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土地改良区と流域管理

とくに水源i函養林の経営と水利用について一一

水谷正一

I 課題へのアプローチ

森林が各種の機能をもつことは，よく知られた事実である。昭和46年に発表された

林野庁の調査によれば，森林の公益的機能（水源の漏養や大気の浄化等）が果す便益

は年1u112兆8,000億円に達するといわれる。また，洪水調節からみた森林土壌は444億

m＂の貯水容量をもち，水田の 81倍、 m＇，夕、ムの 241億 m九畑地の14億 m＇をはるかに上

回るという試算結果もあるII。ふるく江戸幕藩期において，「水林J，「砂留山」， 「水

除林」と称する水源j函養林が，落林や村持山林として管理されていたこともよく知ら

れている。水源をまもりつつ用水を供給し流域や生活環境を保全する森林の機能を適

切に保持することは，長らく林政上の基本的課題をなしていた2）。

ところが近年，山の荒廃がさかんに指摘されるようになった。その事実をあげよう

とすれば枚挙にいとまがない程であるが，基本的には次の諸点に原因している。

第 1は，昭和30年代にはじまる経済成長期に，材価が他の物価を上回るいきおいで

高騰し，それに下支えされながら大面積皆伐方式による伐採が広く進んだことであ

る。林業生産の活況と増産主義の拡大は，民有林のみならず比較的生産性の低い国有

林をも席巻し，皆伐施業と植栽密度の高い造林が支配的な生産スタイルとなった。こ

うした基調は昭和40年代後半から次第に修正され，と くに国有林野事業ではそれまで

の生産主義的偏向を厳しく批判し，公益的機能の重視にたった森林施業の充実が，林

政審議会の答申「国有林野事業の改善について」（昭和47年）で強調され，皆伐の縮

減，沢伐 ・禁伐森林の拡大が図られるようになった。こうした一定の基調修正がなさ

れたとはいえ，昭和30年代から40年代にかけて皆伐された山林は，今日において林齢

10～15年以下の森林土壌が脆弱な幼木地帯をなしているため，保全的機能を十分発揮

する状況にない。

第 2は，資本による土地買占めにより，山林の土地基盤が投機の対象となったこと

である。すでに，この傾向は昭和30年代後半からあらわれはじめたが， 47年の列島改造

計画の発表を契機に急激な高まりをみせた3）。山林地価の暴騰は拡大造林を阻害し，

林業の再生産構造を悪化せしめるとともに，山林管理の粗放化を広くおし進めた。
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第3は，減速経済期に入ると輸入外材の在庫過剰により材価の低迷が続き，山林経

営が危機的状態をむかえたことである。下刈り・除伐の手抜き，間伐材の切捨て，大

径木伐採への移行等，生産構造の歪みは固有，私有を問わず拡大し，わが国の林業全

体が受難の時期をむかえている。

ところで， 水資源を利用する立場から山林をとらえたとき，森林の保全あるいは森

林土壌の管理は安定した渇水流量を保証するという点で，水利用の前提条件をなすも

のである。わが国の河川水のうち安定して利用できる渇水流量は，江戸時代の元禄 ・

享保期には農業用水の利用によ って稀少化した，といわれている九いわゆる水利慣

行は，この頃稀少化しつつあった水資源を配分・ 管理する方法や，繰返し利用する方

法を社会的な承認を通じて規範化したものにほかならない。 こうして形成された水利

秩序は森林土壌にささえられながら，それを暗黙の前提として存続したのである。下

流の利水者は森林土壌の健全な管理に依拠しながら，自らの利水行為を現実化した，

ともいえる。

こうした前提条件が崩れ渇水流量が減少すれば，水利用は深刻な事態に陥ることと

なる。幕末から明治初期にかけて，あるいは第 2次大戦の末期において，森林の荒廃

が著しく広がったことは周知のとおりである。しかし，それが渇水流量の低下をもた

らし水利秩序に重大な打撃を与えたという因果関係を，いま計量的に確認することは

できない。ただ，水源地の荒廃が流況に変化をもたらしたとする危機意識から，水源

林の造成に意欲をもって取組んだ水利回休が存在したことも，事実として指摘してお

かねばならない。

今日みられる森林の荒廃は，過去の時代に比べてその原因が構造的な恨深さをもっ

故に，解決策を容易に見出せないものとなっている。また，利水ダムの開発により，

渇水時の流量低下がもたらす影響はかつての時代とくらべて比較にならない程，広範

囲となった。こうした事情を背景として，森林と利水者は新たな要素を加えながら，

新たな関係をとり結ばなければならない時代となっている。いわゆる上流と下流の経

済格差を平準化することを通じて，流域全休と保全と開発を進めるという関係であ

る。産業連環的な生産構造の創出による上・下流結合， 青少年の林間・臨海休験の交

流，分収造林による有林への市民参加，産直による生産物交換等，民間セクターにお

ける多面的な試みが徐々にではあるにせよ，拡がりをみせている。公共セクターにお

いても水源基金 ・水源地対策基金の設立，造林公社の設置等が試みられている。

本論では，上述したような高まりをみせている上・ 下流関係のなかでも，とくに明

治期からはじまった利水者による直接的な水源緬養林の経営に焦点をしぼり，その意

義と役割りについて検討する。水源涌養林の取得経過とその背景事情，水源j函養林の

経営分析等をつうじて，干IJ水者による水源j函養林の経営がいかなる今日的意味をもつ

のか吟味したい。ここで事例と してとりあげる明治用水土地改良区（愛知県）と赤川
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土地改良区連合（山形県）の分析からは，流域管理の思想と結びついた森林保全の姿

が，具体的に明らかにされるであろう。

日 明治用水における水源溺養林の経営

I. 水源泌養林取得の動機と経過
あん

明治用水土地改良区は，現在根羽造林地 （約426ha），羽布造林地（約55ha），有

間造林地 （約 4ha），小渡造林地（約 2ha）の合計487haの森林経営を行っている。

ここでは，これらの森林を取得した動機とその経過についてふれる。

明治用水の幹線水路である中井筋，東井筋，西井筋が全面開通したのは明治14年 4

月である。明治用水の開削工事は，計画と資金は民間，工事は県庁主導という特異な

方法で行われた。開問I）事業の見積工事費 7万5,740円のうち，関係各村の拠出金を除

く6万740円が 5人の出資者により負担された。明治用水が完工した明治14年，水源

として不要となったj留地跡地488町歩，原野の一部，配水料収入の 1万4,000円および

県有金の l万円が，事業の発起人と出資者に報償として支払われた。これによ って出

資者との関係が一切清算され，さらに明治18年に用水の管理！と運営が県土木課から明

治用水水利土功会に移管されたことにより，明治用水は名実ともに地域の水利団休と

して自立したのである。

明治用水が矢作川上流部の山林に関心を示し始めたのは，開削後わずか8年目の明

治22年である。この頃，上流で840町歩の官有林が払下げになるといううわさを聞い

て，明治用水井組総代は払下げ後の経営者によって乱伐の恐れがあるとしてこれに反

対し，将来矢作川上流の官有林を払下げる場合は井組総代に諮問されるようにとの願

書を提出している5）。明治用水がいち早く上流山林に関心を示したことについては，

次のような理由が考えられる。

第 lは，明治用水の縫灘面積が用水開削後急速に拡大し，取水盆の安定化を図るこ

とが水利土功会の切迫した課題となったことで

ある。第 1＇表に大正9年の縫i飯面積を示す。纏

紙面積は用水開削時の2,081町歩（古田，池掛，

井掛）から8,132町歩へ6,051町歩の増加をみた

が，明治14年から22年の 8年間についてみる

と，増加面積の46%に相当する2,811町歩がこ

の時期に集中している。

第2は，｜掲削当初の水利施設，なかんずく頭

首工の取水機能が必ずしも十分ではなかったこ

とである。矢（＇fillからの取水は河道に設けた導

水堤で引水し， 7C樋から取水する形式だったが，

第 1表 明治用水瀧l能面積 （大

正9年末）

種目 面積

反

旧田 （古田） 9,044. 7 

7G 池 床 地 704.2 

厄 池 佐ト 地 11,502.4 

7C ft: 任卜 地 266.6 

開墾地及び畑変換地 59,803.2 

計 81,321 I 
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開墾が進み取水量が増加するにつれて導水堤の延長が避けられなくなり，当初580間

のものが明治20年代には906間にまで増築されている61。明治34年，取水口は横断堰

堤に改築され，明治用水はようやく欠作川の全量を取入れる体制lを整えたのである。

第3は，上流で取水を予定していた枝下用水に対し，明治用水の取水条件が不安定

になることに強い危恨を感じていたことである。枝下用水は明治20年に着工し， 27年

に主要な工事を完了するが，とくに取水口の工事では明治用水との聞で，行政訴訟を

も含む激しい係争を繰返している7）。

明治用水が上流部山林の荒廃を恐れていたのは，それが関饗途上にある内部の水利

化と矢作Jllからの取水条件を，ともにおびやかす存在としてとらえたからである。明

治22年当時，明治用水が木曽川支流の中津川から延．長4里の水路を侃って流戚変更

し，矢作川に水をひき入れようとする計画をもっていた8）ことからも，用水量に対す

る危機意識の強さをうかがう ことができる。

明治用水は，その後，頭首工の全面締切施設への改築，校下用水の吸収合併などを

通じて，矢作川における農業用水の問主としての地位を確立していくが， 山林への関

心を総てることはなかった。第 2表に示すよ うに明治末期から大正初期にかけて，い

よいよ本格的な山林綾’g，このり出すのである。

明治39年の組合会決議をうけ， 41年には実面積約100町歩の山林に90年間の地上権

を設定し，羽布造林地の経営を開始する。 地租等の公課は羽布村が負担し，組合は 3

年以内に植林に着手し，他殺した英国債 l町歩につき20円の借地料を支払う。また，

20年以後の間伐材と 主木売却収益金の20%を分収金として羽布村に支払う という契約

条件であった。この4年後の大正 3年に明治用水は新たに560町歩余の山林を取得す

る。通称根羽造林地といわれるこの山林は矢作川の源流に近い位置にあり ，先の羽布

造林地が明治用水の水源と は全く無関係な支川巴川の流主主にあったことと比べ，まさ

に水像、頑主主林としての性格をもつものであった。さらに昭和期に入ってからも，明治

用水は小面積の山林買収を続け，とくに昭和21年には帝室御料林払下げのうわさをき

き，その全面積にあたる8,145町歩余の俊先譲渡を請願した程である9）。

こうした，明治用水の異常ともいうべき山林取得にむけての執念は，何に動機づけ

られたものなのだろうか。こ こで儲意しなければならないのは，明治22年に官有林の

払下げを請願した時と，以降の実際に山林を取得した時とは，動機においていくぶん

の変化が認められることである。

明治20年代から30年代にかけて， 明治用水の水利用は次第に安定化の方向に進み，

明治40年頃には台地部の新田開笠もほぼ終了をみる。 この間，明治用水普通水利組合

は配水加入金や水車使用料の徴収を通じて財産の蓄積をすすめ，明治41年 l月段階で

6万975円にのぼる組合財産残高（動産の部）をもつまでになった。明治用水の財政
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第 2表 明治用水における山林の取得経過

年 次 ！ 山林の取得および経営の経過

明治22(1889) I・井組総代，官有林払い下げに対する願書を提出

39( 1906) I・組合会，明治40年度から借地で造林事業を行うことを決議。 財源
［ は組合WJ本財産とする

40(1907)1 ・組合会，造林事業の財源を碧海銀行株券の売却に変更

41 ( 1908) I・組合と東加茂郡下山村村長は「山林地上権設定」の契約以後， 67
町 4反余 （実面積100町余） の羽布造林地の植林開始

・組合 「造林規程jを制定

大正 3(1914) I 組合会，財産管理を表むきとした山林の質収を決議

・組合，長野県下伊那郡根羽村の山林525町6反 （実面積564町歩）
を20,000円で買収，根羽造林地の経営開始

15( 1926) I・組合，東加茂郡旭村小波の山林 1町 7畝余を7,500円で賃収

昭和 5(1930) I・組合，旭村有聞の山林 l町 7反余を5,550円で貿収

11 ( 1936) I・大字羽布が羽布造林地の一部16町8畝 （実面積22町余）を売却の
｜ ため，組合は地上権を返済

21 ( 1947) I ・組合は矢作川流域内の全御料林 （約 8,145町歩）の払い下げを宮
｜ 内大胆に請願

23(1948)1 ・組合は功労者岡田菊次郎に功労に報いるため根羽造林地の一部20
｜ 町歩を廉価で譲渡

27(1952)1 ・豪雨により水利施設が破損，復旧事業費後；出のため根羽造林地の
一部117町歩を1,500万円で売却

－成木の伐採を開始，羽布造林地 （～昭和36年），恨羽造林地 （～
昭和49年）

28( 1953) I・羽布造林地の 4反を羽布ダム水没地として農林省が買収

32( 1957) I・羽布造林地の 5町5反を三河湖周辺保護のため愛知県が買収

35( 1960) I・組合は，旭町の山林 l反2畝余を17万円で買収

43( 1968) I・有間造林地3.36haが土砂流出防備保安林に指定

46( 1971 l I 根羽造林地426.23haが水源緬養保安林に指定

的基盤は不動のものとなったのである。組合管理者である碧海部長の井深基や常設委

員の岡田菊次郎は，「水を使うものは自 ら水をつくるべきだ」とする水源漏養の理念

にも とづき山林の買収を組合会にはかったが，すべての人に理解されず，財産の有利

な管理方法として説得にあたらなければならなかったという 当時の事情は， 示唆に富

むものといえよ う。 自らの水源と直接にかかわりをもたない羽布造林地の地上権設定

も， こう した財産管理の目的を考えてはじめて納得できる。明治用水における水源語

長林の取得は，水源j函主主と財産管理という 2つの動機を含みながら， 実現したのであ

る。
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第3表 造林会計の収支

(a) 昭和戦前期

収

年 次
繰 入 金 木材収入

昭和元年～5年 45,025 

6 ～10 II 20,168 

I l ～15 II 10,099 5,005 

16 ～20 II 6,336 4,766 

員十 81,628 9,771 

入

補助金
他

250 

170 

120 

540 

・昭和12, 17, 18, 19の4ヵfjOは資料が欠損 している。

資料 明治1日本土地改良会Jt'i't料

(b) 昭和戦後期

収 入

年 次
補助金繰入 金 木材収入

他

昭和21年～25年 225 406 ． 
26 ～30 II 100 13,691 17,957 

31 ～35 II 35,512 534 

36 ～40 II 69,076 3, 182 

41 ～45 II 64,585 3,002 

46 ～50 II 16, 727 1,541 

51 ～55 II 72, 768 340 6,075 

品十 73,093 200,337 32,291 

計

45,275 

20,338 

15,224 

11,102 

41,939 

5十

631 

31, 748 

34,046 

72,258 

67 ,587 

18,268 

79, 183 

305, 721 

・補助金 他には昭和27年度の山林先却収入15,000千円を含む。

“ 事業貨には，昭和55年度の造件事務所建築費49,337千円を含む。

資料 ＇~Ii古川水土地改良区会J資料

2. 水源i函主主林の経営

（単位：円）

支 出

事業費 繰出 金 5十

45,345 45,345 

20,095 20,095 

15,028 15,028 

9,762 9,762 

90,230 90,230 

（単位 ：1,000円）

支 出

事 業 費 繰出金

622 622 

3,126 27,913 31,036 

11,350 25,200 36,550 

40,655 28,885 69,540 

38,318 14,500 52,818 

24,39,1 24,394 

79, 105 79,105 

197,570 96,498 294,068 

羽布造林地は，明治42年から 3年間で94町歩余りに杉と槍を合わせて57万本植え，

約 l万3,200円の造林事業費が投じられた。この経費は組合の基本財産蓄積金を財源

としており，純益金が生じたときはすべて基本財産に繰戻すことが「造林規程jに決

められている。

一方，恨羽造林地は大正4年から20年計画で毎年30町歩程度の植林を笑施し，昭和
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13年までに予定の他林を完了している。恨羽造林地では，昭和 4年以降，造林事務所

に専任者が常駐し，補値・下メIJり・間伐などの保育管理を行っている。

第3表は造林会計の収入・支出決算を 5年単位で整理したものである。これから，

①昭和26年までは主として基本財産からの繰入金で造林事業費がまかなわれていたこ

と，②昭和27年の伐採開始後木材収入が順調に地加 し，45年までの19年間で総額約

8,100万円の剰余金が生じたこと，③しかし，昭和46年以降は木材収入が急速に減少

し，再び基本財産からの繰入金を余儀なくされていること，などの特徴をよみとるこ

とができる。昭和58年度から62年度までの造林事業計画書によれば，中心的な山林で

ある根羽造林地で林齢46年以上の伐期lli1lに達する森林はわずか11%にすぎず，今後収

入のない状態が続く ため， 5ヵ年間で総額3,100万円の基本財産からの繰入れが必要

だという。

以上のように，明治用水における水源緬養林の経営は，短期的には組合財政の財源

強化をなしえたとしても，長期的には基本財産に依存する経営構造にあり，収主主事業

として成立困難なことがわかる。水源溺養林の経営は，採算を度外視しても十分な資

金力を もっ，明治用水のような大用水にしてはじめて可能となることである。

3. 明治用水における水源緬養林の意義

明治用水の水源、漏養林が矢作川本川の水源t函養に寄与する割合は，頭首工地点の流

域面積約920km2に対して約4.5km2をしめるにすぎないから，小さなものであること

は明白である。また， 2の検討から，水源漏養林の経営が収益事業として成立しえな

いことも明らかとなった。しからば，明治用水が水源i函養林を経営する意義を，どこ

に求めたらよいのだろうか。本項では，この点について吟味したい。

明治用水が水源J函養を経営する意義は，次の諸点にあると思われる。

第 lは，水利団体外部に対しては利水者自らが水源j函養を行っていることのデモン

ス卜レーション効果をもち，水利団体内部に対しては山林が貨幣価値の変動等に影響

されない，安全な財産管理方法であるという点である。明治用水は昭和44年以来，流

戚の水質保全運動を矢作川沿岸水質保全対策協議会（以下，協議会という）の設立と

連動させながら，強力に推進する主体となる。協議会は，汚濁調室の実施とその結果

についてのキャンペーン活動，調査ノξトロ ーノレと汚濁源の告発，講演活動や乱開発の

写真展の開催，「矢作川をきれいにする会J等の住民運動との連燐，無公害石鹸の宣

伝等，多彩な活動を展開しながら水に関する流域住民の関心を換起し，昭和53年には

土地改良区等の農業関係 5団体，市町村等の自治体14団体，漁業組合等の漁業関係20

団体，合計39団休の参加をうるまでに成長する。協議会は明治用水の流妓活動を行う

ための母i本をなしているのである。

こうした流域活動の萌芽は，昭和10年に組合自らが発起人となった森林治水事業愛
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知期成同盟会を組織した ときから生まれた。明治用水は水源j函主主林の経営に自ら範を

示し，昭和43年には中部9県造林コンクールの優良造林地公有林の部で第 3位に入賞

する結果となっている。水源j溺養林は明治用水が様与な流域活動を展開する際の物的

基盤としての意味をもっているのである。

財産管尽についてはすでにふれたので，ここでは繰返さない。

第 2は，山林が組合経営において保険的機能をもつこと である。昭和27年の災害復

旧に際して，山林の一部を売却し事業費を捻出したのがその一例である。 土地改良区

のような水利団体が不動産を所有する場合，水路敷や溜地数といった転売困難なケー

スが多い。山林はその難点をまぬがれる意味で，保険的機能を有している。

第3は，水源J函養林の赤字経営が，結果的に下流における開発利益を上流に還元す

る：苦味をもつことである。通常の企業活動では，資本の回転期間lが長く材価の不安定

な山林経営は収益性を期待できないことから敬遠されるだろう 。しかし，明治用水の

ように収括性をある経度無視した綴営では，欠損部分を利水者が負担すること で経営

の継続性が保証されている。いいかえれば，手IJ水者は，水利用によって得た開発利益

の範間内で，山林の公益的機能を維持するための負但行為を但保することになる。も

とより，利水者の負仰には限界があり，水源j函養林の経営面積は制限されようが，そ

れによ ってこの意味がいささかも失なわれるものではない。

皿 赤川における水源酒養林の経営

I. 林肝取得の動機と経過

赤川は山形県庄内平野の南半分，約12,000haの水田の用水源をなす中小河川であ

る。かつて，赤川の河口は最上川と 合流していたが， 大正 ・昭和期の河川改修で放水

路が新設され，独立した水系と なった。

赤川における水源説廷の仕事は，明治20年赤川水利土功会の水源地大鳥湖調査によ

って本絡化する。水利土功会の有志19名が参加した大鳥湖調査は，渇水を契機とした

ものであった。すなわち，「大鳥海l調査記行」によれば「20年8月，河水j筒渇し水田

之れが為に亀裂を生じ，人民之れが：A~に飲用水に苦しみ，水運之れが為に絶止し，之

によりて業を営むものの困難枚挙にi皇あらず。放に有志者相議し其水源を採り水利の

如何を円検す」とその動機を述べ， 結論として「具水流たるや天皐しと量産も沼々 止ま

ず実に天工の功みなる奇というべしjtOIと水源地の状況を記している。この貴重な体

験は赤川普通水利組合に も受継がれ， 明治26年に組合通常会は赤川水源緬養の方法を

調査するため，改めて 4名の臨時委員を選出した （第4表参照）。明治27年9月に 5

日間の実施調査を終えた臨時委員は通常会に，「赤川水阜の患害を除かんと欲せば，

山林濫伐を矯正し其滋値を図らん為の左の議決をせり」と 4名の意見をまとめ，「一，

民有の畑及山林原野を買上げ水源林設置の計画をなすこと 。二，官有の山林を宮に諮
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い水源林設置の計画をなすことJ川を提案した。組合通常会はこの報告を承認、するか

たちで，同年に水源j函養林設ii'l:の基本方針を確定する。上流水源地で薪炭材の乱伐や

矧IJfl~により，相当荒廃が進んでいることへの危機感がこのような大胆な方針の採用

を滋いたのである。

ザ＼＇；Jll組合が山林の取得に乗り出そうとしたとき，水源緬養にと って脅威をなす問題

が発生する。 明治28年の古河市兵衛による大鳥鉱山の開業がそれであり，銅の精鋭に

用いる燃料用木材が水源地において大量に伐採されはじめたからである。すでに古河

資本が渡良瀬川で鉱害をひき起していたことは周知の事実であったから，赤川組合は

水源林をまもる運動を総力あげて展開する。

Wl治32年，赤川組合はその具体策として県知事にたいし大鳥鉱山の伐採停止と大鳥

官有林43,561町歩余の保安林加入を申請した。同年，県知事は22,837町歩余を普通保

安林に細入する決定を行い， 赤＜Jll組合の運動は一応功を奏した形となった。しかし，

赤川組合は指定された保安林が古河の巻き返しによって解除される可能性があること

から，じ｜らが山林を取得し直接に管躍するまでは安心できなかった。

ところで，地租改正以降，わが国の国有林は官林と称されてはいたが，実際の管理

は地方庁に委ねられていた。明治32年から特別経営事業のもとに壮大な固有林づくり

の運動がはじまり，官林の直結管理が進められるが，この特別経営事業では山林原野

調査本業 （明治23年から38年に笑胞）にもとづいて区分された不要作置林野を民間に

処分し，その売却財源によって国有林経営の事業費をまかなう 方法がとられたのであ

る。

赤川組合は水源地における不要存霞林払下げの動きをいち早く 察知し，明治40年に

林肝の買収計画を決定，特別会計に林野貨収資5,827円を予算計上する。この年，す

でに水源地の大鳥百llt喜は国布林900町歩余の払下げを受けていたが， 赤川組合は大鳥

部焔からの転資分も含めて，明治43年までに1,256町歩余の林野を 4万2,622円余で取

得するこ とに成功する。その後， 大正 5年に若干の追加的買収が行われているが，こ

のll与取得した林肘が今日に至る まで赤川組合の中心的な山林として存続するのであ

る。

古川資本に対抗した赤川組合の運動には，相当の無理があったことも事実である。

とくに，水源地住民との聞にはい くつかの摩僚が発生している。大鳥官有林の保安林

編入に際しては，地元の大μ官111非民が薪の伐採停止を受けることとなった。赤川組合

は，大鳥部落民が国有林の伐採許可を得るか，あるいは国有林の弘下げによりその損

害を償い得るまでの間，損害補償措置として「給与金」を支払うことを契約する 12)0 

当初， この給与金は4年で打切る予定だったが大鳥部落への国有林払下げが思うよう

に実現しないため，大正3年までは 「給与金」として同 4年以降は「水源地保護委託

J'(Jの名目で，今日まで支払いが継続している。
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第4表 赤川普通水利組合における林野取得の経過

年 次 ｜ 林野に関する事項

明治18(1885) I・赤川筋水利土功会の設立

20( 1887 l I 水利土功会，水源地の大鳥湖調査実施

22(1889)1 ・赤川筋水利土功会は赤川普通水利組合に改組

26(1893)1 ・組合通常会，赤川水源t函養の方法を調査するため 4名の臨時委員
を選出

27(1894)1 ・臨時委員，赤川水源調査を行い，「赤川水源実査景況調査」を報
fr 
Cl 

－組合通常会，水源j函養林設置の基本方針を決定，明治27年から32
年にかけ詳細な水源調査を実施

28( 1895) I・古河市兵衛，大鳥鉱山の経営開始

32( 1899) I ・組合，県知事にたいし，大鳥鉱山の伐採停止処分と大鳥官有林の
保安林編入 （43,561町歩）を申請

－県知事22,837町歩余を普通保安林に編入

・組合， 大鳥部落に薪の伐採停止による損害の保償として「給与金」
を支払うこと，大鳥音II落は赤川水源に関係ある国有林野の払い下
げ申請および赤川水源保安林の解除申請を行わないことを契約

40(1907) I・組合通常会， 「赤川水源保護に関する件」で林野の買収計画を決
定，不要存置林（国有林）の払い下げ，特別会計の設置等，林野
買収費として5,827円余を予算計上

－大鳥部落，約900町歩の国有林を払い受ける

43(1910) I 組合，国有林からの払い受け林野川町歩余と，大鳥部溶からの
転買林野532町歩を合わせ，1,256町歩の林野を取得

・組合，大泉村村長（大鳥部落関係）と林野の維持・経営に関する
契約を締結

大正 2(1913) I・組合通常会，造林計画を決定，人工造林を開始

s( 1916) I・組合， 34町歩の林野を買収

8( 1919) I・組合，組合有林の施業計画を樹立

9( 1920) I ・組合， 大鳥林道関盤強の補助2,000円を決定

昭和 6(1931 l I 大鳥部落で部分林を設定（50ヵ年契約）

28(1953)1 赤川土地改良区，荒沢ダムの水没者 （荒沢部落，大鳥部落）に所
｜ 有林の一部と住居移転用の補足用材を提供

41( 1966) I・大鳥部落の誉谷 （5.08 ha），繁岡 （9.13ha），松寿 （4.28 ha）で昔日
分林を設定， 50ヵ年契約

また，国有林の大鳥部落からの転貨に際しては，組合有林野の経営に関して大鳥部

落民に各種の優遇措置 （たとえば部分林の設定，林野の貸下げ，薪炭林の払下け‘等）

を講じることを含んだ契約13）を，大泉村長と締結している。

以上の経過にみられるごとく，明治20年の大渇水に端を発したとはいえ，赤川組合

が水源i函養林に異常な執着を示したのは，大資本古河が経営する大鳥鉱山に強い対抗
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意識をもったからである。次項で述ベるように，芳、Jll組合の水源漏養林は収益性を期

待できる経済林が少ないから，明治用水のような財産管理的な発想は希務であった。

務；Jll組合が他の普通水利組合と著しく異なるのは，治水事業の推進を主要な目的と

してz没立されたことである。これは普通水利組合の前身である赤川水利土功会の 「赤

川筋河身改修之為メjという設立目的l引をひきついだものであり，水利土功会に参加

した地域の地主は明治12年に発生した大水害にたいし，自力で治水事業に取組み，沈

床，護岸，水干IJ，堤塘などの工事を 5ヵ年計画でなしとげる実績をもっていた。明治

29年の河川法制定にともない，赤川の治水事業は形式上国・ 県の管轄となったが， 赤

川組合は赤川への河川法施行に抵抗し，内務省直結の赤川低水工事の維持修繕を組合

に任せてほしいという請願すら行っている。故玉波哲氏の言葉をかりれば，「この地

域の地主たちは，事業費の負担をしてまでも赤川の自主管理を望んだjのである15）。

水源j函養への関心は， こうした自主管理の思想とは決して無縁ではない。大鳥鉱山

による官有林の乱伐にたいし， その停止処分を求めた請願書（明32年， 県知事宛）に

は，赤川組合がそれまで河川の改修や水源林調査に投じた様々な実績を述べたあと，

大鳥鉱山による官有林の皆伐は，「本組合の計画に係る河川の改修，水源林の設置等

に関する事件の水泡に属するのみならず，数年を出ずして大町歩の大鳥官有林も勿ち

禿頭山に変し， 為めに水源澗渇，洪水汎濫し終には東西両国川勝に於ける大町歩の浜

田も様々たる荒野に変し，阿君日拾余万の人民をして空しく飢餓に泣かしむる悲境を呈

するに至らしむji6）と訴えている。

赤川組合は地主組合という偏りはあったにせよ，自らを赤川の治水と利水を管理す

るj1:1い手として位置づけ，水源i函養林の設置に執念を燃やし続けたのである。

2. 水源j雨養林の経営

赤川の組合有林野は， 大正 2年の通常会で毎年25町歩程度の他裁を行い， 33力年で

705町歩の造林を行うこと が認められた。組合は造林担当に 2名の専任職員を配置し，

地元大鳥部落から作業員を優先的に雇用して育林事業を進めている。造林事業費は一

般会計から特別会計への繰入金で充当し，剰余が生じれば一般会計に繰出す方法がと

られている。

ところで，組合有林野は標高250m から800m に位置し，とくに400m以上の山林

は冬期に 6～7mの積雪をみるため根曲りなどをおこし，経済林として利用するこ

とができない。造林の対象となった705町歩は標高250～350m に集中しており，この

うち経済林は180町歩程度にすぎない。

第 5表は， 造林事業の特別会計収入・ 支出を 5年単位にあらわしたものである。昭

和25年から成木の伐採が始まり， 33年から45年までの期間は剰余金が生じたため，こ

れを一般会計に繰出している。しかし， 46年以降は材価の低迷等により特別会計は赤
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第 5表 林聖f経営の収支

(a) 昭和戦前期i

収

年 次
繰 入金 木材収入

昭和元年～ 5fF- 3 7' 780 7,220 

6 ～10 25, 708 6,451 

II ～15 23, 700 8,381 

16 ～20 34,353 11, 757 

計 121,541 33,809 

'ft料 ・「品、川lと」pp.543～566 

(b）昭和戦後JUI

収

年 次
繰入金 木材収入

昭和21年～25年 1,771 912 

26 ～30 750 10,595 

31 ～33 9,835 

37 ～40 400 58,248 

41 ～45 59,279 

46 ～50 1,000 15,005 

51 ～55 24,030 

三十 3,921 177 ,904 

（単位：円）

入 支 出

補助収金 ・
キi「 入等

計 事業費 費水源保護他 五十

2,750 47' 750 44,294 3,513 47 ,807 

2,800 34,959 27 ,398 8,206 35,604 

4,974 37 ,055 26,716 B,633 35,349 

5,982 52,092 43,055 6,940 49,995 

16,506 171,856 141,463 27 ,292 168,755 

（単位 ：1,000円）

入 支 出

補助金・ ’‘ 
雑収入等 事業費等 繰出 金

5十

108 2,791 2,346 2,346 

2,025 13,370 6,888 6,000 12,888 

360 10, 195 5,312 5,350 10,662 

1,840 60,488 16,706 39,581 56,287 

2,833 62,112 32, 157 32,006 64,163 

1,641 17,646 33,626 33,626 

4,098 28,128 72,642 72,642 

12,905 194,730 169,677 82,937 252,614 

．特別会計 ［休rfrt;:riは 昭和48年以降樹止され林野は一般会Jに移された。そのため，傑人金と繰出金の

官日は48午以降（（｛£しない。
資料 ：「亦川史Jp. 543～566および赤JllU也改良区連合特別会計収支決算書， 一般会計収支決算出

字に転 じ， さらに48年以降は一般会，＼！・からの繰入が長期にわたることが予想されたた

め特別会計を廃止し， 一般会計のなかで造林事業を取扱うことになった。

水源地大れ古｜：落に対する優遇借置として，これまで4件の部分林が設定されてい

る。部分林は造林費を地元， 公課を組合（土地改良区）が負担し，木材売却収益の6

分が地元の取分である。

造林経営で特徴的なのは，昭和28年に荒沢ダム水没者に対し林野と用材を提供した

こと，およひ’国営赤川農業水利事業の請願活動資を木材売却収入から捻出したことで
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ある。赤川の水源t函養林は，こうした意味で組合財政の調整財源として機能してい

る。

3. 赤＇Jllにおける水源泌養林の意義

赤川組合の水源i函養林は，直接的には大鳥鉱山の乱伐に対する対抗策として取得さ

れたものであるが，より基本的には河川管理における主導権の確立に動機づけられて

いたことは，すでに述べたとおりである。水源緬養林はかかる意味で抵抗のシンボ／レ

的存在て‘あった。

赤川では昭和則に入ると相次いで大規模な貯水池が建設される。赤川はシロカキ

回他期から分ケツ期 （4～6月）に月山・ 朝日連峰の融雪水をうけ，水量極めて豊富

であるが，夏WIに入ると著しい渇水を生じ， 毎年のように分水問題が発生した。赤川

組合は水利用における調停者の立場から， 赤川の渇水増強対策に集中する。大鳥湖の

借上げ工事（昭和9年完成），県営荒沢ダム（治水，農業用水，発電の多目的ダム，

同31年完成），八久和ダム （発電専用，同33年完成）等で赤Jllの渇水量は安定し，下

流の分水問題は次第に解決されていくが，こうした動きの中で水源漏養林の存在意義

は後退していく 。

赤川土地改良区連合の構成員から，「水田の金を山につぎ込むのはいかがなものか」

という意見すら寄せられるようになった。赤川連合は， 「水源i函養林はあくまで土地

改良施設のひとつとして考えるJと公式表明しているが，このやりとりの中に現段階

における水源泌養林の意義が表われているように思われる。すなわち，さきに明治用

水でみたように， 赤川の農業利水省は水源極養林の経営を通じて，下流における開発

利益の上流還元を行っているのである。下流利水者が水源樹養林を経営する現代的意

義は，この点にあるといってよい。

W むすび

明治用水と赤川の事例は， 水源i爾養林の設置が利水者による流域管理の思想と不可

分に結びついていることを示すものである。生産力の潜在的なポテ ンシャルを与える

ものとして，農業水利の安定化と水源樋養林の育成は，と もに長期にわたる人間労働

の伝／，.：~と蓄積のなかでな しとげられる ものであり，たとえ短期的なあるいは局音II的な

問題解決に端を発したとしても，流域管理の発想を｛半わざるをえないものであった。

分割的水利用が統合化への道を進みつつある現在，新たな上 ・下流関係を創出する

意味で，水源J函~林を中核とした流域管理の発想、はひとつの方向を示唆しているよう

に思われる。

（この研究の－ff!)は，昭和58年度科学研究資 （総合 A）の助成をうけて行ったもの

である。）
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