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【検討会】

農業用水の保護・合理化はいかにあるべきか

【出席者】 佐 藤 俊 朗
東京農業大学教授，農博

1. 農業の水使用を規制する要因について

志村博康
東京大学助教授，農博

中川弘三郎
埼玉県企画財政部副参事

永田恵十郎
l.fil司王試験場農業経営部，農｜専

佐藤 最初は，水使用を規制する，あるいは展開する基本的な要因についての検討

をお願いするわけですが，水利用についてはいろいろな見方があって，特に農業の水

の使用は複雑な基本的要因を持っているので，これを一律的に処理することはなかな

かむずかしL、かもしれませんが，しかしある 1つの筋で、これを眺めてみると，やはり

大きなまとまりがあるので，ひとつそうしづ形での問いにしていきたいと思います。

特に，昭和30年後半ごろからの経済優先，列島改造に見られるような方向が打ち出

されてきて，農業での水利用も変貌したし，それを外圧的な形で外からの要請で進展

させるということもあったわけで‘す。そうしますと，社会構造の変化が農業構造にも

変化を及ぼすことにもなるので，そうし、う社会とのつながりで，日本の農村の構造変

化がどういう形をとって水の使用にもろもろの影響を及ぼしてきたかをお話し願いた

いと思うわけで、す。

これは，永田さんが，この中では比較的専門に農村問題，特に農業経営と水問題に

ついて勉強されていますから，その辺からお話をいただいたほうがし、いんじゃなL、か

と思うんです。

永田 この頃，土地改良事業を計画したときの計画水量と事業完了後の実際の水使

用量がくいちがう場合がよく起こっています。私がこの報告書のなかの論文で紹介し

た矢作川第2の場合などはその具体例です。

なぜ食い違ったかというと，農村の構造変動によって，村落的な水管理機能が非常
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に崩れたということ。たとえば，日曜・休日に兼業農家の田植えが集中して，勝手に

水を引くとL、う。いわば分散的な水利用が地域全体として頻発しているということ

が，第 1に挙げられると思うんです。

計画時点以後の稲作技術の進歩も，新たな水需要を発生させている。機械移植です

と，植付後の稚苗を保護するために水をたたえなければならなし、。植えるときはいっ

たん水を落として，さらに植えたあとはまた水をたたえなければならないということ

で，従来手で植えていたときよりも水は余計に要るわけです。それから田植後も 1週

間ぐらいたったら除草剤をまく。そのときも薬を拡散するために水をたたえなきゃな

らん。これを2回から3回繰り返す。こうしづ技術進歩に伴う新しい水需要の発生が

計画時点ではおりこまれないことが多い。それともう 1つは中干し，間断濯瓶技術の

普及によって，これまた当然、用水量が変わる。そういったことの総和として，計画利

水量と現況用水使用実態との講離が出てくることになっておると思うんです。

濯瓶用水量の決定というのは，水稲の消費水量を基準にして決められていると思う

んですが，この水需要が農村地域社会の構造変動なり技術の進歩によってどう変動す

るか，それをどう押えるかということが大事ではないか。その場合，田植え直後の水

稲栽培管理用水のつかみ方が，特にこれから重要じゃなし、かと思うんです。そういう

技術進歩につれて，そしてまた構造変動によってかなり無秩序な水利用が発生してい

るわけで，その意味で節水を考えなきゃなりませんが，同時に技術進歩に伴う新たな

水需要の発生ということを，農業用水としてはきちんと押さえていくことが重要にな

っていると思います。それから憂うべきことは，村落機能の崩壊によって，面的管理

を必要とする末端の水管理が，非常に粗放化して無秩序になっている。これはますま

すひどくなることが予想される。というのは，水管理のベテラン，お年寄りたちがい

たわけで、すが，これらの人々はいずれ引退しなければならないわけだが，その後継者

はきわめて乏しい状況にある。つまり，面的管理で発生する非常に複雑な要因をコン

トロールて、きたベテランがし、なくなるという点が，無秩序な水利用を発生させて，そ

れだけ水需要を増大させることになる。

いずれにしろ，もう末端の管理はまずくなり始めている。そこで土地改良区の直轄

管理が広がるわけです。明治用水では末端まで全部直轄管理することになっておりま

すし，西蒲原土地改良区でも， 42年の場合は，末端lOOha単位までは直結管理でした

が， 52年からは末端20haまでは全部直結管理になっています。そうなると， 当然、の

ことですけど，土地改良区の財政負担にはね返ってくる。したがって，一般論として

は財政上の問題から水を身売りするとL、う内的必然、性が，農業の中に出てくることが

予想されるわけです。

直轄管理になりますと，財政負担をできるだけ軽くするために，施設を更新する，

それからコンピューターシステムを取り込んで人件費を節約する，こういうことがし
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ばしば行なわれるわけですが，供給の情報はコンピューターにはインプットできるけ

ど，末端の細かし、需要の情報の把握はなかなか大変だと思うわけです。そうします

と，水のユーザーが要求する必要な水量との聞に不整合性が生じやすい。不整合性が

生ずると，ユーザーたちの水に対する自主的な関心はどうも呼び起こされにくい。と

なりますと，ますます勝手に水を使っちゃえということになるわけです。したがっ

て，今後の問題としては，私は，末端の管理組織と線である基幹施設の管理組織は仕

分けすべきではないかと思います。さっき，技術進歩によって新しく水需要が発生す

ると申し上げましたが，その点はきちんと抑えると同時に，もう 1つは，無秩序な水

利用をなくするためにも，いまの構造変動に即した新しい水利施設をつくるために

も，線と面の管理を仕分けする思想が必要で、あるし，それにふさわしい組織，水管理

システムをつくることが必要である。

佐藤農業部門内の両面にわたってのお話ですが，お話によると技術の進歩が大体

農業での水需要を増大する方向にあるということですね。逆に，農業技術の進歩が，

農業での水利用を節水的な形にするということはないのですが，やっぱり一貫して用

水が多くなるということになるのですか。

永田 多くなるんじゃないですかね。もちろん稲作技術が今後どう展開するかによ

ってかわりますけれど。

佐藤 中川さんは，水資源の開発業務をずいぶん長いことやっておられるし，もと

もとは農業土木の仕事をかなり広範にわたって手がけられておりますので，社会的な

水の位置，特に現在は埼玉県におられますので，首都圏を中心として水需要上から農

業用水を見ておられると思うんです。そうし、う場合に，これはこうなければし、かんと

いうことではなくて，こうあったらし九、んだという農業側への要請があると思うんで

す。また水利用について抜本的なお考えがあると思うんですけど，その辺についてお

話し下さい。

中川 それは，農業用水が明治以前から，河川の渇水量は全部取り尽しているとい

う現実が一番基本にあるわけです。そこで後発する都市用水，いわゆる工業用水なり

生活用水は，そのためにダムで渇水を補給して基準渇水量をかさ上げしないと水が取

れないという， 1つの過酷な条件があるわけです。それで今後は，いま非常にダムが

っくりにくくなっているということは皆さん御承知ですが，それがますますやりにく

くなっていくということで，利根川水系でも，昭和42～43年ごろにかかったダムがし、

まだに着工できないという事情がある。金を積んでもなかなかできないということが

あります。そうなった場合にそれでは毎年ふえる人口をどう賄っていくかとなると，

勢いやはり膨大な農業用水がどう使われておるかという方に関心が向くわけです。そ

こで，非常に内容が不明確な慣行水利権を何とか明確にして，有効利用できないもの

かとし、う議論に結びついてくると思います。
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その次に出てくる問題は，よく言われるように，目的ごとの重要度はどうかという

議論になってくるんですが，これは最近出たばかりのテーマで，議論がなかなか整理

されていないと思うんです。ただ，昭和47,48年に，オリンピック以来の初めての潟

水の洗礼を受けたんで、すが，そのときは一律に 1割減水しようと。利根大堰から下流

は農業用水も工業用水も都市用水も 1割の節水を行ない，さらに渇水が深刻になっ

て，それからもう少し頑張って 2割節水をやろうということで，一律にやった経緯が

あるんです。いまはその程度のことしか言えないんですけどね。

佐藤 ダムの問題ですが，ダムが非常にっくりにくくなったというお話があります

ね。大きな機能をもっダムができにくくなったということなんでしょうね。そうする

とこれは，そうし、う代替用水は農業側に求めるという方向に行くわけですか。

中川 すぐにはそうは結びつかないと思います。わが国の水資源開発の主流は建設

省（河川局〕にあります。そこには治水とL、う任務もあり，その面からもダムをつく

らざるをえないということもあって，やはり必死になってダムをつくると思います。

いろいろなことをお聞きしてもダムの開発コストが一番安レわけです。たとえば渡良

瀬調整池とか，荒川緊急高度化水利用事業といって荒川の中流部に調整池をつくるよ

うなことをしてますが，効率的にはやはりダムが一番L、L、ということでしょうね。

永田 ダムの話で言い落としたことがあります。ダム容量は，計画用水量が編み込

まれていると思うんですが，新しい水需要が発生したときの供給は，ダムの回転との

関係でかなり妙な形になるんじゃないか。将来の農業用水自体の需要予想をどうする

かは至難の技だけれども，ダムをふくむ広域利水体系ができたときには，どうしても

その辺のところ，つまり技術進歩による用水の利用増を抑えざるを得ないし，また抑

える方法を発見しなきゃいけないんじゃないか。

中川 その辺も実は私の報告書で触れておるわけですが，ちょっと結論が出ないん

です。たとえば，利根川水系では，これから 195トンの水を生み出して何とか間に合

わせなきゃし、かんということになっています。そのうち 160トンはあてがついている

けど，あとの35トンはあてがついてないのです。その中で，おくればせながら一生懸

命ダムを開発して人間に水を飲ませているわけです。そういう情勢の中で，たとえば

農業構造の変化によって，それで水が要りますから分けてくださいとし、う主張が通る

かどうかということなんです。その辺は私，通るとか通らんとかL、う結論はここに書

けなかったんで、すが，かなりむずかしい問題じゃなし、かという気がします。

永図 農業技術の進歩によって水がふえますというのは，社会的に承認されます

か。

中川 それもどうですかね。だって人聞に飲ませる水の開発がおくれている現実が

あるわけです。一方，その 195トンの中には，農業用水自体の溝造改善事業に伴う水

の需要が入っていますので，それに上乗せをして横からそういうものをよこせという
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議論を出したときに，うまくいくかどうか。これはきわめて疑問でしょう。

佐藤 志村さん，そういうふうに水が大変逼迫した状態で，しかも農業側も技術の

進歩によってかなり水の需要が増量すると，そういう中における水需要と供給・水源

問題，つまり，使うほうとつくるほうの接点というか，この問題の処理がきわめて大

きなことになってきますが……。

志村 大変むずかしい課題なんですが，先ほど永田先生の出された議論は，農業内

部で水を新たに要求する動きが避けがたく出てくるという話ですね。これは十分尊重

しなきゃならないし，そういうものがあるということを踏まえなきゃならないと思う

んです。そういう一連の農業技術の発展，農業構造の変化に対応した農業の新たな水

需要をどう満たしていくかということについて議論をしなきゃならないことは踏まえ

なきゃならないんです。 と同時に先ほどから中川さんから御指摘があったように，水

資源の逼迫という深刻な事態も踏まえておかなきゃならないと思うんですね。

水資源逼迫の深刻な事態についての話は中川さんからありましたから，私がもう説

明する必要はないんですが，ちょっと中川さんのお話につけ加えさせていただきます

と，水資源の逼迫と同時に，ものすごく水資源開発コストが上がってきているという

ことですね。コスト上昇というのは，どうしても考えておかなきゃいけないような気

がするんです。そういうコスト上昇が現実に出ているときに，永田先生のおっしゃる

農業側の新しい水需要というものがあるのですが，水資源開発コストが上昇している

その状況で，新規の水を使い得るだけの農業生産になっているかどうかとし、う問題が

あります。たとえば，土曜，日曜にピークが出るとし、う場合に，新規利水として，水

源手当を農業の側が自らし得るだろうかということです。現在の状況のもとでは非常

にまだむずかしい。これは水資源逼迫に加えてコスト的な面で，農業側が要求するの

はつらい立場であるということです。そういう意味では，既存の農業水利権の内部

で，新しい水需要にもこたえていくということをやっていかなければならないわけで

す。新規にダムをつくって水を得ょうということは，まず無理ですから，現在ある燥

業水利権内部で何とかして，もし余っているところがあるならそれをもらうとか，あ

るいは現在の農業水利権内部でうまく運用して，新規の農業用水需要を農業の内部で

うまく処理していくということが考えられないといけませんね。

と同時に大変厳しいのは，先ほど中川さんからも御指摘があったように，都市側が

農業用水を要求していますから， 時代の流れとしてこの農業用水の転用というのは特

に大都市地域ではもう避けがたい。これは言わざるを得なし、わけです。実際，この水

資源開発コストの上昇に伴って転用の事実上の価格もついて，転用に当たっては相当

資本が動くということも事実として出てきてますし，農業用水側でも，先ほど永田先

生のお話にあったように，転用を通じて新しい施設投資をしようという動きが出てき

ていますから，そうし、う都市側からの要求で農業水利権を減らしていくということも
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事実として進行せざるを得ない。一方，農業内部でも新しい技術革新の中で水の要求

が出てくるとしみわけで，水問題も大変重要な課題になっていくわけです。

そういうように，農業用水というものは内からも外からも効率的な水利用を要求さ

れていることは明らかなので，これまでのように水というのは自然に流れてきて，使

ったあとは流すだけだということではなくて，水と施設あるいは資本との代替性とい

うことを相当議論しなきゃならないときに来たんじゃないかという気がするんです。

これまでの農業経営学の学問体系では，水というものは与件と してあるんです。水

を農業経営の中でどううまく運用するかという論理はなくていいんです。たとえば，

農業経営学の立場が出てくる生産関数とし、う概念の中には，水が入ってこないんで

す。ところが，これからは水が重視されなきゃならないし，水をふやす，あるいは減

らすことによって必要となる資本の増減，施設の増減，そういうことを相当議論しな

きゃならないようになってきているんじゃないか。それはいま個々の農家と共に土地

改良区の課題です。土地改良区は，これまで，与えられた水利権の範囲内で農家への

サーピスを最大限にするということで土地改良区の運営を考えておればよかったわけ

ですが，内外から水の要求が出てくる段階においては，相当の施設投資を行なって水

を有効に使っていくことが，どうしても要求されると思うんです。そういう土地改良

区運営がどうしても必要になってくる。

そうだといたしますと，水使用の分析，実態をとらえるとし、う調査に当たっては，

たとえば等量のサーピスを土地改良区が実現していくとしたときに，水を減少した場

合にどれだけの資本投下をしなきゃならないか，施設投資をしなきゃならないか。そ

ういう等量サービスのもとでの施設投資と水との量的な関係というものが，やはり克

明に描かれる必要があるんじゃなかろうか。そういうことが要求される段階に来たん

じゃなかろうか。そういうことはいままで全然やられてこなかったんですが，今後の

水使用調査にはそういうものが要求されてくるんじゃなかろうか，そういう気がする

わけです。

佐藤 これは大変むずかしい話ですね。農業用水が内部問題と しても増量するし，

外部からは抑圧されて転用を迫られるし，そうし、う条件の中にあって，いま土地改良

区の問題がお話にありましたが，従来のような土地改良区では，とてもこのような大

問題は処理できないのではないでしょうか。そうなるとこの土地改良区の問題はよほ

ど内容について充実した，しかも新しいものが含まれてこないと，どうも機能的にこ

れを処理してゆくことがむずかしいような気がするんです。これから水についての調

査をする場合にはこういう問題を踏まえて行なわれなければいけないということにな

るのですが，もともと日本では水は自然物として見ていたわけでしょう。だから農業

経営学の内部においても統計上水が生産のための主たる要因にもあげられなかったわ

けです。しかし，そこでの生産関係の中心は，日本の農業の場合は米であるし，水は
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入ってこないが米は中心課題だと，そういうものになっていたわけですが，いまお話

のように両方から圧迫されてくると，これを何とかコントローんする機関，土地改良

区か何かわかりませんが，つまりそういう組織体ですね。おそらく，いまの土地改良

区では，そういうことを言ってもとても無理だと思うんですよ。先ほどの新潟県西蒲

原土地改良区は試験的にやっているのかどうか…一。

永田 いや，本格的にやってます。

佐藤本格的という意味は全面的にということじゃなくて，一部ということ。

永田 20 ha以上のところまでは全部直轄管理する。 20ha以下は直轄管理から外し

てますけど。

佐藤 そういう問題があります。明治用水の話もありましたが，永田さんが前に大

変精力的に調査されたため池地帯などは， 20haどころではなくて， 最末端まで，非

常に厳格な形での水管理が行なわれているわけですね。しかし一方で、は，そういう厳

格な水管理組織が荒廃してくるわけでしょう。また一方で、はそういう新しい気運が起

こってくる。非常に重複というか，乱れた形が， 1つの組織をつくる前のような形で

出ているわけでしょ う。やっぱり将来は水管理の体制が一番肝心になると思うんです

よ。限られたものについての問題ですから。その中で従来非常に厳しく行なわれてい

たところが，徐々にゆるく変形をとってくる。さらに，反面ではそれほどではなかっ

たところに厳しい形がとれるようになって，この接点が，いまの社会だと思うんで

す。しかし，これはわれわれは自然に任せておいたんではいけないわけで、す。そうす

ると，われわれはそれをどうし、う形に方向づけてやるかとし寸大変な義務があるわけ

です。これは高い規点から……。

志村 実は先ほど永田先生から，水管理の大きな問題として，従来，面的な水の配

分をうまく実現するには古老の大きなカがあった。その古老がもう生理的後退期に入

ってきて，深刻な事態であるというお話があったんで、すけれども，確かに今後とも人

間による面的な水配分の適正化を大いにやらなきゃならないわけですから，有能な人

材を育てていかなきゃなりませんが，従来の，特定の人の勘あるいは経験に頼ってう

まくやるだけでは，やはり済まされないと思います。どうしても相当の施設投資を行

なって水の有効利用が図れる，そうし、う農業に変わってし、かざるを得ない。それには

相当の資本が要りますから，その資本がどこから出てくるかですが，1つには，従来

からの土地改良制度に基づく公共機関からの公共投資，これが積極化される必要があ

るということは当然なわけですが，加えて，水自身が相当の経済的価値を持ってきて

おりますから，その経済的価値をうまく運用していくということは， やは り農業側で

もしていかざるを得ないだろう。そうやって資本形成を促しながら，その資本形成を

地域の水制御の社会資本へうまく運用していくということが，相当要求されてくると

思うんです。
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その場合に非常にむずかしい問題は，大体都市化して水制御が崩壊しているような

ところでは，逆に個別的な所有意識が進行して， 水も売れるなら売ろうじゃないか，

その金は個人でいただこうじゃなし、かという論理が出てこなし、とも限らないわけで

す。もし，土地改良区に形成されるであろ う資本が，分解されて個々の農家のところ

へ行くようになってしまったら，都市化地域の土地問題と同じことを繰り返すことに

なると思うんですね。そういうことのないように，水についてはしておく必要がある

んじゃないか。土地改良区がしっかりと水を管理するということを，いまから制度的

に準備しなきゃならないし，そういうことを十分保障していけるような調査ですね。

現実に土地改良区の資産とか資本とかが， うまく管理されているか否かという調査も

相当進めていって，今後さらに土地改良区がきちんとそういうものを管理していくと

きには，どういう手立てが必要なのかとし、う調査が，相当行なわれる必要があるんじ

ゃないかという気がしているわけです。

永田 最初に言いました農業用水の新たな需要増には2つの側面がある。 1つは技

術進歩に若づく需要増，もう lつは管理体制の粗放化に伴う無秩序な水利用， 2つあ

るわけです。そう しますと，技術進歩による農業用水の需要増が社会的に承認されな

いとするならば，これは志村さんも言ったように，無秩序な組放な管理に基づく水の

ロスを適正な管理をすることによって水需要増にこたえていくという考え方が 1つ出

てくると思うんです。そうしますと，当然、それにふさわしい管理組織，末端の面を管

理する管理組織をどう考えたらいいかとし、う課題が lつ出てくると思L、ます。

中川 それは具体的には，たとえば利根川水系で農地が都市化で、大規模につぶれつ

つあるわけです。そこで農業用水合理化が進展して，それによってすぐ都市用水を出

すことになっていますけど，それを別の新しい農業需要に回すという ことを制度的に

やっていけば，非常にスムースになるんじゃなし、かという気がします。

永田 その 1つの芽というのは，中川さんも御存じだと思うんですけど，荒川右岸

の川越の伊佐沼の土地改良区，農協，普及所，市役所などで組織をつくって合理的な

水の使い方をしている。それから埼玉の花園のやり方や前橋の木瀬農協の事例なども

そうなんです。中身はいろいろ違いますけど，非常に合理的な水利用を農業内部でつ

くっていくような動きが出てきているわけで，そういった動きをきちんと抑えなが

ら，今後の末端における面的管理の組織の内容構造を考える必要があるんじゃなし、か

と思う。

それからもう lつは，さっき志村さんがおっしゃったコスト上昇ですね。生産力水

準から見て，おそらく水源手当はできないであろうということなんですけど，これ

は，にわかに結論も出しがたい問題じゃなL、かと思うんです。これは吟味すべき問題

があると思うんです。私， 報告書の中にも書いたんで、すけど， 営農集団というのは，

大体20～30haぐらいを単位にして，その地域の水利用なり土地利用を掌復している。
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事実そのような事例が出てきているわけで，それは当然生産性が高いわけです。した

がってそういった営農集団が，従来の小農的な経営にかわる水利用主体としてあらわ

れたときの生産性を吟味してみる必要はあるんじゃないか。いまにわかに結論は出し

がたいんだけど，そういう課題としてあるんじゃなし、かと思うんです。

3番目は，農業用水の新規需要の社会的承認がなかなか得られにくいということ

は，農業用水自体が公共的性格を持ってきているということですね。もと もと農業用

水は，佐藤さんが言っているように地域用水とL、う性格を持っておるわけで，社会的

分業が発達していない前は，その地域の中の農業だけじゃなくて，すべての産業と地

域住民の生活に水を供給するものであったはずです。それが，資本主義の発達の中で

分化してきたんだけれども，いまの情勢から考えると単に昔のような地域用水に復帰

するというんじゃなくて，新しい意味での地域用水に昇格させていくという考え方が

必要なんじゃなし、かと思うんです。そうしますと，末端の管理組織を新しく形成する

と同時に，線的管理をする基幹部分についても，そういった地域用水の性格を保証す

るにふさわしい管理組織がもう 1つ必要であると思うんです。

志村 いま先生が言っている面的管理というのは，圃場レベルの管理という意味で

すね。

永 田そ うです。

志村 圃場レベルの管理は農家経営の課題であって， 農家の方々がやる。その関場

に対して水を適切に配分していくような水配分管理は，土地改良区あるいは何らかの

組織がやるということなんで、しょうね。実際そう L、う土地改良区あるいは何らかの組

織が今後とも適切なサービスを行なっていくためには，いろんなことがあるような気

がするんですね。都市化地域の中で水制御様式の崩壊が進行してます。都市排水とか

地域の水制御への社会資本投資は自治体がやればよろしいという声をよく聞くんです

が，どうも地域の水問題には自治体は弱いようです。強いのは土地改良区なんです。

というのは，もう大体複雑な水問題に率先して当たるために生まれてきたのが土地改

良区ですから。機械的に自治体にそうし、う水制御の責任を担うということではなくて

雨水の表面流出水の排水問題とか，港海用水の配分問題とか，地下水のコントロール

問題も含めて，地域の水制御の全体を新たな意味で管理する組織として土地改良区が

しっかりと再生していくということが，大きな制度上の課題じゃなかろうかという気

がするんです。

永田 しかも lつの経済団体として。さっきおっしゃった資本形成からみても，経

済団体としての性格，資格を法的にも備えなければまずい。それは亀田郷土地改良区

が， {9ljの資産をどう使うかということで結局亀田地域経済センターというものを別に

つくって，そこに支出するということになりましたけど，あれは，地域用水管理の l

つの性格を亀田郷土地改良区が持ち始めたし，また持Tこなきゃならんということであ
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あいうことをやったと思うんですが，これは今後の方向を示す意味では大変貴重な 1

つの事例だと思うんです。

佐藤 いろいろお話があるわけですが，これは次の問題にも関係してくるわけで

す。いままでの土地改良事業とか水利事業とかが，そういう一連の流れの中で組み立

てられて，施設の更新とか，新しいタイプの施設を生み出す，あるいは管理様式もそ

ういう形に徐々に進んでくる。そういう方向性をとうてきたわけで、すが，しかしある

一時期をとってみると，いまのような問題を想定しての施設の更新なり，新たなタイ

プの導入ではなくて，農業部内におけるむしろ自由化の方向を施設をしてとらしめ

る。中川さんは，ずいぶん以前から農林省でいろいろな水利事業を担当されているわ

けですが，私は，そういうことがある時期ずっと続いたんじゃないかと思います。つ

まり，農業側での個別的水利用が可能な施設をつくること。こういうことが，近代農

業水利の 1つの支柱であった時期があったに違いないわけですよ。

中川 それはどういうことですか。たとえば末端農家が自由に気ままに使うような

水利組織ですか。

佐藤十分な渇水量を積み上げして，水不足を来たさない状態に，農業用の水需要

を到達させようとする。そういう発想がかなり強くあって，水利事業というのは展開

したと思うんです。そうすると，社会は大変におもしろいもので，そうし、う状態を一

度つくってしまうと，今度は本当に精農的な形でなくて，かなり潤沢な水がそこにあ

るという方向が打ち出されるわけです。いま非常に兼業が盛んになった事態を考えて

みると，農業経営の側からは，省力化の手段として「掛流」濯瀬をする。たとえば，

用排水分離のような形がつくられて「掛流」漉瓶が可能であるということになる。農

業側の水需要量が増加する傾向が出てくる。以前はそう L、う状態がなくて，たとえば

「回越」濯瓶をやらなければならない地域では，そういう中で規制されていたわけで

す。一面においては，かなり次元の高い異なった形を生んで‘やって，しかもそれは農

民の自覚のもとにやらなければならなかったんだが，残念ながら社会の体制がかなり

変わってしまって，そういうことでなくてもやっていけるという条件を生んだ一面が

あると思うんです。いま，社会における水需要の増大と農業での水利用の増大という

両面から，水利の形態を管理組織の問題まで含めていろいろ考えなけれぽならない状

態になっているわけです。この辺を，一時代前の農業水利合理化事業と，これからわ

れわれがやってし、かなければならない事業とのつなぎがなければいけないでしょう。

志村 確かにいまのはおもしろい御指摘だったですね。昭和30年代の 1つの農業水

利合理化事業というのは，農業内部における古い水利慣行をなくせるように水源手当

を十分にするとか，用排分離を実現するとか，個別的水利用を実現するとか，そうい

うことがもう基本だったわけで、す。現在の時点はそれとかなり性格が違ってきてい

る。むしろ水はもう経済財としてはっきり出てきているから，その経済財としてうま
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く運用しなきゃならないということがあります。そして水資源逼迫時代にこたえてい

く。確かにこれは大きく変わってきているというのは事実ですけどね。その場合，さ

っき先生がおっしゃった「田越濯瓶」の問題ですね。「田越港紙j というのは， 昭和

30年代ぐらいを思い浮かべてみますと，あれは個別的水利用を否定しておりますか

ら，集団的な共同体的規制lを地域に謀してしまうきらいがあるのでそういう 「回越濯

減Jをやめて用排分離にしていくということが方向だったわけです。それが水の使用

量の増加につながることが，ある程度あるわけです。

では，いまの時点で「田越港紙」があらためて見直されるべきであるかとな ります

と，確かに節水ができるし，地域農業の組織化ができて地域全体としてうまく農業が

やっていけるというところでは，「田越潅瓶」も 1つの方法で， 有効でしょうけれど

も，やっぱり一番の課題は，私は農業排水の再利用じゃないかとし、う気がするんで

す。ただし，農業用水をまたもとに戻して利用するとなると，下流側との問題があり

ますから，明らかに下流側の水利権となっている農業排水に関しては，簡単に手を出

すことはできませんけど，一体，ある特定の農業地域がどのように排水をしているの

か， Tこだ，どんどん平気で下流に流してしまっているものなのか，あるいはそれを再

利用する方向に動こうとしているのか，また再利用可能の状態にあるのか，その辺

は，今後の 1つの水利用の調査課題ではなかろうかという気が確かにいたします。

今後の方向としては，水はもう高い値段がつくものですから，排水の再利用を，積

極的に農業側が内部からも提起すべきじゃなL、かと思うんです。ただ，そのときに非

常にむずかしいのは，下流との関連です。あとに出てくる用水ブロック等の調整の問

題にも関連してくるわけですけれども。そう L、う下流との厳しい関係があるというこ

とを踏まえながらも，用排水の再利用をするには当然、お金がかかるわけですが，お金

を出してもそれをやったほうが得だという水の経済的価値になりつつあるということ

じゃなかろうかという気力、、たします。

佐藤 中川さん，用水のブロック間の調整ということなんですが，調整の前に，ブ

ロック聞の水利用について，志村さんが用水と排水との関係で問題を出されたわけで

す。埼玉ではいろいろな形で，非常に古い時代にそうし、う有機的なつながりを持って

いる。そういう地域があるわけですが，いまはそういう地域内にもかなりパイプライ

ンによって水を配るという形が入りつつあるわけでしょう。そうしますと，全体とし

て，そういうところでの農業内部の水利用は，いまち工うど手法の異なった両方を踏

まえているわけでしェう。重要な時期だと思うのですが，その事情はあまりよくわか

らないんです。一般的な事情としてはいまどんな時点にありますか。

中川 たとえば埼玉というのは，御承知のように，徳川時代から内部の反復利用が

完成されたところです。ところがいまその反復が崩壊しているのは， 1つは，非常に

都市のスプロールがありまして，至るところで都市下水が農業排水の中に入り込んで
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水質的になかなか思わしくない，使えなくなっているということです。だから水利系

統的には使えるんですけど，質的に使えないということです。それをどうするかは，

ちょっとやそっとでは，下水のネットワークでもつくらん限り，できない問題なんで

す。その点で，非常に水資源的にマイナスの現象が起きています。

たとえば利根川を例にあげてみても，岩本で取水したり坂東大堰でとったものが利

根大堰の上流へ出てきて，それを利根大堰でとるんですが，そこでもうすでに水が汚

れてます。だからそうし、う水系一貫の反復をするのであれば，やはり水をあまり汚さ

ないで使ってゆくという前提が必要でしょうね。

佐藤 そういう自然を利用したた反復の形態が大変むす．かしくなっている。つまり

スプロール化だとか，複合化の影響で，地域の性質が以前とは大きく変化してしまっ

た。水質的にも水量的にも非常にぐあいが悪い形をとるようになって，その結果が農

業側の用水防衛ということも一面にあったかもしれませんし，一面では用水量を規制

できるという要因もあったかもしれないんですが，パイプライ ンによる方向が打ち出

されている。

中川 ノミイプラインというのは，それと違って，私どものねらったのは， lつの土

地改良区の中の上流，下流の関係で，下流の水利用についての心理的な不安感をなく

したという点で非常に便利だったわけです。というのは，ひねれば上流も下流も同じ

ように水が確保されているという安心感があるわけでしょう。

永回 ところがそういうメリッ トがあったと同時に，反面では，いまのように兼業

者等がふえてくると，いつでも水が出ると，ちょっとひねって…－－。

中川 それはパイプラインシステムでなくて，オープンチャンネルでも兼業農家の

水稲栽培への参入というのは，御存知のようにとにかく農業機械の普及によって非常

に入ってきておるわけですね。それで荒川中流部なんかは，しろかき期のピークが非

常に大きく出まして，二瀬ダムに非常に負担をかけているという ケースは出てます。

それで，それに関連して私がちょっと申し上げたいのは，農業用水の実態を，本当

にまじめな農業用水と不まじめというとおかしいですけど（笑しつ，自分の土地保有の

ためにいわゆる見かけ上の農業形態をとっているのに対して，いわゆるまじめな農業

と同じようにトン60円もする貴重な水資源を優先的に分けるだけの価値があるかどう

かということは，やはり日本全体の米の生産をどうしたらいし、かという大きな戦略的

な見方からもういっぺん考えてみる必要があるんじゃなし、かという気がするんです。

というのは，水資源の問題が起きているというのは都市近郊の大河川の流域です。そ

こには必ずそうし、う問題が一緒にまじっておるわけです。

永田 これからの調査の中に，いま中川さんが言われた長がわかるようなものを織

り込んでもらったら，これからの農業用水の方向を考える上で貴重なデータになると

思うんです。
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志村水はいままで商品となってなかったわけですけど，やっぱり水をめぐっても

ある種の競争的緊張が全域に広がってL、く。地域，地域が独立していればそれでもう

水争いはないということじゃなくて，やっぱり水を通じて競争が成立する方向がだん

だん出てくるんじゃないでしょうかね。そういう中で，自然、に経済的に淘汰されてい

くとし、し、ますかね。

永田 ぼくはいまの議論の中でちょっと異論があるんですけど，水価格論は必要だ

い水市場論も必要だとは思L、ますけど，そうし、う価格論，流通論の次元だけで水問

題を論じていいのかとL、う疑問があるんです。宏、村さんがさっき農業経営学での水の

とらえ方の問題を指摘したけれど，つまり水なるものは lつの与件としてしか考えて

いないということ。これは計量派の場合でも構造派の場合でも同じだったと思いま

す。しかし，そういういままでの研究の弱点を克服していくには，水市場論，ないし

は水価格論からの接近も必要だけれども，と同時に，生産力論の面からきちんと押え

ていく必要があるんじゃなし、かと思うんです。単なる価格競争だけですと，弱体なる

小農の水利用は，他産業との関係で消滅せざるを得ないということになっちゃうわけ

で，問題は，むしろ価格問題あるいは水の商品としての流通等々になじみやすい体質

を持った経営体というもの，新しい水利用主体というものが，いまの日本の構造変動

の中でどのように展望できるのかどうか。展望できるとすればそれは具体的にはどう

いう事実で存在しているかという観点からの議論が必要ではないかと思うんです。ぼ

くはそういった新しい水利用主体は，すでにあると思うんです。それは価絡を意識し

ているわけじゃないけれども，自分たちの集団の生産を上げるために，非常に合理的

な土地と水の使い方をしているわけです。機械をうまく動かすためには，あちこち移

動したらロスがあるから，水上からだんだん水の流れに沿って機械を動かしていくよ

うにする。そうしますと，機械の効果的な利用に沿って水田をしろかきするわけです

から，水管理も個別にするんじゃなくて，その集団のオベレータが鐘るという形の動

きがあるわけです。そういう観点からの問題接近も欠かせないと思うんです。「まじ

めなところ」と言ったのは，実はそういうところがありますよ，ということなんです。

佐藤 永田さん，経営のほうでは，たとえば請負耕作だとか，協同経営者とか耕作

についてはかなり前からいろいろな形が出てきていますよね。ところが末端の水田に

至るまで，特別なものは別ですよ。加古川台地のため池みたいなものは，ああいうも

のの他に，新しく最末端まで水管理組織をいままでと異なった形で形成した，そうい

う事例はないでしょうか。

永田 それは報告書の論文でも書いておきましたけど，さっき言った前橋の木瀬の

女屋とし、う集落， ここの水田は20haですけど， 36戸の人たちが機械化集団を構成し

ている。これは兼業農家が8名の専門農家のオベレータに米と麦の作業の大部分を預

けるわけです。そうしますと，この 8名のオベレータたちはこの20haの田んぼをど
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ううまくこなしていくかということを考えるわけです。そこで，さっきも言ったよう

に，水上からだんだんと機械を動かしたほうが，一番機械の能率が上がる。米と麦の

作業がかさなるピークを切り抜ける上で非常に有効である。そうしますと，作業時期

が水上と水下とでおくれますから，米と麦の品種の決定もオベレータたちがした方が

よいということで，構成員の合意に基づいて全部やる。

佐藤全体の 1年を通じた水管理も・・

永田 しろかき水の管理はオベレータがやります。養い水は各個人がやる。その辺

がまだ問題なんですけど，しかし，少なくともしろかき水については集団がにぎって

いる。これは，昔の村のシステムじゃなくて，集団が水管理主体として登場し始めて

いるということになるわけです。しかも結果として，非常に合理的な，秩序立った，

しかも高い生産力と結びつく水利用をつくりだしている。

2. 流域の水利用調整の課題について

佐藤 水の使用についての基本問題をずいぶん論じてもらいましたが，次にブロッ

ク間の調整をどう行なうべきかという問題を考えたし、。さっきもちょっとこの問題に

入ったわけで、すが，非常に率直な形で各用水のブロック聞の調整がたとえば全地区，

これはパイプラインはそういうことではなかったということもあるし，あるいはそう

だったという地区もあると思うんですが，パイプラインにしたら，このブロック問の

調整はもう必要ないのかという問題があると思うんです。日本全地区がこうし、うパイ

プラインに達することはなかなかむずかしし、かもしらんが，逆に，近代的な一番先端

を行なっている排水組織を土台にして，一体ブロック聞の用水調整はどういう形が全

体的に見て最も妥当な方向なんだということを，ひとつ論議してもらいたいんです。

中川 それでち工っとお聞きしたいんですが，「プロック問の調整」という意味を

どういうぐあいに考えて言われているのでしょうか。たとえば，渇水に当たってどう

いうぐあいにブロック間を調整するかという問題なのか，また， Tことえば，新規の農

業用水需要が算入していくときに古いものとどう調整する，そういうことをおっしゃ

っているわけですか。

佐藤 ここでは地域の問題としてです。同一水系内に幾つかの地域があって基本的

には上・下流とか新・古田とか，そう L、う地域聞の対立になって農業部門内での水利

問題が起きているわけです。こういうものの調整が，これまでの農業用水を処理する

上においては非常に重要な位置を占めているわけです。これらの解決こそ，前時代の

農業用水，農業水利の本当の中心課題だったわけです。現在起こりつつある農業用水

の問題は内部にそのような問題をもちながら，ほかの産業がこの中に入ってきますか

ら，さらにむずかしさが加わることになるんですが，これをひとつ。

志村 1つ私は問題提起をしますが，これまでは，確かに佐藤先生のおっしゃいま
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したように，資本主義が入ってくる以前の水系というのは水争いを深刻にしたとは言

いながら，農業用水同土で、相互に協力し合うものがあるんです。慣行水利権というの

は紛争ばかりあるみたいに言われるんですけど，本当に協力し合うという側面が強い

んです。排水をちゃんと下流に出してまた使っているとか。そこの水系内部における

用水の相互協力関係を規定したのが水利慣行だと言ってし、し、ような気がするんです。

ところが河川法ができて，河川管理者が水利権をしっかり把握して，しかも今日の

ように都市の水需要が大きくなってきて，水利権の規制が厳しくなってまいります

と，ますます許可水利権への移行が進行しているわけですが，その許可水利権の移行

の中で，従来の農業用水の上流と下流とのつながりがだんだん切られていくんです。

というのは，慣行水利権というのは，個別の取水量を規制することよりも，上流と下

流の水需要の関係を規定しているんです。現在の許可水利権というのは，取入口で何

トンとか，あとは知らんとし、う性格ですから，そこで河川管理者によって農業用水は

どちらかというと完全に分断されて，上下流の連携なんでいうのは，どうでもし、L、ぐ

らいの 2次的なものになってし、くわけです。そういう時点で，今日農業用水合理化が

出てきているわけですけど，そういうときに 1つ考えさせられる問題としては，先ほ

ど御議論にもあったわけで‘すが，農業用水同士で余った水を必要なところに配ると

か，農業用水同土で相互に協力し合うことはできないかということですね。ところが

現実の農業用水の合理化ではなかなかそうはし、かないんです。というのは，合理化す

るというときは，水はやっぱり経済財になってますから，一方の農業用水としては高

く売りたいわけです。しかし，他方の農業用水は高い水を買えなし、。だからなかなか

うまくいかないということがある。ですから，農業用水同士でやったり，もらったり

ということにはなりにくい面がある。それじゃ，それを放っておいていいのかとなっ

てくるわけですが，最近の情勢は次第にきびしくなっています。河川管理者の側で農

業用水合理化事業をかなり重要視してきているからです。そこでは農業用水合理化が

関係当事者だけでなされるということだけにとどまらないで，河川管理者のレベル

で，水系の水需給計画の中に農業用水合理化事業を位置つけ，そして農業用水合理化

を計画的に行なうとし、う方向も考えられています。つまり河川管理として，水系一貫

受理の立場から農業用水合理化を考えるわけです。さらに進んでまいりますと，農業

用水合理化というのは，ダムに比べて比較的安いですから，農業用水合理化で水を得

た都市は得をする。ダムから水資源開発の水をもらった都市よりも得をするという関

係になるので，適当な地域でプールしようという話になってくるわけです。つまり農

業用水合理化とし、う流れの中では，むしろ河川管理の側，都市の側が用水フロック的

規模での調整を議論していると言っても過言ではないと思うんです。

つまり農業側は，それに対しては，いまのところそんなに積極的なブロック間での

調整，あるいは水系的な規模での協力関係を，なかなか出せないでいます。これは，
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問題ではなかろうかという気がするんです。ですから，その辺のところを掘り下げて

いく必要があるので，佐藤先生の問題提起は大いに論議をする必要があるんじゃない

かという気がします。

永田 私は，今日量水制，売水制の研究が重要性になっていると思います。兵庫の

淡河・山田川疎水の土地改良区の場合，土地改良区にそれぞれ数十ha単位のため池

がぶら下がっています。そのため池が土地改良区と結びつく原理は，ため池がもっ独

自の水源からの自然流入量を勘案して，ため池ごとに定めた用水反別です。たとえ

ば，自然流入量にとぼしいため池は港海面積が50haあったとしても， SOhaという水

反別で‘土地改良区に加盟するということです。一種の量水制です。そういう形で淡

河・山田川土地改良区という 1つの水系の中ではため池単位ごとのブロッグ相互間で

水量調整が行なわれているわけです。

佐藤 ため池ばかりじゃない。それは，たとえば水利権で、総量規制が入っているの

は，私は思想的にはどうもそこにあるような気がするんです。流れとストックの利用

上の思想的な差・相異です。わが国では古くから性格を異にするこの 2つのタイプが

利水の中心となって発展してきたのですが，流れとストックとしての量の組み合せで

ある。浅間山麗の御影用水もそうだったし，那須疏水もそうだし，淡河・山田川疏水

もそうです。それから東条川などにも一部そうし、う地区があるんです。

永田佐渡にもある。

佐藤 そういうふうに全国的に広く分散的にそのような形がとり入れられていたわ

けで，まさにこれからの水利組織の上で古きに学ばなければならないことがあるわけ

です。ところが現在行なわれつつある近代的農業土木技術は，そのような形の水利施

設・水利用を必要において押しつぶす方向をとってきたんですよ。なくする方向にあ

った。均一化する方向性をとったことは間違いないんですよ。こうし、う時代の指向に

ついては色々問題があります。画一的なものが技術屋の中に強くない地域の中から技

術を生むことがL、けなくなったわけて、す。画一的な近代技術を否定しているわけでは

ないのですが，その地域的時代的背景にどうマッチされていくかということが問題な

のです。したがって，現在のような技術形態がこれからどこまで適応性をもって発展

するかここが問題だと思う。このような考えでの方向が浸透していくとすれば，これ

はブロック聞の調整にしても農業での水利用規制にしても，将来に向かつて大変な発

展性があると思うんです。ところがその辺のことについて，近ごろはつぶさに調査を

してないもんだから，内容についてはくわしく知ることができないが，一体どういう

ところでとまっているのかね。

東播用水ができれば，あの地域の水利組織・利水形態は一体どういうふうに変わっ

ていくのか，あの地域は少なくとも現在までため池がつくられ明治中期以降はこれに

河川水が配水された。したがってため池と河川水との複合的利用をとりながら，地域
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的にも地域内の各ブロックについてもその範囲内で処理されてきているわけです。そ

れが今日大規模な水利開発の中に組み入れられて計画としては合理性をもった方向を

とっているわけですが，その指向，つまり，いまどういうふうに変えようとしている

のか，そしてその結果どう変わるのか，大変興味深いものがあります。ため池を中心

としている地域であるだけに。

志村 いまの問題は，私は現代の課題として議論をいたしますと，やっぱり 1つの

単）土地改良区の規模が大きくならないとまずいんじゃなし、かという気がするんで

す。たとえば，東携地域が非常に協力関係を密にしていくとL、うのは，その東播用水

の確保にがっぽりはまり込み，しかもうまくため池を運用しているわけです。ですか

ら，個々の土地改良区がぱらぱらでいる限りは，やっぱり弱L、んです。

永回 大きいというのは，どれくらいのことを言っているんですか。東播用水土地

改良区はまだ事業団体であって，淡河・山田川土地収良区というのはl,800haぐらい

の土地改良区だけど。

志村 そうなんで、すが，いま上流，下流とし、う格好で土地改良区が分かれているで

しょう。そこに強引に相互協力関係をとれと言っても，やっぱり結合していないんで、

すね。農業用水が相互協力するというのは，水路でつながらなきゃだめなんですよ，

変な言い方ですけど。

永田 東播用水ができたらそうなると思うんですけどね。香川用水などは，まさに

そういう相互協力…

志村 そうし、う意味で、は，私は，もっと土地改良事業というものがスケールの大き

な規模になって，たとえば合口するなら合口した上で，水利系統として結合してい

く。そうすると，水の配分で協力し合うことができるわけです。それは河川でつなが

っているから上流と下流がうまく協力できるんじゃないかといっても，やっぱり近ご

ろはそうもし、かないんですね。

永田 それはそうだと思う。たとえば，水路は頭首工から樹枝状だけ広がるわけで

しょう。横がないわけですよ。ですから総合調整だと横が必要なんだな。一種の道路

網みたいな形に。

志村 土地改良区の規模拡大ですね。あるいは大規模な土地改良事業を積極的に行

うことによって，規模を大きくしなきゃし、かんと。そうしない限りは，やっぱり，な

かなかし、まの・…・・。

中川 1つの土地改良区の中へ入れてしまって，その中でまるめようという考え方

ですね。それは，たとえば，埼玉の葛西用水の合理化で，権現堂土地改良区を葛西用

水の中へ入れてまぜてしまいましたね。ああいうやり方ですね。あれは非常にスム｛

スにいきますね。

佐藤 私は，権現堂，葛西用水の合理化というのは，形の上で、は普に戻っただけの
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話だと思います。

中川 まあ，そうですね。

佐藤天保年閉まではこのI両用水路は 1本なんですよ。それを，用水不足のため

に，北側用水末流の権現堂用水地区の水源を数次にわたる改良で権現堂用につけ替え

た。つまり 1つの用水幹線の用水筋を2つに切って，またそれを今日 lつに合わせた

ということなんです。

志村 そういう時代のほうが，ちゃんとした…

佐藤 だから形の上では背に返ったわけなんです。それは志村さんの百うように，

全体的に大きくするという近代的指向もありますが，しかしあの時代においては小さ

くしたほうが合理的だった。延長の長い用水路の末端地区が水不足になることが多

い。だから途中に水源を切り替えて取水しようとしづ発想。この思想、が現在の大用水

計画では欠けている。愛知用水や豊川用水ではこのことが如実にあらわれている。と

ころが，いまやいろいろな事情ができて，また 1つにまとめた。そういう経過がある

わけで，ただ，何でも大きくすればいし、ということではないのです。

志村 で、っかし、ことはL、L、ことだと言って誤解されるとこまりますが，やはり水路

でつながっているということは協力関係をつくれる物質的基礎なんです。しかしただ

1本の水路だけをつなげておけば，それで、ょいというものではないですね。

永田 上流と下流だけの問題になって，横をつないだ相互調整問題に欠けてしま

う。

志村 そうなんです。ファームポンドがし、っぱいあるとか，ため池がちゃんとある

とか。つまり 1本につながっているけれども，それぞれの個別地区は相互に主体的，

自主的に動ける体制jも同時にあるということ。

佐藤 排水路で結んではL、かんかね。つまりすべてを，一時大変はやった合口用水

のように，何でも合口をしてということはどんなもんですかね。

志村それはいけませんね。

佐藤 これは，私はむしろ用水量を増大するだけの場合があると思う。そういうも

のがよく機能する場合もあるんだから，そうゅうところでは合口も結構なわけです

が，どこでもそうすればいし、というもんじゃないですね。

志村同感です。

佐藤 だからその辺の草分けというのは，大変重要なんじゃないでしょうかね。

志村同感ですね。

中Jll 先ほど志村先生が言われましたが，利根川地域の中で一方に合理化があっ

て，一方に新規農業用水が欲しいというときに，価格面で障害があるという御指摘な

んですけど，やっぱりそれをうまく結びつけるのは，農林省が聞に立って何か新しい

補助システムでもつくっていただし、て，それで、売り渡すほうは高い値段ですけど，買
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うほうはある程度の補助でいけるというぐあいにしていただければ，スムースにいく

んじゃなし、かという感じです。たとえば，フルプランで農業用水は45年から60年まで

に49トンの新規需要がありまして，そのうち茨城の22トンは霞ヶ浦からもらうとしま

して，残りの22トンは新しい利根川のダムに依存しなきゃいけないわけですね。こう

いうものはなかなか容易じゃないと思うんです。 22トンをどうやって確実に得られる

かというところを考えると，合理化で出てくるものを，何も都市用水に固さないでう

まく農業にいただくような，それは 1つの新しい制度をつくることによって，今，行

なっている都市用水開発よりはスムースに受け渡しができるような気がするんですけ

どね。

志村 制度と技術整備ですね。確かに中川さん御指摘の制度的な整備をやらなきゃ

いけません。

中川 それで，農林省、が 1つの水系の中のマスタープラン，たとえば10年とか15年

程度のものを持っていただいて，ひとつ仲介，あっせんをとっていただくというぐあ

いにしていただければ，何かし、けそうな気がしておるんですが。

永田 昭和29年につくった農業水利法案要綱案に，「農業水利相互間または他種水

利との聞において利害関係ある農業水利団体をもって連合体，又は協議体を構成せし

める」とし、う条項がありますが，これはどういうことを狙ったんで‘すかね。この条項

は，いまの時点で読み直してみると非常におもしろいと思う。

佐藤 なるほどね。それは，やっぱり河川法改正への新河川法との対応で，それま

でに何回か農業水利法案を企画調整課が中心になって練り直しているわけですね。そ

ういう中で……。

志村 1つの河川で利水者が 1つの団体をつくろう。そういうことですか。

永田 いや，協議体です。

志村 土地改良区連合みたいなものですか。

永田 それだけではなさそうです。

佐藤 あの当時はおそらく農林省は大変な発想をしていたから，河川の利水につい

ては，建設さんよりはわが方が主導権を持つのである，そういう発想なんですよ。だ

からこれはもう大変厳しいもんですよ。もう利水についてはおまえさんたちには問題

はないんだと。またそういう勉強も，当時農林省ではしてましたからね。当時は高い

水準にあったと私は思うんです。

志村 情勢が違ったと思うんですね。河川というのは昔は農業者のものであるとい

う意識でしたね。赤川でもそうです。矢作川でもそうです。ところが大都市がどんど

ん入ってくると，河川は，変な言い方ですけど，都市のものになったんですよ。です

から，農業用水は水路中心なんです。ですから，本当に農業用水が連携プレーをとろ

うとするなら，農業用水の取入口がそれぞれ河川にありますが，それが水路でうまく
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つながらなきゃいけないんですよ。

佐藤 いまの志村さんの話は大変私はおもしろいと思うんです。おもしろいという

のは，古い河川，これは埼玉でもそうです，現在は 1級河川だと言ったって，これは

歴史的には農民が維持してきたものである，と，そういう意識が非常に強かった。だ

んだん 1級河川に指定されたりして，維持・管理が農民から離れていった。そうする

と，用水路に対しても農民は従来と異なった発想をするようになる。用水量に対して

も農民は，われわれはこの特定ダムにどれだけの支払いを行なっている，また水路の

維持管理についても同様であり，農民から分散された水管理組識があるように考えら

れるようになってくる。農民は必要な時期に必要な水量を取水できればよい。この作

業はすべて管理組織がやるので，管理組織にはまたその義務があるという発想が出て

くるんです。これは私は大変に困る発想だと思うんだが。

志村 それは，さっき永田先生がおっしゃった，個々の農家はもう水をもらえれば

し、L、という意識になってしまってますからね。ちょうど都市の一般市民と同じです。

ですから農業内部において農業用水を供給する機能を持つ集団と，それから農業用水

を受ける側の個々の農家と，分解はもう避けがたく進行しているわけですね。ですか

ら，これはもう分解をはっきり確認したほうがし、いんじゃなし、か。そうした上で，そ

の農業用水をしっかり供給する組織をつくる土地改良区が，しっかり責任を持って水

路を管理し水を供給していくということが必要になるんじゃないか。

永田 その場合，農業用水だけじゃなくて，やっぱり地域用水として昇格した団体

になることが必要だ。

中川 埼玉の農業用水について，その問題を河川管理者側といろいろとやってみま

すと，かつてのそういう多目的用水の性格を最近では，単一目的の用水の性格に考え

る考え方が非常に強いですね。それで農業は，とにかく，もう草花に水をやるだけの

用水だと，非常に狭く考えて与えようとし、う傾向が非常に強いというのは，たとえば

木曽川なんかは，例の地下水をぐっと上げるものを農業用水の性格に持たしてますけ

ど，たとえばそういうものの話を埼玉でしても，なかなか河川管理者側は農業用水に

そういう量をつけ加えようとはしないですな。

3. 農業用水の確保整備の方向について

佐藤 農業用水の利用，それからそれが発展して地域用水という形の話まで進んで

きたわけですが，最後に，農業用水の確保・整備の方向をどうつくったらいいかとい

う問題を考えてみたL、。これは，前項のブロック聞の調整問題と同じなんです。たと

えば，農業側ではどうしても志村さんのような非常に広い地域を組み入れてという発

想が一面にあると同時に，一面では非常に小さいブロックを管理していった方がし、い

んだという発想もあるわけですね。そうすると，たとえば中川流域という 1プロック
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をとってみると，やはりああいう 1つの水系は 1つの筋という全体を踏まえてものを

考えないと，どうもうまくいかないわけです。

たとえば極端な話ですが，ああL、う立地条件の中で，上流部とか中流部とかが，そ

れぞれの地域だけを対象にした水利用の合理化を進めていった場合には，末端下流地

帯では農業用水も含めて地域の環境保全上も用水利用上も一体どういうふうになるか

ということです。木曽川でも宮田用水が，用水と排水を 1つの河川の中で分離しまし

たね。一時そういうことがはやってやったわけですが，ああいうことが本当にいいの

かどうかと。はっきり区別をするということでは意味がありますが，もう少し有機的

に用水と排水，あるいは上流部の排水を下流部で還して使うとし、う組織を組み入れる

べきでなし、かと思います。地域によってはそのような形でも差支ないこともあるでし

ょうし，全く適合性を欠く地区もあると私は思うんです。そのようなことを踏まえず

に画一的に， 1つの方向を打ち出してこれでやれとL、う方向は考えものです。もう少

し個々の地域に密着した方向を編み出せるようなことを調査にしろ，水の利用形態に

しろ，組み立てる，そういうことが必要じゃなし、かと思うんです。そうすると，この

農業用水の確保 ・整備というのは，どういう時点での確保・ 整備を考えるのかという

ことが問題になると思うんです。個別の問題もあるだろうし非常に広い流域を対象

にした農業用水の整備 ・確保ということもあると思います。こういう ことになると，

やはり農業用水を取り出して，それだけの，つまり濯概機能のみということだけでも

のを考えていったので、は，かなり限定され狭められるばかりでなく利用上において

も，機能上においても問題がある。やり方としては，私はそのほうが当を得ていると

は思うが，如何なものでしょうか。先ほど永田さんが言ったような，組織にしてもあ

るいは配水の形態から言っても，方向としては，その方がし、ぃ方向に向くんじゃない

かと思うんですがね。農業用水は今や地域の田 ・排水と無関係にそれを無視しては存

在し得ないのではないでしょうか。そして，その一方では， 農業用水は技術の進歩に

よって論理的にも実状においても踏まえていく傾向を示している。これは滋瓶用水の

みに限定しての問題ですね。このような時点において，農業用水との接点をどう考え

るか。その辺を話してもらいたいと思います。

永田 要するに営農用水と地域用水とは，もはや理論的に仕分けをして考えるべき

だと思いますね。さっきも引き合いに出した淡河 ・山田川の場合のため池団体は，一

種の営農用水の管理団体です。それで、地域用水管理団体的な性格を持つ土地改良区と

の間で，水反別という形での量水市lで結合しているわけです。営農用水の管理団体と

地域用水の管理団体との結合です。それを保障するのは「練部屋」というところにあ

る円筒分水で，これは明治20何年にで、きた日本でもおそらく最初のものでし ょうね。

そういう施設形態が地域用水と営農用水の管理団体の結合を保障しているわけです。

たとえば幸手領の｝｜｜口用水では大体200haぐらいの単位で機場を配置してます。
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200haの単位が適当かどうかは一応別として，この範囲の水は営農用水という形で

管理することができるんじゃなし、かと思うんです。 ただそこで問題なのは，淡河・山

田で‘の用水反別みたいな思想がないわけです。ですから，地元の200haの耕作者の閑

では，とてもじゃないがああしづ機場は維持管理できないということで土地改良区に

持ってし、く。土地改良区もそれはできなL、から県管理にもっていけと考える。こうい

う話を土地改良区の人たちから聞いたんです。その後の推移はどうなっているかは別

としてね。

中川 それは，単に，加圧ポンプを入れると電気料金が高L、から音を上げておるん

です。しかしパイプラインにすれば，どうしても電気料金は出てくるわけです。

永田 ですから，そうし、う維持管理上の問題も出てくるので，そこの結合をどうす

るかという思想、を 1つ入れる必要があると思うんです。ということは，ともかく上か

ら水を流すんだということだけなんだと，ぼくは思いますね。東矯用水の場合でも，

ため池をできるだけ整理するという思想があったわけです。

それから筑水の場合でもクリーク征伐とL、う思想があるわけでしょう。クリークは

一種の貯留機能を持っているわけで，面管理が必要である。上から流し込むというこ

とだけではいけない。線管理だけが先行して面管理思想がないんだけど，やはり面管

理を結合する論理をつくり出す必要があると思うんです。その場合に，面管理のシス

テムと線管理のシステムとは機能が違うわけだから，異質のシステムを結合させる客

観的基準が必要である。その場合には，ぼくは量水性ということにならざるを得ない

んじゃなし、かと思うんです。そうなると， 当然ここに価絡の問題が出てきます。

志村 ちょっと違う視点ですが，私は地域用水的性格が農業用水にあるというのは

全く向感なんですけど，やっぱり今後の展開としては，地域用水という総体としての

性質を持ちながらも，じゃ，実際に中身はどうなのか。つまり濯減用水は幾ら，飲料

水は幾ら，雑用水は幾ら，管理用水は幾らということは，少なくとも農業用水側がき

ちんと把握しておくべきだと思うんですね。それはきれいに分解できるものかどうか

は別としましてね。とにかく，それが完全に不明というか，いろんなところに利用さ

れておってどうしようもない，というのでは困ります。やっぱり農村整備も相当進行

しておりますし，簡易水道も入ってくるし，農家それ自身が従来のように自然水を利

用している段階じゃなくなってきてます。水道を使う，下水はするとし、う段階でしょ

う。こういう趨勢の中にあっては，実擦に農業用水がどのような多目的に使われてい

るかということを，少なくとも土地改良区はきちっとつかむべきだし，そういう方向

が必要だと思うんです。それをどう運用していくかはこれからの課題ですが，データ

をきちっと整理する段階に来たんじゃなかろうかとし、う気がします。

中川 埼玉のようなところでは，農業用水に地域用水の性格を持たすということ

は，なかなかわからんような気がしますね。というのは，先生もおっしゃったよう
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に，やはり全部簡易水道も普及しておるわけです。農業用水とは別に簡易水道もオー

ノミーラップしているところへ，なせ。農業用水に地域用水の性格を持Tこなきゃいかんか

とし、う理由づけが，なかなかむずかしいですよ。

佐藤 中川さん，地域用水ということを，個々の種目の用水のということだけでな

くて，流域全体を保全するという意味にとらえてみると，いまの志村さんの話にあり

ました，たとえば農業用水の中，地域用水として機能しているものが幾らあるかとか

いうような定量的なものは，なかなか出るもんじゃないです。この算出はできないで

しょうし，大変むずかしい問題です。しかし，地域別に差はあっても，経済的に機能

的にそのようなものが働いていることはたしかですから。そういうものがあるという

ことを踏まえて考えるならば，最終的にはやっぱり持ち分の問題になるでしょうか

ら，この問題は明確にしておかなければいけないわけです。地域用水が単独な形をと

ってとりあっかわれる場合でも同様ですし，地域内における「水」の位置・機能が組

織的にも経済的にも考えなければならないと思います。それを農業用水の中に含め考

えても同様ですが，農業用水に地域用水を含めた形で、地域の水の秩序を正すとすれ

ば，やっぱりこの点を明確にしておかなければいけないでしょう。ただ，農業用水に

は地域用水的な機能が非常に高く含まれているわけです。これは大体どこでも定性的

にはわかっているわけです。そして，農業用水のもつ本来の主目的と地域用水との区

別が比較的はっきりしているのは，実はため池地帯なんですね。だからため池地帯で、

は完全な形での分離となると問題ですが，古い河川用水地域というか，旧河川道を利

用して用水路としているような地域に比べると，この点機能がはっきりしている。

志村なるほど。

佐藤つまり自然、に立脚した「流れ」と目的をもった人工的な「貯溜」との差で

す。河川の流れは，もともと自然のものであったところに地域用水は自然、のものであ

るということであり，ため池は人工の「水」ということになる。埼玉みたいなところ

ではそのほとんどが全部「流れ」なんです。客観的には，改良を加えたにしても，地

域用水が農業用水に先行していたわけである。地峡用水というのは，もちろん自然の

ものであり，ただし，農業用水もただとし、う概念がないですから。そういう形で基本

に返って検討しなければ……。ため池，特に新しいため池地帯のように非常に明確に

分離されているところだと，それを土台にして，ここでは立地基盤の問題が大体中心

だと思いますが，どうして農業用水と地域用水が分離されているかという，逆の掘り

起こしをしていって， 1つの方向性を導き出すということの可能性がないわけで、はな

いと思うんですね。

永田 そうしますと，いままでかなり一般論で議論されてきたけれども，これは具

体的にものごとを考えていく場合は，地域特性を反映させたさまざまな多様な形にな

るということですね。
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佐藤地域的にね。

永田 地域的に。理論的には同じかもしれないけど，形態としてはかなりさまざ

ま。

中Jll Tこだ，なぜ農業用水が地域用水までめんどうを見なきゃL、かんということの

外部に対する説得は，かなりむずかしいですよ。何も農業用水が地域の環境整備を図

らなくてもいし、じゃなし、かとか，これをしなくてもいいじゃなL、かといういろいろな

反応があると思います。

佐藤 そういうことはあると患います。そしてこのことはかなりむずかしい問題に

なると思うんですが，ただ，いまのところ，どういう流域でも一般的には流域のうち

かなり大きな面積は山林が占めているわけです。この山林の占める地域面積は大体水

を生み出すほうの側ですが，受益のほうを見ると，都市化がすすんでいる特定な地域

では，流域面積の半分以上も市街化・工場化していることもあるかもしれませんが，

大部分の地域ではまだ農地の保有地が多いわけです。そうすると，どうしても面の管

理者としての農業側で地域の保全をやらなければならなし、。地域用水は農業狽~でめん

どうを見なければいけないということになるのではなL、かと思います。だから，特定

地域ではほとんど全地域が市街化したとか，工場化したとかし、うところでは，これは

また別な問題でしょう。

中川 そうし、う議論は，やっぱり，地域，地域，ケース・パイ・ケースに扱うとい

うことが 1っと，それから地域用水とはどうし、う要素から成り立っておるかを，はっ

きり勉強しなきゃし、かんで、しょうね。

佐藤 そうです，そのとおりです。だからそれは水の利用のほうでもそうだし，地

域の利用・保全の問題を含めた場合で、もそうなんですが，画一的にみんなこういう形

でやれという方向は，これからは間違いだと思うんです。そうでなくて，もう少し地

域の特性をふまえて個別化された形で‘考えないと，この問題は処理できないんじゃな

し、かと思う んです。

永田 淀川の神安土地改良区は完全に地域用水の管理団体とし、う性格ですね。

佐藤 これはむしろ市町村から委任されて土地改良区がやっている…・。

志村排水ですね。ですから地域の水制御組織ですよ。

永田 そうですね。あそこは関係面積l,100 haぐらいのところで，市街化調整区域

は200～300haぐらいでしょ う。ほとんどが市街化区域になっているのだが，しかし，

あの地域の水制御をするのに一番ふさわしい団体は土地改良区だということです。関

係市町村が維持管理費を3分の 1だったか，出しているわけです。

志村 そうです。農民負担が 1割く蜘らいです。

ところで，農業用水確保整備の方向となりますと，私は，土地改良区が規模拡大を

して，個別の土地改良区がきちっと水路につながる，その上に立って，必要な農業専
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用ダムをつくっていくことがなけりゃならないという気がします。現在ですと，片や

合理化で都市に水をやるわけでしょう，片や専用ダムだと言っても， 確かにおかしい

わけです。だから，水路網でしっかり連携する，併行して農業専用ダムをつくる，ま

あ，農業専用ダムは土地改良制度できちっと公共補助が出ますから，これを基礎にす

るわけですけど，そういうことがもっと積極化される必要があるんじゃないでしょう

か。

永田 やっぱり，農業専用ダムでなければだめということですか。

志村 いや，もう多目的でもよろしいですが，そのときはもう特定ですね。さっき

中川さんから御指摘もありましたけれどもね。 Tこだ，やっぱり農業専用ダムのほう

が，今後のことを考えるとし、L、でしょう。

佐藤 しかし，それは農業用水の需要のほうからみると， 最初の問題としては，技

術問題，それかな作付体系と社会の情勢変化に基づく農業用水の・…・。

志村特殊な水需要構造にこたえるためで－すね。水道と常に一緒というのはつらい

ですから，農業専用ダムを持っていれば，いろんな将来の農業の水需要構造の変化に

対応できることになりますからね。そうし、う農業専用ダムを積極的につくっていく k

いう方向はあるべきだという気がします。しかし，それを従来のように小さな地域で

しょうとすると，これはもう大変なことですから，それこそ農業用水も広滅的にして

専用ダムを設けるということが必要なんじゃないかという気がしますけど。

中川 先ほど前提でおっしゃったお話の中に，一方は合理化で都市用水に身売りし

ながら，一方でダムをつくっていくということがありました。先生のおっしゃった，

たとえば土地改良区を水路で結ぶというその水路を，そこに走っている河川に置きか

えて，河川を連絡水路に見立てて土地改良区を結ぶという発想に立って，河川を媒体

にして，いまのつぶれるほうと欲しいほうとで適当な仲介者を立ててやっていくとい

う発怨は出ないもんですかね。やっぱり河川管理者に変わっちゃいますか。

志村 今後，河川管理の方向が，たとえば高水管理については建設省だけど，低水

管理は，もちろん形式上は建設省であったとしても，たとえば基準点流量は共同で確

認するとか，基準地点を共同で確認するとか，そうし、う低水管理が実質的に地域の共

同管理というようになってくれば，その場合にはあらためて河川を利用することが，

かなり積極的な方向になると思うんです。

中川 いったん河川へ返して，同時に河川｜からもらうという，いまの都市用水への

転用と同じ形をやるわけです。ただそのときに，出すほうのパターンともらうほうの

パターンが若干違っても，農業対農業の場合は農業対都市ほどは違わんと思うんで

す。だからその辺は非常に調整がやりやすい問題だと。ただ問題は，先ほどのお金だ

けです。

志村 それは大変おもしろし、かもしれませんよ。いま私が，仮に「農業専用ダムJ
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と申し上げましたが，農業専用ダムへ投資するよりも， Aとし、う土地改良区からBと

いう土地改良区に河川を通じてやっても，転用したときに要するお金のほうが安けれ

ば，そっちにしたほうがし巾、ですね。その場合は相当の公共補助が前提になりますけ

どね。

中川 それで先生がおっしゃったように， 33億という非常にありがたいお話が出て

くれば，受けるほうもやりやすいですね。ダムより安いですから。それで促進するな

ら非常に結構だと思いますけどね。

佐藤 いろいろな形で河川協議をしていて，その問題はスムースにいきそうです

か。

中川 いきそうに思います。むしろ都市用水へやることは，冬水の問題で非常に無

理があるんです。それとパターンの違いでね3 むしろどなたか仲介者がおられてそれ

がうまくいけば，河川管理者側も喜ぶんじゃないですか。ただ，いまその中間者がお

らんですからね。

佐藤やっぱり河川側ではかなり流域を広く見て…－－。

中川 いま，八木沢から銚子まで見てますからね。 八木沢から銚子までの聞でそれ

をやれとし、うわけです。

佐藤 つまり，農業での排水というか，使った水を一度河川に戻すということです

ね。

中川 この場合，排水の還元利用ということでなく，水利権そのものを同じ日付で

同時に出してもらうということを，事務的に進めておくわけです。それは埼玉県が最

初の農水合理化でやった手法て、す。

佐藤なるほど。

永田 その水路網で結ぶというのは，志村理論で言うところの水市場形成を促す物

的基礎になるということですね。ともかく，いま水の輸送手段は欠如しているわけだ

から。上から下へというだけなんだから，横のつなぎをしないとね。

志村 かねがね先生が言っておられるんですけれど，そう L、う農業水利事業がもっ

と考えられてし、L、ですね。

永田 地域用水を強調するもう 1つの意味は，その理論的根拠は，中川さんの御指

摘のように，さらにまだ今後研究しなきゃいけないと思うんだけど，土地改良投資を

公共投資とそうでない部分とに仕分けをするうえでも必要だ。営農用水にかかわる部

分は耕作者が長期低利融資でやる。地域用水にかかわるところはもう社会資本だとい

う仕分ですね。道路投資などと同じような論理です。つまり地域用水となるならば，

これは特定産業だけじゃなくて，幾つかの産業が利用するわけですから，同時に地域

住民の生活にもかかるわけだから，特定産業だけが投資を負担するとL、う論理は出て

こないわけです。道路と同じように不特定多数の人々，不特定産業が利用することに
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なりますから。

志村 そうですね。たとえば環境保全機能というものが農業用水にある。そのよう

に地域用水だという場合には，環境保全機能部分については，都市は応分の負担をす

ると。土地改良法の改正が必要かもしれませんけど。環境保全機能について賦課金を

都市にかけるようにするわけです。

中川 そういうふうにはっきり位置づけをすればわかるんですよ。環境用水を農業

用水のシステムで流し取ると解釈すればし九、わけですから。それだったらコンセンサ

スはつけやすいです。

佐藤 そうですね。そうしづ農業用水の持つ地域機能をそこまで含めた方向とし

て，農林省などでは今後調査を進めようとしているのか，そうでなくて，これはもう

分離した形で，つまり濯瓶用水を確保しようという発想なのか，これは大きな問題だ

と思うんです。先ほど水利法の問題にもちょっと触れたようですが，ああいう時期に

は，要するに高水はあなたのほうでやらなければいけませんが，しかし河川水利用に

ついては，こちらで一手に引き受けたってできるんだという，非常に高い姿勢だった

でし ょう。 29年以前まで‘は。その後，何回か農業水利の実態調査とか動向調査とかを

農林省はやっているわけですね。そういう中で，一体農林省の基本方針はどこにある

のかがしっかりしていなし、。われわれはもう濯湖周水だけを処理すればし、し、んだとい

う発想なのか，あるいは，そうでなくて，いままで農業用水が持っていた諸機能を含

めてもう一度考えてみるんだというのかわからないわけです。このことは大変重要な

問題点だと思うんですね。

志村 いま 1年間に 500億トンの農業用水を持っているわけでしょう。これは大変

な量なんですね。ただ役立つているから，農業用水は社会に大変貢献していてりっぱ

なんだと言っても，これは自己満足になりますから，その役立つている姿を描かなき

ゃいかんと思うんです。実際このように環境汚染に役立つているとか，畜産用水にな

っているとか，地下水油養になっているし，たとえば木曽川の水田の水は下流の工業

用水になっているとか，そういうのをパンパン出して，それの貨幣換算を全部やるわ

けです。そういうことがもっとあってもL九、でしょう。

永田 山についてやったのがあったでしょう。

佐藤 あれは水利科学研究所で計算したんで、しょう。

さて，いろいろな話を論議していただきました所，最後に，なにかあれば…

中川 それでもう 1つ，水のことに関して，農林省側に河川の情報が非常に少ない

わけで‘す。その河川の情報をとるような組織の強化が，農林1llUには必要じゃなし、かと

いうことと，それに絡んで，やはり農業取水量の情報がないんです。だからそれを農

林省がてこ入れをして，たとえば特定水利以上の農業取水については，やはり電磁流

量計か何かを使って取水の刻々のデータを持っておいて，将来管理が強化されたとき
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に農業側が十分対応できるようなデータをとっておくという整備が必要じゃないかと

思L、ます。

佐藤 それはやっぱり重要ですね。 実態把握力、、ろいろな形で叫ばれていても，案

外ないもんです。人に任せていたり，自分のところでも，継続的な処理ではなくてと

きどきやってみたり，こういう調査があるからやってみたということで，ちょっと違

うな。

中川 音の農地局は，国営事業を生み出したり，県営事業をつくる仕事には熱心で

ありましたけれど，これからは河川側，農水側，いずれもお互いの管理の仕方状態に

ついて議論が争わされる時代になって来ていますので，もう少しそういうことにも重

点を置いていただくということでしょうね。

志村 土地改良区に管理委託をする場合でも，例の管理規定があるわけでしょう。

あれが空文になっちゃうんですね。やっぱり管理規定に従ってきちんと管理し，デー

タを監督者に報告するということを，強化する必要がありますね。実際これだけ経済

財として水は深刻になっているわけですから，都道府県知事が土地改良区の認可者で

すから，少なくとも都道府県知事は，農業用水の水のデータに関しては全部きちんと

持っているということをすべきです。そこと農林省が絶えず情報交換やっていくとい

う体制が必要です。

佐藤 大変長い間お話いただきましたが，この討議はこの辺で終わりたし、と思いま

す。ありがとう ございました。

この検討会は，昭和52年度において，農林省構造改善局から水利科学研究所が委託

された「農業水利合理化に関する調査研究報告書」 の第E章に記載されたものであ

る。 （編集部〉
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