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水源開発と山村の今後

一ーダム補償の背後にあるもの一一

松津譲

はじめに

増大する水需要への対策として，近年は，節水型社会の形成とか，廃水の再利用の

声も高まっているが，新たな水資源開発の主体は，依然として山間部を中心とするダ

ム建設にたよっていることにはかわりない。また，石油危機に触発されて，水力発電

の見直し，発電ダム建設の促進も聞かれる。

建設省が昭和53年11月に発表した『昭和65年にむけての水資源開発計画と水利用』

によると，現在，事業着手中のものを含めて，昭和65年までに358のダムを建設する

必要があるとしている。このほかに，利水事業者自身による開発も見込まれており，

発電専用ダムなども加わるとすれば，昭和30年代のような， 第二次のダム ・ブームの

到来が予想される。

この際，問題となる第 lの点は，水源地対策であろう。現在すでに，水没住民への

補償，生活再建対策，水源地域社会の振興策などが，ダム建設の最大のネックとなっ

ており，これの成否が建設計画，ひいては水需要計画を大きく左右している。「補償

交渉がまとまれば，ダムは8割方できあがったよ うなものだ」といわれ，交渉妥結ま

でに10年以上かかっているのが普通である。今後，水源地対策がさらに充実されると

しても，この困難さが緩和されることはむずかしかろう。

これらの対策は，建設事業主である建設省や水資源開発公団，あるいは県の担当部

門が直接，現地の住民団体，自治体と折衝する問題であり，事業推進の責任上，真剣

に，熱意をもってあたらざるを得ない。しかし，その誠意、をもって水没住民の補償，

地域振興の整備施設ができたとしても，水没しないで残る山線の管理，林業の将来は

どうなるのか，山地の保全ができるのかという点は，事業主とは別の機関，部門が担
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当する問題であるため，現状ははなはだあいまいな形のままとなっていると思う。双

方の担当者間というか，行政聞の相互調整がうまくゆかないと，山地は荒廃し，ひい

ては地域の衰退を招くことになる。これでは水源地域の保全と逆行することになり，

ダム機能の低下，下流地域へも新たな障害をおこす。

この点について，実際に現地を訪ねた奈良県吉野郡川上村と岐阜県揖斐郡徳山村の

2村の実情を通じて， 感じた 2,3の問題点を述べてみたし、。この 2村は，際立つた

特殊な例であるかも知れなし、。しかし，これから300も400ものダムを造ってゆくこと

になれば，何らかの形で，このような問題が一般化してこよう。ダム建設後ただち

に，それがあらわれないとしても， 50年， 60年先，次の世代にどうなるか。ダム補償

の背後にある問題を，もっと重視しなければならないと考える。

水源地補償の性格と限界

ダム建設に伴う補償問題がとくに困難なのは，およそ次のような点にあろう。

(a) 多数の人々の生活の基盤である住宅や農地等の仕事の場を，水没によって一挙

に奪うこと。このため，多くの場合に遠隔地へ移住しなければならず，職業も新

たな職種に転換しなければならないケースが多いこと。

(b) ダム建設による受益地は下流都市部が主体で，水源地は一方的に犠牲を強いら

れるという感情が強く，容易に納得し難いこと。

(c）残される住民や地域の社会機能が破濃される ことへの不安，反発が強く，水没

戸数が多い場合は村の崩壊にもつながりかねないこと。

(d) ダム建設の予備調査から補償が妥結するまで長期間かかり，補償交渉は団体交

渉の形をとられるため，各人聞のパランス，生活状況をめぐって地域社会の混乱

を招きやすいこと。

ダム補償については華山謙氏の実証的研究はじめ，行政側の解説も含めて多くの議

論がなされているが，ここでは，後述の問題と関連する範囲で，若干の問題点をあげ

るに止めたし、。

(1) タ喰ム補償の性格と問題人

ダム補償は一般補償，特殊補償，公共補償の 3つに大別されるが，問題となるのは

一般補償である。補償の方法は現在，昭和37年に決められた『公共用地の取得に伴う

損失補償基準要項』によっているが，それは財産に対する補償であり，金銭で補償す

ることを原則としている。またダム建設で取得する必要があるのは土地だけであり，

そこに建っている建物等は不要である。したがって，これら取得の必要がないもの

は，移転させることが原則で，その移転費や移転に伴って営業その他の休止に対する

補償は「通常生ずる損失」として扱われている。
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この要綱の施行にあたっての閣議了解によると，精神損失に対する補償や協力奨励

金など不明確な名目による補償は行なわないとし，補償が適正に行なわれるならば生

活権補償のようなものは必要なく，生活再建のために住居のあっせんや職業紹介の努

力をすればよいとしている。

以上のような補償の性格からみて，土地を持たない人の補償は少なくなるのは当然

である。しかし，土地のない人も水没移転によって，新たな土地に住居をみつけなけ

ればならないし，職業をかわらざるを得ない場合が多L、。これらの人たちが何を元手

に生活を再建するか。従来と同じ条件の住居や職業を求めるのは不可能であろう。ま

た，たとえ土地を持っている人でも，土地の取引価格は近傍類地の価格を基準とする

ので，山間部の土地価格は低く，これをもって都市近郊に同じような土地を求めるこ

とも困難であろう。

水没移転先をこれまでの例でみると，ごく少戸数の場合は村内や隣綾町村に落着い

ているが，大部分の例で、は40～50km以上はなれた平野部の市町村に移っているものが

多く，職業転換の関係から工場地帯や都市周辺が多い。また県外への移住者もかなり

ある。したがって，補償価格を厳密に算定したのでは，生活再建がむずかしいところ

から，精神補償や生活権補償に代替する気持ちを盛って，土地価格やその他の損失補

償を多目に見積る傾向にある。これが近傍の土地価格をつり上げることにもなってい

る。いわゆる“ダム相場”をつくり出している。

以上をもってしても，水没移住する人の心情を納得させることはむずかしい。下流

の利益のために，自分たちだけが追い出され，不安とあせりの中で生活を建てなおさ

なければならないという，被害者の意識が強し、からである。また，他のダム補償地と

の比較や移住者相互間の金額の比較などから不満を持つことも多い。一方，水没をま

ぬかれて村内に残る住民からは，過疎化の中で村を再建しなければならない自分達へ

の補償がない不満も出る。

さらに補償額は，契約締結時の価格で算定し，その後価格の変動があっても差額は

補償しないことになっている。このため，補償を受取る側は，移住する人の意思が一

致し，地域社会のコンセンサスが十分得られ，移住先での目途が立つまでは，容易に

妥結しない。したがって，予備調査から補償交渉の妥結までは10年， 20年の歳月を要

する。この間，人々は来年移住するのか，再来年移住するのかと，落着かない年月を

おくり，植林などの作業もおろそかになり勝ちになる。こうして“村が荒れる”こと

が，自治体側の大きな悩みにもなっている。

(2) 水源地対策と地元の要望

水没移住者の問題と同時に，残された水源地域の再建についても，地元の不安と苦

悩は大きい。とくに村の中心部である役場所在地や商店，公共施設が水没する場合
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は，問題は一層大きい。「ダムの村は滅びるのか」といわれたのも，このような過去

の苦悩と経験によるものであろう。これらは，補償の対象外の問題である。

そこで，これを救うために，昭和49年4月に『水源地域対策特別措置法』〈水特法〉

が施行された。これは，ダム建設によって，その地域の条件が大きく変化する場合

に，生活環境や産業基盤の整備等を促進するため，整備計画を作って，実施のための

負担調整をしようというもので，適用ダムを指定することとなっている。 54年4月末

で指定ダム（湖沼水位調節施設1を含む〉は41となっているが，この法の施行によっ

てもなお問題として残る点はおよそ次のとおりであろう。

{a）指定基準は水没住宅30戸以上または水没農地面積30hα以上（国の負担特例ダム

は150戸以上または150ha以上〕となっているが，戸数と農地面積だけを基準と

しているため，地域の環境変化の度合いとマッチぜず，再建整備に不利な地域が

出ること。

(b）地元の財政負担の限界から，強備計画を縮小せざるを得ず，必ずしも必要な再

建措置が達成されないこと。

(c）下流受益地等関係者間の負担調整がむずかしいこと。

この法による整備計画の対象事業は21事業にわたっているが，このうち，山林に関

したものとしては治山事業（保安施設，地すベり防止など〉，林道整備に関する事業，

造林事業となっているが，上記のような問題点から土地改良や道路，簡易水道，教育

施設などの生活関連事業に重点、がおかれがちになる。整備計画が決定したダムについ

てみると，総事業費に対して治山は 2.1%，林道3.6%，造林0.3%しか占めていな

い。これらの事業は事業費規模の大きなものばかりであるから，ごくわずかしか計画

に組込まれていないとみてよし、。

利根川，木曽川など一部水系では，受益県による水源地域対策基金制度が設けら

れ，生活再建への資金援助をすることとなった。その成果は今後の状況をまたなけれ

ばならないが，基金制度や水源地域対策特別措置法は，いずれも地元がダム建設に積

極的に協力することが前提になっており，むしろダム建設促進のために一定の援助を

する性格のものとみられないこともない。

52年6月に全国知事会から政府に出された水源地域対策に関する要請では，法によ

る水源地域の回復措置を大幅に拡大せよ，といっており，町村会からの提言では，水

源地域対策の強化からさらにすすんで水源地域森林の整備促進も，森林の公益的機能

の受益者負担の考えを容れて，下流にも負担させるべきである，といっている。ここ

では，ダム補償は単に水問題としてでなく，山村の今後に対する総合的問題としてと

らえられている。



第 1図 川上村の水没予定部落

． 完全水没
＠ 大部分水没
＠ 一部水没

ー，ー帽・ー水没線

ダム建設による村の変貌

(1）川上村の場合
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川上村は，近畿の屋根といわれる大峰，台高の両山脈に固まれ，この山地の水を集

めて紀伊水道に注ぐ紀ノJll（上流奈良県部分は吉野川と呼ばれる）の源流部に位置す

る。千本桜で知られる吉野町で私鉄からパスに乗りかえ，谷川に沿って約 1時間走っ

て役場に着く。第1図でもわかるように，谷沿いに26部落が点在し，役場の所在地

（迫部落〉といっても戸数 103戸。中心地のない村といってもし、ぃ。

村の面積は270km'。東京23区で一番広い世田谷区の4.5倍余りである。その97%は

山林，年間降水量も平均2,500mmの日本最多雨地帯で， 山林の63%にあたる165km'

はスギ，ヒノキの人工林。第1表にみるように樹齢60年以上のスギが20%を超える美

林で，古くから吉野林業の中心地として知られる。現在の人口5,000余人， 1,500世帯

は林業ひと筋に生きてきた。

その林業史はあとで述べるが，このような地理的条件から，ダム適地としても当然
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第 1表 川上村の人工針葉樹林の樹齢別面積 〈単位： ha)

Vょ？？」 ス ギ ／ 言十

5年生以下 608 400 1,008 

6 ～ 10 1,188 791 1,979 

11 15 1,423 609 2,032 

16 20 1,010 432 1,442 

21 ～ 25 413 177 590 

26 ～ 30 410 102 512 

31 ～ 35 524 131 655 

36 40 650 163 813 

41 ～ 45 630 111 741 

46 ～ 50 696 131 827 

51 ～ 55 1,068 139 1,257 

56 60 l, 777 197 1,974 

61年生以上 2,458 273 2,731 

計 12,855 3,706 16,561 

（資料〉川上村調べ。
（注〉 天然林面積は 8,115hao

注目されるところで，既設を含めて村内に3つのダムが建設される予定である。昭和

43年に農林省の大迫ダムが大迫地区にで、きた。和歌山，大和両平野の農業用水と発電

を兼ねたもので，この建設で90世帯が水没し， 80%は村外に移住した。いま着手中の

大滝ダムは建設省直轄の多目的ダムで，村の入口に近い大滝地区に造られる。堤高

lOOm，上流 15kmにわたって細長いダム湖ができる。このため村役場をはじめ水没

399世帯，関連事業による立退きを含めて475世帯が移住しなければならない。村の総

世帯の 3分の lにあたり，村の存立をかけた大問題となっている。その経過は次のと

おり。

昭和34年の伊勢湾台風で流域に大きな被害をうけたのがきっかけとなって，翌35年

に予備調査がはじまり， 37年に実施計画調査に入った。38年にはダム建設反対期成同

盟が結成され， 39年には村民300人がピケを張って浪u量を阻止し，機動隊が出るさわ

ぎもあった。 41年には県と村の間で，林業労働者が多いという特殊性を考慮して補償

を配慮し，生活再建に最善の努力をする，との覚書が交換され，つづいて地建局長，

知事，村長の聞で調査立入りの覚書が交されて，やっと立入り調査がはじまった。話

が持ちあがってから5年経っていた。

しかし，各部、落からそれぞれに要望が出され，調査はすすまなかった。 44年には各
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部落を一本化した大滝ダム水没者対策連合会がで、き， 45年から一般補償の交渉がはじ

まった。 47年に一般補償基準が示されたが，地元は不満として反対， 48年に修正第二

次補償基準を内示した。しかし生活再建対策が盛られていないと して，地元側はこれ

を白紙返上， 49年には水没者対策連合会から要求書が提出されたが，建設省の限界を

こえた問題もあるとして交渉を打切り，個別交渉方式に切換えた。すでに当初から14

年経っており，補償交渉がはじまってからでも 5年目に入っている。

昭和54年5月現在で移転する475世帯のうち217世帯の交渉がまとまり，村外に移住

した。しかし，残り半分の交渉は難航し，完全解決の目途は立っていなし、。ダム問題

は20年目を迎える段階で，十j替道路の工事をすすめながら，やっとヤマ場を迎えよう

としている。

このように難航している第1の理由は，この村の山林労働構造にある。山林賃労働

に従事している人が多いので，補償の対象となる財産が少なく，また村外に移住して

山林労働に従事することは不可能なので，生活の再建が，より困難なことにある。山

林の90%は村外地主の所有であり，地主から委嘱をうけた村の有力者が“山守”とし

て伐採や育林の管理にあたっている。山守のもとに数人の山林労働者が実際の作業に

あたるという構造になっている。

現在，山守は約200人，山林労働者は600人近い。山林労働者は住いも借家が多い。

この村の住いは，平地がないため，谷沿いの傾斜地に建てられ，表からみると 2階

建，裏からみると 3階建になっている，いわゆる“吉野造 り”といわれるもので，土

地面積は極度に狭い。したがって，土地買収の補償額も少ない。借家住いの人はそれ

もない。補償は，いわゆる「通常生ずる損失」としての動産移転料，仮住居の補償，

借家人 ・借間人の補償，移転雑費，天恵物や慣行収入補償，林業労務補償などに限ら

れ，移住先で住いを購入することさえ不可能といっていし、だろう。

建設省側は，村内の水没しない山腹に，新たに土地を造成する計画であるが，公共

施設はともかく，移住者のうち何世帯が造成地に留まるか，その目途が立たないため

造成地の広さも決めかねている。また，現在の借家住いの人が移れるような借家が建

っかどうかによって，移住者の態度もかわってこよう。三すくみの状態である。

また，現在6つの分校にわかれている小学校， 3分校にわかれている中学校を，そ

れぞれ1つの統合校舎にまとめる計画だが，これによって生徒たちの通学条件も大き

くかわり，部落ごとの相互扶助機構に変化を与えるきっかけにもなろう。

大迫ダムの場合， 80%が村外に移住した経験から，今度も村を出る人が多いだろう

と予測されている。さらに，いま予備調査中の入之波地区にダムができると，ここの

64世帯も大部分移住せざるを得ないだろう。そうなると，川上村の人口は3分の 2以

下に減り，林業の将来もあやぶまれる。川上村はその中で，どう生きのびてゆくか苦

悩している。
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(2i 徳山村の場合

木曽三川の一つで、ある揖斐川の源流部，西美濃の最奥に位置する。岐阜市からパス

を乗り継いで3時間近く，ひと山越えて 1本の交通路が闘いている。錆斐川沿いの道

もあるが，村の入口は使、山ダムの建設予定地で，渓谷を寧で、逆のぼらねばならない。

周囲は 1,200m級の山々に囲まれ，北，西は福井，滋賀県に接し，南，東は隣村と山

山で隔てられている。村内の川筋は比絞的幅広い平坦地があり，年間降水量は3,000

m mを超える。ダム建設地としてはおあつらえ向きの地形である。

ここに建設が予定されている徳山ダムは，堤高 16lm，堤頂長 420mのロックフィ

ル ・ダムで，総貯水量6億 6,000万m'o総貯水量では日本一のダムとなる。地形的に

は好適地ではあろうが，このために徳山村は8部落中7部落が水没し，支流最奥の門

入部落だけが残るが，奥地残存は不可能ということで，門入を含めて全村1,700人が

移住せざるを得ない。全村水没という前例のない事態を迎えて，村はダム対策にふり

回されているのが現状である。

ここもダム建設の話が出てから20年以上経過した。昭和32年，電発の調査区域に指

定された。村議会はダム建設反対を決議したが，調査と建設は別として，一応調査を

受入れる。 33年から調査が始まる。 39年，下流に横山ダム完成。 40年9月の集中豪雨

で大被害，横山ダムは3日間で計画堆砂量が埋まってしまった。 44年，立入り調査以

来10年以上経過した徳山ダムについて，地元から早期解決の要望が出る。再調査を承

諾。 46年，建設省が多目的ダム建設を計画，実施計画調査に入る。 48年，木曽三川水

資源開発基本計画のひとつとして公示。 53年，一般補償基準を示したが，地元は，全

村水没という特殊事情が考慮されていないとして，一括返上，着工の目途は立ってい

ない。

ここの補償問題の特徴は，全村水没とし寸前例のない点にあるのはいうまでもな

い。村内に移住地をみつけるわけにゆかず，全員が下流40kmの屠斐川町に｛乍られる

移住地はじめ，遠隔平野部へ出なければならない。土地の補償額が少々上積みされた

としても，平野部で必要な広さの土地を買うことは容易でない。補償基準を示した水

資源開発公団側も「全村水没によって都会近くまで移転するので，徳山の土地単価と

移転先のそれとが大きく違うことをとくに考慮した」と説明しているが，あまりにも

違いすぎる地価を埋めあわせることはむずかしい。

20年を越す経過にもみられるように，実力阻止などの反対運動はない。村人は，村

の対応に対する批判派も含めて，村を離れることは止むを得なし、と思っている。しか

し，これまで周辺と隔絶された山村で生きてきた相互扶助の社会燐造がこわされ，分

散移住して生活の再建ができない，新たな収入が安定するまで，どう食いつなぐの

か，示された補償基準では，その保障がどこにもない，とし、う不満がいま全員の胸の

中を占めている。それは，村人たちのこれまでの生活の有様からも察する ことができ
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第2図 徳山村の山林所有形態

〈資料〉 「徳山村史lより。

る。

3 4 Skm 

~rTI イj 林 一 一一ー一大字境界

・・r.:~2t~~~，￥；寝袋のお行なわ 0 集落位置

瞳盟主な村外所有者の広有林

皿皿村有林

匡ヨ二部 林

仁コ共 有 林

回岡村有利、で立木のみ売却したもの

匡雪二部村、で立木のみ売却したも の

mJ山中川立木のみ売却したもの

徳山村も川上村と同様，総面積254krn2' 98%は山林である。しかし，川上村のよ

うな林業地帯ではない。山林の90%は広葉樹で，ハゲ山に近いところもかなりある。

明治以前の山仕事といえば，代替年貢としての薪材（段木）の生産，和紙作りだった。

明治に入って旧部落（旧ムラ〕有林は， 部落の個人々々の名前を連記した記名共有林

として今日に及んでトいる。現在の所有形態は第2図，第2表に示すとおりである。
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第 2表徳山村部落別共有林率 （単位 ・l、a)

部落名 ｜ 吋守積｜叶~~1 A/B 
（%〕

本 郷 2,176 4,339 50. 1 

下 関 田 18 705 2.6 

上 関 回 79 424 18.6 

山 手 491 958 47. 1 

櫨 原 2,306 2,379 96.9 

塚 5,103 5,120 99. 7 

戸 入 。 1,353 。
門 入 3,762 4,053 92.8 

計 川 95 I 19. 338 I 71. 9 

〔資料） 「徳山村史」より。

〔注） ただし全山林面積＇PP：は国有林，村有林， 二部林を含まない。

同時にトチ（栃〉山制度というのが残っている。昔，この山にはトチの木が多かっ

た。水田はなく，焼畑農業でアワ，ヒエを常食とした。 l年のうち， 3' 4ヵ月は雪

に埋まり， トチの実を拾って非常食糧とした。このトチの実を拾う場所を各部落ごと

に決めた。部落有林の中で各戸に拾う場所を配分したところ，毎年くじ引きで場所を

決めたところ，期日だけを決めて一斉に拾ったところなど，部落によってその制度は

異なった。埋葬形式など生活習慣にも違いがある。 8部落の習慣，相互扶助形式が違

うのは，旧ムラの成立に関係するところが大きいのだろうが，それが今日のダム建設

への対応の仕方にも影響しているのか，村内の関係は複雑である。

明治以降，水田が開かれ， トチの木は床板として伐採された。炭焼きもはじまっ

た。しかし，雪のため植林は育たず，伐る一方の生活だった。奥地林は製紙会社や林

業会社に売られた。昭和30年代の燃料革命で炭焼きもすたれ，災害復旧などの土木賃

労働が次第に村人の収入の中心を占めるようになった。またダム関係の出入りや山菜

とり，アマゴ釣りなどレジャーが盛んになるにつれて，民宿もふえた。この春，村を

訪れたとき，野菜売りの車が部落の中央で店開きしていた。「ダムさわぎ以来，畑も

しっかりと作らなくなったんて‘す」と，主婦はいっていた。「今年は田植えをするの

かどうか」が，毎年の話題にもなるという。山仕事からはなれ，農作業にも身が入ら

なくなる。 41年には一次産業の就業者数が70%を占めていたのが， 52年には30%に減

り，二次産業が41%，三次産業が29%と変わった。

もう一つ特徴的なことは，過疎化がみられないことである。代表的林業地の川上村

が，昭和35年の8,000人から53年の 5,000人へと減ったのに対して，徳山村は第3表

のとおりで，世帯数はむしろふえている。「子どもが大きくなって独立し，なお村を



第3表 徳山村の世帯数・人口の推移
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町
「川一叫
一川

下関田

35 年 ＼40 年 45 年 50 年 54 年

151 162 
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山

世 I ~ 
人 1 128 1 

手 ｜世 I 34 I 
l人 I 189 1 

世 I 43 I 
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入 ｜世 I 60 I 
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1人 I 161 I 
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櫨

塚

戸
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（資料） 徳山村調べ。
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50 
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538 

48 

174 

64 

190 

46 

152 

70 

217 

33 

114 

74 

218 

37 

131 

534 

1,734 

捨てない美徳のあらわれだ」とみる人と， 「ダムの補償を目当てに，町に出た子を呼

びもどしているのだJという人，それぞれの見方があるようだが，この山奥で何が動

いているのだろうか。ただ，村の助役が「補償問題も村民の生活権として大事です

が，全員転出したあと，水没しない95%の山地はどこと合併し，どこが管理するのか

が一番の問題です。山は公団に買上げるよう申入れているのですが……」といった言

葉が印象に残った。
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山村振興・山地保全への影響

(1）林業振興に関わる問題

吉野林業の歴史や構造的特徴については多くの研究があるので，それを詳細に述べ

ることはさしひかえるが，その歴史からも，戦後の山林労働組合運動の役割からも，

川上村は林業の先進地域であることは間違いなし、。しかし，そこにも幾多の変転があ

る。

近世に至るまで林野は「公私共利」の原則が踏襲され，所有形態は確定されていな

かったといわれる。徳川に入って大部分は部落共有林の形をとるが，このころから阪

神地方を中心とした酒造業の発達に伴って， 川上スギはタル材と して盛んに伐出され

るようになった。当時からh日当り l万本以上の超密植 ・多間伐を特徴とし，杭丸太か

ら順次間伐材と して伐られ，100年以上のものをタル丸と して伐出していた。

しかし，このような盛んな伐採の結果，造林が必要となった。村民の資力では造林

も思うにまかせず，次第に村外の商業資本に土地の使用収益権を与え，造林，維持の

資力を頼るようになった。この借地林業制度を支えたのが山守制度だった。不在資本

の森林管理方法として，村の人望のある有力者を山守とし，労務指揮権を与え， 山守

料を払った。このような制度が維推できたのも，密植 ・多間伐によって 8～9年生の

間伐材から順次収入を得られるので， これを維持管理費にあてる ことがで、きたからで

あった。

これでもなお林業一本にたよる村民の生活は苦しく，洪水によるイカダ流しの被害

にあえば，米や塩の購入にも事欠き，山は次第に村外資本に売却されていった。いま

山林の90%は5大地主をはじめとする15人の村外地主に占められている。

もう一つの問題は戦後の需要材質の変化である。 吉野材は超密値 ・多間伐によって

年輪紋密で均一な優良タル丸材として特徴をもっていた。しかし戦後は建築ブームに

よって，中伐期の磨丸太，とくに人工絞丸太の需要がふえ，タル丸から人工絞丸太へ

と施業の重点が移ってきた。これに伴ってタル丸向きの超密槌から ha当り6,000本の

植栽へと変化し，したがって枝打ち作業が必要となり，従来は良質の立木を残して間

伐していたのに対し，人工絞丸太として20～25年生の良質立木を“放き伐り”するよ

うになり，並，下等材が高伐材として残る形に施業方式が変わりつつある。

また，昭和39年指定された第一次林業構造改善事業では川上村は指定されず，46年

からの第二次林構で指定されたものの，ダム問題との関連で見通しが立たず，計画は

停滞している。これはダム関連と同時に，山守制度を中心とした生産構造に，森林組

合による協業方式がなじみにくい背景があったともみられている。

現在，川上村の山林労働者の平均年齢は51歳になっている。かつて民有山林労働組

合として全国の先頭を切って活動した組合札若手が去り，一時のカも活気も失って
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きている。ダムへの対応も消極的である。その労働者も，少ない補償金でどこまで山

林労働に留まり得るかは予測し難い。留まったとしても，外因によって変わりつつあ

る生産構造に対応して新たな途を見出してゆかねばなるまい。

この状況の中で，全国林野振興対策協議会の副会長でもある南本奥保・川上村長

は，新しい林業への対応について次のようにいっている。

最も大きな問題は林業の担い手の確保である。林業労働者で後継者がいるのは6%

にすぎない。高学歴化，都市指向の中でダムは一層これに拍車をかける。地元につな

ぎ止める第 1の手は生活の基盤である集落環境の整備であろう。崩れるコミュニティ

の場を整備して社会，文化，教育の中心地とし，青少年に魅力のある村をつくるこ

と。第2は持山制度。自分の山を持たないで林業への愛着はない。村外地主に集落近

くの山林を解放してもらい， 1人3～5haの持山なら勤めながら休日だけの山仕事で

もできる。小規模で，一本一本を丁寧に育てる園芸的育林をして20年がんばれば，立

派な磨丸太，絞丸太として成果が得られる。過去に森林を持たない人に離村者が多か

ったことに発した考えで，一定の収入基盤ができれば，余剰労働力を他の山林雇用労

働にも向けられる。また，地主の山林解放の補てんとしては国有林の払下げを受ける

必要がある。「しかし」と南本村長はいった。「いまはダム相場で山林の値段が高くな

っているからダメです。もう少し時期を見なければ・…・」。ここにもダム問題がひっ

かかっている。第3は林業経営者の労働環境の改善。これは長期安定雇用，社会保障

制度，経営参加など労働環境だけでなく経営の近代化につながる問題である。

大きな第2の問題は「攻めの林業Jへの転換。中伐期施業による普及品量産と高品

質材生産の 2本立てにすること。さらに間伐材の利用拡大，山地栽培や木工など地場

産業の育成による所得向上。

しかし，南本氏が強調するのは税制の改革である。現在の地方税法では，住民税は

居住地で賦課されているが，村内森林の90%におよぶ村外山林地主の所得のうち，山

林所得にかかる住民税相当分を村に還元すること。これによって林業財源を確保す

る。さらに水源かん養機能としての森林管理を，下流受益者も費用分担する制度を確

立すること。

これらの対策は制度上の変更など， 1地域だけでは片付かない問題もあり，住民税

の改正は他に関連する問題が大きいので，検討の要はあるが，川上村に限らず，林業

地帯の共通した要求で、あろう。

現在建設中の寒河江ダムをかかえる山形県西川町でも，村の中流部である 1地区（旧

本道寺村〉が水没，上流2地区（大井沢，志津）が町の中心部から切り離されて孤立

する。ここは大部分が国有林のブナ林だが，部落周辺の私有林やわずかの農地を捨て

て町外へ転出する者がふえている。大井沢，宏、津の人たちは，冬の豪雪の中の通行者

を，本道寺の人たちと受継いで通行の安全をはかる地域共同体を作ってきた。本道寺
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第4表西川町三地区の位帯・人口の推移

本道寺 一凶
川

77 71 

40年10月 54年5月

360 260 

176 
大井沢

643 

19 
τd lヒ斗、 津

82 

（資料）「月刊ダム」 416号。

が水没するともはや奥地残存ーでは生活できなくなるとの不安からであろう。むしろ水

没者の方が補償によって町の中心部に移り，転出者は少ない。その状況は第4表のと

おり。昭和40年から54年の聞の町外転出者は全町で25%c水没を含む〉に対し，大井

沢は50%と異常に高L、。これではむしろ残された上流奥地の山林管理の方に問題が残

る。町では水特法による地域整備費52億円中，町負担7億8,000万円は町の財政規模

からいって過剰であり，下流負担が必要だとしている。これらのことから町長は，①

水特法12条の負担調整はもっと明確に規定すべきである，②水特法の指定基準は水没

戸数だけでなく奥地残存戸数も加えるべきである，と提言している。

川上村の場合も，水特法による地域整備に 120億円が見込まれているが，その受益

者負担配分は，まだ調整中である。

(2) 林野制度に関わる問題

徳山村の記名共有林は，入会林野である。入会林野の問題はまた複雑で？，林野制度

の大きな問題点である。全国で200万haあるいは300万haあるといわれる入会林野は，

昭和41年の『入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律』（入会林野近

代化法）ができてから50年までに約30万haの整備計画が認可になっている。まだ大部

分は旧来の形を残している。

明治の地租改正で山林の官民有区分が行なわれ，入会地も官有地や有力者の私有地

とされ，一般農民が締め出されて，多くの入会地紛争を生んだ。しかし徳山村の場合

は最も古典的な共同利用形態で，問題はおこらなかった。山割りなどせず，部落の人

は自由に入会い，各人が自由に植林，伐採する権利を保障されるなど，部落の人は自

分が所属する村持山林にだけ入会い，他の部落との間に複雑な入会関係はなかった。

したがって部落対部落の紛争はあったが，個人的な争いはなく，明治以後もそのまま
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の形態がつづいた。明治40年の森林法改正によって，部落有林の整理J統合事業が実施

されたが，このときも徳山村では， 3割を村有林， 2割を二部林， 5割を記名共有林

として平等の持分とされた。その後財産を処分するものも出て，持分登記され，持株

制jとなった。戦後，奥地共有林には木材会社等が不在権利者らの株を買い，伐採権を

得たが，その区分は第2図のとおりである。

このように若干の変動はあったが，大部分は旧来の形を残し，各部落ごとの共有山

林規約によって運営されている。これはまた一方で，部落共同体の太いきずなを温存

することにもなっている。ダム水没によって移住すれば，この共同体組織はくずれ，

共有山林の運営もできなくなることは明らかであろう。

しかし，この形態を温存することが果していいのかは疑問がある。一般に入会林野

は乱伐，乱採に流れやすく，管理形態として好ま しくないとされている。徳山村の場

合も，豪雪のため植林しにくいという条f'H:tあるにしても，段木生産から床板として

のトチ伐tr<，木炭生産と，広葉雑木の伐tl＇にのみ 収入源を求め，植林への努力はみら

れなかった。また木材，パルプ会社等が立木を伐採したあとも放置されている。昭和

30年代後半から植林指導が行なわれたが，自宅建築用材として刈出しやすいところに

植林した程度で，密度もh日当り 3,000本くらし、。まだ若木の段階である。村有林につ

いては，いま水源かん養林として植樹中であるが，その後の育林をどうするのか，明

らかでなし、。

ダムに消えた村と して知られる福井県の1[3西谷村〈現大野市〉は，徳山村からひと

山越えた北側にある。九頭竜川の支流 ・真名川の源流部で， 谷沿いに 11の部落があ

り，約3,000人が住んでいた。村の入口に真名川ダムができることになり，奥地にと

り残される人たちはつぎつぎに村を去り， 半数は大野市など県内に，半数は県外に移

住し，廃村となった。旧村には『ふるさとの跡』の石碑だけが，さびしく立ってい

る。旧村は大野市に合併された。

ところで， 200km"に及ぶ廃村の70%は国有林である。これは大野市の森林組合が

分収造林を行なっており，林道が整備されたので，通勤労働で継続しているが，地元

に人がいないため管理しにくくなったという。私有林は，村をはなれる機会にほとん

ど県外の資産家に売却された。これらは投資的所有が目的とみられ，造 ・育株を期待

することはむずかしL、。また共有林は記名者がぱらぱらに移住したため入会形態は完

全にくずれ，規約によって大野市在住者以外は権利を放棄，残った者で生産森林組合

を作った。山林の管理は大野市森林組合に依託している。

福井県では，置県 100年記念事業として12万haの造林事業をすすめているが，森林

組合としても補助率のし、し、団地造林に重点がおかれ，私有林までは手がまわらない状

況だという。

この例にみるように入会林の近代化（西谷村の場合は移住によって強制された形だ
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が〉後の経営形態としては，生産森林組合によるものが多いが，これは経営と労働一

体の原則で，組合員自身が作業にあたることになっている。しかし移住によって職業

がそれぞれに変わった場合は，組合員が共同で作業にあたることはむずかしく，変則

的な委託管理になってしまう。まして山が荒れている場合は，これも意味がなくなる

のではないか。

徳山村の助役が，残される山林の処理に困惑するのも当然で，村の 2, 3の人にタ

ム補償対策について意見を聞いたところ，山林を国が買上げて，それを移住者の生活

年金の基金にしてはどうか，との話も出た。その場合，国有林としての管理体制をと

る必要があるが，水没移住者や当該町村では，生活再建年金的な制度を望む声が各地

で出ている。一つの方法であろう。しかし，問題は入会林野だけのことではなし、。私

有林，公有林の在り方も含めて，山村社会の安定，山林の安定的管理の方法を検討す

る必要があろう。

林野・山村政策と水資源開発

戦後の水資源開発と林野行政ないし経済との経過をならべてみると，その聞に，新

たに考えるべき施策の問題点が浮きあがってくると思う。

戦後，復興のために木材の需要が高まってきたのは昭和23年ごろからである。明治

末から大正にかけての植林期に植えた用材が，建築用材として伐られた。一方で治山

治水の要請から人工造林が盛んになる。森林法はじめ林野関係諸法規が全面的に改正

された。しかし， '2:1年の電源開発促進法をはじめとして， 32年の特定多目的ダム法，

水道法，工業用水道法など利水法が成立し，水資源開発がスタートする。とくに電源

開発は椎葉はじめ佐久間，黒部第4，さらに阿賀野川と水力発電ダム・ブームをまき

おこし，山林整備の体制が確立しないうちに開発の手がのびた。

スタート時におけるこのような関係が，その後の高度成長期を通じて，水資源開発

が先行し，山林保全，山村娠輿との調和を崩すことになったのではなかろうか。

ちょうど，高度成長期のスタートにあわせて，林野関係でも国有林の長期生産計

画，拡大造林という広葉樹林の伐採，国有林生産力増強計画等が相次ぎ，計画区大面

積皆伐，低質広葉樹としてブナ原生林等の皆伐がすすめられた。この結果， 40年代の

はじめになって原木生産はピークを迎えるが，一方で自然、破壊の告発がおこった。

利水関係は36年の水資源開発促進法， 39年の河川法とつづいて，水力発電ダム先行

で，電力に独占され気味だった利水に，ょうやく秩序をつけ，総合的水行政へのまと

まりを見せはじめていた。もちろん水質汚濁はじめ過剰開発への告発，水没住民補償

のトラブノレなどもふえたが，山林の皆伐， 短伐期化にみるように官先民従の動きとは

やや性格を異にしていたと思う。というのは水利開発では直接山村の人々の生活をお

びやかし，水質汚濁は都市住民の目にふれるところから監視の関心も高く，チェック
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が強く行なわれたといえるからである。

その後，林野関係では外材輸入の増大とともに林業の衰退，山村の過疎化を招く。

林業基本法にもとづく構造改善，山村振興，大規模林道開設などの施策はあるのだ

が，林構事業は川上村にみるように水資源開発に押され，所期の成果をあげ得ない例

も出る。また，スーパー林道，峰越林道なども，山村振興というはじめの目標は理解

できるが，結果は観光用の通過道になったり，行政当局の検討不十分なため，途中で

挫折したものも多い。

いま，水資源開発も山村振興も大きなヤマ場にさしかかっている。その問題点をみ

ると，一つには相互に深い関連をもっている，互助的あるいは補完的関係にある両者

が，それぞれ無関係に，アンパランスに動いてきたこととみてよかろう。これを是正

することが第一の施策上のポイントであろう。

急激な近代化に対して，山村の構造はおくれている。しかし，これを都市化するこ

とが方向ではない。山村の相互扶助機構，共同体的構造の利点を残しながら近代化を

はかる必要がある。それによって山を去った労働力の回復をはかる。林野所有形態の

見直しも必要である。山と水をつなぐ総合行政，施策の一貫性が，その要ではなかろ

うか。
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