕方がないと言

えると思います。しかしそれにしても，いまの水行政は以前に比べればひじ

ように進歩したと思いますね。その点について言えば，農林省、は農業水利構

造については，志村さんがご指摘のように問題を認識し，改善しようと努力

しておられ，それが相応に実ってきているということも言えるし，また，現

在のところ建設省においても水資源の開発を進め，一応都市用水の需要に対

しではある程度対応できている。また通産省は通産省なりに， 自らの行政の

範囲内で工業用水の合理化に取り組んでいるというよう に，私はかなり各省、

お互いの理解は深まってきていると思います。ですから志村さんがご心配に

なっておられるように，もしくは高橋先生がいま言われたように，わかって

いただけでない方がいるから，このわからない方々にわかっていただこうと

してこの本を書かれたということもあったで、しょうけれど，現在の時点で

は，過去を振り返ってみれば，こうし、う問題意識で事を進めてきた結果，あ

る程度はできてきたんじゃなし、かとし、う気持ちも，おそらく志村さんのお気

持ちの中にはあるのではないでしょうか。

志村 ありがとうございます。（笑しう

玉城 中沢さん，なかなかやっぱ り慎重ですね。

水利権の買上げ構想

高橋 志村さんがし、ろいろな例を挙げて説明している中に， 1974年に新聞

の引用で，建設省が新しい河川水利管理を抜本的に検討する，要するに水利

権のいわば買上げ構想、ですね。これは志村さん，特に取り上げたのはどうい

うご意図ですか。志村さんは，農業慣行水利権が壁になって，水を有効に使

うにも使えなかった現状とL、う見方は一見真理であるとしても，それは“農
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業用水が大きく変わってきている現実を動的に把握していなし、からである”

と考えられています。しかし建設省のこうしづ抜本的な水利権の買上げ構想

を見ると，建設省も方針が発展したと理解されて，こうし、う取上げ方をされ

たのでし ょうかね。さらに志村さんの解説の中には，水利権を買収するとい

っても三つの形がある。つまり，許可水利権も含めて一切買収する場合いわ

ゆる慣行水利権，許可水利権以外のものを買収する場合， 3番目が水利権を

売りたいもののみを買う場合。それであとの解説がありまして，一番最後の

がまあまあ現実的であるとされています。これは農林サイドでも新しい事態

に対応して，いろんなことを考えているけれども，ょうやくにして建設省の

ほうも新しい考え方を打ち出してきたので，それを現実的に実現するにはど

うしたらいいかを，志村さんなりに考えたいということでしょうか。

志村 いま引用されましたところ，農業水利構造についての論文の中なん

ですけれども，そこを書いている最中に朝日新聞にそういうー

高橋 利水についての河川管理再編の動きですね。

志村 朝日新聞にその問題が出ましてね， この本を書いている途中で。

高橋 ちょうどこれを書いているときに。

志村 農業水利構造というのは，水利用合理化の中で，それに対応するシ

ステムとして再構築されてきているというようなことをずうっと書いていっ

ておりましたら，朝日新聞にポンと出ましたので，触れないとまずいという

気持ちがまずありました。このニュースは農林サイドで，農林行政というよ

りも土地改良区レベルでかな りいろいろな物議を醸しましたね。そこでやっ

ぱり私なりの見方を書いたほうがし、いだろうという気持ちがありましてね。

その場合一つの積極面として，水が，華山さんのおっしゃる商品化，売買の

対象にある程度ならざるを得ない，そういうような方向を公水管理の立場の

建設省さんもお考えになっている点は大変興味深いことであるというのを一

つ確認しました上で，同時に，あまりそれが行き過ぎますと，農業水利の上

で大変な問題になってまいりますから，しばらくは，このへんのところが無

理のないところじゃなかろうかということを書いてみようと…

高橋 牽制球を投げておかないとし、かんという・・・

玉城 つまり政治的配慮ですね。（笑L、）

志村 現在では新しい農業水利構造が形成されつつありますから，そうい
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うものがきちっとできている限りは，そういう建設省さんのご提案，それが

どの程度のものか新聞でしかわからないわけですけれども，十分それにも対

応し得る，こういう気持ちなわけなんです。

開発コストの上昇と水利権

玉城 その点に関連しますと，志村さんの本はいろいろなたくさんの論点

を含んで、いるんですけれども，経済学の立場から言いまして，限界開発コス

トが急速に上昇する，そうし、う時代に入ってくると，水利権が一つの資産に

転化するであろうという考え方を出された点が重要だと思います。そこで価

格メカニズムがどうしても水に対して作用せざるを得なくなる。もちろん，

志村さんは一面でそれが行き過ぎでは困るというこ とを考えておられるわけ

ですけれども。また反面で

利権という固定的な水の配分関係がある程度流動化する状況がいつたん出た

ほうが，これからの水資源問題や水制度を考える上で有益だという判断を持

っておられるわけです。

志村 大変きれいに整理していただいて， ありがとうございます。

玉城 そこらへんが一つの，直接生々しい制度や行政の問題を考える上で

も，その前に原理的に考えておかなきゃいけない，かなり大きな現代的問題

だと思うんです。

中沢 私も全く同感でして，確かに物権ですから，いわゆる商品化という

か，金銭で取引可能な権利だというようなことは当然、考えられると思いま

す。ただしかしそれを極端に野放図にしたときに，たとえば極端に言えば，

第三者による買い占めということをはたして防ぐことができるだろうかとい

う問題が出てくるわけですね。それで，いま玉城さん が おっしゃったよう

に，いっぺんとことんまで自由にして，どこまで行き着くかというようなこ

とを，はたして国の行政の立場としてできるだろうかという疑念があるわけ

です。ですから，やはりそこに一応何らかの形で公益上の配慮という，あま

り行政的なにおいが生々し過ぎてこのような言い方はすべきではないんでし

ょうけれども，何かそこに一つ制約を加えないと， ひじように困った問題を

招来するのではなし、かとし、う心配が一つあるんですね。

広域利水の第一次報告書の中で，私はマージナルの水の開発コストが累進
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的に上がっていくということを明らかにしたつもりです。報告書の中で利根

川の水資源開発の場合の，開発コストの推移について私は試算した結果を紹

介し，これは大変だということを説明したんですが，あのような試算を発表

する心算になった根底には多目的ダム法では完全に金銭をもって水を賄わね

ばならないという思想があるわけです。ですから，この思想をとことんまで

詰めていったらどういうことになるかという心配もあって，それでああいう

試算をいっぺんやってみたわけです。それをまさに今皆さん方にうまく把え

ていただいたいという感じなんです…－。

志村 建設省の広域利水調査第一次報告書および第二次報告書で，利根川

の開発コストのグラフが上げられていますね。あれは大変な意義があると思

いますね。あれを私は大変勉強させていただいたという次第で，そこから始

まっているみたいなものです。

中沢 ですから物権ではあるけれども，金銭で取引可能ではあるけれど

も，全く自由に普通の商品と同じように考えることができるのか，できない

のか，そこが問題の分かれ目だと思いますね。

農業水利権と非市場経済

王城 そうだと思いますね。それは一つは制度の面，つまり法的な規制の

面から考えていくことができる問題だと思うんです。だけど，それだけでは

ぐあいが悪い。つまり客観的にどんどん商品化していくような情勢が出てき

てしま ったら，それを無理やり制度で、縛っても，その制度がだめになっちゃ

うということになりますからね。そうしますと，いままでの水利権，特に慣

行水利権に代表される農業水利権，それがなぜ私的に売買されるような形に

ならなかったかというと，農村の内部に非市場経済がよく働いていたんだと

思うんです。市場経済と違う経済の原理，これは一種の実物循環の経済だと

考えるんですけれどもね。むらがやっていたことはそうだと思います。むら

が夫役で，施設を維持，管理するとかね。

志村 共同体的な利用の仕方……。

玉城 共同体と言うと，ちょっと語弊があるんですけれども。 これはやっ

ぱり一つの経済の運営の方式ですからね，市場経済とは違いますが。それを

基盤にして水利組合や土地改良区も，できる限り現物の労働力と現品で水を
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確保して，それを自分たちの一種のストックとして維持するということをや

ってきた，こういう一つの経済のシステムだったと思うんです。それが壊れ

てきちゃったということでしょう。そう しますと，それにかわるべき非市場

経済的システムが新しくつくられない限りは，市場機構がどんどん入ってい

ってしまうわけですね。それに対する歯止めが，どういう経済システムとし

てあり得るのかどうかとい うことが大変問題ですね。制度として抑えるのは

当然、としてですね。

志村 それは河川管理者の課題というより，農業水利自身の課題と言った

ほうがいいかも しれませんね。河川管理と しては，どうしても堤外地の管理

をきちっとするという以外には方法はありませんね。あんまり農業水利に深

く干渉することは困難ですから。むしろ農業水利の側で積極的に，そういう

旧来の非市場経済機構が崩壊するのに対応して，新しいシステムをみずから

構築していくということをしておかないと大変なことになる，それはひいて

は河川管理にも重大な影響を与えていくー

玉城 それができないと， 河川管理者は結局自分の制度を守るために，農

業水利の中まで介入してし、かざるを得ないことになると思うんです。

中沢 一つは大義名分もありますしね。だからそこ らへんは確かに，いま

志村さんがし、みじくもおっしゃった農業水利内部の問題だと思います。

土地改良事業と “むら”社会

志村 戦後の農林行政は上手にやったというか，土地改良事業のおかげで

それが農民の合意を得ながら実現できていった。これは実に現代における一

つの英知だという ふうに感じますね。

玉澱 むら社会は日本のインテリには評判が悪いんですけれども， しか

し， むらが持っていた機能を実に行政がうまく吸収していたという点に注目

しなければならないと思うんです。ですからむらのほうの機能がなく なっち

ゃったならば，その上に乗っかっていた行政のほう にガタがくる， これは当

然だと思うんですね。

中沢 それで私は先ほど， それぞれの省がひじようにうまく自分の持って

いる法制度の枠の中でこなしてこ られたということを申し上げたわけで、す。

宏、村 そうですね。そういう点ではうまく社会的分業がノミランスをとりな
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がら進んでいるというか。

土地改良法の成果

高橋 本書の第2章で，ここで戦後の1949年から70年代に至る土地改良法

の説明がありまして，次官通達などを引用されて，土地改良法がどのように

して成立し，それがどういうふうに農業水利とい う観点で機能し，それから

また，土地改良法がどう改正されてきたかを説明されていますね。そのへん

を読んで特に土地改良法というのは，ひじようにうまく機能しているという

事情を理解したわけて、す。しかし，本当にそんなにうまく機能し，うまく臨

機応変に改正してやってきたのかなと，ちょっと疑問にも思います。

玉城 まゆっばもの。（笑い）

高橋 志村さんの書き方にはどうもそういう傾向がありそうですから，よ

く紙背に徹して読むべきでしょうか。よく読み込むとキラキラしているんだ

けれど，そこが読み込めないと面白くない。ただほめているだけみたいに見

えるんですが，玉城さん，ぼくは土地改良法とか土地改良事業について素人

ですが，そういう読む力がありませんので，解説をして下さい。

玉城 それは高橋さんが読まれたとおりで私はいし、と思うんですよ，基本

的には。というのは，いまになって考えてみると，土地改良法のシステムと

いうのは農民の参加のシステムなんですね。事業を起こす場合に農民の同意

が必要ですが，大体90%以上同意をとらなきゃ，絶対農林省は採択しないと

いうぐらい厳しい態度をとっていますね。その判コにはいろいろ問題がある

んです。盲判でね，あとになってみて，こんなはずじゃなかったのにベ笑い）

ということがずいぶんあったんですけれども。しかし，システム自体として

みれば，農民が事業に参加するシステム。国がお金を出すけれども。

高橋 そこがいし、ところというか，成功したゆえんであり，機能した理由

ですかね。

玉城 そうです。ですから，たとえば東南アジアとか西南アジアなんかを

見ますと，水の管理はひじように集権的な行政の機能になっちゃっている。

地域の住民が参加して自主的に管理するとし寸性格を，少なくとも一面で持

っている農業水利システムはめったにないんですね。日本のこれは世界でも

最もすぐれたシステムだと見ていい。
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高橋 し、し、意味できわめて日本的。

玉城 そうです。その上に土地改良法というのはつくられまして，そうい

う構造をそっくり抱え込みましたから。

高橋 つまり“土地改良法”は輸入の法体系では全然、ないわけですか。

玉城 “土地改良法”をつくる過程で言いますと，輸入品的な要素がある

というのは，昭和24年に土地改良法ができるわけですけれど，これはGHQ  

との話合いの中でつくられまして， GH Qの考え方をある程度反映してい

る。しかし，農業水利はアメリカ人にはわからぬわけですよ。大きな畑かん

中心のイリゲーシ ョンシステムをつくることはあるけれども，稲作社会での

農民の水利というのは・ー 。

高橋 つまり大規模な機械化農業的なものならともかく， 日本のようなき

め細かい，しかも稲作的なものがわかるとは思えないですね。

宝城 土地改良区という新しい名前をつけましたけれども，普通水利組合

と耕地整理組合と北海道土功組合をそのまま吸収したんです。確かに組合員

が土地所有者から耕作農民にかわるということもあり ますし，戦後民主主義

的な要素はうんと取り入れられていますけれども，しかし，現実には伝統的

な日本の水利システムがやっぱり巧みに継承され行政に吸収されて，その上

に事業体制lを乗っけたというふうに言ってし、L、んじゃないでしょうかね。

志村 しかも，最初純粋に事業法というような感じで出てきますでしょ

う。つまり土地改良事業という，単なる技術改良をやるものだということで

出てくるわけですね。みんな本当にそう思っているわけです。おそらく担当

の行政庁の方もそ うだったと思うんですね。と ころが，技術改良がだんだん

システム全体を変えていくし，事実上，農業水利の制度そのものを変えてい

くようになっていくわけですね。

高橋 つまり最初から，そういうきっちりした見通しがあったのではなく

て，自然にこうなったが

志村 なったみたいですね。 特に30年代後半ぐ らいに，ハッと気づいたと

いうような感じですね。そして今度は目的意識的に土地改良法が運用されて

いくというよ うで，実におもしろい。

高橋 ひじようにl順応性があるというか，臨機応変というか，そういう面

もあるんでし ょうが， こういうものを動かす人，組織力があるんですね。



座談会 現代農業水利と水資源 17 

農民と農林官僚

玉城 農林官僚は，農業土木の人であっても，人聞を相手にする行政官で

あるという要素がひじように強いわけです。この点が建設省のお役人とひじ

ように違うところでしょう。農民を相手にして，農民をなだめたりすかした

り，おだてたりしながらでなきゃ仕事ができないということがあるんですね。

高橋 それははやりの言葉で言えば，住民の意向をよく聞く，（笑い）とい

うことですか。おだてたりすかしたりというと誤解される恐れがあります

が，表現は悪いが現実社会では茶飯なことであって，（笑い）それをドライに

表現すれば・

玉嫌 ですから，そういう社会経済的な変化をより早く敏感に受けとめる

というところがありますね。

高橋 そういうことがし、ろいろな経験上から身についているでしょうね。

また，そうでないと，本当の行政を行なっていけないでしょうね。

玉城 ですから水資源開発公団でも，そういう分野は，ほとんど農林省か

ら行った人が担当しているでし ょう。

高橋 また，そのほうが向いているし。

玉城そ うなんですね。

開発コスト上昇時代における市場メカ＝ズム

高橋 ところで志村さん，先ほどちょっと話が出た，志村さんが水利の時

代を画して，現在は開発コスト上昇時代と，例の利根川の開発コストのグラ

フを引用されて，開発コス ト上昇時代と現代を定義したわけですね。確かに

上昇時代だけれども，さらにその背景をついておられますね。先ほどの玉城

さんの農民社会の非市場経済の話と関連して開発コスト上昇時代における農

業水利という面からそれをと らえた場合どういう ことになるのでしょう。そ

れから，と ころどころで触れておられますが，開発コストの二菌性，つまり

一面では市場経済的なものが働く，しかし，一面においてはそうはいかな

い，そういう角逐を開発コスト上昇時代においてどうするのか。それから開

発コスト上昇時代というのはずうっと続くのか，そうすると市場経済とか非

市場経済というのは，いままでとは変り方が違ってくるでしょうね。もうー
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つ，いわゆる都市の市場経済と農業社会の経済とは違うという二重の厄介な

問題，そのへんをどう解釈し，どう持っていくかというのがポイントに見え

るので，そこを指摘しているところが大変勉強になったんです。そのへんを

少しご解説いただきたい。

志村 それこそ私自身もまだ何にもわからないものですから， ここで諸先

生方からご検討いただきたし、く喰らいの気持ちなんですけれども。さっきも申

し上げましたが，広域利水調査第一次，第二次報告書の開発コスト上昇曲

線，これは私，大変教わったで‘すね。これが一番，私の得た収穫だったで、す

ね。そのコスト上昇曲線の上昇期に入ってしまいますと，さっき玉城先生も

おっしゃ られたことですけれども，市場メカニズムの力というものは猛然、強

くなることは避けがたいと思うんですね。

高橋 それが農業社会のほうにも深く入ってし、かざるを得ない。

志村 水の価格がはっきり出ちゃいますから， よほどちゃんとしておかな

いと，本当に大変なことになるという気がするわけですね。

高橋 ということは，完全に農業水利のほうも巻き込まれるという意味で

すか。

志村 そうですね。たとえば農業用水を都市用水に転用するという場合，

都市側が奪うんだとし、う論理ばっかりがとかく言われますけれども，開発コ

ストがどんどん上昇してきますと，今度は農業側から悪い意味で売りたいと

いうのがどんどん出てくるんじゃないでしょうか。

高橋 そこに歯止めがないと大変混乱というか，農業水利秩序も乱れてし

まう。

玉城 無政府状態になる。

志村 悪い言い方をしますと，稲を植えるよりも，水をためて水を売った

ほうがし、いというふうになりかねない面があるわけですね。一体水資源の配

分を市場メカニズムにゆだねるだけでし、L、んだろうかということはもう必ず

起きることですから，そうなってからあわててもしょうがありません。いま

からシステム的に用意しておかなき ゃいけない。そのシステムがどういうも

のであったらいいのかということは，私自身簡単に言えませんけれども，そ

れがとにかく現代の課題になっているように思いますね。

高橋 中沢さん，開発コストの上昇に関連して，志村さんから放任すると
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そういう混乱になるおそれがある，そのかわりやっぱり歯止めが要る，その

歯止めのときに，従来の公水論的水利権の考え方に固執すればし、いともし、ぃ

切れないでしょうね。

中沢 確かにたてまえだけでは，いまのご指摘の問題というのは歯止めが

ないと思います。だからといって，完全に自由経済的にマーケットメカニズ

ムに任せてしまうとなると，これは玉城さんがおっしゃったようなまさに無

政府状態というようなことになりかねませんね。その解決の方策についてで

すが，私もその問題を考えたとき，すなわち話題となっている利根川の開発

コスト曲線を書いたときにどういうことを考えたかということですけれど，

結局最終的には土地利用の問題に帰着するのではないのかなというように考

えたわけです。農業というのはその土地から離れられない産業で属地性が強

いものですから，農村の中で内部的にいろいろ細工してみるといったって，

限度があって無理だと思うんです。そうすると，利根川流域のように開発コ

ストが急速に高くなるようなところで，農業の水利構造変革のような問題も

含めて，農村の社会全体がインボルブされてしまって，無政府状態のような

混乱をきたすような政策なり，制度というのがし、いのかどうかというところ

まで問題がきてしまうのではなかろうか。そうすると，最後に行き着くのは

三全総の定住構想の話じゃありませんけれど，もう一度日本全体の土地利用

のあり方を見直し，国全体のあるべき姿を眺め直すべきではないか。一流域

の内部での水管理という次元ではなく， もう一つ上の突き抜けた次元で、物を

考えないと，そういう末端の話で問題を起こすようなことになるのではない

か，私としてはそういうふうに思っております。

玉城 その点は全く賛成です。いま出ている状況の中で，幾つかの要素が

働いているわけですけれども，一つは土地改良事業が，広域化と施設の高度

化をずう っと追求しているとい う点です。そこに高度な制御機能を伴った農

業水利システムがどんどんできてきてくる。そうしますと，これは農民の共

同団体による管理というものでは手に負えなくなる人間的な等身大の施設じ

ゃなくて，ひじように広域の高度システム。これはやはり一種のテクノグ ラ

ートなしには，あるいはテグノストラグチュアの形成なしには管理できない

という事態が出てきたんですね。

それと同時に最初にお話ししたような，むらが解体してきていることがあ
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る。むらの解体がなぜ重要な意味を持っているかというと，水の商品化が進

まざるを得ない内部の条件というのは労働力の商品化だからです。つまり非

市場経済が崩壊してきたということは，農民がお金をもらわない労働は一切

やらなくなったということを意味している。

高橋 子供さえ報酬が出ないと親の手伝いをしないといった話で、すね。

水も市場財にならざるを得ないか

玉城 そういう話なんです。労働そのものが完全に，市場財になってしま

うという面から，今度は水もやっぱり市場財にならざを得ないという，そう

いう力が働いている。

高橋 これは好むと好まざるとにかかわらず，そ ういう傾向にならざるを

得ないということですね。決して望ましいわけではないが。

主城 そうなんですね。そうしますと，今度はそういう施設を管理するテ

クノストラクチュアをどういうふうに位置づけていったらいいかということ

をきちんとしておかなければならない。ある意味では，水の分野がひじ よう

に集権的な管理社会になってしまう可能性があるということとです。つまり

伝統が持っていた，生産者が参加して自主的に管理するシステムのよさがな

くなっちゃう危険がある。その危険をどういうふうに回避しながら，しかも

公的なものとしての水をなお位置づけていくにはどうしたらいし、のかという

問題が，具体的に出ているんじゃないかと思うんです。

志村 こういう角度もあるような気がしますね。中沢さんがご指摘なされ

ました三全総ともかかわってくるわけですが，やっぱり大都市の膨張も，こ

れ以上許しではならないというような社会状況になってきま したね。何とか

して人口の分散をはからねばならない。もし，水を完全に市場メカニズムの

中に入れてしまいますと，大都市へ向けて全国から水を輸送するというよう

なシステムになるばかりですね。それがちょうど先生がおっしゃったとんで

もないほうの集中されたメカニズムをつくることになってしまう。やはり国

土の均衡利用を図るということになってきますと，いまそれをし得るものは

水だということになりますかね。そのへんでは高い次元での公水管理は避け

がたいようですね。そういうきちっとした公水管理をやって国土の均衡利用

を図ってし、く 。しかし公水管理をあまりにも末端までし過ぎますと，水の流
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動化まで押さえてしまいます。ですから，大地域でなくて，中小ぐらいの地

域では水の流動を，市場メカニズムを利用してやれるようにする。しかし

大きなスケールの地域では公水管理，というようなことが今後要請されるん

じゃないでしょうか。

水は地域資源

玉城 つまり私的な物権の性格がひじように進み，商品化的な様相が進ん

だとしても，最終的に利用とい う観点から見ますと，個人的な意味での私的

利用というのは，農業用水の場合に，ほとんど不可能なわけです。つまり土

地と違ってはいるが，水は一つの地域資源だということです。その地域資源

は，これから農業経営がある程度規模を拡大したとしても，そもそもは経営

の内部要素ではない。地域的な一つの環境をなしている。それを個々の経営

が内部化することによって農業に使っていこうという性質のものだと思うん

です。ですから地域における何らかの共同利用システムが残らざるを得ない

んですね。それをどういうふうにうまく形成していくか，ということを基礎

にしないとぐあいが悪い。それがまた水の商品化の一つの歯止めだと思うん

です。そう簡単に水の売買はできません。農業地帯である限りは，そうやた

らに農業者が水を売るというわけにはいかないという歯止めになっている。

志村 そうしづ意味で， ちょうど三全総が出した流域単位や水系単位で、定

住圏を考えまして，その中ではかなり流動化を促してし、く。そこから外へは

お互いに出すのは避けようじゃなし、かというへんは必要なんでしょうね。

玉城 ですから価格機構という場合に二面性があるわけですよ。現代の市

場経済そのものが完全に自由放任の価格決定に任されているわけではなく

て，公的な介入によってできる限り適正な価格を維持しようということをや

らざるを得ない時代ですね。そういう問題が一つあるわけですね。

それからもう一つは価格機構がなぜいし、かということです。なぜいいかと

いうのは，資源の配分に対して刺激的であるということですね。ですから資

源の配分の変化に対して，刺激を与える程度には価格機構が働かなきゃいか

ぬ， プライスメカニズムが働かなきゃL、かぬ。 しかし， 野放しに売買され

て，結局は都市に集中してしまうような形で機構を働かせてはし、かぬという

ことなんですね。そこらへんの接点が， どこが・・・・一。
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志村 真ん中へんを上手に運用していくのがこれからの課題になります

ね。

高橋 いま玉城さんの提案も，たぶん理屈上はそうあるべきですし，望ま

しいと思うんです。ただ現実は，行政担当者は火のついた問題からまず片づ

けてし、かなければならず，それをやっているうちに，場合によ っては思わぬ

方向に行ってみたり，それであわてて戻すというこ とはあり ますね。

都市化地域の農業水利

高橋 そういう面で見ますと，志村さんが指摘している中では都市化地域

の農業水利問題，これは至ると ころでいま火がつき始めている問題ですね。

東京や大阪の周辺だけではなくて，宏、村さんがお詳しい山形県でも起こって

いる。全国的には大都市だけでなくて中都市，小都市の周辺で，都市化の中

で農地や水利をどうするかというのは至るところで火がついている。これは

まず何か現実的に解決してし、かなくてはならないですね。この問題は今後の

農業水利問題のひとつの試金石になるんではないでし ょうか。 ここをうまく

積み重ねて，全体的に玉城さんがおっ しゃったよ うな方向へ行けばいいのか

と思えますが，志村さんどうでしょうか。

志村 実は都市化地域というのは一番むずかしい・ 一。

高矯 むずかしいからといって惰性的に任せておくわけにいかぬ でし ょ

う，行政側にしても。

志村 土地利用という問題， これはどうしても土地問題を深刻に議論しな

きゃいけませんから，私のように水しか知らない人聞があんまり論じてはい

けないわけで，本来なら土地問題の方々がそれをやるべきことですね。

高橋水を知らない人が行なっても困る…・。

志村 そうですね。その場合，都市化地域の問題とし、う場合には，ただ単

に水資源の再配分問題だけにしぼって考えてはまずい気がするんです。やっ

ぱり治水の問題があるし，地域の水制限の問題の一切があるような気がし、た

します。都市だけの問題といえば都市計画法でちゃんとやれるでしょう。農

村だけの問題といえば，農地法とか土地改良法でちゃんとやれるんですね。

だが中間地帯というのはほったらかしにされている。光を当てられない。ど

っちからもうまくやっていただけないものですから，散々な状況になってい
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る。これが都市化地域の一番の問題ですね。どうすべきか，となりますと，

さっきのコスト問題とちょ っと違うんですけれども，改めて私，従来の農業

水利組織，土地改良区というものをもういっぺん評価し直したほうがし、いん

じゃなし、かと思うのです。 つま り農業水利組織というのは，伝統的に地域の

水制御をやってきたわけで、すね。しかも，さっき玉城先生がおっしゃった農

民参加の形でやってきた。

高橋農民参加の形で，地域資源としての水利用をしてきたわけで、すね。

志村 あのへんをもう少し大事にすべきじゃないか。都市化地域でよく出

ている形は，土地改良区がだんだん弱体化してきまして，ついに自治体に身

売りする，そういうところでは，大体水制御もうまくいってないんですね。

無政府状況が出てくるわけです。ところが，土地改良区ががんばっていると

ころは，いろいろ問題もありますけれども，何とかかんとか水制御を実現し

ているということがあるんですね。都市化地域における土地改良区の役割と

いうものを，水資源再配分とかコスト問題とはち ょっ と次元を変えまして，

私ども議論しなきゃならないんじゃなし、かという気がいたしますね。大河川

の治水，これは河川管理当局がちゃんとおやりになるわけですけれど，特に

中小河川などは河川管理者と土地改良区，それに自治体が共同してやれるよ

うなシステムを考えるということが，これからの課題じゃないかという気が

しますね。

高矯 それをうまくやっていくのは大変ですね，ひじように。

中沢 いまのご指摘はまさにそのとおりで，根底には確かに水の利用と配

水，両方が絡んでいるんですよ。

高橋 そこが絡んでいるという認識がないとぱらぱらになってしまうので

はないですか。

中沢 そうそう。だけれども，そういった都市化している地域をどう固と

して扱うかといえば，河川管理者の出る幕でもないんで、す。そこが問題なん

ですね。

玉城 土地利用に関するいろいろな制度がたくさんありまして，それで線

引きやら色塗りをやるというのは，少し整理しないとどうにもならない。特

に都市近郊地域は，いまそれで弱りきっていますね。

高橋 ところが，現実には中沢さん，いまおっしゃったように河川管理者
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が出る幕でもなし、。つまり都市計画屋さんが実質上プランを立てている。

中沢 けれども，そこはたとえば農振地域がある場合もあるわけですね。

高橋 そうすると，そこは農業屋さんがやらざるを得ない。

中沢 ところが，すぐ隣りがまた都市計画法の適用地域になっている場合

もあるんです。

高橋つまり水はつながっている。

中沢 水はつながっているという場合は， お互いが手を出しかねていると

いうのが実態じゃないでしょうかね。

高橋 といって，話し合わねばならぬというシステムにもなっていないで

しょう。また，都市計画屋さんが水のことをよくわかればし、し、とし、うわけに

もいきませんね。これは制度になっているから。そこがむずかしいんです

ね，具体的にどう進めるかは。

大阪府の神安土地改良区の例

志村 一つの例を上げますと，大阪府の中にある神安土地改良区というの

が，茨木市周辺のところに 1,500ヘクタールぐらいの地区を持っているので

すが， そこの土地改良区は都市化の中でがんばっているんでですね。そし

て，たしか200～300ヘクタ ールの農用地指定地区も中に設けていますね。よ

く都市化の中でそういうものをつくり出したものだと感心しますね。

高橋 がんばっているには何か理由があるわけでしょう。

志村 実はそこの土地改良区は四つの市から成り立っているところなんで

すけれど，市から相当支援されているわけです。

高橋 四つの市がかなり理解があるということでしょうか。

志村理解があるわけですね。それで排水管理なんかも土地改良区がやる

わけなんです。土地改良区のほうから，この排水路は都市排水路になってし

まったから，自治体が管理してくださいともっていっても，今度は自治体の

ほうで，頼むから土地改良区がやって くれと，こうなるんですね。それに必

要なお金は市から出しまし ようとなる。それで土地改良区がやっている。

高橋 そこの土地改良区が，ひじように評価されているからでし ょうか。

志村 やっぱり実力があるからでしょうね。それから，それだけのことを

やっていけるところだと市民が評価しているとい うことなんでしょうね。
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高橋 だから土地改良区といっても千差万別でしょうから，そういうしっ

かりした土地改良区がこうしづ都市化地域でがんばるということが，現実に

は大事な条件かもしれませんね。

志村 そういうような気がするんですね。 ところが，大概のところでは土

地改良区は崩壊し，だめになるわけです。それが一般的な傾向といっていい

かもしれません。神安土地改良区などは理事長さんはじめ，なかなか…－。

高橋 しっかりしているというのは指導者，人間ですか，一つには。ある

いは別の自然条件でしょうか。

志村 リーダーの役割は大きいでし ょうね。

玉城 リーダーの役割と長い伝統と，それから経営の基盤ですね。事業体

の経済的基盤を凝立していたかどうかということですね。

高橋 ということは，歴代の指導者がちゃんとしていることも大事でしょ

う。経営がしっかりしているということは，さもないと都市化と ともに土地

改良区もつぶされる。

志村 それで能力がなくなると， ますますそこの市民も相手にしませんか

ら，自治体はそういう土地改良区に対して排水事業をお願いするわけにいき

ませんから，だからますますつぶれてし、く。やっぱり実力があると，自治体

もそれを大いに期待する。排水問題というのはいつでも争いが絶え間ないで、

しょう。土地改良区がやるとうまくいく，そういう面もあるわけですね。長

い伝統がありますから。ただ，そういうのを土地改良区と言ってし、いかどう

かとし寸議論は確かに起こるわけです。というのは，土地改良区は本来は農

業団体なんですから。しかも土地改良区の運営費を見ましたら，かなりが自

治体から金が出ている。もちろん農民も負担していますけれどね。

高橋 それが主体では必ずしもない。

志 村確かにもっと合理的な，都市の市民も加えたような新しい地域の水

制御システムというのを考えるべきでしょうけれども，いまのところそれが

まだないものですから，一つの蔚芽としての意味を持って，とりあえず土地

改良区がやっているというか，そういう感じがしますね。

高橋 だから，そういうのを，評価すべきですね。

玉城 評価すべきですね。

志村土地改良区の役割をあらためて見直すことが必要じゃなし、かという
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気がしますね。

河川管理の新しい諜題

玉城 それから，そういう地域的あるいは水系単位の水の管理というよう

なことを考えた場合，河川管理の問題がやっぱりあると思うんですよ。それ

と河川管理の関係はどうか。つまり，いま 1級河川がひじように多くて，政

府に管理権限があまりにも集中施策し過ぎちゃっているという問題がやっぱ

りあると思うんです。これはやはり地域に各権限を戻していくような，ある

いは管理の機能の一部を地域に戻していくようなことを伴わなければ，有効

なものにならないんじゃなし、かというふうに思うんですけれどもね。

志村 これはむずかしい課題ですね。確かにエンジニアがどんどん上に吸

い上げられてしま ったという状況はありますね。

中沢 一つには改修費等の補助制度が 1級河川の場合には有利にできてい

るというようなこともあるわけですね。ですから地元の関係者たちの要望

で， 1級河川の数がふえていったという事情があるわけです。ただ，今度の

三全総の中の定住圏構想において流域定住圏というか，流域経済圏といった

ような構想を具体化していくときに，その流域が 1級河川であるかないかと

いうことは，あまり議論の表面には出てこないと思います。私何かの雑誌に

書いた記憶があるんですけれども，昔から地域経済というのは，流域単位で

あったということは紛れもない事実だと思います。ただ，最近は経済的な面

で行政の力がかなり強くなってきて，中央集権的な傾向が強まり，昔からの

流域経済というものが，だんだん県庁なり国の方を向いてきているというこ

とがあると思います。そういう傾向がひじように強まってきた。だからこの

段階であのような形で国がはっきり流域単位の経済圏をもう一度見直そうと

しているということはひじ よう に大事なことです。

高橋 先ほど玉城さんが指摘された河川管理となりますと，利水だけでな

くて治水の問題も入ってくる し，三全総の提唱する定住圏構想の問題もあり

ますね。一方，去年河川審議会の小委員会で総合治水の提案をしましたね。

それらと絡めますと，河川管理に転換期がきていると思えます。利水 ・治水

の両面から。そういう面で，玉城さんのお言葉を借りれば，それぞれの地域

へ権限のある部分を戻すとか， 具体的には，難しい問題がありましょうが，
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方向としては，そう考えるべき時期ではなし、かと思います。総合治水という

観点で河川審議会が提案していることも，具体的に進めようとしますと，や

はり地域とい うものの重要性，あるいは権利，そうし寸 問題にならざるを得

ないと思う Jんです。中沢さんが言われたように，必然、的にああなってしまう

わけですね。

中沢 要するに，流域における川の果している機能なり役目というものを

どう評価するかということになってくるわけですけれども，それと手続問題

とはちょっと関係ないような気がするんです。手続的に言えば総合治水とい

っても，結局住民の同意を得なければ，あのような土地利用の方式だって考

えられないわけです。ですから，ああいう総合治水という考え方は，やはり

住民にいかにして土地を有効に使い，川というものを見直してもらうかとい

う発想からきているのであって，それは単に手続の問題ではなく，基本的な

思想が変わってきたということが言えると思います。

“地域”の問題と中央官庁の役割

玉城 その場合に，いまの水のみならず，すべての問題に共通に言えるこ

とだと思うんですけれど，中央官庁が権限を持ち，責任を持たなければなら

ない領域はどこまでなのかということを明白にしないと，地域の問題を正確

に位置づけることはできないんです。それがいままではできる限り，中央政

府の権限と責任の範囲を拡大してきたわけで、しょう。これが行き詰まっちゃ

ったということだと思うんですね。その中で地域がもっ と自主的に物事を解

決してく ださいという方向で，行政がし、ま大きく変わろうとしている，ある

いは政策思想、が変わろうとしているんだと思います。やっぱり河川管理の問

題も，そういう見地から位置づけ直すことが必要です。いままでのいきさつ

は確かに，地元の要求で 1級河川がふえたということはあったと思うんです

が，それはそれとして，国が責任を持たなければいけない範聞を明確にする

ことによって，地域の役割を逆に明確にしていくことが必要なんじゃないで

しょうか。

高橋つまり 1級河川になれば，それなりに地域にメリットがあるので，

それへの地域の要望が強くなる。国がそうし、う要望を入れますと，中央集権

の力をさらに強めるという結果も起こしているわけですね。
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玉城 その悪循環が続きますと，例の水害の裁判みたいな形で，すべて管

理者の責任追及になるわけですね。全部責任が政府に環元されていく 。そう

すると，住民のほうは今度は要求型になっちゃう 。何が何でも権利を主張し

要求するという形になってしまう，それはもうだめだということです。

志村 そうした場合，やっぱり l級河川を管理する工事事務所があるでし

ょう。現在それは固になっているわけでしょう。徹底的に地域中心で考えま

すと，そこの事務所の技術者はあんまり動くなと。 10年ぐらいおれというこ

とに －。（笑L、）

高橋 例の河川審議会の総合治水小委員会の委員の発言に， いま志村さん

がおっしゃった御意見を発言された方がありました。つまり，こ ういう総合

治水を発展させるためには，建設省の現場の所長さんは長く勤め，その川の

地域を深く知らなくては総合治水はできませんと，（笑い）ご指摘がありまし

たね。

水経済学を発展させるためには

高橋 最後にもとに戻りまして，玉域さんが， この本の位置づけを話され

たときに，水の経済学的アプロ ーチ，それがこの本によって定着するという

ご評価がありました。それについてご意見を伺って締めにしましょう。

踏み台というと失礼ですが，この本を踏み台にしてこういう考え方を，今

度は玉城さんのような本格的経済学者が肉づけし，再編成されると思います

けれども。要するに，志村さんの考えを発展させる条件について皆さんから

ご意見を承りたし、と思います。ということは裏返しに言いますと，この本で

不足なものは何かとい うことにもなると思います。これをさらに補い，より

発展させるにはどうしたらいし、かということです。

まず志村さんから，こういうことを本当は書きたかったとか，あるいはも

う少しこのへんの研究を進めたし、とかいうことがありましたら，まずお伺い

し，それについて，また中沢さん，玉城さんからコメントを加えて，締めに

したいと思います。

志村 先ほど水に関する経済学が定着してし、く役割を， この本が少しは果

したとい うお言葉をいただきまして感激ですが，私は経済学に寄与なんかで

きる者じゃあり ません。それこそ農業水利技術者として日ごろ考えているこ
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とを書きまして，素材を提供したというぐらいなんです。ですから穴だらけ

でありまじて，一切が完成しておりませんから，問題提起ばかりであるとい

う気持ちです。その上で私自身がもっともっとちゃんと書かなきゃならない

と思っていることを申し上げますと，さっきも出ましたけれども，水管理の

組織論というか，土地改良区論ですね。

土地改良区論への期待

志村 都市化地域だったら単なる土地改良区ではなくて，その地域の水制

御を総合的に行なえるような組織。それがどうあったらいし、のか，あるいは

水管理はどうあったらし、いのかという議論をもっと展開したいと思っていま

す。しかしそういう能力がないものですから，いまは残念ながらできてない

と言わざるを得ないんです。 実は土地改良区論というのは，意外にないんで

すね。ごく限られた先生が土地改良区の研究等の本をお出しですけれども，

土地改良区というものは，こんなに変わってきた世の中で，どうあったらい

いのか，今後どういう課題を土地改良区が担うべきであって，どういう組織

にするのがし、いのかという議論は体系的になされていないんですね。それが

ほとんどないのに私ができるはずがないということで，まず責任を逃れてい

るわけですけれども，（笑い）それが一番欠けているという気持ちなんです。

高橋 しかし，それが大事なテーマであるのにどうしてないんですかね。

むずかしいんですか，やっぱり。

志村 高度経済成長の中でもあらわになってきたわけで‘すけれど， 少なく

ともつい近年までは土地改良区というだけでそれで、十分だったし，だれもそ

れを本格的に研究しないといけないというほど，状況の変化を感じなかった

んじゃないでしょうかね。

玉城 歴史的に見ますと，水利組合とか土地改良区というのは行政補助組

織的な性格が強かった。ですから，たとえば農協みたいに独立の農業団体と

同列に扱われなかったし，本格的に研究する人がし、なかった。それから，土

地改良の研究分野には，社会科学者が少なかったわけです。話にならぬほど

少ない。ですから土地改良区の研究まで手が回らなかったというのが現実で

しょう。

高橋 水利権関連のことはずいぶん社会科学者が研究なさいました けれ
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ど，土地改良区までは手が田らなかったのは，あまりその重要性を認識して

いなかったということですか。

玉城 いわゆる学問的業績になりませんしね。（笑い）

高橋 ならぬですかね。災害の研究みたいなものですね。

玉城 それで、志村さんがし、ま言われたことが， これからの一つの重要なポ

イントだと思うんです。一つは土地改良区の研究をする場合に，土地改良区

の財務というのは何かということ，これはまだだれもやってないんです。大

体土地改良行政の中で財務処理の基準なんていうのは全然、定義されてないで

すね。ですからめちゃくちゃですよ，土地改良区の財務というのはね。

編集部 財務って経理ですか。

玉城 経理です。それがやっぱり問題でして，いろんな形で問題がありま

すけれども，いま幾つか出ている例を申し上げますと，農地転用に基づく転

用決済金を取りますね。都市近郊の改良区なんていうのは， 10億とか20億持

っているところもあるわけですね，そういうふうなお金を。それから土地改

良資産を処分する場合があります。自分の持っていた水路敷で、あるとか，施

設の用地であるとかを処分する場合があるんです。その金がまた莫大になり

ます。何十億持っているところがある。

志村 オイルダラーみたいなものですね。

玉城 これがどういうふうに運用されているかと言いますと， ごく普通に

は銀行預金，農協の預金，それから有価証券，そ ういう形でただ運用されて

いるだけなんですね。こういう土地改良区は， うっかりするとさっきの腐敗

の温床になるとい うことがあるんです。（笑い）経済団体である農協だって，

あぶく銭を抱え込むと，やはり堕落しますからね。改良区なんていうのは経

済団体じゃないですから，ひじように危険なんですね。

志村 そのお金がうまく水制御の投資に向くような，そういうシステムに

変えていったほうがいい，そういうことになるでし ょうか。

宝城 そうですね。水だけに限らないことなんですけれど，たとえば新潟

県の亀田郷の場合には，そ ういう お金を基礎にしまして，別に法人をつくっ

た。 それでその地域の開発を住民が参加しながらしていくような仕事を助成

していくとか，そういう ことに使っています。こういうのは珍しいケースで

すね。
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それからもう一つは，組合員に賦課する賦課金額が，いまひじように高く

なってきている。それは， Tことえば施設が高度化した結果で、す。それから，

昔は村の人たちの人夫で、賦役で、やっていたよ うな仕事までも全部改良区がや

らなければいけない，お金をかけてやらなければいけないということになっ

てきますから，ど うしても反当りの賦課金額が上がってし、かざるを得なし、。

その負担限度というのはやっぱりあります。という のは，特にいま米がこう

いう状態ですからね。生産調整が進められ，米価が抑制される という状態で

すから，改良区の財政的な基盤にやっぱりひじように無理が出てきます。そ

こらへんで独立の事業団体として土地改良区が健全に維持されるためには，

どうい う財政的な機構が妥当なのであるかということ，こういう問題を含め

て，土地改良区の研究をすすめなければ・・・・・ 。

水資源論を深めるには

高橋 土地改良区， 特に財務に関連した土地改良区論が大事で、あるという

ことだと思いますが， そのほかにこの本を発展させるためには・ー・ 0・。玉城さ

ん，これを経済学的に発展させるにはどう いうものを加えていったらし、し、で

すか。

玉城 19EO年代に日本で水資源論がやられた場合に，大体アメリ カの形響

をひじように強く受けたわけです。経済学的に言えば資源、配分論ですね。資

源配分論の見地からの水資源論とい うのがひじよう にはやった。経済的に最

も効率的な資源配分をど ういうふうにするかという考え方ですね。これは限

界にきてしまったわけです。そういう資源配分論だけではだめである。しか

し， 最も効率的な資源配分というのはどうしても社会的には必要だ。それと

同時にそれだけではなくて， 地域の自然と して，地域でそれを自主的に利用

し保全するシステムは一体何であるかという問題と両方出てきちゃったんで、

すね。この二つの要素がどこで結合し得るものかどうか。一つの体系として

理論化できるものかどうかということをやらなければいけないんじゃないか

という感じがしますね。

高橋 中沢さん，これをもっ と発展させていくためにはどういう研究を加

えていったらし、し、でし ょうか。何も農業水利ということに限らず水資源論と

いうか水資源計画論かも しれません。何かご注文を。この中で志村さんがー



32 

番若いですから，それをやるのはやっぱり志村さんですかね…－。（笑L、）

中沢 ちょっとご質問に対するお答えにはならない発言になりますけれ

ど，私はこの志村さんがお書きになった本の価値というのは，次のようなこ

とだと思います。

水資源論というのは，つい数年前までは書きにくいテーマではなかったか

と思うんです。というのは関係者の利害があまりにも複雑化し，対立してお

りまして，ちょっとでも水問題に触れれば反論がすぐ巻き起こってくる類の

ものだったわけで、す。ですから，つい数年前まで水資源に関して著書を出さ

れたのは高橋先生とか，さっきお話しの出た新沢先生，佐藤先生などひじよ

うに限られた方だけだったで、しょう。ところが最近は華山先生もお書きにな

っているしー・・・・・。

志村さんが今回水資源について著書を出された。そういうことで， それぞ

れの分野で水資源にかかわっている方々が，自分はこう考えるということを

率直に言い出したという事実が，ひじように評価さるべきだと思いますね。

というのは，以前はいろいろ問題があって書きにくかったことをはっきり表

現できるようになった。それだけ皆さんが，水問題を理解してきたからだと

思うからです。そういう観点からし、し、ますと，志村さんが農業水利について

主張すべきことは主張しておられるという点は，この本を評価してし、し、と思

います。ですから今後も書きにくいことであっても，農業水利とし、う観点か

ら水問題はかくあるべしともっと大胆に主張してよいのではなし、かと思いま

す。その主張を取り入れるか，取り入れないかは，それぞれ他の関係者が，

相手の主張を冷静に判断し理解して，自分の主張と調整できるかどうかとい

うだけの話であって，相手が何を主張しているかわからなければ，水問題の

進歩 ・発展はあり得ないと思います。水問題そもそもがひじように多くの人

の微妙な利害のノミランスの上に成り立っている問題ですから，どんどん主張

されるべきことは主張してしかるべしだと思し、ます。

高橋 志村さん，部分的には， この本ではまだ遠慮されているところもか

なりあるように思うんです。いま中沢さんのご激励もあったので，次にいろ

いろ書かれるときはさらに率直に，（笑い）大胆に気がねなくおっしゃれば，

もっと趣旨が活かされるかも知れませんね。 L叫、意見は，ある意味では行政

でも採用される可能性が以前より出てきたと思われます。10年前ごろは，先
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ほど中沢さんがご指摘のような状況でしたから，眼前の利害のほうが先に立

って，すぐに怪しからぬ左いうことになり勝ちでした。志村さんもこれを踏

まえて，いよいよ研究されますよう期待します。

志村 ありがとうございます。

玉城 それは河川の関係の方も，農業水利についてどんどん発言されてい

いんだと思うんです。

高橋そうですね。それがやっぱりお互いに勉強になるし，そういう雰囲

気にもなってきたし，そうすべきでしょうね。

中沢 雰酒気としてはひじようによくなってきたと思いますよ。

おわりに一言

高橋 そんなところで，志村さん，最後に何か一言。

志村 私，この本で農業水利を変換システムと言っていますね。私が言い

出したんではなくて，農業水利屋はそう考えていると思うんですけれど，変

換システムを最適なものにするというのが技術者の課題だと思うんです。こ

れまでシステムの最適解というときに，すぐ単純にコストを一番安くすると

か，そういう論理に短絡的に行き過ぎたのが高度成長期の問題だと思うんで

すね。河川もやっぱり水の変換システムなんだろうと思うんですが，先ほど

中沢さんの水系一貫管理というご指摘がございましたけれども，そういう水

系一貫管理という問題も含めて，人類がっくり出す大規模な変換システムと

いうか，そういうものの最適解とは何なのかというへんを大いに追求してい

く必要があるんじゃないか。そのへんが実は玉城先生がさっき言っておられ

た自然と人間との共存関係，そのへんにいくんだろうと思うんですけれど

も。少なくともそういう変換システムの最適解の一つの見方として，三全総

が出てきているという気がしますね。流域圏という考え方ですね。私なんか

とうてい能力ないんですけれど，河川屋さんとか，あるいは経済屋さんのへ

んから，変換システムの最適解というのはこういうものである，ただ単にコ

ストを安くするというレベルで‘はなく，こうなんだというへんを本格的に論

陣を張っていただければという気がしているわけで、す。

玉城 それは水資源論一般ではできなかったんで、すね。ですから，地域を

相対的なクローズドシステムに一応仮定することによって，初めて解を考え
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ることもできるということなんでしょうね。

高橋 それをまた解きほぐさなくては。

玉城相当複雑な……。

高橋志村さんのご説は正論だけれど，永遠の課題ですね……。そんなと

ころで，どうもありがとうございました。

（昭和53年 1月10日， 於，本郷学士会分館）
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