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むすび

わが国における産業革命期までの水利については，農業水利を目的にすれば足り

た。 工業用水としての水車や染色，運輸のための舟筏や竹木の流送については，それ

らが水を消費する性質のものではないから，とくに問題を生ずることはなかった。 明

治政府の殖産興業政策がしだいに功を奏し，産業資本の確立期に向かうにつれて，工

業が勃興 し，工業地帯及びその周辺地成の「都市化」現象があらわれた。工業はエネ

ルギー源として水力発電を必然、化した。 都市の市民はラ ンプを電灯に切り換え， 生活

用水を上水道へ求めるよ うになった。水道も工業も水源を河川に求め，農業用水と競

合するに吾ljった。いまや， 農業だけが河川の流水を独占使用しているわけにはし、かな
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くなった。「我田引水」のための水争いはかつて農業水利内部のものであったがーい

まや農業以外の所謂「他種水利」と水争いを演ずることにな ったのである。

政府は夙に， 一方では御雇外人を招鴨して治水工事を施し，他方では「治水条目」

や「河港道路修築規則」を制定して，治水に関しては一応の積極策をみせる。しかし，

利水に関 しては「各区町村金穀公借共有物取扱土木起功規則」（明治 9年太政官布告

第130号）・「地方税規則」（明治11年太政官布告19号） 「区町村会法」（明治13年太政

官布告第18号→改正法問17年太政官布告14号）の断片的 間接的規定にみられたよう

に， 政府は関与すべからざるものとしていたのて、ある。従って，キIJ水事務は水利共同

体ないし農民地主の私的自治に委ねられていたのである。しかし市制町村制 （明治

21年法律 1）による自然村の行政村への再編によって，従来の利水共同体としての村

（ないしその連合）と行政村としての村とが訴離し，しかも，水利共同体はそれに対

応して解体しえなかったから，従来のー水利団体が数個の行政村に跨がるところも生

じた。右の諸法律はその調整のためにも必要だったのである。町村が水利に関する事

務を管理できない地域においては，水利土功会の設置を認めてきたが，明治23年

(1890）の「水利組合条例J(6月21日，法律46号）は，水平IJ土功会を水利組合に再編

した。この法律以後，利水政策が展開することになる。

1. 明治期水利関係法規

水利関係法規が一応の整備をみるのは，近代法史学の時期区分にいう法体制l確立期

においてである。水利組合条例は明治23年，河川法は明治29年（法71号）である。その後

ないし明治後期における農業水利関係法を年代順に掲げてみると次の如くである。

明治30年 4月1日 土地区画改良ニ係ノレ法律 （法30号）

32年 3月22日 耕地整理法 （法82号）

35年 3月8日 北海道土功組合規則 （法12号）

35年 3月12日 耕地整理法中改正法律 （法15号）

36年 6月17日 耕地整理法中改正法律 （法11号）

38年 2月24日 耕地整理法中改正法律（法31号）

39年 6月6日 耕地整理及土地改良奨励費規則IJ （農商務省令18号）

41年 4月13日 水利組合法 （法50号）

42年 4月 1日 耕地整理及土地改良奨励費規則 （農商務省令 2号）

42年 4月13日 耕地整理法中改正法律 （法30号）

法体制準備期には治水関係法はまだしも， 利水に関する法規が甚だ不備であったこ

とは既にみた＊が，農地開墾・土地改良との関連でみれば，ほぼ次の如くである。

明治 3年9月27日 開墾規則lj（太政官布告630号）

5年10月10日 北海道土地売貸規則 （太政官布告304号）
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6年12月27日 官林荒蕪地払下規則lj （太政官達426号）

9年10月17日 各区町村金穀公借共有物取扱土木起功規則（太政官布告130

号）

I l年 3月6日 一般殖産及華士族授産方法 （内務卿から太政大臣への禦議）

17年4月8日 区町村会法（太政官布告18号）

16年 4月24日 北海道転籍移住者手続 （太政官達10号）

17年 5月 7日 区町村会法改正（太政官布告14号）

19年 6月29日 北海道土地払下規則J（閣令16号）

23年 6月21日 水利組合条例I] （法46号）

29年 4月8日河川法 （法71号）

30年 3月30日 北海道国有未開地処分法 （法26号）

（＊ 森「治水政策と法一一法体制準備期一一一j『社会労働研究』 34巻 l号掲載予定。）

わが国は古来水田農業であって，農地の開墾は同時に用水開発を意味した。旧藩時

における「耕地／拡張及改良事業ノ種類ハ現代ト異ナ ラス即主要ナノレ事業ハ開田ニ在

Jヲ以テ河海或沼沢地ノ埋立又干拓行ハレ，水平IJノ使アノレ林野ハ開墾セラレテ纏瀬水

ヲ導ク ニ河Jllニ堰堤ヲ設ヶ又渓谷ヲ利用してj留池ヲ築造 γ，氾濫ノ 地ハ河Jllノ改修ヲ

行ヒテ用排水／利便ヲ図リ或又皐害寧歳ナキノ地ハ用水源ヲ設ケテ耕地／荒廃ニ帰ス

ノレヲ防キタリ 」というのである I）。

I) 農林省農務局「旧藩時代ノ耕地鉱張改良事業ニ関スル調査」 （同局，昭和 2年）

l頁。なお，その事業のために「全資産ヲ傾ヶ事業成 ラスシテ切腹 j 又ハ
～ 純＊

人桂 トナレノレ者アリ或又白装束遺言状ヲ懐ニ ゾテ工事監督／任ニ当レル者モ アリ

タリ 」とL、う。その事業費Ii，「事業ノ地域広大ナノレカ又多額ノ労費ヲ要ス ノレ場

合ハ主卜／テ藩営事業ニ属ゾ又地方素封家ニ命γテ実施七 γメタルモノアリ事業

ノ比較的容易ナルモノハ民営ト為γ個人又共同施行ニ依 リテ之ヲ行」った。

2. 農業水利組織の再編一一水利組合条例

(I) 水利団体の市町村からの分離

水利組合条例は明治23年 6月であるから，この年の11月に招集された第 l回帝

国議会における審議を経たものではなL、。全58条から成る本法は，市制町村市ljの

別法であったから，全ての水利組織が水利組合条例に依拠するのではなく ，町村

制第6章による町村組合として組織されたものもあれば，水平IJ事務を市町村行政

として取扱うところもあった。

水利組合が設置されるのは「特別ノ事情ニ依リ市町村若ハ町村組合ノ事務トナ

スコトヲ得サノレモノアノレ場合」であり（1条）， これには普通水利組合と水害予
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防組合の 2種があるものとされた （2条）。 前者は小作人を排除した土地所有者

＝地主がその組合員となって「用悪水等専ラ土地保護ニ関スノレ事業ノ為」のもの

であり（7条， 3条），後者は土地及び家屋所有者を組合員として，「水害防禦／

為ニスノレ堤防淡深沙防等ノ工事ニシテ普通水利組合ノ事業ニ属サセルモノ、為」

に設置される（14条， 4条）。設置された組合の管理 運営につレては，第 3章

（水利組合／会議）以下（第4章組合／ 管理，第 5章組合ノ会計，第 6章水利組

合／監督）に詳細に定め，その実現を期して官任の管理者をして監督に当たらし

めている。組合の起債については，「借入及償還ノ方法及期限並利息ノ定率Jに

ついて内務 大蔵両大臣の認可を必要とした。

しかし，ここで指摘しておかなければならないことは，組合の実体関係につい

ては旧藩政時代における井組の慣行を維持することにしていることである。例え

ば， 7条， 14条の但蓄は「旧慣アノレモノハ其旧慣ニ依リ区域ヲ画スノレコトヲ得」

とした。また，組合会議員の選出も自治規則に委ねられ（20条），費用賦課につ

いては旧井組の差等賦課方法を踏襲した （39条）。さ らに重要なことは，潟水時

における水配分や洪水時における施設運用については何らの規定を置くことをせ

ず，これらについては旧慣に依るものと したのである九従って，この法律の目

的は，さきにも述べたように，村落共同体と殺離した生活協同体としての水利組

織の再編整備にあったといわなければならない。 普通水利組合が，水利の実体を

旧慣に依拠するにも拘らず，小作人を排除して地主を構成員とする地主のための

組合としたところに，そのフソレショア的性格が窺われる。本来，前近代的な農民

の諸権利はゲヴェーレ（Gewere）といわれるように，その現実的な支配進退に

依拠するものであった。しかし，ここでは水利権が，耕作権の一環ではなくし

て，近代的な土地所有権に付随するところの地主の権利とされ，その限りで観念

的な性格を付加することになった。

2) 農林省農務局「前掲」 190頁には，秋田県の「越中堰水利土功会」につい

て「単ニ越中寝卜 tテIB幕時代／遺習ニ止リシモノモ世態ノ変遷ニ伴ヒ，

明治二十年越中堰土功会トナリ ，純乎タノレ規則ヲ以テ組織スノレニ至レリ」

と述べて，その規約を収録してし、るが，その第4条は「堰筋分水法ハ総テ

従来／慣行ニ依ノレ」ものとしている。

旧来の水利共同体の衣は和服から洋服に変わったが，その実態は旧慣で

あった。河川法が流水占用については行政庁の許可を要するとしながらも，

河川法施行時既に流水占用行為を行っているものに対しては，「河川法若ハ

之ニ基キテ発スノレ命令ユ依 リ許可ヲ受ケタノレモノ ト看倣ス」としたのは（旧

河川法施行規程11条→現行法87条），慣行水利権を河川法の支配下に置くと
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同時に，確立された利水慣行を否定しえなかったことを意味する。慣行農

業水利権の法源を「法例J2条に求める見解がある。例えば，農業水利問題

研究会編 「農業水利秩序の研究」（1961年，御茶の水書房）2頁以下 （渡辺

洋三執筆）は「明治民法その他の私法秩序の中で，農業水利権についてま

ったく成文の規定を設けず，も っぱらこれを法例第2条に基づく慣習法と

して保護する建前をと った」 という（同 4頁）。しかしそれは正確ではな

¥, 、。そこで指摘される法例2条の絶対主義的性格はその通りとして，この

時期には未だ法例 （明治31年法10）は成立していなL、から， 水利権の淵源

を法例に求めることはできないのである。慣行農業水利権の法源は慣習規

範そのものなのである（森「事実たる慣習と慣習法」『内山 ・黒木 ・石川還

暦記念現代民法学の基本問題上』 71頁以下所収， 1983年，第一法規出

版）。

慣習規範を根拠とする慣行水利権は，近代以後現代に芽ljるまで，その命

脈を保iつことになる。しかし，旧慣・慣行とはいっても，それが当時の社

会経済的諸条件の所産である限り，それら条件の変容は慣行の変更をもた

らす。このことについても別に論じた （森「現代農業水利紛争の諸相」日

本農業土木総合研究所編『現代水利紛争論』所収， 昭和61年 3月）。

(2) 水利組合条例の意義

区町村会法による水利土功会の設置規則が，府県知事の裁定のもとにおかれてレた

が，これは，水利に関する事項が町村行政に属する事務である ことを原則的に確認し

たものである。

これにつレて，渡辺洋三 前掲「農業水利秩序の研究」所収論文（26頁以下）は鋭

し、分析を試みている。すなわち，近代化の過程は公私法未分離から分離へ向かうへき

であるにも拘らず，水利土功会は町村連合会に準ずる組織であり，水利団体は行政組

織から分離するどころか，むしろ行政組織の一環として， より大規模な形で公法人に

再編されるに至った，と いうのである。

これに対して，水利組合条例は不徹底ながら，行政組織たる町村と水利団体との一

応の分離を法的に確定したものである。しかし，水利組合条例はその第 l条で「特別

ノ事情ニ依リ市町村若ハ町村組合／事業トナスコトヲ得サルモノアノレ場合」に水利組

合の設置を認めるのは，「水利が原則としては町村行政事務であるという旧来の建前

をやはり継承するものでしかなかったん

そのような限界をもっ水利組合条例であるにも拘らず 「町村と別個な法人組織と

して土地所有者集団を法定したことの意味は決して小さくなL、」として，その意義を

次のように述べてレる。「ここ で注意すべきは，水利組織と行政組織とのこの分離が，
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同時に，行政組織上の『住民』内部における土地所有者と非土地所有者との分離をも
' tを，＿略

意味したということである。 寄生地主制の発展につれて，土地所有者の属する町村

とその支配する土地の所在する町村とは別個なものとなる。 不在村地主が自村の行政

機構を通じて他村の小作人を支配するこ とは， 困難となる。のみならす．たとえば上流

村の地主が下流村の団地を所有する場合には，その地主は用水に関するかぎり他村た

る下流村の利益を擁護しなければならなレとしづ矛盾も生じてくる。 町村住民として

の立場と不在村地主としての立場とのこのような矛盾は，大地主の用水管理 （同時に

農民支配）形態をして行政組織による間接的支配から水利組合によ る直接的支配へと

移行させる要因となった。当然のことながら，水利組合の 行政組織からの分離とそ

の地主組合への転化は，大地主の用水管理を法的に保障する という意味をもつもので

あった」と。

農業水利権が基本的に，農民の私的利益に奉仕する権利＝私権であるにも拘らず，

その権利者集団としての水利組合が市町村事務の一部を担当する公法人として構成さ

れたことは，大きな矛盾であった。水利組合条例は， 17年後に改正されて水利組合法

（明治41年法50）と なる。かく て，水利組合は水害予防組合として公共的性格をもち，

公法人としての人格を付与される ことになった。しかもこれは，団体規制の観点から

内務省所管とされた。水利団体本来の獲甑排水事業は農商事務に関するこ とであっ

て，内務行政には属さないから，そのために，農商務省所管の耕地整理法が準備され

なければならなかった。

(3） 水利組合条例の改正 水利組合法の成立

水利組合条例は，施行後17年を経て全面改正され，全文90条から成る水利組合法と

なった（明治41年法50）。この間には，河川法や北海道土功組合法・耕地整理法が施

行されていた。また，この聞に水利組合条例が全く問題にならなかったわけてーはな

し、。 当時，水利組合条例による組合総数は3,210，そのう ち，普通水利組合が2,268,

水害予防組合948が組織され，それぞれ活動を行っていた。その実務経験が条例改正

を促すことになる。

明治30年（1897)第10議会貴族院は， 2ヵ条から成る「市制町村能lj水利組合条例及

地方学事通則に関する法律案」（政府提出）を審議している。 即ち，第 1条は「市制l

町村制中市条例町村条例ニ関、ノ勅裁ヲ経ノレ／ 規程ハ之ヲ廃止ス」とし，第 2条は「市

制l町村井~J水利組合条例及地方学事通則中主務大臣 ニ属スノレ許可及認可ノ 職権ハ!WJ令／

定ムノレ所ニ依リ府県知事ニ委任スノレコトヲ得」とい うのである。 その提案趣旨は，事

務量の激増に耐え得ないからであると Lづ。 水利組合条例50条は，起債に関する事項

を内務 大蔵両大臣の認可に係らしめていたのであるが，それを府県知事に委任しよ

うとい うのである。市制町村制や学事通則にあっては，ただ形式的手続的な許・認可
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を求めるだけの事務が毎年相当量に達したようであるが，水利組合条例における起債

事務はそれほど多くはなかった筈である。しかし，これらはひとしく市町村の事務で

あることから，同一に取り扱おうとしたものである。この法案l主主として地方 （府県

知事）不信を理由に，第一読会の続きで否決されてしまった九

さらに，第21議会 （明治37年）衆議院においては， 2つの水利組合条例改正案 （何

れも議員提出）が審議された。 Aは34条 1項の次に 「前項／委員又ハ付属ノ 傭員ハ組

合会議員ヲ兼ヌルコトヲ得ス但工事其他監督ノ為特ニ設ケタ ノレ委員ハ此限ニアラ ス」

を追加せんとするものであり， Bは50条 2項に 「但償還期限三年以内ノモノハ此限ニ

アラス」を加えようというものである。その趣旨は，前者にあっては，兼務によって

生ずる弊害を除去しようというのであり，後者にあっては，市町村なみに （市制，町

村制160条2項）起債を認めようということである。衆議院では，条数少ないにも拘

らず重要法案であるとして， 18名の特別委員を選任して審議した。とくに後者につい

ては政府が 「徹頭徹尾之ニ反対Jした。

委員会では，前者については，兼務させるかさせないかは組合の自由であって法律

のせいではないとし，後者については，組合は市町村とは違ってその下位にあるのだ

から，起債乱発の弊を避けるためにも現行法改正の要なしとの結論に達した。本会議

でも，両案は否決された九

3) 「大日本帝国議会誌」 （以下「議会誌Jと略称）第4巻36頁， 66頁以下。

4) 向上， 250頁， 273頁， 301頁。

右改正案の当否は別としても，改正案の出現それ自体が水利組合条例と現実の水利

組合の運営とが矛盾することを意味する。それはどのよ うな矛盾であったか。

第21議会は，新潟県中頚城郡板倉村山崎久太郎外383名呈出の「水利組合条例改正

の請願」を採択している。その文面は次のよう に述べている。

水利組合条例は組合の管理者を市町村長に限りあるを以て小用水の保護に適すへ

きも大用水の保護に適せす又該条例は水利組合の組織に重きを置き従て其の保護

方法も亦組合の自由行動に任するを以て旧慣違法漸く荒廃し其の弊害続出し遂に

用水濯瓶の困難救ふへからさるに至る是れ該条例の精神放漫にして法文粗築なる

の致すところなるか故に具案の通り改正せられたし

そこにいう具案の内容は不明であるが，貴族院はこれを採択して衆議院へ回付し

た。貴族院では内容の検討が充分にはなされなかったようであるが，衆議院では請願

委員長が請願の内容を次のように説明している。「此趣意は水利組合条例は，数年実

験の結果として， 小さ き水利組合に向つては，効能があるけれども，数十里に亘る濯

概数百長に亘る水利組合に向つては，甚だ尽さ工るところがあって，便利が少ない」
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「其不都合であると云ふ一例を挙げますれば 例へば水上に於て故意に堤防を傷けて

水を流されてしまうて，水下の者を苦しめることがある，さ う云ふ場合にも今日の水

利組合条例では間に合せの応急の手当の付けやうがなL、」「それから此水利組合条例

は，主として組合組織に重きを置いて其水利を保護すると云ふ精神に於て，欠けて居

るので，此法律の結果として， 地方水利の習慣口碑と云ふものが段々減じて，唯権力

のある者がやたらに暴を這う する結果となって，地方の人民に取って，甚だ痛苦が多

L、」「水利の組合の管章害者は一二の町村長に託する と云ふやうなことは，小さき組合

には宜いけれども，大きな組合に取っては，なかなか尽すことが出来ざる事情があっ

て，甚だ不都合なる結果を生ずる」5）と。

この請願とさきの衆議院議員提出になる改正法案との関係を詳らかにしないが，少

なくとも規模の大きな水利組合からの請願であり，さきの改正法案の Bも大規模組

合にとって必要なものであったろ う。

5) 「議会誌」 6巻158頁，l74頁，412頁。

水利組合法は水利組合条例に比べて，全体として管理者（官任）及び監督官庁の権

限を強化している。これは内務省の伝統的施策である。また，組合会の議事は公開を

原則とするが，一定の場合には傍聴が禁止されるものとした （27条5項）。 組合の連

合（法人）の設置に関する規定が新設された（71条）。

水利組合法は，基本的に水利組合条例を踏襲しているので，組合の性格には変更は

ない。 すなわち，水利組合は水利土功関係事業を行う団体であり， 特別の事情によ っ

て府県その他の公共団体の事業となしえない場合に設置される（1条）。これには，

瀧概排水に関する事業のため設置される普通水利組合と，水害防禦に関する事業のた

めに設置される水害予防組合とがあること，条例の場合と同様である（4,5, 7条）。

ただ，ここでは明文で，両者が法人であるとした（2条）。 組合が公法人であるこ

との最大の特徴は， 組合費の徴収 ・督促及び滞納処分が市町村税の例による強制処分

たることに現れる。つまり ，組合費は租税としての性格をもつのであって，組合員が

事業費分担の増嵩によ く耐え得ないときには，彼は滞納処分によって没落するほかな

かったのである。

また，水害予防組合も必要あるときは，本来普通水利組合の行う 纏概排水に関する

事業を兼営することができることとした （9条）。 濯概排水事業は農商事務に属する

ことであるが，本法の所管は団体規制lの面から内務省、とされた。従って，この規定は

内務省の権限拡大を意図するものであり，河川ないし水に関する行政事務一切を内務

省の一手に掌握しようとする意思の表現だったのである。

ところで， 水利組合条例には配水に関する規定が存在せず，今回もまたそれについ
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ては議論もなければ規定も存しない。ただ，原案では51条が単に「組合内ノ一部ニ対

シ特ニ利益アノレ事件ニ関シテハ組合ハ不均一ノ賦諜ヲ為シ又ハ組合内／一部ニ対シ特

ニ賦課スノレコトヲ得j となっていた。 しかし，衆議院ではこれに「旧慣アルモノハ組

合規約ヲ以テ特別ノ賦課方法ヲ定ムノレコトヲ得」という一項が追加され，貴族院もこ

れに賛成した。

これを提案した議員 （神前修三）はその理由を次のように述べている。即ち，原案

の規定だけでは「組合内に於き まして，利益が均一なる場合に於きましては，特別賦

課は出来ないと云ふことになるJ「此原案に修正を加へま して，組合中に於きまして，

従令利益の平等均ーのものと量産も特別賦課をなさしめたいと云ふのであります。」 「我

国に五千万石の産米を作出しますのに濯減排水と云ふことは極めて重大なる事業であ

ります，此重大なる事業に対しまして， 一つの法文の規定もありませぬ，唯慣習のカ

に依 りまして一般の農業界の平和を保たれてをるのであります，故に水利組合の事業

に於きまして旧慣々例なるものは尊重せられて居るのであ ります」「水害予防組合に

致しましで も，其組合内に於き まして，利益のJ亨薄と云ふことは容易に区別が立たぬ

のであります，放に専ら土地の状勢と事情とに依りまして．特別賦課方法を設けまし

て，漸く平和を維持せられて居る」「故に現行水利組合条例の36条に於きまして，

『組合費ハ組合規約中ニ予メ 連年据置ノ賦課額ヲ設ヶ之ヲ徴収スルコトヲ得』此

規定に依 りまして旧慣が長く存続致されて来たのであります」「然るに今突然此原案

に於きまして， 組合内に於きま して組合内中の利益のあるものにあらざれば，特に賦

課が出来ないと云ふことになると， 事実の上に於て旧慣に背き，不公平の賦諜をする

ことに陥 ります，又現在特別の賦課をなしつ込 ある幾多の組合に於ては多年の旧慣を

破壊され，組合内の平和を破って，農業界に一大変動を起すの恐れがあります，故iこ

従来の如 く旧償あるものは，組合の規約を以て特別の賦課徴収を得せしむると云ふこ

とにしたし、」と刷。

農業水利秩序については，法典編纂期にあっても成文法の対象になることはなく，

専ら慣習規範に委ねられてきた。水利組合法もま たその慣習を踏襲したのである。第

一次大戦以後に顕著となる都市化と工業の発展は，都市用水や水力発電用水を大量に

必要としたが，河川水は慣行農業水利権によ って先占 されていたため，それらの聞に

水の争奪戦を演じた。 一部官房学者は，ドイ ツ流行政法学にのみ日を奪われて，私法

私権を無視したため，慣習規範の何たるかを理解することができず，慣行農業水利権を

不分明 ー不合理であるとして激しく 非難し，水道水利権やJ.:業水利権（河川法に謂う

許可水利権）への水配分を要求 した。しかし，慣習法が法源として成文法と同様の効

力を有することはし、うまでもない（法例2条はそのことを再確認したものである）。

6) 「議会誌」第 6巻394頁。なお，水利組合法は北海道には随行されなかった。こ
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の種のものとして，北海道には水利土功を目的とする組合がL、く つか存在した

が，北海道士功組合法 （明治35年法律34号）によって土功組合となった。該法の

内容も水利組合法とほぼ同様である。北海道土功組合の実態については， 小樽商

業高等学校北海道経済研究所調査報告（第 1輯）「土功組合の研究」（昭和9年，

同所刊）参照。

3. 土地改良政策と農業用水権

(I) 耕地整理法の制定

経済史的には，日本の農業は日清戦争前後に一時期を画する。とくに，戦後におけ

る資本主義的諸産業の急速な発展は， いわゆる都市化 非農業人口の急激な拡大を

もたらした。その結果，農産物に対する国内市場が拡大し，軍事的要請をも加えて，

米の消費が鉱大する。この頃から，日本は米の輸出国から輸入国へ転化するのであ

る。例えば，明治29年から33年の 5年間における米の輸入量は1,428千トン，同34年

から38年2,768千 トン，同39年からの年1,400千トン，向性年から大正 4年1,511千ト

ンである7）。

7) 日本統計研究所編「日本経済統計集」（昭和33，日本評論社） 180頁。

農業生産とくに米穀の増産は政府の緊要な政策課題となってきたのである。反収増

加のための農業技術が発達し，農業政策が積極化するのも この時期を起点にしてい

る8）。 土地改良促進のための画期的法律と いわれる耕地整理法もまた，そのような政

策を体現した法律のひとつであった。

農業生産力を増大させるためには，品種改良や農法改善もさることながら，生産基

盤そのものとしての耕地の整理ないし土地改良による方法が提唱された。

畦畔によ って細分された田の区画整理 改良事業（田区改正）は既に17世紀に遡る

とL、う。畦畔を整理して田面を拡大する ことが，噌歩のみならず馬耕転や田植 育種

や収穫等の農作業を合理化し， 効率を高めることは容易に理解されるところである。

耕地整理には，江戸時代から行われた畦畔改良によるもの （静岡式とよばれる）と，

西欧式とよばれる「土地整理論」によるものとの 2つの流れがあるといわれるが， 明

治20年代以後は，両者が結合して各地に普及した。 しかし耕地整理にはそれなりの

費用を要するし， 所有農地の面積の大小・ 農地所在地によって利害を異にするから，

小中農の反対によ って意見が纏まらず，事業を実施できない地方が少なくなかった。

その意味では，耕地整理事業は大地主の利益に奉仕するものであった9）。

8)' 9) 農業発達史調査会編 「日本農業発達史J1, 4, 6巻 （1954,55, 56，日本評
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論社），今村奈良臣ほか「土地改良100年史」 （昭和50，平凡社），農林省農林大

臣官房総務課編「農林行政史」 1巻 （1957，農林協会）参照。

また，揖西光速ほか「日本資本主義の発達」 I 1I (1957，東京大学出版会）。

当時の農業政策を具体化するものとして，第10議会では北海道未開固有地処分法を

可決し，土地区画改良法を制定した。後者は耕地整理法の前駆であった。土地区画改

良法は，土地区画改良の促進のための租税特別措置に関する法律である。

農作業の効率を高めるために， 畦畔用悪水路 農道等の統廃によって， 農地の形

状 区画に変更を生じた場合には，測量を経たうえで，それに応じて登記簿を更正し

なければならず，地租も増大することになる。このことが地主をして，区画整理に消

極的態度をと らせることになるのを防ぐ目的で次のように規定した。

政府／許可ヲ受ケ土地改良／為市町村内／土地所有者／全部又ハ一部共同Iテ其

ノ区画形状ヲ変更スノレトキハ其変更ニ係ノレ土地／地価ハ現地価／合計額ヲ毎筆相

当ニ配賦ゾ之ヲ定ム

同一土地所有者ニシテ地続数筆ノ土地ノ区画形状ヲ変更スノレトキ亦同シ

「毎筆相当ニ配賦」することの意味について，貴族院における特別委員長（箕作麟

詳）はこう説明している。 「畦を廃め，用水路，悪水路を廃めましても即ち土地の形

が換 りまして或は区画が換 りましても矢張只今の現在の地価よ り上は上げない，現在

百円のものなれば矢張百円に据置けば其百円は現在の地価を此度変更しました土地の

毎筆に害lj附けまして其地価を定める，即ち税務所で定める と云ふ訳であります，さう

しますると是までよりは地価が上がることもありませず，又登録して貰って税を納め

ると云ふこともございませぬ，面倒はな くなるし，納税の 納税と申しても登録税

でございますが納税の義務を別にするに及ばぬと云ふことでございますから一市町村

内の土地所有者等は喜んで相談をして此無用な畦を廃し無用な用悪水路を廃し又無用

な道を廃して有益の道にする，と云ふやうなる即ち有益なる所の区画形状を変更する

ことに相成ります」と。

つまり，政府にと っては地組収入の増加よ り以上に，農地の区画整理改良による米

穀収量の増大に大きな関心を寄せていたというべきである。

いまや耕地整理法制定の条件は整った。全8章71ヵ条から成る耕地整理法案は，第

13議会衆議院で若干の修正を加えて可決し （明治32年 3月3日），送付を受けた貴族

院も衆議院の修正案を可決した（3月7日）。明治32年 3月22日法律第82号として公

布された耕地整理法は， 翌年の（1月13日勅令第 4号によ り）1月15日から施行され

ることtこなった。



藤幸IJ木政策と法 35 

(2) 耕地整理法の内容

耕地整理とは「耕地／利用ヲ増進スノレ目的ヲ以テ其ノ所有者共同シテ土地／交換若

ハ分合，区画形状ノ変更及道路，畦畔若ハ溝渠ノ変更廃置ヲ行フ」ことである （！

条）。耕地整理事業への「参加土地所有者ニハ従前ノ 土地ノ地目，面積，等位等ヲ標

準ト シ換地ヲ交付」するが，「地目，面積，等位等ヲ 以テ相殺ヲ為スコト能ハサノレ場

合ニ於テ従前ノ土地ト換地トノ価額ノ差ハ金銭ヲ以テ之ヲ精算ス」る。「数筆ノ土地

ヲ分合シテ換地ヲ交付スノレ場合ニ於テハ其／ 換地ハ各筆毎ニ之ヲ筈I］当」てる（11条）。

整理施行を発起するには，①整理地区内に於ける「土地所有者／ 三分ノ 二以上ノ同

意J②「同意者ノ所有スノレ土地ノ面積整理地区／総面積／ 三分ノ 二以上J③「同意者

／所有スノレ土地／地価額整理地区／地価総額／ 三分ノ二以上」を要件と した （20条）。

全員一致主義ではな く，また，耕地の所有者 （地主）の行う事業である。発起人は「設

計書及規約ヲ作リ地方長官ヲ経由シテ之ヲ農商務大臣ユ差出シ発起／認可」を受ける

(21条）。 耕地整理に必要な「費用夫役ハ規約ノ定ムノレ所ニ依リ参加土地所有者之ヲ負

担」し（64条以下），整理後の区画変更による地価は「現地価ノ合計額ヲ毎筆相当ニ

配賦シテ之ヲ定ム」る（15条による「土地区画改良ニ係ノレ法律」第 l項）。

要するに，耕地撃理法は当時の社会経済的条件の所産であったにも拘らず，既に一

定の限界を有していた。即ち，①耕地整理事業の目的は「耕地ノ利用 ／増進」であって，

開墾や地目変換はその目的外であった。②区画形状の変更に重点が置かれ，土援の改良

を軽視しており，③整理後の土地の利用維持管理についての規程を欠いている。 ③

揚水機設置に関する適切な規定がなく， ⑤整理組合が法人格を有しない，のである 10）。

このように，①海上・湖水面の埋立又は干拓は法の範囲外であり，②施行者又は組

合員資格を土地所有者に限定して，地上権者 永小作権者。賃借権者を除外し，③開

墾又は地目変換の場合の地租免除を20年にしていた（明治 6年太政官布告27号地租条

例参照）ことは，やがてこの法律が改正を余儀なくされる所以であった。

10）農林省農林大臣官房総務課編「農林行政史」第 l巻688頁。

さきにも指摘したように，耕地整理はそれによって地主の所有土地の生産力的

基礎を増強することを目的とするものであり ，耕地整理法はそれを法的に促進す

ることを補償したものである。永凹恵十郎 土地改良と稲作技術（前掲・今村他

「土地改良百年史J66頁以下所収）所引農商務省農務局編「耕地整理事例J（第 1

梼， 1907）によれば，埼玉県北足立郡鴻巣町 常光寺連合の耕地整理事業におい

て， 耕地整理法の果た した機能は次の如くである。

「明治26年有志相会し相謀り以て之れが実施を唱導すること歳余然れども農家

因習の久しき旧慣を脱せず容易に其目的を達すること能はずして荏薄日時を経過

しつ斗ありしが偶々耕地整理法の発布となりて機漸く熟して其議葱に纏り遂に整



36 

理を断行するを得たり」と して，該法力、事業発足の引き金になったことを明記し

ている。また，「参加土地所有者中貧富の差甚しく例え拾町歩の土地所有者あり

又壱畝歩の土地所有者等ありて比較的小面積の土地所有者J＇工事業費借入に必要

な全員連署を拒んだり，「整理の利益を覚知せざる者は共に連署を厭ふの弊Jが

あっても，法によって強行するこ とが可能になったのである。

事業の結果につレては，農業生産面においてのみならず，波及効果においても

自画自賛的記述がある。まず，生産上の効果について一一ー。「整理後用排水路の

区別劃然として完全の水路より行はるLものなるを以て用水過用の弊を防ぎ亦稲

苗発育に適量なる用水を供給するを得殊に用水引用に関しては各自争論の害を除

き給水に時間を不費其利益する所齢、からず 排水は此の地区の最も困難を極め

しものにして 整理発起の当時の如きは土地所有者亦悪水の排除を疑ひ容易に

同意を表せざり しは事実なり然るに整理竣工後に至 り排水路の完全なるよ り湿田

変じて乾田となり従前稲刈に使用せし縫の如きは地区内に於て殆ど三百有余個の

不用物を見るに至り」「地区外に濃瓶量主主も従来の如 く欠乏を見ずして地区の内

外水論を断ち融和するに歪」ったとL、う。これによ って，農作業が省力化され，

乾固化による馬耕を可能と し， 「農事改良心を喚起し農具の改良等盛に唱導せら」

れ，水田の二毛作を可能にした。水稲反収水準1.6石が，整理後の明治39年には

2石に増えたのみならず，米質も向上した。

耕地整理事業の波及的効果として 。「屈曲迂回せる道路は変して直通と な

りたるを以て付近町村等の交通運般の利甚大」「延て付近商佑営業上の振興に波

及し鴻巣町の如きは大に此の余徳に浴」し，「児童の通学上大に利便を得通学に

困苦を感せす従って欠席生徒の数を減し町村教育上に永年多大の利益を与へた」

としづ。土地が乾燥したために，道路修繕の経費節減や公衆衛生上の効果もあっ

たとされる。さらに．「小作人は耕作上の利益及便宜を増進 したるか為地主の施

設を感謝 し能く其業に奮励せるを以て地主は小作人を愛護 し従て讐互の交情日 に

円満にして彼我の争擾を去り村治上得るところの利益実に多大Jであったとして

レる。さらに，事業による土地生産力の向上によって 「土地の売買価格を騰貴 し

従来一反歩百円内外の土地にして現今百五六十円を以て売買盛に行はる」 るよう

になったとい うのである。 整理事業による負担金は l反歩当たり 151円であった

が，その負担に耐え兼ねて「売買磁に行」われたのであろうか。いずれにしろ，

地主的土地所有発展のために，本法が果たした役割は顕著であった。

(3）耕地整理法の部分的改正

耕地整理法はさきにみたような限界を有 していたので，早晩その全面的再編がなさ

れなければならなかったが，それに至る までの間に，他の法律との調整上の必要もあ
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って， しばしば小改正が行われる。例えば一一。

法施行の翌々年には， 64条に「整理委員カ規約ノ定ムノレ所ニ依リ農工銀行ヨリ借入

レタノレ金額及其ノ利子ニ付テハ参加土地所有者連帯シテ其ノ責ニ任ス」の 1項を追加

した（明治35，法15）。これによ って，農工銀行法 6条も「耕地整理法ニ依リ耕地整

理ヲ施行スル場合ニ於テ参加土地所有者総員カ連帯責任ヲ以テ借用 ヲ申出タノレ トキ又

ハ整理委員カ規約ノ定ムノレ所ニ依リ借用ヲ申出タノレトキハ定期償還ノ方法ニ依リ無抵

当貸付ヲ為スコト」と改正されている。農工銀行法では，同行からの借入金について

は耕地整理事業に参加する土地所有者全員の擦印を要したのであるが，事業に反対の

少数地主から捺印を得られない「不便を避けんがために」なされた改正である。従っ

て，以後においては，同銀行からの借入金について族印しない土地所有者も，返済に

ついては連帯責任を負 うことになる。

翌明治36年（法61）の改正においては，日本勧業銀行からも耕地整理事業費の借入

融資が行われるようになり，前年に追加された右64条第 2項は勧業銀行からの借入金

及びその利子にも適用されることになった。さらに，この改正においては， 65条2項

に「前項徴収金ハ整理地区ニ編入シタノレ土地ニ関シ市町村其ノ他之ニ準スヘキモノノ

徴収金ニ次テ先取特権ヲ有ス」を追加挿入した。また，それまで単に，「整理委員ハ

設計書及規約ノ定ムノレ所ニ依リ整理施行ノ責ニ任ス」とされていた44条を，「整理委

員ハ設計1普及規約ノ定ムノレ所ニ依リ整理工事ノ施行，整理ニ関シテ生シタノレ債務／弁

済其ノ他整理施行ニ関シ一切ノ事務ヲ処理スノレノ責ニ任ス」と改正して，整理委員の

責任内容を明確にした。

明治38年の改正 （法31）においては， l条の耕地利用増進の目的のための対象地に

「堤塘」「溜池」を加え，さらに， 「之ニ伴フ濯甑排水ニ関スノレ設備並工事」を付加し

た。 30条は「農商務大臣必要ト認ムノレトキハ設計書又ハ規約／変更ヲ命スノレコトヲ

得」としていたのを，「命シ又ハ整理施行発起ノ認可ヲ取消スコトヲ得」に改めて，

主務大臣の監督権を強化した。農商務大臣は整理施行に関して， 「其ノ職権ノ 一部ヲ

地方長官ニ委任スノレコトヲ得」るようになった （32条の 2）。（なお， 66条 2号の「第

28条第 1項」が「第28条第 2項」となる。）

I 1条において濯瓶排水事業を明文化したのは，従来の仕方の確認ではあった。しか

し，当時の耕地整理の目的の重点を， 一方は土地の生産性向上にありと解し，他方は

農業労働の生産性向上に置いた。前者は穫瓶排水を強調し，後者は耕地の区画整理を

基本としたのである。地主にとっては土地の生産性が向上することに関心が深いのに

対し，農業労働の合理化は耕作者なし、し小作人に対するメリットであった。農民の階

層分解によって自作地主が減少して寄生地主が増加すれば，彼らは土地の生産性を重

要視する。今回の法改正は彼らの利害を具体化したものというべきである。

これら耕地整理法の部分的改正が行われつつ，整理事業が進展する聞に，北海道土
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功組合法 （明治35，法12），耕地整理及土地改良奨励費規則 （明治39，農商務省令18,

同42，農商務省令2）， 水利組合法（明治41，法50）が公布ー 施行されている。いわゆ

る耕地整理時代の到来であ り，それに伴 う農業政策の展開であった。

耕地整理事業の進展につれて，耕地整理法のもつ限界が次第に顕在化してきたた

め，同法の部分的菊縫的改正では間に合わなくなり，ここにその全面的改正の必然性

を生じたのである。

(4) 土地改良市l度の確立一一 耕地整理法の全面改正

明治33年から同44年末までの耕地整理事業の施行は 3府46県， 2,127箇所・約12万

5,865町歩，整理費用予算額約1,467万7,819円であ った。 しかもなお，今後事業を必

要とするもの150万町歩あるとしづ。 施行地区の多いのは，宮波208地区，福島377,

群馬102，山口 151であり，地区面積では，宮城約 1万9,764町歩，福島 l万8,534町

歩，私自 l万309町歩が上位を占めている 11）。

II) 「耕地整理法改正法律案参考書」（「議会誌」 7巻1,225頁以下）。 なお，「議会

誌」 7巻686頁における，耕地整理法全面改正法案の貴族院における政府委員（大

浦兼武）の提案理由説明には2,124箇所とし，問書1,014頁の衆議院における政府

委員 （押川則吉）の説明には2,227箇所とあるのは誤 り。

なお，明治33年乃至大正14年末の耕地整理事業の，発起設立施行認可地区数

面積ー整理費，工事完了地区数・面積，換地処分認可済地区数 面積，事業終了

地区数・ 面積等の累計については，農林省農務局 「耕地整理鉱張改良事業概要」

（昭和 2年）参照。

ところで，耕地整理事業の目的は耕地の生産性 農業労働の生産性の向上にあるこ

とは繰り返すま でもない。耕地に関する労働の生産性を高めるには， 地主の所有する

分散せる耕作地を集団化することが合理的であるにもかかわらず，当時の地主はこの

ことに関心を示さなかった。農地の集団化を直接目的とした耕地整理組合は，第二次

大戦終了までに l～2にすぎず， 他はすべて原地換地であったという 12)0 このことは，

寄生地主のフソレジョア的エコ’イスト的性格を如実に示すものである。

12）土地改良制度資料編纂委員会編「土地改良制度資料集成」第 l巻20頁 （昭和55

年，全国土地改良事業団体連合会）。

このような社会経済的背景において，第25回議会は政府提案になる耕地整理法改正

法律案を審議した。原案は102ヵ条から成る大法案であったが，審議修正の結果98ヵ
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条になった。 旧法は71条であったが，大幅に条文数が増えた。施行規則も47ヵ条から

76ヵ条になり，不動産登記法の特例を32ヵ条必要とした。

提案理由は，第 1に，開墾 地目変換にも該法を適用し うるものとすること，第2

に，耕地整理組合に法人格を付与すること，第 3に，現行法上の煩墳な手続を簡便に

することであった13）。

13) 「議会誌」 7巻1,014頁，686頁。

すなわち，①「耕地ヲ整理シテ従来ヨリモ一層良クスノレコトモ必要ダケレドモ，荒

地ヤ原野ヲ開墾シテ，之ヲ回ナリ畑ニスノレコトハ有益／事業ト認メノレコトガ出来ノレカ

ラ， ドウシテモ開墾ナリ地目変換ヲヤノレコトモ耕地整理ノ中ニ加ヘタ」うえ，地租条

例の適用を排して，減免租年期を長 くした（1条， 12条以下）。また，「本法中別ニ規

定アノレ場合ヲ除タ／外土地の所有者，占有者，関係人其ノ他整理施行地ニ付権利ヲ有

スノレ者ハ耕地整理ノ施行ニ対シテ異議ヲ述フ ノレ コトヲ得ス」 （6条），土地収用法の一

部を準用し（44条 2項），「耕地整理組合設立ノ認可アリタノレトキハ其／地区内ニ土地ヲ

所有スノレ者ハ総テ之ヲ組合員トス」として少数反対者の強制加入を可能にした（45条）。

②旧法では「単独ニ耕地整理ヲ ヤノレカ 或ハ共同デ耕地整理ヲヤノレト云フコトダケ

デゴザイマシタノヲ」新法では耕地整理組合を主たる事業主体とし，該組合に法人格

を付与した（41条）。さらに重要なのは，改正原案に「耕地整理組合ヲ設立セムトス

ノレトキハ組合ノ地区タノレヘキ区域内／土地所有者総数ノ三分ノ 二以上ニシテ其／区域

内／土地／総面積及総地価ノ各三分ノ二以上ニ当ノレ土地所有者ノ同意ヲ得テ設計書及

規約ヲ作リ地方長官ノ認可ヲ受ク ヘゾ」となっていたのを（51条），衆議院において

「耕地整理組合ヲ設立セムトスノレトキハ組合ノ地区タノレヘキ区域内／土地所有者総数

ノ二分／ 一以上ニシテ其ノ区域内ノ 土地ノ総面積及総地価ノ各三分ノ二以上ニ当ノレ土

地所有者ノ同意ヲ得テ Jと修正可決したのである （→50条）。 「土地所有者総数／

二分ノー」で足りることになったのである。その理由は次のように説明されている。

「土地及地価に付ては其土地の三分の二以上の同意を得ることは無論宜しい，併なが

ら人員と云ふことに付ては必しも土地を平均に持って居るものはない，大きなる地主

もあり，又極く小さなる地主もあるから，要するにー箇村の士地は凡そ住居に致せば

二分のー，即ち半数の同意を得れば其地区内の地価及面積は確に三分の二以上若くは

それ以上に達せられるものである，放に土地の面積地価が三分のことなって居る以上

は一方に多くの地所を持って居る人もあるが放に，此所有者の方は二分のーと云ふこ

との範聞に之を狭めて十分である，斯く致せば大に此事業の進捗に於て便利をなすこ

とが出来る，一体耕地整理の最も困難とする慮は同意を得ると云ふことの手続であっ

て，即ち其困難の一条件たる同意と云ふことが其地区内三分のこの同意を得ると云ふ



40 

ことが至極困難なる次第であるから，即ち二分のーと云ふ範聞に之を狭めると云ふこ

とは将来耕地整理を施行するに大に此発達を図ると云ふことの点に於ては利益であ

る，又便利なる所でございまして，此二分のーと云ふことの修正案が通過したのでご

ざL、ます，是に付ては附加へて置きまするが， 政府は是に付て悦んで同意を表して居

りませぬ，居りませぬが併し現今の状態に付て考へれば斯の如き数に致して置いて此

耕地整理を進行せしむるのが最も機宜に適したものであると云ふことが委員諸君の大

多数の意向でありまして，即ち此二分のーと云ふことに決定を致した」と I<）。

つまり，この修正は当時の大地主の意思が明確に貫徹していることを示している。

14）「議会誌J第 7巻1,161頁。なお，特別委員会（27名で織成）の会議録も参照。

今回の耕地整理法の改正が，大地主の支配力をいちじるし く貫徹しやすくするた

めのものであ ったことを強調するものとして，馬場昭 「水利事業の展開と地主

制」（近代土地制度史研究叢書第 7巻，1965年， 御茶の水害房）。

このほか，①地主小作人間の関係について，小作料の増減額請求は換地告示後30日

以内とし （24条），④指導監督権の大部分を地方長官へ移管し （82条等），⑤事業終了

後，施設を市町村・水利組合へ移管したり，そのための新たな水利組合設立を認める

ことにした（I条 2号， 38条等）。

む す び

法体制確立期における利水政策は同時にまた農業政策でもあった。 この時期におけ

る利水は主として農業用水に限られていたからである。ここでは，前期一一法体制l準

備期←ーにおける地方制度改革 再編のあとをうけて，村落共同体と議離した水利共

同体の再編 改組を行いつつ，軍事的要請に対応し得，かつ地主制確立による地主の

ための収穫量増大と耕地拡張が政策の中心となった。前者の要請を体現したのが水利

組合法であり，後者を制度的に保障したのが耕地整理法であった。とくに，後者の全

文的改正によって耕地整理法は近代7'Iレジョア法典としての体裁を調え，土地改良制

度の基本法と なった （昭和24年，法律195号の土地改良法は，耕地整理法の民主的改

正版であるが，事業の発起を全員一致にしないで，有資格者の 3分の 2以上の同意に

係らしめている）。

第一次大戦後の法体制l再編期には，さらなる都市化一一工業化によって，農業政策

従ってまた農業水利政策は新たに復雑な展開を示すことになる。利水行政庁と治水行

政庁・工業所管行政庁の各者間における河川水の再配分論←ー水の収奪ーーが織烈に

なるのも，この時期以降である。それらの問題については稿を改めることにする。

（法政大学教授）
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