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慣行水利権の合理化 CI ) 

金 沢 良 雄
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今日，社会経済生活の発展に伴って，水資源の関発とその高度利用が要求されてい

る。ことに，いちじるしい都市の発展 ・経済の高度成長は，都市用水 ・工業用水の需

要を激増させている。これらの需要を充たすためには，ダム等によるあらたな水資源

の開発が必要であるが，これには，多額の費用を要し，また，開発地点等にも限界が

生じている。そこで，これらの需要を充たすためには，既存の農業用水の合理化をは

かるべきであるとの主張がなされる。農業側としても，それ自体，合理化により水の

高度利用をはかることが望ましいが，それが，同時に，他種の新規利水の需要に充て

るだけの水を生み出すものであれば，水資源全体としての利用の合理化に役立つこと

となる。ことに，近頃は，従来の農村部が，都市化，工業地化する傾向が，各所にみ

られる。このような事情のもとでは，そのかぎりで，従来の農業用水は，農業用水と

して必要がなくなるから，これを，都市用水 ・工業用水に転換するべきであるとの主

張がみられる。
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本稿ではこのような事態に着目しつつ，農業用水の伝統的な中心に位する慣行水利

権につき，まずその現行法制上の地位を概観し，ついで，その合理化の態様をあきら

かにするとともに，その問題点（主として法律的問題点）を検討することとする。

2. 慣行水利権の現行法上の地位

水利権I) とは，一般には，公水を排他的に使用する権利である。排他的である点

で，権利として保護されるに値するものであり，これにより安定した水の供給が行な

われる。

わが国では，実定法上，とくに，明白に「水利権」について，その意義や内容を定

めたものはなし、。公水の使用につき，河川法（23条）による河川の流水占用の許可に

よって水利権が与えられると解せられている。ただ，河川法でも，「権利の譲渡」に

ついて定めている34条は，「第23条から第25条までの許可に基づく権利」といい，土

地占用の許可（24条）・土石等の採取の許可（25条）とと もに，流水占用の許可（23

条）による権利の発生を予定している。

ところで，水利権の発生の地盤は，わが国であると外国であるとを間わず，水の使

用に関する人間の社会関係にあったといえるのであり，それは，水の使用を社会的に

承認させる必要に基づいて発生したものであり，その基礎は，慣行にあったといえ

る2）。わが国においても，水利権は，一般的には，慣行を基礎と しながら，関係者間

の協定紛争を通じ裁判によって確立されてきたものであり，行政的干渉は，後に発

生したので、ある。

慣行水利権といわれているものは，事実たる慣行を基礎としながら，それが権利と

しての社会的承認を得ている ものと解せられる。 ところで， このような慣行水利権

は，旧河川法（明治29年）により流水占用についての許可制一一許可水利権（18条）

が採用されるに当り，既得権としての地位が与えられた。すなわち，河川法施行規程

11条により，「許可ヲ受ケタルモノト看倣ス」こととされた。この地位は， さらに，

新河川法（昭和39年）の施行に当っても引き続き認められている（87条）。 これは，

慣行水利権は，既得権として保護されることを意味するが，また，同時に，河川法の

諸規定による規制（例えば， 34条による権利の譲渡の制限， 38条以下の水利調整，75

条の河川管理者の監督処分等）の対象となることをも意味するのである。

河川法88条（なお河川法施行法20条2項）は，「許可を受けたものとみなされる者

の届出」について定めている。したがって，慣行水利権者は，慣行水利権について，

河川管理者に届出をしなければならないこととなっている。それは， 1級河川または

2級河川の指定後， 1年以内になされ，届出事項には，流水占用の目的，占用してい

る流水の量，流水の占用条件，取水口または放水口の位置，その他流水の占用の場所，

流水の占用のための施設がふくまれている（施令48条）， しかし， この届出（とくに
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占用している流水の量）は，慣行水利権の内容を法律的に確定する効果を発生するも

のではない。もとより，立法論としては，慣行水利権を登録制にかからしめ，登録

に，権利確認の効果をもたせることも考えられよう。しかし新河川法の制定に際し

ても，そこまではできなかった。というのは，慣行水利権の内容は，量的というより

は，取水方法によって定まっているものが多く，また，その目的・内容が不明確なも

のが多いので，これを明白な形におきかえることが困難であるという事情があり，同

時に，登録制の場合にも，その内容の権利としての正当性を判断することが，きわめ

て困難であり，その判断を，裁判所でなく河川管理者に委ねることについても反対が

予想されるからであるヘ

慣行水利権は，現行河川法の下でも，「許可を受けたものとみなす」とされ， 既得

権としての保護を与えられているとはいうものの，その内容が，いかなるものである

かについては，かならずしも，あきらかではない。ことに，今日，許可水利権の内容

として最も重要な取水量については，その権利性が不明確な場合が多L、。届出のあっ

た慣行水利権のうち，取水量について届出があったものは，わずかに， 35%にすぎな

いといわれているヘしかも，その届出の取水量も，前述のように，権利性を確認さ

れるものではない。

慣行水利権の届出にかかる取水量は，一応，その権利の内容として推定されてよい

かも知れない。ところで，実際の取水量は，届出取水量よりも少ない場合が多いよう

である日。 このことは，慣行水利権の合理化の必要性に，重要な根拠を与えることと

もなりかねない。

今日，水利権の許可（流水占用の許可）は，河川の渇水流量を基準として，そのワ

グの内で行なわれ，渇水流量が，既得の水利権で利用され，なお余裕がある場合に，

新規水利権が認められるべすなわち，水利権の内容は量的に決定されるのである。

このような制度のなかで，量的に不明確な慣行水利権を位置づけることは，きわめて

困難であり，そのような慣行水利権は，そもそも，このような制度に対する整合性を

もっていないともいえよう。ここに，慣行水利権の合理化の法律制度的な基本的な困

難性があるといえよう。

3. 慣行水利権の合理化の態様とその問題点

慣行水利権の合理化は今日，各種の態様によって行なわれつつある。ここでは，そ

のうち，第1に，用水施設の近代化，とくに，取水施設の統合（合口）を通じて行な

われる慣行水利権の合理化と，第2に，農地の宅地転用等によるかんがし、面積の減少

に伴う慣行水利権の合理化とをとりあげ，それぞれについて，法律的な問題点を検討

すあ ζ ととする。
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(1）用水施設の近代化による合理化

慣行水利権の取水施設には老朽化しているものが多く，その改修が要求される場合

が多い。また，河床の低下や取水口付近の土砂の堆積などのため，取水が困難となっ

ているものも多い。このような場合に，その改修を行ない，また，いくつかの慣行水

利権にかかる取水口を統合（合口）することによって取水の合理化が行なわれる。こ

の過程を通じて，慣行水利権の合理化が行なわれる場合が多い。

このような場合，統合された取水施設による取水量が，統合にかかる各慣行水利権

の取水量の合計よりも少なくなる例がある。実際問題としては，合口市Iの各慣行水利

権の取水量は，取水困難のため名目化し，現実の取水量は，これよりも少ない場合が

多L、7）。 したがって，このような場合には，合口を通じて，慣行水利権の内容が名目

的なものから実質的なものへと合理化されることとなる。

この種の取水施設の合口および幹線水路の改修は，国営事業または都道府県営事業

として行なわれる場合には，水利権は，国（農林大臣）または都道府県（知事）が，

あらたに取得するのが通例である。取水施設の災害復旧事業が，国 ・都府県によって

行なわれる場合も同様である。この場合には，慣行水利権と，新規の許可水利権との

関係が問題となる。その主な問題点につき，つぎに述べよう。

(a）水利権の主体について

基本的には，水利権の主体たるべき者は何か， とし、う問題がある。河川法 23条で

は，「河川の流水を占用しよ うとする者は，河川管理者の許可を受けなければならな

い。」と規定しているだけであって， L、かなる流水占用者に許可を与えるかは，河川

管理者の自由裁量とされている。ところで， その場合， 水利権の主体となるべき者

は，①水を実際に使用消費する利用者か，②流水占用施設の所有者か，③流水占用施

設の管理者か，が問題となろうへそして，行政実務においては，通例は，施設の管

理者を水利権の主体とする立場がとられているようである。流水の占用は一定の施設

によって行なわれるのであるから，その施設の管理者に，水利権を与えるという こと

は妥当であろう。この場合，水利用という観点からいえば，施設の所有権は，かなら

ずしも水利権の主体たるべき要素として考えなくてもよい。また，水利権の主体を実

際に水を使用する者に限定する必要もない。

さて，以上のように考えると，取水施設の合口が国営 ・都道府県営事業と して実施

され，その合口施設が，国 ・都道府県の所有と帰し，その管理が，農林大臣あるいは

知事によって行なわれる場合は，合口施設にかかる水利権は， 農林大臣または都道府

県知事に与えられるべきこととなろう。

ところで，これらの場合には，合口 される従来の慣行水利権と合口にかかる新規の

水利権との関係が問題となる。従来の慣行水利権が放棄されること（水利権の取消処

分）を条件として，新規の水利権が与えられるならば，慣行水利権は， 取水施設の統
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合を通じて，許可水利権へと転化することとなる。行政実務においても，通例は，こ

のような取扱いがなされている。例をあげよう。

国営事業と しては，濃尾用水農業水利事業をあげることができる。

この事業は，木曽川の今渡調整池以下の河床低下のため，木津・宮田・羽島の各土

地改良区のかんがい用水が取水困難となったため，これら三用水の取水口を合口する

ことを主眼とした国営事業で、あり，昭和32年に着工， 41年に完成した。合口は，犬山

地点の濃尾用水頭首工によって行なわれた。

頭首工の所有権は，国にあり，その管理は農林省が行ない，同頭首工からの取水の

水利権は，農林大臣が取得している。その取水量最大は，毎秒 51.14ffilであり，期別

の使用水量は，つぎのとおりである。

① かんがL、期

③商代期（4月20日～ 6月20日）

⑥代掻期（ 7月1日～7月6日）

⑥成育穂ばらみ期（ 7月6日～8月29日）

12. 46ffil/ s 

51. 14ffil/ s 

49. 29ffil/ s 

⑥普通期（ 6月21日～ 6月30日， 8月30日～10月30日） 36.96ffil/s 

② 非かんがし、期 l.19ffil/ s 

合口前の各用水の慣行水利権は， 木津用水最大 23.02ffil，常時 16.99ffil, 宮田用水

31. 48ffil，羽島用水最大6.65ffil，常時3.5ffilであったといわれており，期別制はなかっ

たとされている的。 ところで，地区内の減水深調査等によって計算された最大用水量

は，毎秒 54.14ffilとなったので，これが，前記の代掻期の取水量とされ，前記のよう

な期別が設けられることとなったので－ある。したがって，総体として，合口による新

規水利権の内容は，従前の慣行水利権の内容よりも減少していることとなる。

ところで，その際，関係各土地改良区は，河川管理者（当時は，旧河川法の下での

知事）に対し，「農林省に水利権を与えられる上は， 当改良区所有に係る既得権の水

利権を取り消されても異議はありません。」との「かんがし、用水利権の取り消しにつ

いてJなる水利権取消処分に対する同意書が出されているのである。

また県営事業としては，九頭竜川水系用排水改良事業をあげることができる。

この事業は，九頭竜川水系日野川左岸の武生市，鯖江市および丹出郡朝日町にまた

がるl,097ha用排水改良事業で，福井県営で、行なわれたものである。日野川左岸のこ

の地域は，ほとんど湿田単作地帯であり，また，吉野瀬川を水源とする 422haは，河

川の渇水量が少なく，かつ，幹線用水路は，すべて用排水兼用となっており，土水路

で断面が不整形で，用水不足をきたしていた。そこで，この事業により，用水施設の

合理化を期するため， 11ヵ用水組合の取水口を合口し，一頭首工（自動化）を設置し

かっ幹線用水路の 2,900mを新設改修すると ともに，日野川に集水装置を設けた揚水

機1台を新設し，用水不足量を補給することとした。これに関連して，従来の11ヵ用
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水組合の水利権は放棄され（廃止の届出），福井県が水利権を取得した。

ところで，従来の慣行水利権の放棄については，その主体である土地改良区・用水

組合などの意思決定が必要となる。土地改良区の場合は，その意思決定は， 特別議決

の方法（土地改良法33条）によることとなる。もし放棄の意思決定が行なわれないと

すれば，農林大臣あるいは都道府県知事に水利権を与えることは，きわめて困難とな

るであろう。もっとも，農林省あるいは都道府県と土地改良区の場合は，土地改良区

の農林省あるいは都道府県に対する信頼感があることによって，農林大臣あるいは知

事による新規水利権の取得とともに土地改良区の従来の慣行水利権の放棄を行なわせ

ることも，比較的容易であるとみてよいであろう。この場合は，農林大臣あるいは都

道府県知事の水利権は，いわば， 名目化しており，実質的には，土地改良区がもって

いた慣行水利権の肩替りの機能をもっているといえよう。

なお，合口事業は，府営として行なわれたが，合口にかかる水利権は，市（町村）

に与えられる場合も考えられる。

高槻地区用水改良事業の場合をあげよう。この地区は，従来，淀川に設置されてい

る5つの樋門により取水し，かんがいしていたが，近頃，河床の低下により取水が困

難となったので，昭和44年，大阪府営事業として，樋門を統合し，揚水機場を新設す

ることにより，用水の安定を図ったものである。この事業については，河川法の関係

としては，大阪府から，土地占有許可（24条）と，工作物新築許可（26条）の申請が

出されたが，水利権の許可（23条）の申請は，高槻市が行なうことが予定されている

ようである。その理由は，①高槻市は，従来より市内の用排水事業の全額の地元負担

を行ない，本事業でも全額負担を行なっていること，②地元には現在2土地改良区

（大冠・五領）があるが，非常に弱体で常勤職員もいないこと，③揚水機場の運営・

管理費も市費で負担する予定であることなどにある。

合口事業が，水資源開発公団によって行なわれる場合は，やや，事情が異るようで

ある。

利根導水路建設事業（昭和38年～昭和43年）は，利根川水系の水資源の総合開発計

画の一環として，水資源開発公団によって行なわれたもので，同公団の建設にかかる

利板川上流部の矢木沢・下久保等の多目的ダム群による河水の放流調節，下流の利根

川河口堰により，あらたに生み出される水を，利根川中流部から取水し，東京都およ

び埼玉県の上水道用水および工業用水を導水し，併せて農業用水等の取水の安定と利

用の合理化を図ることを目的としたものである。このため，利根川からの取水施設と

して，利根大堰が設置され，武蔵野水路（荒川連絡水路）， 秋ヶ瀬取水堰（荒川取水

施設），朝霞水路（水道浄化用水路）が設置されるとともに， 農業用水の合口連絡水

路として，埼玉用水路（右岸連絡水路），巴楽用水路（左岸連絡水路）が設置された。

利根大堰からの取水量は，用途別にみるとつぎのとおりである（利根大堰等に関す
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る施設管理規程4条， 7条）。

① 農業用水（かんがし、期）

内訳

③ 利根川右岸側既存5用水 81. 50m1/ s 

（見沼代，羽生領，葛西，稲子，古利根の各用水）

⑥ 利根川左岸側既存3用水 5. 46m1/ s 

（利根加，板東，北川辺の各用水）

② 上水道用水

86. 96m1/ s 

都

県
京

玉

東

埼
16. 6m1/ s 

1. 6m1/ s 

③ 工業用水

埼玉県 1. 8m1/ s 

このうち，農業用水については，従来の各用水口を利根大堰に合口 した もの であ

り，これによって，取水の合理化が行なわれ，農業用水取水の安定が図られることと

なったといえよう。その取水量は，従前からの慣行水利権によるものとして，各用水

から主張された量が，一応，そのままの形で取り入れられている。

さて，利根大堰からの取水に関する水利権（河川法23条）についてみるに，上水道

用水と工業用水については，水資源開発公団が取得しているが10）， 農業用水について

は，それぞれの土地改良区が，従来のまま保有している。利根大堰は，公団によって

所有され，かつ，管理されているのであるが，公団は，農業用水については水利権を

取得していないのである。これは，取水施設の管理者が水利権の主体となるべきであ

るという建前からすれば，問題であろう。しかし，その背後には，各土地改良区が，

伝統的な水利権は，確保しておきたいという要求が強い。換言すれば，「自分達の水

である」との意識が強いという事情があるものとも思われる。また，水資源開発公団

は，国営あるいは都道府県営農業水利事業の場合と異なり，農業用水だけではなく

て，総合的な水供給事業を行なっているので，農業用水団体としては，これに，水利

権をもたれることに不安を感ずるとし、う事情ーもあるであろう。

(b）施設の管理について

合口により，合口された取水施設等の管理者に水利権が与えられ，合口された従来

の慣行水利権が放棄された場合にも，従来の慣行水利権者は，新規の水利権者（農林

大臣等）の管理する取水施設等から水の供給を受けることとなる。それは，両者の契

約関係に基づいて行なわれることとなるであろう。

このことは，前述の利根導水路建設事業の場合も同様である。

その場合は，農業用水の取水施設は，合口により，公団が所有し，管理するこ とと

なるのであるから，水利権者としての各土地改良区が，公団の管理する取水施設から
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の給水を確保するため，土地改良区と公団との間になんらかの契約関係がなければな

らない。この契約関係は，公団と土地改良区の問での「利根大堰等に関する施設管理

規程」についての協議という形で成立しており，公団からの施設管理規程等について

の協議が，各土地改良区宛に行なわれ，各土地改良区は，これに異存のない旨を回答

する形で協議が調っている 11）。

ところで，これらの場合，取水施設の管理については，水利権者 ・施設の管理者 ・

実際の水の使用者の間の契約関係にまかせておいてよいかどうかについては，河川管

理の立場から，問題がないわけではない。河川法では，取水施設に対する規制は，工

作物の新築等の許可（26条）によって行なわれる。しかし，この規制は工作物の建設

に関する事項を主たる対象とするものであり，その操作等管理に対する規制は，河川

法上，直接に明白な根拠がない。新河川法は，旧河川法に比べて，ダムについては，

あらたに特則（第2章第3節第3款） を設け，とくに，「ダム操作規程」（47条）など

の規定を設けている。立法論としては，取水施設についても，その操作規程等につい

ての規定を設ける必要があるのではないかと思われる。あるいは，工作物の新築等の

許可に際し，その附款として，操作等に関する条項をつけることも，河川法の運営と

して考慮、されてよいのではなし、かと思われる。

注

(1) 金沢良雄「水法」（『法律学会集』 15) 81頁以下。建設省河川研究会編 「水利

権」（『河川｜全集』 1巻） 1頁以下。鮎川幸雄『新河川法論』 184頁以下。建設省

新河川法研究会編『逐条河川法』 116頁以下ω

(2）金沢良雄前掲書82頁以下。金沢良雄「アメリカ合衆国の水利権制度」（北大

『法学政治学論集』） 168頁以下。

(3) 田中実「水利権（l)J（「建設月報J1968年 9月号） 58頁は，「河川法原案作成中

には（慣行水利権につき 筆者注）確認と失効制度が考慮されたが，農業関係

者の反対で立法されなかった。」としている。

(4) 田中実前掲「建設月報」 1969月4月号66頁。

(5) 建設省河川局「昭和42・43年度慣行水利権調査報告書」参照。

(6) 田中実前掲「建設月報」 1969年2月号53頁。

(7）建設省河川局前掲「調査報告書」参照。

(8) 田中実前掲「建設月報」 1968年11月号50頁以下。

(9) 東海農政局計画部「農業水利問題研究会現地調査資料」 9頁以下。

ω） 水資源開発公団「利根大堰等施設管理関係文書」 99頁以下。

制水資源開発公団前掲書13頁以下， 66頁以下。
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（この論文は「法学協会雑誌」 87巻6号に掲載されたものを，執筆者および法学

協会の許可を得て，ここに転載したものである）。

（成媛大学教授，法学博士）
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