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むすび

日本農業は水田農業であるから，濯j既用水 （「養水」とも 「要水」とも表現 した）

なくしては成り立ち得ず，古来，農民は用水の調達 維持に莫大な費用と労力を投下

してきた。日本農業の歴史（;t，水との闘いの歴史であるとし、っても過言ではない。従

って，一般的には農民の用木に対する執着の強さは農地に対すると同様である。

明治中 後WIにもたらされた発電が，第寸k大戦頃から！として水力iこ依拠するよ

うになってからは，農業肝l水は発電水利からもその存立をおびやかされるに全る。

1960年代後半以後のしわゆる高度経済成長期におL、て， II本の産業に占める農業の

比重は相均的に低下せしめられてきた。て業による地域のliH危ないし地域の「再i；市化」

(.t. 農地を℃地化し，米の ＇！：. Ji（調整政策は f守地の~地の漬！たをm来した。地肢の「都市

イヒ」現象l.t., 4 方で農地の減少による余剰農業用水を，他）jで駒大する都市川水需要
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へ転用するための 農業lll!J¥合開化対策事業llの実施を余儀なくしたが．必ずしもそ

の成果が・却；で期待された程充分ではなかったと思われるのは，農民の用水に対する

執ぷーもそのー肉；こなってしるものであろう。

Lil• し．段業用水：工地j9!(JFJ 水 とも言われるように，むのような一般諭は必ずしも 各

地成に妥：りするもので，；＇n、。農業用水の問題もまた経済的諸政策の所産であり，各

地成特性によって。経済政策とくに土地政策の民透度が異なることしうまでもなし、O

(911;:_:.1'.. 時£）去の－－：：111用水作通水利組合の1iした i凶用水ゃ/llll碕diの二ケ領用水：I，郎

市化によって水田カ白宅地；こたり ，農業水利権はit~減してしまったのである2 0 

本稿でii. 対象をj留池；ニ限定して，それに関する現代的な諸問題を考察しようとす

るものである。河川水iiif（畳的な利用に供され，一時的な洪水の場合：工別として，一

般には不足すること：主あっても，あり余ることはなレ。溜池：土その主たる目的が濯i陵

だから，濃瓶農地の確定的な潰廃は，直接溜池の用途喪失lこつながる。溜池本米の円

的に利用されることな く政置された溜池には雑革が繁茂し 害1!.が発’i二し，虎塘に違

法に主主築されたプレ ハブ住宅からは下水が流入 して悪曳を；主なち。賃借したがJり堀業

者や養魚業者：i古都保存法の趣旨に反するような施設を犠築寸る3 また．用途全失っ

た1留池を放置すること：I，国土資源のt町村の観点からも平等認することは詐されない。

地価高鷺の現今，同土の資源保全の観点から，本来の用途 円日’Jを失 3た溜池の再開

発が問題になるのである～

1 溜池の機能

f,lt令；こL、わゆる111111薮滞法；こ「山川1薮滞之平lj，公在、到し之 とあって．山野河海湖出

等に対する人会権の淵伸、の研究史料と されてレるを。そこにL‘・） 111野infi毎湖沼':1'1H1

；外物としてのそれであったが．大和王朝H与代力、り既；二人仁的なI箆｛使用のl留池築j!!fがfJ

われていたとされる。一般；二， i自池とは民業用!ti’水池のことである50 

i儲池が農業の瀧概；ニ果たす機能の重要性につして：工指嫡ずるまでもなし。「段務会：

纂第四」（I明治42司．農尚務省農務局） l ~i 収 『聞 ノ I差額排水ニ関スル状況調査』（明治

40年1が．「今1誓1筒ニ付作 !J¥1原ニ関スノレmu慨面mノ比車n:1ニ本日ノ適任ヲ見ル ニ水源

ノ｝一ナノレ河！｜｜ハ全l産税自前ニ対ν約六割Ji.分ヲ11iメ之レ ニ次ク，、ィ留池ニンテ約 ム剤一

分 ~I）ヲ占ム ル」と述べるよ〉 ；ニ. I留池i.t｛：佐概農業に対して重要ic役割を果たしていた

のである60 

J,か国；こお：ナる漏池の主主；I二七万1闘に速するともL、われている。第二次大戦後の.r者
改 E干のうち．最も e重要な改れとしての農地改年El.t，農地の買収 売渡のみならず．農

地に附帯寸る施設浮についてもその対象とするに至った（自作農創設特別措位法15条

等参照）。従って 溜池等iこも大きな移動があったのである。農林省、農地局資源課「1留

池統計 全凶編」 （昭和32年l:.t，昭和30年の「溜池台帳」を東大農学部が解析した
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第 1 表農林省農地局資源課 「溜池統計 全l司編」 昭和32年 13 ~ 14貞

個人申 iii 田j 水害予 ゴ 地 耕地主主 農業協 その他 不明
ど仁ミ』除司。Eロ1ぷ仁斗, 村 長 防組合 改良｜疋 理組合 ，，~組合

;Jt I毎 i亘 69 101 26 196 

三円金三 t年 431 106 72 4 4 3 620 

山石 r 414 613 89 2 14 1, 132 

宮 品主 334 978 8 40 11 7 1,379 

手大 Ill 1,182 69 463 54 175 4 1,947 

山 形 499 149 193 9 3 854 

？面 島 650 1,239 257 20 2 2, 169 

（仙 台） 3,510 3, 154 8 1,114 90 198 27 8 101 

｛欠 城 28 477 31 119 656 

栃 +: 8 71 11 274 365 

群 l馬 26 30 18 3 206 283 

埼 i、 102 34 69 206 

千 !¥! 545 71 5 26 4 111 762 

東 」，｛ 9 9 18 

神 奈 川 61 15 77 

山 号店 9 57 3 2 39 111 

長 'l'f 173 269 86 3 4 201 736 

静 11!.J 127 323 12 22 486 

（東京 ） 1,088 1,342 5 188 11 10 1,056 3, 700 

新 i~J 331 164 88 47 7 620 1,257 

占畠 111 209 8 41 32 291 

石 ！｜｜ 96 42 196 335 

？面 Jt: 26 7 7 7 3 164 214 

（金 沢） 566 275 178 54 12 2,012 3,097 

岐 44 421 1(〕 19 7 170 671 

愛 Jll 85 655 178 2 3 648 1,571 

<Ii: 589 51 27 17 673 1,358 

話主 賀 10 54 31 7 38 667 807 

印、 行！； 145 72 208 3 2 541 971 

大 阪 12 3 3 1,318 1,336 

兵 Ml 4,137 291 171 4 96 1,083 5,782 

芝Y生" 良 1,348 151 83 36 8 5 1,631 

和歌山 681 380 47 13 3,600 4,722 

（京都 ） 7,051 2,078 758 73 184 3, 787 1,318 15,249 
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個人！ ~i 市 llif水吉 f土地 耕地主主 農業協
その他 不明

之＂＇λ4今呈日i{t 村 jと防組fl改良l三理組合 同組合

，（与 取 56 26 2 317 401 

日3 恨 14 275 101 4 504 898 

耐l Lil 928 1, 742 165 16 5 2,856 

1ム 島 2,026 300 81 23 2,431 

JIJ [i 1,462 45 150 142 4 1,804 

re＇’ E主1 27 》3 71 46 199 

jfy Jll 257 48 137 コ 340 932 

愛 媛 123 358 160 25 23 759 1,448 

f.' ’J 知 42 23 23 8 7 36 139 

（｜刈山 1 4,879 2,903 916 203 1.836 340 11,141 

iii¥ ｜吋 45 2.020 24 402 2,492 

（／γ 1員 61 67 14 15 2 808 967 

長 崎 399 143 106 101 2 2 753 

官民 木 198 293 32 38 3 564 

大 分 1, 154 174 50 7 3 1,388 

’r仁f' 的 533 62 13 642 

鹿児島 191 110 70 9 2 日 391 

（熊本 ） 2,581 2,832 358 184 10 1 2rn I 9 7, 192 

令｛本；ニtt 39.419 25.172 26 7, 123 1,230 952 22.472 3.334 99. 728 

する割,c, 0.3953 0.2524 0.0003 0.0714 0.0123 0.0095 0.2253310.00334 

t※｛,Ill/) ムハ他 力・i96c:.>:. ・i. 196'' J川 l’H告げJ・/J・ら逆11Lて196；こ してお＼ .:c, 

もので，その13~ 4 頁に全国の管理者日l j 分類による統計表泊aある （しかし，合計数字

が不正確なので．計算Lなおした）。その要約（3頁 ）；こよれ：tー

「(I）管理者別分類

かんがL、l函償五田I以上の潟池（回数は全l同で約45,200，ニ／｝＿，；，＇.。

本調査においては丘町未満の潟池も調査中に3,700含ま れ．総数約49,000近く

Jこ達している。

管P聖者lJlj分類で；土 個人，申合せ組合に属するも のカ・圧倒的；ニ多 く全数の約

40%，ついで市町村 （25%Jその他 （20%）土地改良［メ： （7.7%1不明（ 13%1耕

地整理組合 （1.3%I農業協同組合（ 1.0%）のII阪にな っている。

ただその他の分類中lこ：工区長，古ii落長などの記載の ものまた：主分類管理者カ‘記

載してあっても表中のいずれに属するか不分明なものも含まれるのでー集計上：工
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第 2表農業用施設買収件数 （1950. 8. 1現在）

池 ｝召 水 路 等 堤 塘
農地事務局名

件数 面積 （反） l件数 面積（反） 件数 面積（反）

北海 道 69 425.323 738 1,244.801 5 25.223 

仙 ム口、 1,014 2,236. 700 213 132.802 22 48.511 

東 万L 127 81.000 9 3.000 70 30.029 

金 沢 3,088 1,582.817 1,232 665.814 97 50.301 

名古 屋 2,870 2,481.020 602 213.288 13 112.900 

尽 都 10,259 7 ,542.328 546 170.528 2,057 565. 711 

岡 ill 6,685 4,550.506 1,415 430.127 218 150.521 

熊 本 2,333 2,080.516 269 429.211 38 162.425 

内地計 27,193 22,097.394 4,962 2,207 .503 2,516 1, 120.678 

総 27,262 22,522. 707 5,026 3,452.004 2,521 1,145.901 

内地計 26,376 20,555.027 4,286 2,045.120 2,515 1, 120.608 

総 26,445 20,980.420 5,024 3,289.921 2,520 1, 145.901 

注 長野直臣 「農地改革と農地」（『水干IJfト’・n12巻2号62((1より引用。たfL 1'1地合計及び総討の数’fが符

合せず，計算しなおすと下欄のようになる。

その他の分類中の半数近くは個人申合組合の分類に含まれるものと思われる」

と述べる。しかし表の総台計ii（獲紙面積 5町未満も含めてではあるが）9万9,924

になる。従って，上記「総数約49,000近く」の記述の意味は小明である（参考までに

表を掲げれば第 1表の通り）。

何れに Lても，こ こでは 「符.flJ!者」号ljの分野if；：なされてl工レるが，「所有1.」日ljの

分額項日：t全く投けられてL、tn、。

2. 溜池の所有名義 農民的権利の所有形態

震民的な.；／H在不IJ. 例えIf人会権の法律関係11「符地方ノ慣宵Jに委ねられる（民法

263条， 294条）。また，いわゆる慣行農業水利権は物権法定主義（民法175条）にも力、

かわらず，在、位、上の物権であることについては，司法裁判所の問仔IJ.私法学兵問に殆

ど異論を見役いところである。しかしこれらについては，公法学者及び行政実務の

側からする「公権論」があって，「私権論」と 占典的に対lfし，問題を複雑なものに

している。 fl、修論はこれらの権利の実質に着liして，これ らの権利が農民（凶体）の

経済的利低に本仕する権利だとするのに士、IL，公権論はその形式に着限 Lて，ニれら

の権利は旧慣使用権（地方自治法238条の 61ないし財産区（地方自治法294条以下）
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とLて． 定地妓fi＇民総体のための 権利だとするのである。人会慣習も食業木和l償宵

も，ともに前時代；こ村議1：月の対ι抗争を反復しつつ形成され，その｛去の社会経済的諸

条例；こ規定されて，或し：I発展 変更 し，去しは消滅して今［J；.：.至ってしる。

近代的観立自’Jな所有権：.t.＼、うまでもなく歴史的ぷ条nの所産であって，わが｜司にお

L、て；工明治初年j)降の地file攻上正事業iこよ＇）て ti'fuIfーされた概念である。 Ii~時代の人会農

民 干IJ水段民にと 3て重要であ p たのは，入会権にあ v ，ては毛との採取，水平IJ権にあ

って：工刷~（の利則であ， ，て 入会地盤の19［有権や水利純設 U!I水路版堤 樋1'1・消

池守）の1iJif-i権で：工なか p た。 観念的な所有権よりも現実の月Ii¥主権だ：fが問題なのて

あ》た。人会権や水利憶がゲヴェ ーレ的な権平IJだと される所以である； 0 

さきのi:Wi也統計二：iその管照f,)jlj分野！はあるのに，所千7者別分額がたいのは右のよ

〉な理由；ニよるものと忠われる。前時代の農民の権干IJ;,t.. 農民集団による現ζだ的な’'IT

理 支配進ill を，，，骸としつつ，山省・符想。 Ill益のJr.惇：を減然一体としてL、

たと考えられる。従って このような観点からすれば．溜池に とって1f(要なの：主管PR

者なのであって．その所行者を調査する必要はなか，，たからtcのであろう。すなわ

ち． ニニ で；主調池の農業!ll;](i除、としての機能だ；Tが問題とされてしるのであり．農民

はそれを竹煙することによって，それから用水の供給を受けれ不完全に溜池はその｜｜

的を達寸るのて．ち ，）．モノヲ所有怖を問題；こする必要性会欠 くこと 溜池が初池とし

て存在寸る以上； t，その •lj'<J也の 191 布権の財産的価値itl’1 ずかり限定 され，所イj権者；ヱ

誰であっても 農民の用必tfii；こ；工無関係であることもf意味するのであら〉。

ところで。入会権（主明治以降の一連の法ないし政策 一例え；主地租改正（J1Q券渡)j

t見HIJ；ニよ心土地所向者の確定｝．市市lj・Ulf村制 （明治21年. iJ: I ，こよる ifjlllf付の flf

編成．音f，決釘林'l'f整理統ー政策，いわゆる入会林野近代化法 （昭和41法 126）等

によって．本来そitが呉氏（集rJ11の権利lであったにもカφーわらず．日立ぃ：工作l街地と

たり。或L、；工i卸料休と tcIJ，或L、It公千11也・ tHvi'.:区財Pi'.:とされ．或L、；工私的j七千1のま

ま；ニとどまるものとなる．ニ至った品。

イIJ生の政策による農民的権利の官－ 公有地への編入を免jlた入会林野（;t，それを

免れる ため；こ 1：態とロiJjf[f，義のJft離を余儀たくされた＝入会地や農業水手IJlii!i設か．

本来良民のl』体的権利であるに もかかわらず， i地台帳や不動序登記簿には． ①入j:

雪W1中の訴か ー ・ 人全jきんで．その者の単位、所千－i の形式で~［＇.較した ’J E入会集IJIの代

表！.数名ス；工全人会権行の記:f,J七告としたり， ①部j品名 組名 区名 社 .'ft', 耕地

名手としたり II l村名のものもある。さらに．じ当〉財同法人 n 1司法人のようた公益f土

人のほか，合名会社 ・合資会社 ー有限会社・株式会社，農業法人 農業協同組合・牛

産森林組合名義の ものがある。 郎落有林野統一政策によって．昭和14年までに無条件

統ーしたところでな，市町村名になっている九

このような名義の多様性にもかかわらず，これ らのものが現実；二；工入会権ないし水
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利権の権,fl).r,・ 集団有の実態i'）.！＿備してレることがあるのであるから，名義が権利者確

定の基準iこならない場合が多いことに注意しなければならなレ川。水利施設としての

潟池につレても，公簿におけるJ己載の名義Ii人会権と同様である。

いま，e;けf'{1農地局「農業水平IJ情報（第二紛れ附和25年 3JJ」（ガリ版）をみると，

｜司自I）法15条 30条の買収 光波に関する調合i結果を掲出 している。「自作成創設特別

指置法により買収した水利施設又は水の使Illに関する権利で売渡済のものの＇）（例」か

ら，溜池だけについてその，ん波の相手方をλれば，「個人（ ~七 fj ）」 と L 、う表示が肢も

多いが

誰某外何f，のJ己名共令 Uf.t集 長聖子 悩JJ:) 村（宮城 ~M阿） 普通水平IJ組合 （山

梨） J｛水平IJ組合（兵Iキ・ ifi!lll・水平IJ協｜口l組台（大阪府） 町村農業協同組合（富

山）• qi {I水平lj団体問Iの各部落

というように多様である。 そして，水利組作への売渡の場合でも，兵庫でほ「水利組

・A'代表目立」と k示してし、るのに対し，香川の場合には「某水利組合」とだけあって，

代点者誰のJ<,1＜がない。村への，lei度の場合でも，宮城では単に「村」と炎ポしてレる

のに対し， ~MIITTJ では「某村 （代夫村長）」としている。さらに，同 ;!;112頁の新潟の例

に，売波の十IIf万を「古川月j水管理者巣木村長」とあって，村長が該用水の符煙者に

なるかのような表示がある。 十Iの職員が同時に用水の管理もffったのである。

これらの必敏 夫示からすれば，売i度のmr hの表示は， ヮピiiiの相手方を’実質的に

決する決定的な基準にはなりえないのであって． ー応の日まfに過ぎないと L、う -.it,・えも

あながちが定ずる こと ：1できないかもしれたL、。 しかも，対外的にほ村と刷水管理者

とは別入院でありながら，対内的には，事務！計につL 、ても l徹 t~についても使’i'1：上， l両

人格が混lri）する例もあるのである。

3. 表示名義と財産区

入会権についても水利施設についても，怜利者の表示と実態は必ずしも・＇ ii'.せず，

g~民の団体的絡不IJにあっ ては，むしろその二とが 般的である とさえみえる。そして

その際， 権不IJfiの健定に、＇'iたっては実態が』ilii¥11となること泌を侠たなしところであ

る。前時代の十-ti喜の住民：t.. 概ね入会集団や水平IJ共同体とその範開を同じくした。し

かし，農民のほかに医者 J'}j I 職人等の~r一段民も住んでしたのである。地域村治（主

全住民がーの11:.i[i協同体を形成しつつも，そのうちの農民だけが一定の人会共同体

水利共同体を備成し， i皮らの11：摘において人会権や水利権が維持 管理されてきたの

である。例えば， 前掲 「農業水平IJ情報 第二制lは，その付録の一項に「II｛｛干1122年度

における部議協議費及び土地向犯の傾向」会収録するが， 55fiUドにii，民地改革f去

における部J品協議費及び上j也負担に関する実態調査の報告 分析がある。これは，金

沢良地事務同が新潟県北蒲lli(ltll佐谷村下寺内部落と岡県中蒲原郎大郷村東笠巻部落に
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ついて．上記費Ill・負担を比較してレる。

両部J品ともに. 1；利費. L木費d〕全費用に，1；める害｜｜合i土高い。 F寺内で：.t 中’Y

絞，建設のための：寄附金力a高績をr1lめるのは討うまでもf仁L、が 会議所費66%，事

務用費83% に ~t L. 水干IJ費8.2%. l二木費が43%であり，束性巻では，会議所11.(

4 5%. 事務用費45%；二対 L.水平IJ1を54.1%, ｝木費19.2%である。

ここ に木利費とl工．「剖；／f,の使用する溜池や川排水路の修繕維持に要する経費で！

として材料費であけ．労賃；工農家の｜’l家労働力の提供によるもの」であり，七木費と

:.t「部広道路及び畏道等の修繕維持費で主と して材料費てあり，労賃（工農家の自家7)'

tJの提供によるもの」であー〉て，ともに労）J(.t農民の無償提供によってしるのである

(62頁｝。

さらにここで重要な こ とは， このような高額の負担は下寺内部落総戸数41戸から~I

農家 4戸を除いた37戸の．東笠巻部落総戸数37戸から非農家 7戸を除く 30戸の農家に

よって負担されていることである（65頁以下の第4表 第 5表及び68頁以下の第 l

図第 2図参照）。

このように，農民的権利：.t農民達の出指において維持 管理され，彼らの経済的利

用に供されてきたものであるが，このような農民の私的権利が，非農民を も含めた該

地域住民全員の財産であるというのが公権論であり ，その制度的保障が地万自治法上

の財産区制度である。

例えば，昭和42年10月20日付 X県総務部長から各市町村長宛通知（原文は横書き）

は，第 1項に財産区財産であるか否かの決定基準を掲げ，第2項に財産区財産の管理

につレて，第 3項には財産区財産の処分について，懇切な指導解説を行ってレる （こ

れは X県だけに限らない）。すなわち

l 財産医財産の；工振について

財産｜生の.01をにつレて：.t, J也)j自治法第294条第 1項に規定されているところ

であるが．財花区のうち．特に昭和29年以降， 市町村の廃置分台等の際，関係di

町村問の財序処分に関する協議に基ついて消滅すへき｜日市町村の区域をr>Z域とし

てA置した財産区；こっして：.t，明確には供’できるカ.llj］治22f干の市市IJ.町村市IJ施行

の際成立した財産区；二つレてl.t，その成jJ：過程等からして財序区財産であるかど

う泊中l明できないものがかなり多レょうであるので，こ の際．貴管内のレわゆる

町内ス：主部落にある財産の所台形態及び管理形態を i；地台帳，不動産登記簿，地

券，課税台帳及び古文，q等により判断し 財産区財産であるカ・どうかの判定にあ

たって：:t.，けJの事項を参考のうえ， その所釘関係の明確化を計られたレ。

とした 3えで け、のよ・） ff_基準を設’ょしてし、る。

(!) 不動産立日己簿のiu己名義か「部落有」「大字釘」「区白」「組有」である財N

について；工。 財産［；.（財産とみてほぼ間J主レないこと。
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(2) 「川／各共有財産」 「大’芋共有財産」と レうのは，通常 「郎落有財産」「大字有

財産j と同意義で（工あるが，音「J落叉：.t大字の者カ‘各 々に所有権を布 してレる共

有の場合にi.t部落有3くは大字有の財産ではない。従って， 「部落共合」 「大字共

布」「共有」と登記された財産については， それが部必又l工大字の者が各々所

有権全釘してレる という反証資料 （，lj文書等）があるかどう かを6確認し，それ

らの資料がない場合にはその財産は財旅区として取り扱うこと。

(3) （田信）

(4) 不動虚転記簿の:fl，記名義か個人であって もそれが併に登記上の抜レであっ

て ， H~1をそのものは，部必又は大手：イjであるというものもある。従って，実際

に部j品台財産として住民間で怠識されてしる財産については，その所伝関係，

管f'l1関係等の事突を市文芹等により確認し，財産区財序としての証拠金得た場

合にl.t，その財産は財産区財産として取扱うこと。

(5) 本米財産区財産には，固定資産税は非課税とされている。 従って従~ぐから固

定資産税の課税されていない財産のうちに財産区財産が含まれていること。

(6) 本米財産区財産；I，市町村長が管f'l1しており，また．昭和29年以降の市町村

の廃配分合の際，成立した財産区財産につしては，Illf打町村の財産台帳の中に

財産l正財産が含まれている場合があること。

上述米の説明からすれば. ｝；ぷの形式に拘泥する右の(I)(2）の怠味が全く小11f解であ

る。 (1）の 「郎洛台」 「大字イj」も（2）の「部法共布」 も「人・4よ：共有」も，その＇Jミ態をみ

れば，ともに農民達の共台 （総有）なのである。 農民 （団体）が自分達の労働力を投

下して話々と築き上げてきた農業用財産が，七のような表示形式主義的汗面｝義的行

政実務によ ，，て，財産レくにとりこまれる という 市lj度は，荘、釘財産権の保障に関する憲

法の規定tこ反する疑レがあると L、う議論もある1い。

しかし， Xiiiのみなら「多くの各市町村a上のような行政指導に従って， 「所有ノ

確証」（古文，I；等）のなレ｜羽体的財産を，財産区財産に編人していったのである。た

とえ古文，I：か仔在ーしたとしても，それが「民有／確証Jとして，該財産が農民団体の

私有に属する ことを明確に伝説するものであることは稀であろ う。 入会権や水利権の

利用に関する規範l.t, 々成文にされるより l.t，彼らの現実の利用関係を通じて，慣

行的事実として彼らの行為を罵来したカ・らである。 前時代における山論.7](，，命に関 f

る幕府の裁日午状があったとしても，上記慕准によれば，共イ1の縫証になるとは限らな

L、。

渡辺.H~J昂647頁は， 財＃ Iメーか否かの認定は実態を基準とすべきである として，登

記簿上ないし上地台帳上共千i名義の土地は，共有地と推定されること，未読記で土地

台帳上l主体名義 （組，旧村，，m落，区等）の上地は，現実の実態に即して判定すべき

こと，というのはまことにその通り である。後者については，該村落に住む（主民の間
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；こ権利内と非権平lj 者と の ｜メ.~IJがあるような場合，その団体が地方公共団体でないこと

：主明らカ‘であり ．また 、＇1該土地の管理処分使用収絡がこれまで人民；こ任されてきた

か．それとも市町村長 di町村議会の規格ljが現実に及んでレたかにより，及んでL、な

：十il: ;t. 共有地として扱 3べきだというのである。

他方，上記（4）個人単独名義で設記された良民共有財産Ii，右の基準によれば財産区

財産となるべきものも. ft.示主義からすれば財産区財産としての取扱を免れる場合か

多いこ とにな り，両者の均衡を甚だしく失する。実質主義をとらず，実態を洗いだす

労を省、いて書面主義に依る結果である。しかしこの場合．財産区への編入を免れて

も，本来の入会的権利関係が事実上維持されるのだから，実態に符合する 120 

農民的権利の人会利Ill：工各地万｜豆々 であり， その内部規けれま歴史的i諸条件に規定さ

れている。溜池の数の多い府県：上 兵庫 脅川 大阪 奈良が代夫町jであるが，それ

ぞれに成ιのEll米を異：こし．同益慣行も十主ではなL、。同 じ奈良にあって も，あるも

の（主数i'i年の歴史を釘 l. その間iこ利用慣習を不断に発展 変更 消減しているもの

もあれ：:t.，比較的最近の築造に伐る ものもある。財産区財I牢への編入iこ当たっては，

それ り（附々 の実態；こつl・て 本米：工具体的tこ検討されるへきものであったのである。

このような財産区制度の矛屑にもかかわらず，れのよう な行政的有権解釈が各市町

村；こ反浴 し その 3え：ニ財産区の法律関係が累積している現実を無悦し得ないことに

注意した；十Jt::I:ならなL、。 このよ 7な事’土もまた．その法律関係を覆滅しぇtn、科一度

に達することによって． ー定の規範力をもつにさr:. ＇ている 。むしろ．地方向治法の財

産区；こ関する規定の合照的解釈tn、し財政区運営の合理化；ニよって．右のよ〉なっffff 

を克服するニと iこ努めるよリ仕）jあるまし。しかし，そのためにも ）.！態の調丘 倒的

::t.不可欠である 1:10 

4. 旧慣使用権 ・財産区財産の管理・処分

本来；Hム法 lーの財産titとしての農民の人会的権利J::t..公辺、仁：.rni慣使用権として．

良心 、：:t.¥IイF宣伝財佐主して．地方自治法の規制l下にお1み入れられてレる。 私法 公法は

それぞれ指尋問U'I'.を異；こするのだから， ーの権不IJを公 在、法二重の側面から規律する

の：土まニと ；こ司、合理なこ とである。しかし，基本的に：工官、怜なのた泊、ら，そのことに

留意 しつつ その法律関係を述べれば，次のようになるであろう＂ 0 

(l) 地威開発と旧慣使用権の変更

地方自治法（以下単；ニ「法」という）第238条の 6；工，その第 l項前段において「111

来の慣行により 市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるとき

は，その旧慣による」と定め， ｜司項後段で「そのIIl慣を変更し．スコ廃止 しようとす

るときは，市町村議会の議決を経なければならなL、」と規定する。 同条第 2項は 「前
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項の公布財産fどあらたに使用しようとする者があるときは，市町村長は，議会の議決

を経て，これを許可することができる ｜と定めている。

般に該条lI，旧来の入会的権利を旧慣使用権と L、う地域全住民の公権であること

を宣討し，公iL、の規制tこ服せしめることを規定したものと解されている。しかしこ

の条文を素雨に読めば，旧来の慣行に基ついて成立している権利を，既得の権利とし

てそのまま尊吊しようとする規定である。わが国では，近代以後制定法主義を採用

しややもすれば，制定法上の権利にあらずんば権利でなL、かのような誤解を生じた

ニとがある。しかし，制定法 i義と併せて，慣習維持 ー尊主主ーの原則をも採用したので

ある。 WIJえIi，水平lj権につLて河川法（明治29，法71）の施行規程（明治29，勅236)

11条は「河川法若ハ之ニ基キテ発スノL命令ニ依リ行政庁／許nfヲ受クヘキ事項ニンテ

其ノ随行ノ際ニ現存スノしモノハ河Jll法行ハ之ニ基キテ発スノし命令ニ依リ許可ヲ受ケタ

ルモ／｜見倣ス」（現行河川法87条も｜寸旨）として，既得の慣行農業水利権を保障し

た（なお法例 2条参照）。入会権における地盤の所有権を公むとし，河川水利権にお

ける河川l官有r;,-:,3をしてみても，そこに成立してしる私権的な性格に変更をきたすも

0）でIt犬仁L、。

ここにいう慣行による権利it，農民団体の私的な格利である。従って，地方自治法

の該規定は，｜司法237条 2項の規定にもかかわらず，旧慣によって市町村の公有財産

に私権的用益権の成立することを公認した規定であり，公有財産の管煙 ー処分に関す

る同法の特則であると解される。

し泊、 L，そのようなll1慣による権利の変更 廃止が効力を生「るには，議会の議決

とレう F続をも必要とするというのがlnl条 l項後段の規定である。すなわち，農民の

人会的権利の変更 廃止にはすさ員の同意を要 fるのが原則でありEつそれで足りるの

に，そのうえになお議会の議決を要するとしているのである。逆にいえば，議会だけ

が変更 廃止の議決をしてもその効力を生ぜず，権利書集団だけがそのようなこと合

した場合も同様であるというのである。「たとえば，市町村が議会で旧慣廃l卜eを決議

L，主1¥u安財産を他人に売却したり，他人に使用を許＂ fしても，それによって人会権者

の法的地位がおびやかされるものではない。他方，入会権者がその入会権を廃止して

地盤を他人に売却しようとおもっても，また旧慣を変更しようとおもっても，議会の

議決を経なければ，やはり法的効果を生じえない」1510 旧慣使用権者は，その権利の

保存行為ないし利用 改良行為につしては独自になしうるが，性質を変更したり処分

したりするには，議会の議決を必要とすると L、うことになるであろう。

旧慣使用権の「変更J「廃止」とはとうし、う意味であろうか。溜池は築造以来，｝埜

史的に形成された慣宵規範 水利秩序 に従って，農民達の獲j慨に利用されてき

た。いまや受益農地がすへて確定的に宅地化 L,i留池の獲j既fl的が消滅した場合，そ

の1留池をそれまで管理してきた水利共同体が，それを転用することは， 議会の議決な
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くして可能であろうか。例えば，水干I）共同体が①Liら該池を利用してがjり堀業・養魚

業を｝；！；み，或L、；工ボート を浮かへて遊園地とし，堤塘に住宅を建造してこれを賃貸し

たり．ス：1①該池を第三者に賃貸してその稀の営業を行わしめ，旦立し；工堤塘を賃貸し

てそこに住宅を控造せしめ，或いは③溜池を埋立てて宅地を造成し，それを分譲販，，＇ I'_

して水利共同体の収倍に供したり ，若しくは④現状のままに欣置 しておいたり（夏に

ほ雑 1~：が繁茂して蚊などカ・繁殖し，冬には枯草が燃えるおそれもあり， しだL、に池の

形状も変わる）することは，旧ぅIEの慣習の変更か，廃止か。

この問題について渡辺・前掲は，入会林野利用に関してではあるが，こ こにレう変

更と：1，使用権原の変更のきであるとされる 161。従って，慣汚の内容の変更 例え

ば，入会地の共同利fjj慣青空分割l利用に改めたり，牧野手IJ用慣習を緑林利用に転換し

たりすること :1，入会権者全員の怠思だけに係ってL、るのであって，本項の「変

更」で：まないと説く 。休野を溜池に置き換えれば．従来（工水利共同体力‘ll:l債を権原と

して利用してきた溜池を．以後は水平1）共同体が公有財産の所有者としての市町村か

ら 例えば契約合利用権原として 賃借して利用することに変更し或いは地

上権在と して利用すること二変史することであると L、7ことになる。そうだとすれ

If. 水平1）共同体の上記諸行為はlfl慣の変更ではなL、から．議会の議決を安しないこと

になる。慣習：i?t会経済的諸条件に規定されてし、るから， それら諸条件の変容に対応

して，慣湾の内容も不断；こ変化するものであるニとカ‘らすれ．工．所説の通りである

（②につL、て；土筏述）。

しかし．林野人会に関 fる前掲所説を，そのまま本「｜溜池の事例に適用することは

できなし。すたわち，前者：1. 現に入会林野が{Tj生し 同時二入会農民集団の使用収

益行為の継続 しわIf，現に活きている人会権者集団を前提と してレるのに対 L.

i奏者（れ、まや瀕死の水平lj共同体なのであって，その前提を欠しているからである。

水利共｜日］体 （組合．人格なき社団，士地改良区＝法人I:t.一般的に；工，＊利施設

の他日的利用が可能である。例えば， 1£1営農業水利事業によって築造された水平lj施a没

等：工，国釘財産法；こよって国が所有するが（同法 5条l，その管瑚；工地；（：水利共同体

（土地改良区）に委託される場合が多レ。符理の委託を受；ナている l:地改良医はその

水利胞設を．本来の日的を妨げなし 、限度におし、て，他の用途ス；土 II的に使用し，若し

く：1収益 L，ス；工使用させ．若しくは収益させることができる IL地改良法続行令59

条）。 この規定の趣旨を， I行町村公有財産に煩推すh:i. 前，；己例示①互；工旧慣使用権

の権原を変更するもので；工なレのだから，ilWi也を管理する水平lj共同体の慣習，，、I脊の転

換として，それ らの行為を白定すへきであるかのよう．こみえる。

t地改良財産の他 II的使用については，厳絡な制限か設；すられていること（土地改

良法94条の 6以下， lnl法施行令56条以下），また， 奈良県においては溜池の保全に関

する条例 （昭和29年京良県条例第38号）が設けられており．その 4条2号l工，溜池の
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淀精に竹木｛＇， しくは農作物を値え又は（溜池保全に必要なものを除く） 建物その他の

工作物を投置した者を罰金に処する旨規定する＂ ＇ことは別として，上記の溜池を名 iI 

上管即してレる水利団体：I，その管理能力を喪失してレるといわなければならなレ。

河川の流ノドを水源とする慣行農業水利権のll的は濯j簡に限定されない。 L、わゆる地

域Ill水として，同点路の水は農業用 （濯i焼 成具の洗糠）にも生活用（飲料 食器洗

浄 厄の池等々）にも，火防用にも利用されるのに対し，溜池の水は専ら纏i慨にj刊レ

られる1山。

i国池を総統水妙、とする農民を構成員にした水平IJ共jaJI』体は，いうまでもなく，自分

達のfリ「イItn 、し耕作する水田に濯i慨する ことを II的として，該j留池を維持管理してレ

る0 (Jljえば 昭和22年12月 1日胞行とされる 「0池水利組合規約」 l:t，天水Ill 畑！

の緋「lr；を除 くO池掛地区内の田の耕作お反ひ所有名を構成員として設立され （3

条），「il'I!純月l水の確保と供給並ひに地区内の発展に寄与すること j をH的とし （4

条），「①ili'J池の維持管理保全に必要な事項 ②iffl池の人出水の管理に必要な事項 ① 

地Ix~ 11~ の水路，道路補修改蕎に必要な事項 ①その他II的達成に必要な事項」を ・j;業

jl・ff;:としてL、る（5条）。

従って，防成員が所有農地を売却したり ，耕作権を失えば構成員資格はなくなる。

j11J じく，受自主~地が宅地化されて種紙用水の健保供給の必要性がなくなれば，組合存

立のぷ礎を失って，水利団体は崩壊する。組f干の溜池に対する水利権は消滅し，各構

成員l:t水平IJ権を行使することはできないし，また，その必要もない。溜池が既に農業

Jll水供給の機能を喪失し．今後l:tノk平IJIl的iこ｛山Hするよりは，宅地開発によ って英人

な金銭会得ょう主すること（主，もはや溜池の，fl)JR行為とはいえない。さきの例示設題

における水利l共同体の情成員（工， もはやI荏j慨を要する農地を保有してL、なレのだから

構成員資格を欠き，議j慨農地l工窓く 1貴廃 してし、るのだから組合はその存立日的をヴミ

レ，水平IJ共同体は実態を具備しない形骸なし‘し桟像にすぎなしものといわなければな

らなL、。このような水利団体は，法人たる i一地改良区ならすみやかに解散して治算法

人となるべきものであり（土地改良t.t67条以ド） 組合につL、ても同様である （民法

682条以ド）。 いまやこれらは清算の「l的のぬ関内でしか存立する ことはできなく なっ

ている。 0m 介の日的には，「地区内の売民jへの寄与が併記してあるが，これはつ

けたり である。 キ｜｜的たる「濯獅用水の侃・1以供給」から独立して，「地灰内の発！艮 l

tこ半年うすることをII的とする水利組合を設立すること泊、できないことはL、うまでもな

い。 I.II 的が消滅したいま，それに付随する「｜的を遂行するために，該団体のイ手続を

品；~.／／）るこ と l:t で きな L 、。

地｝jl’l治法238条の 6第 2項の意味， ｜日↑町即日権と法226条の使用料の関係につレて

は， i皮)ll 前t&639頁以下の所説に従 う。しかし，消滅に瀕してレる水平IJ共同団体に

l:t，もはやこれら条項の適用は問題にならなL、であろう。
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このような現象 地域農村の都市化. I災地の宅地化，溜池の潰廃，水平IJ共同体の

解体をもたらした要因：工何であったのか。資本主義発展の速度が緩慢であり，それに

対応する政策か1丁われlt:.!:.. J1l!.域の都市化もまた徐々に進行する。そのような地主主も

あり ．また句 一挙に荷；市化が進行した地域もある。

国土総｛I開発法 IiJH干1125句法205）に基つく「特定地域総{7開発計画」ー 多目的タ

ム建設による河川総合開発，iti百トーの’尖ー施によって，戦後のけ本の資本主義復活と成

長のエ午，，キ を確保することと位行して，首都建設法 （昭和25，法2191や企業合

理化促進法 i昭和27。法 51が需lj定された。また， 産業基盤整備のために公共投資を

自治体に集中的に行わせゐ必要上，自治体の規模を鉱大 して負担能力をj曽川lさせる政

策として町村合併促進法 (I昭和27，法258）が制定されてしる。

これ らを基礎として。 fl 本の資本主義~;t昭和30年代 とくにその後半以降高度成

長期に人り， F奇異的；ニ発展寸る。「このことは既成工業地峡；ニお：十る資本 人lI 施

設などのH大な集積集中と，太郎市の，包激な膨張を生じ それに伴う公吉’などのレち

じるしL"l'.i舌環境の悪化を広き起した。他んでは，既成 l；業地域とその外延的鉱大圏

の大部分のいl七における経何発展の極端々llll’Jiと停滞をせ仁る。このよ〕な 日本資

本主義の不均等発展から’i二じた問題が，現象的には，いわゆる『地主主格差」や『過密，

過疎』のi::i題としてとり L:fられ，地主主絡ぷの解消が，政治、のスローカ日ンとして掲げ

られるようになったJl90 地域絡差是医を中心として，旧令：総 （令：国総合開発計画一

昭和38年）から新全総へと泥炭する。 H本列島改造計画：i.'2ヒソチで進み，民間ディ

ベロド、－：;t安レ土地を求めて農村地践の J:J也を買し訴追った。 この間における農業政

策の転倹 農業の曲カ・り f司現象も これらの問題に大きく関わってしる。農村の都

市化ばこ のよう な諸条件の所産にほかならない。

昨年来．アメ リカ：;tH本に対し アメリカの安価で うまし米 （日本の米価の 7分の

lという ）を日本：主将i人せよ と迫っている。 日本の農業：;t，いま：主これに反発して

いるが，氷問が宅地化し て．米の生産力が低下すれば外米に依存するほかなL、ことに

なる。

(2) 財産J；｛について

財産1－＜とは， 市町村及び特別伝の 部 としての区が財産を有し若しく（主公の施設を

設けている場合に，そのlヂ：n：当該財産文は施設の管理処分に関してのみ権利能力を得

てレるものである （法294条）。 旧慣によ って公有財産を使則することにおレて前項の

旧慣使則と頴似するが．｛をおlI市町村ののする公有財産を， IU慣によ る使用権者のみ

が使用するのに対L，前者ii財産区が有する公有財産をその全住民が使用する点で区

別される＂＇＇ 0 

財産区ii明治政府の地方制度改革 市町村の再編政策（とくに市制町村市lの施行）
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によって＇ I：じたものである。 A付とB村が合併して新 C田Jにする場合， ，1，ーい時代か

らM/lfないし施設合 flしてきた A付が．それ含有しIn、B村と合併 すれば， 旧A村

の財産が新 C町へ移転し， C田I全住民の使用収益に委ねられるとトうのでは， it併

は円滑にレかなし。 ！日中IのUH主：.t合併後も新C田Iへ統合 しなL、で， IllA村 （合併に

より C町の ・部となる）の償留を尊示して，ll,f産をその手 lじに止めておき，その管

煙処分につしてIllA村の独立の人格を認めるニとに上って，合併を促進 しようとい

うのである。 市市l]lllf村制にしわゆる「市町村ノ一部lであるが（町村制124条， rli制

144条）．ニJtに関する規定：工全く 不備であった。

戦後の地））自治法 （昭和22，位、67)もれの帝lj伎を継点したが， 地 )j白治体強化のた

めに市町村の合併合促進 L.↑民向仁の財政区につして も整備する必要があるというの

で，ll(j和2911'の法改1L→（υ、193）でこれに｜均する規定をi丙レた l法第 4章）。

rli制町村市ljの財注l旦をIIl財産［；（： 地）j向治法上の財注ILを新財産｜メーとしい，両行の

特色を比較すれば次の泊 りである＂ J0 

第 l に， Ill 財産｜メ （ 工部j品 会単（中として設置 ~ ~ l てレる のに対し， 新財戸vr正（主合 fJt·1苅

の旧rt、Iをij'i(

~~ 2：こ. II l財産｜山こあ》て：.t.財産lバーが仔{I:するかどうかにつレてそのぷポ泊、明確

でなく，従》て，市町村の 一部が財産をも っていれば，住民の意思に関わりなく，当

然に財産［メーと認返される 11f能性もなくはなか e，た（さきの X県総務部長の「通知リ

参照）。ニれに対 L ，新l l,J1I｛区l工合併の際に「）＇；jf系町村 1：~の協z設でMv「区をぷ置するの

であるから， 財産｜メーにするかどうか（主ti:L'モの'rt忠によるものであり ，且つ財産医rn，没

置につL、て明確な夫示がイ（{lする。

fjljぇIi, A県 Rl部CHで（主、llt'l和26可 1H1sr1の村議会に第 2り議案 として「！支

置分合に作h財比処分のf'I:」を促出 L，「Bm1 C村を Drli に編入する処分tこ1すって

B郎C村の財産!Jd託手lj義務の 切は D1!iに承継するものとする」ニとを 11f(たしてレ

る。従ってこ こでは， ll:IC村の財産を＼Hi曜い としてそのP}j1 I権を留保すること ！（ く．

新 D市の公布財ffとするに至ったのである。

第 3に，Ill財v(IえにおL、て1.t. I剖白の機関をもつものはむ しろ稀であるのに，新財

産［メーにおいては，むし ろ何らカ・の機関全もつものの )fl!・はるかに多し。これは 「j也方

自治法の改rf'.により U.trf;I－＜符郎会なる定；議機［)'OJが新たに加えられることとなり，その

設計’の手続カ‘簡素であるニと， ij'l/cるあ問機関でなく，財路｜メーの財産または営造物の

管.f'Hおよ び処分に関してfdJ.•：主権全もっているニと，主iノ11渋1材咋または’＂：；r;造物の管理i二関

する iii町村jとの事務の全；ii；または 部を委任されて「lら執行することができるように

な寸たこ と．等々の利点のために，新財産区においては. M1Yl実；議 j~や J)<：総会の E没置

にiにづてM11t1五千i照会のt没置が 苦手普JM的な形をとるに至ったニと」によるものとさ

れる。
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第4に．以上のこととも関連して， IR財産区においては 「公有財産か私有財産かの

区別が明瞭で／cく，社会的実体において弘有財産的性格の強かったものを公有財産に

組み入れた場介が多いが 新財産医においては，すでに市町村有財産であった ものを

財産l乏財だにきりかえたにすぎないから，すくなくとも法形式的に同じ公有財産内部

の所街主体の定化；こと とまるとレう意味て＂(;J:，かならずしも質的変化ではない。これ

はー明治の町村合併におL、て． いわゆる綜合的実{f人たる 『村」が．会：然性質の日IJな

法人たる地方公共団体になったのに対し，今次合併においては， 一つの地方公共団体

が他の地)j公共団体にな った；ニすぎないとい 白〉こ ととむすびつレている。」

このようなI主義を もっ財産I~の財産の管理 処分につしてほ．法294条以下の規定

に従って行われるのであるが，さ きの県総務部の通知により実務の取扱をみると次の

通 りである。

(II 小動広登記簿の登記名義が「大宇有」「部落有」等で明 らb・に財産区財産で

あると λ られるものにつレては，持主継登記を，また登記名義が 「大字共有」「部

落共有」等であるがためにitJ：ちに財産｜ぶ財産とは認め縫いものにつレては弘有

財必でf仁L、ことを篠認のうえ，更 l七五f~cを ＇11該地践を管籍する法務局（主主記所）

においてすみやカベニ完 fする こと。

tcお，更IF登記念する場合には吋該財産が財産区財産であることを証する証

明，I} （財産区管理荷たる市町村長の証明書）を提出すること。

12) 財産I＞（財産の台帳 （~lj紙悌式参）I到な作成し．現況及ひ央．動の状況等を常；こ

適縫；こ：工接するとともに，決算の認定に際しー財産調書を議会に提出するこ

と。

Cl) 財産｜正財産の管理処分上必要と認める場合は，地}j自治法第296条の2の規

定；こ基っく 財産区管理会を設ける こと。

I 4 I 財産｜人管珂者たる市田J村長が当該財広の？？理，処分iこつL、ての権限を当談市

町村のも在員に委任することはでき る（地方自治法第153条第 l項）が財産区住

民の代夫者 （例え．正区長，fflf内会長）に委任すること：工できないものである こ

)-
一。

（五） その他財産の管理に関しては，市町村有財産の管理に準じて行なう こと。

また，Mi平［三財産の処分につレては，

I 11 lLt産ドー財産を処分する場flには，でき る限り うむl該市町村の公！材ス：t公共則財

店長として活用するこ と;/J・望ましレが，やむを得 r民間二売却する場台であって

も処分後の l地利用計11lij吉等を提出させて市町村の土地利問計画iに合致したも

のに利件lさせるこ と。

12) 財産I；（財産；二II1↑貫使IH権が認められてしる場合には。地方自治法第238条の

6の規定に基っき議会の議決を得るとともに旧慣使用権者の承諾を得る こと。
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(3) 財産l五財産を処分する場合には，それがたとえ財産の一部であって も当該財

産区の設置の趣旨を逸脱するものとして地方自治法第218条の 2に定める基準

に反するものについては，知事の認可を必要とする。

従って，この認可を得ずして行なった処分は無効となるので知事の認可を必

要とする財産の処分につレては，予め地方課に内協議すること。

(4) 処分する財産区財産の予定価格を決定する場合には，予め鑑定人又は市町村

の固定資産評価員等の錐定を得て，その財産の評価を適正には保したうえで行

なうこと。

(S) 財%€ 1三財産を処分する場合に ！ 1 当然当該財産区の佐民福祉を考慮して行な

わなければならないが．同時に市町村内の守体性をそこなわないよう考慮しな

ければならない。従って，財産灰財産の処分代金は，当該財産区の地戚の公共

事業費に充当するだけではなく，市町村全体の経費にも充当すべきであるこ

と。

(6) 処分する財産区財産に住民が権利をもっていて， それらの権利を防除するた

めに，補償を必要とする場合には，当該補償の理由及び補償額の積算基礎を明

確にすること。

(7) 財産区財産の処分代念は，すへて市町村の歳入予算に計上ーするとともに当該

処分代金を当該財産阪の公共事業費及び住民に対する権利の補償費等に充てる

場合にも必ず歳出予算に計上して行なうこと。

この場合． 財産区の収入及び支出については，市町村の会計と分別するこ

と。

(8) 処分する財産区財産が地方自治法第96条 1項第 7号で規定する同法施行令別

長第 2＇こ定めるもの以上であるときは，当該財産区議会又は市町村議会の議決

が必要であるが，その前提として財産区財産について適用される「談会の議決

に付すべき契約及び財政の取得又は処分に関する条例」が必要であるので，そ

の条例を必ず制定しておく こと。

なお，これにつL、ては，市町村の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例」中に財産l亙財産の処分につレても適用する旨の規定

を設けてもさしっかえないこ と。

(9) 財産iz<:l!,f産を交換するとき又は適正な対価なく して譲渡し若しくは貸し付け

るとき （地上権等のIll益物権を設定するときを含む。）においては， 地方自治

法第96条第 11頁第 6号の規定の適用があること。従っ て，財産区財産について

の「財産の交換，議う二， 無償貸付等に関する条例ljJのない場合におし 、ては，す

べて当該財産区議会又は市町村議会の議決が必要であること。

(I川 以上のほか，財産K財産の処分については，法令に特別の定めがある場合を
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除、くふか. di町村の財産処分に関する取微によること。

ニニでほ 財保｜メ財庵の管理 処分についてυ、296条の 5~l 1 J貨の規定による財産

r><:fil（の1i1¥til:精進と市町村のー体性が強調されてレる 1上記（ろ）I。かつて．経済の尚

度成長がもたらしたもの：ム回大公害訴ぷに代夫されるようなー公害による丹命ー健

康彼万であ 〉た。 ll{l干n+o司，二厚’Iii に ~'l:i位された公需 i::i題審議会：工翌年 10月の答叩

で 人体の健康等金銭でttll、得なL、被言泊、一定限度を越えたときに：i. 産業発肢を多

少とも篠科；二する必要等をn冨ったのに対 L.経団連が「’1・活環境の保全主産業の発展

との調和l乞し張 1て．ぉ；1'1"な企業防衛に向かったことを怨起させる。

L IJ・ L. このこ完全ともに強調すること；土オ的である。両者カ・伺調和lするものなら

（；！：.，財産｜正；IJ!Jf芝生，；＇，）：：ナる必要がなかったのである＂＇ 0 

この「 体性」と；工と.・，＼もう意味であんうか。ニれ；工．財産i":l!.J'r茎の処分代金配分

のときに具体的に現れる。処分金をどのような主Jjf:Iで地疋 （財旅区）れ一民へ還 jじし町

市田I十Iカベ、くうと心力ペヱ 各市町村によ •） て ー 慌で：土 ：i: ＼。

f}Jjえ：J:'.. M県Orliの「rli村中名義等IHl2t取1:＆要綱 II昭和47年 4!11日循ifr Iで

；工．財産処分：工「勺該部J品総会の議決」によりは条 2項＂ iii；局総会の議決；I「部

落iiの 2分の lULIJ ；山 l,tj•; L 11¥f出者の 3分の 2以上の｜口］意 lで1rわれる（同条：I良o

~.J'rZ:lι財旅が入会権なら， .t. 権平lj ti全員の同窓会委するとすへきとこらであゐ l。財

産処分に三Illたっては．当ぷ財産な 口市長名義で保存な，；c.した後；こ譲受人；二移転宣言己

するほ条）。処分金；土 ,';j：沼の事業計1il1j,I｝及ひ資金計11hjt号，ニ恭っき F 三号該部J高の公

共また：1公共的事業に対 して ，~＇'i該部孫に支出するJ。 di:;J:. 財 11（：処分；こ伴う経 ＇Ir とし

て 処分金書Hの 3ハ てノトをとるだけである。

また‘ Eりよ F rri の「財r/(l.＞（~財産 Jfi(扱要綱」（昭平11 x×可×月××日施／f I による「財

洋｜ぇ財産の処分；二作う公共投資及び補償に関する基準 J ；ニよれ，ょ．「利池を必要があ

っ心造成し．造成後処分すゐ場ii'は造成以び関j車工事等、こ要した経費全産ヲI＇、た金額

を配分対象処分金 i として 工Jfu,i::公共投資に100分の50. 11~ 手lj権手権利裕行（＼ 15: ，こ

100分の20. ①地凡J関連立：JI＇投資に 100分の10，。〕処分に安ずる‘h務費等；こ100分の20.

とLてレる （｛留池以外の財保の処分17.につL、てもこれ，こ<¥f＼ずる ！。 ここでは．せJ；ニ「財

産以財産であった財産の処分に伴う地Jl:公共事業債立金条例 ！（昭和55年×｝j×× H

条例第15'·J· ： を設；十．「財 11（：区財 11( であヨ J た~！オ；ヰ？で処分「るニ J: ；こ伴 L 、発生すゐ金銭

を、九法財陀｜ぇ｛±f¥;Ul福祉乞j曽j差する ll的をもって行う公共事業の資金として積み立て

る！ことにしてL、る。

上記 2例をみても， I:i始と’全ii刊を地元へ還l乙するの；こ対し．他方：1約半分の還元

ないし全額を積み立てさせる。ここでもまた，財定区財産の治不やそれに対する地元

権利者と市町村 市町村議会の力関係如何により，「~f料金」：I何れかに偏るものと

なっている。
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5. 農業用溜池の観光利用

レわゆる尚度経消成長JP］の乱開発によ って，わがi:rllt各地で公宵彼吉を午み，t-ll{:I<:

とLた様相会話した。しまやそれに対 fる反省j切である。 林~！f 入会権につレては，そ

の近代化が，－1寸心課題であ った（「人会林野等に係る権利関係の近代化を助長するU、律

〔 ~｛｛和41. il:、126〕参照）。しかし。今 Hの人会林n利用について：；その農林業上の利

用.11':.i!主に併せて， t年林レク レー γ ョ／ （森林公Iii 林間遊歩道 キ1 ンプ場 スキー

場等 々）のllfHcへと，その政策を転換しつつある。 水もま たif（畳的な平IJ用になじむ。

とく に.iii:近ではその刻水機能に注円さJl, g~ ;R用水が市民の水上スポ－ －：； ，水上レ

ンャ ーに供される機会がj杓えつつある。

ところで，さきにも指摘したように， 上地改良区は 定の ·~｛＇サのもとで，十地改良

区が管理する凶有M産たる土地改良施設を他の｜｜的に使用することができる け地改

良法施行令56条以卜）。 (11］ぇば， G県の H七地改良区（;t，その管理する溜池を I鉄道

株式j_；社巳l'i＇.貸し. I会；1.:1それ を観光！庖設として， 般入場者から料金を徴収 して

営業 していゐ。 契約汗は次の通りである （原点；11横内き）。

I I也改良財産使用契約，If

H 江~ －用水 Jj也改良夜（UF〔甲〕と称す）と使Jli者I鉄道株式会主L（以下〔乙〕

と件、す｝との川；こおレて， 111の管瑚に係る後記物nの使Illに関し次のとお り契約

を締結寸る。

第 l条 甲：土，上j也改良法に基き管理するJ市大字宮沢池内の宮沢湖社！！.並びに

これに付以する｝庖設を，観光!Ji!i,i＼！：建，没の目的合 もって乙に使用させることを

約するものとする。

第 2条 この契約j切問について1;t 昭和45年10)J 3日付をも.，て締結 した契約

~＇－：の期間会縦涼し昭和60年： 10 月 2 日までとする。

ただし． この契約期的lが満了 し なお引続き乙におして使用中のとき：1.

甲乙協議の上更に15ヵ年を延長することができる。

第 3条 使川料i;t. llil和49年 4)J 1円から 1ヵ年につき合70hl'J也 と定め，乙

はIJIが発行する納人通知l;tiにより市に納入するものとする。

ただし．こ の（山II料及び納Hの方法、につレて：1. 3ヵ年1Iiに甲。乙合議の

よ改定することができるものとする。

第 4条 乙：t.第 l条のiff{i也並びに1寸凶随設に対して観光施設等を新たに控1iを

しようと rるときは， iiWi也の機能をmはわなしよ うに配慮し，あらかじめljl

；こその計11iij会提ぶ し引の日午可全得て随i.i'Zをなすものとする。

1111.t, L d己に対するJ'F日H号化付に｜際し必要に応じて，あらかじめ G係と

のJ；与協定汗にぶつく 知事の承認を得るものとする。
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第5条 乙が前条の脆l設を建設するために立本の伐採を必要とするときは，甲

の許可を得てニれを伐採し可l，乙協議の上処理するものとする。

第6条 乙：I，ニの契約に係る土地改良財産本来の用途又Lt.n的を尊重し．甲

においてかんカ‘い叉（主施設改良等のため溜池の水量を減量もしくは完全寸水

する必要カ‘あるときは， 何時でも甲の要求に従レ異議を申 し立てないものと

する。

ただし ．乙において放魚中の魚類がいるとき又i:t.施設があるときは，緊急

の場合を除きニれの処理に対する適当危準備期間をおくことができるものと

する。

第 7条 乙カs観た施設を建設するためにj偶池の水量を減量する必要があるとき

::t.，甲乙台議の上調整することができるものとする。

i'.!18条 乙；I，この1：地改良財産の使用を甲の承諾なく 他に転貸又Ii使用させ

ること iiできなL、。

第9条 この契約書：i，昭和30年10月3L-1付をも って申，乙間に締結した｝地

改良財産の貸借契約書並びに昭和45年10月3日付で上記契約書の一部を改定

した契約書を.G県当局の指導により修正したもので。本契約締結にItL、

上記両契約書Ii廃棄するものとする。

第10条 本契約iニ定めのなレ事項が発生したとき：:t，申，乙双方協議の上誠窓

をもって処理するものとする。

第11条 本契約の当時者の－／7ーが本契約の諸条項に違反したときは，本契約を

即時解除することかできる。

ニの契約：i，使用料について幾度か改定されてしるが，基本的な条項に変更はな

L、。特；ニ第 6条iこλられるように．市民に規水施設を提供し，それによって利潤を得

よ7とする観光業者乙の利益にもまして 濃淵 ー 溜池本来の目的が最優先させられ

ていることに注意しなければならない。溜池とは，本来そのようなものとして存ずI:し

てレるものである。これに対して， E県、 F市の財産IJ<:としての溜池を，従来管理 して

きた士地改良区カ‘釣り堀業l,・某氏個人に，または株式会社某に賃貸した契約に：:t.，そ

のような条項を全く欠しているのみならず，契約書の体をなしてL、なL、。 これは，該

溜池がf産I慨の円的を喪失したもの いわば繍池としての使命を果た し終わったもの

であり．土地改良｜バーの情成員もまた犠i慨を必要とする農地を保有しな くなってレるか

らであり 。従って 土地改良区：:t形式的な存在でしかなくなってしるからである （民

法682条は「其日的，，， ＇＂事 業ノ成功又ハ其成功不能」により組合：主解散する旨規どす

る）。ただ単に，賃料収入のために，解散の手続を済ませていなしだけである。僅か

な賃料のために （それも確実に納入されているか否か疑わしL、），形骸化した土地改

良区が．膨大な資産を弘蔵するのはl叫家的J員失である。 公共団体の公共日的に適 ｛；－す
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る再開発が期待される231。

6. 溜池関係判例抄

j留池を直r>Z扱う戦後の半ljiJ~は必ずしも多くはな L 、。公刊されている判例集煩から，

本稿のnCf.Jとの関連で， j留池に関係する以下の 4f牛の判決例をmげる。

(1) 前出の宋良県溜池条例の合憲性に関わる最高大法延判明和38年 6月26日 （矧l集

1 7・5· 52 1 ）。 潟池堤糖上の g~耕・ l；作物設置を罰則iをもって禁じた条例が，慣行によ

る耕作権を無補償で告定しでも憲法に反 しなL、とする。

(2) 澗渇した溜池宮市がオート レース場にしよう としたのに対し，該溜池の従前の

利用者農民が自分達の共有であるとして．現状変更禁止の仮処分申請をした事件に対

する福岡地飯嫁支部卒lj昭和31年ll月8日 （下級民7・11・3169）。

(3) 自作農創設特別措置法により，国か買収した溜池ー堤摘を「桜池掛」へ売渡し

た行政処分に対して， j留池等の｜円所有者がその無効を争った奈良地芋I］昭和43年 2月23

日 （行裁集19・1.271）。

(4) Hけが 「かご池」を型車め立てl町営の駐車場にしたのに対し，該池は町有ではなく

「かご池郷」とし、う 水利共lnJ休のものであるとして，「かご池郷」 構成員の一人がその

所有憾の帰以を争った奈良地宇I］昭和56年 6月191:1（平IJ例 タイムス465・160）。

(5) （附）水平lj共同体の社間性と 社団財産の所イl名義に関する向怯高平IJ昭和55年11Jj 

27日 （ドI](11JU与998・73）。

これらのほかに，最近の溜池関係判決には，造成地の出水とj留池埋没に関する造成

者の責任について福岡高判昭和55年 5月13日（判例タイムズ423・99）， 公共団体にお

いて事務処理上普通財産として管理されてきた溜池を国家賠償法 2条 1項の公の営造

物とする東京高判昭和53年12月21日（半lj例時報920・126），等がある。

(1）溜池堤糖上の農作物 工作物 <1設判昭和38年 6JJ 26日刑集17・5・521，半I］例批

評，芋；井万亀民商法雑誌50巻3号461頁．同所引文献）

本（寸は刑事事件であり ，決良県の「ため池の保全に関する条例」（昭和29年奈良保

条例38号）が憲法29条に適合するか否かが問題となった。

同条例（；！：，溜池の破損，決壊等による災害を未然に防止するために， il¥l池の管理に

関する必要事項を定める ものであるが（1条），獲殺の用に供する貯水池で，寝堤の

高さが 3メートノレ以上のものまたは受益農地面慣が一町歩以上のものを溜池と規定し

(2条 l弓） ，1間池の堤糟に竹本・農作物を植え，建物その他のJて作物 （溜池保全上必

要なものを除く ）を設置 した者を 3万円以下の罰金に処する 旨規定する（4条 2号，

9条）。

大字：唐古にある唐市池はその周囲の池奥地 6反 4畝28歩とともに，大字唐古居住の
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16 ~7 f，の例人r;Jifiーとして註記されてL、たが，実質 Uil，有古川住農家の共有に属して

L色に Lj、手：1,1｝｛士 ri約27名i。農地改午により該池1:t.:iミ良川の所有とな ったが．再びl主

計iI，＇｝（＋：伐家；こ払 LI 下：干っh. 登，；i:簿上；土大字T~ ； U: A ・ Bの所イI名義；こな 〉てL‘る。 し

かし「H質 l：主！日！大千店休農家の共イ！なし、し総釘とはるべきもので，イil,li'古池の水（ま

同大字の耕（’ド地のカ hんがL、のIllに使！日されその受係地はさに）町！），＜以上に及」んでL、

る。池の管照；ニ；工大＇.｛：の総代が勺たり ，「問凶の池堤地It. f•;J 大下居住」計約ー七千うに

おいて父祖の代から引続いて竹，果樹，茶のオくその他農作物の栽培に使用し」てきた

（上告審判決のUI 旧作之助裁判’ffの少数意見によれば，該池の掘撃の起源：工不詳であ

るが，記録上500年前に既に存在していたことがうかがわれ．堤成上の耕作の慣行は

遠い昔いつのほどにか部活民；こよって認められ，その耕作権；1一種の永久小作権とし

て部落民聞における売買譲渡が汗され，各耕作権者：工その使4l面積の広狭に応じて額

を異にする年貢を，部落 その代表者としての総代：ニ納めているもので，被告人 Y

の場合その年貢Ii年 5～600円，その耕作地より昭和29年度に柿， J長，等より年額 5~

6万円の収入があったと Lぺ。更に，この少数意見：:t. 本件！庁古池：土平mな上地に掘

撃された池で，その提塘とこれに続く畑との間に（主始ど士地の高低差：之みられず、し

わゆる堤婿の部分も水際まで耕されてL、る立派な茶畑等の耕地であることが認められ

るのみならず， J己録によれ：i いまだかつて決壊した事跡がない． ともいっている）。

被告人ら三人もまたかi様であったが，右の条例施行；こより. 1lZ告人 3人を除く他の者

Ii栽培を任主；こ中止 したD

ー’番 （畠域簡易裁1’lj<ifiI：久本条例は「ib"i池の破J員決壊のl京国となる行為を祭1卜寸

る旨規定してLるのであー，て ー憲法第二九条第ー項に違反するものと；:tl.えず又堤

JJ.li上；ニ現に緋「1して LIた釘；こ以後の耕作を禁じ原状iニnu・ることを求めるにつきこれ

が補fれする規定を存し注くともさ法第二九条第三項；こ違反するものとも認めることは

II¥米f以、」と fljょして．院告 3人をイT罪とした。

これに対して． て＇Jt:I大阪高波） Ii 「地Iに所有！？骨その他の権利を有 L，ニJtiこ

んtして右 ←｜地を l•e 用 L. { i地 Lに果樹， Aぞの~その他農作物 \r' f＼）汚する者に対 L て」

「 ：ii 良川がイ3岩，•，池を前記条例~~ .条のil的のために管理するにつL、て 干1池 t），＇.地；こ

Xt寸るlftf，人らの権利のrrf更を強制的に市IJ限又Ii作止寸る；こ：ヱi地収Ill法又Ii」一地改

良法の規定；ニ従》てこれをな L. JLつ被白人らの叉くべき括i＇.たを補償 rることを要す

ゐ」 として 無'.ii'を，， ＼、i没した。

長，~·;j裁；工大fょうEを構戒 してニれを’待議し， lti':審判l決を厳重5して大阪，・；；j裁へ差「y：した

（補足む見 2. 少数意見 2IJ白ある）。 そのj市出止するところに 要するに．本条例：I公

共の安全を II白りとし てL、るから， そのためには私的所イj権カー市lj限会受：「ても段位『せよ

とL、パニjうる。－jナd，ち

奈良県；ニおして：工 l万3000に余る濯i慨rn貯水池があること．県トのよえならず他府民！
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における貯水池の破出・決壊等による災’主か i~ にその所有島にとどまらず，一般住

民及び滞在！，の牛命財産にまで多大の損傷を及ぼすこと，貯水池決壊の原問調室によ

る科’F的恨拠に基っき本条例を制定して．所定の行為をき宅止したものであること，こ

れは地方自治法 2条 3項 1号の事務であり．同時に同法同条トj項八号の事務であり．

原審泊、本条例を同条｜司項 2号の事務であることを前提にして，本条例の違憲－違法を

いうのは前促におL、て誤っていること，条例 4条2号Iii留池堤塘を使用する財産上の

権利を有する者に士、Iしては，その使用を始ど全面的に禁止することになり，財産上の

権利に著しい制限を加えるものでiiあるが「結局それは．災宮を防止し公共の福祉を

保持する上に社会司活上己むを得ないものであり，そのような制約lI，ため池の淀と

うを使用 Liltる財産権を有する者が当然、受忍しなければならなし責務としうへきもの

であ≫て，定法二九条三項の損失補償はこれを必要としなし、Jというものである。

これについて 2裁判官が補足意見を述へ，小川作之助 償問正俊の一二裁判官が少数

怠見として，私的財産権の保障なしし永年の慣押による農民的権利の尊重を説いてい

る。少数意見の方か憲法規範（主権在民 基本的人権の尊重） ；ニ適うものというへき

であるが，その問題に立ち人ることは本絹のけがjて、はなL、。

ここで重要なことは，奈良県の本件条例が，慣習に基つL、て佐立しでした農民の在、

的権利 /ff{池堤塘上の耕作権（これは．始審から上f'i-審まで一貫して肯定されてい

る）を，公共の福祉の名のもとに何らの補償なく否定したことであり，且つそれカ‘県

下に数多く存在する溜池等に貫徹しているか否かである。

奈良県では，上記溜池条例のみならず，昭和41年の 「古都における歴史的風土の保

存に関する特別措置法」（法 I）による 「奈良県）!Ii¥致地l正条例」（昭和45年 3月初日祭

良県条例43号）を制定してしる。現実には 右 2条例に鉱触するような行為がないの

であろうか。確立された私権を排除してまで， !lxl、at足塘の安全を必ずしも紹来しな

いような堤塘上の耕作権を百定してまで，堤塘を保護しようとしたにもかかわらず，

現実には，必ずしもそれが徹底していなL、。法律（条例）は公平を理念とし，差別tc

く等しく適用されるべきものなのに，或る特定人には過酷に適用され，或る特定人に

は緩やかにも適用されないというのどういうことであろうか。

本件下IJ決と直接関係はないが，例えは， X 県甲市はr↑I長名で乙株式会社に対し昭

和60年 2月12日付で「堤塘上の建築物の撤去について （通知）」 を発している。すな

わち， 「貴社が，このたび建物を建築中の甲市丙RIJOO番地の土地（地Hは堤塘） Ii, 

貴社が丙町戊水利組合から借用して使用しておられるように聞き及んでおります。つ

いては当該堤塘は，甲市の所有地であり ますので， 建築された連築物を直ちに撤去さ

れるよう通知lしますj とレうのである。乙からは何の回答も得られず， 且つ建築物の

撤去もなされないので，市長は翌月に賃貸人戊水利組合に対して，「とのような理巾

と条件で貸されたのか，この書面の到着後一週間以内に当方あてご凶答下さし、」との
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照会をir l ＂「なお ，もし真実貴組合において，当該堤塘を貸されたのであれば，そ

れ：.t全く違法なことであり．地元住民の意思にも反することである」旨付記したが

これにも回答がなしとしうのである。

このJ-J.'：塘：.t，内町カ‘ljl市へ合併したときに，ifili也と 一体となって市街財沌となり ，

戊はそれに対 してItJ慣使用憶を有 していたものである。しかし， ここ でも都市化によ

り，戊：工該！｛古池；こよって農地を稚i慨する必＇i.l.＇性を欠くに至っているので． 一二階~. 2 

棟の住宅を建て，それを賃貸したものである。これか，旧償使用権の「変更」か否か

についてはさきに述べた。

121 1n古池の粗渇と水平lj権の消滅 it百池のj賞廃とその再利用 （福岡地飯塚支部判町｛

和31年11月81:1下級民7.11 ・3169) 

本件：.ti！）水平lj権；こ基づく妨需排除請求権の省無，121水利権の消滅事由をドI］ポ‘j・；項と

している。

を記簿上：I雑種地とされてしる A地 （2以 5畝 9歩）；工20年前頃まで：土穫税同溜ill.!

であった。 Y市；主約 3年前カ‘ら市内にオートレ ース場を設けるべく. Aをその敷地に

するための整地；ことリかか った。 X らii該池かj；｝分ら農民の共有地であるとして．

Y；こ対して防(;ti：変更禁止の仮処分を申請した事例である。本（’｜で：t.x f~JI が潟池に
対する Ii可j主l'.1.権論の立場であるのに対 し，彼告 Y市が公権i治会前提としている。阪

を版わず，できるだ（ナ！日（文に忠実にX のヨー張を引用すれ；正

A :.t伝記簿上：工維種地であるか， 現状は潅i飯Jtl池であり． ニれ；ニ！涛媛するifa池 B

(3反4畝27Jj; Iとともに「約二OO't前その下万の 凶；ニ配水する目的で X らの

五代（立1mの但先が其の所有地に築堤 したものであって右 ABii現在 X等を含む上地

の所有おとその小作人等の共有に属する土地である即ち. AB；工数百年に渉り L地の

戸Ii釘す；1えひ’j、作者の共釘とされ，右十：地の所省f,又；I小ftR；こ変動カhあれIii白川台ず；

ltl小作行等；工 ABの共有権を失い新「9i布者新小作者等；こ於て新たに ABの共有権を取

得する↑民習があ；）. x等：1先(-1;':1:.J.米tiABの共イi権者とな ったものである」とし，さ

らに X ら：:t.(ti定fi'-J抗弁として．取得時効 人会権 水利権をその恨拠とした。

「X 等を含む 農地所有者小作人等はて百年前の先代以来本件 ABをお農地の縫

瀬用の溜池として管理使用しこれに要する経費等をも右農地の所有者小1乍人に於てこ

れを負担し今日に至ったものでその占有を始めるに当り善意無過失であったのみなら

ず所有の意思を以て平穏且公然に占有企継続してきたものであるから明治て十九年四

月二十七日の民法発布日から起算し十年間を経過した明治三十九年四月二十八日に時

効完成し結局本件 ABli.X等を含む右農地所有者及び小作人の共有に帰した」

「仮に本件 ABにつき X 等に共有権がなレとしても右 ABの溜池；ヱ X等を含む

農地の所有者小作者等の右I)地に付属する共同農業用施設としての入会地である従っ
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て， X 下手は ABのJ儲池に対しては共有の性’'l'fを有する人会権を有する」「仮に然、らず

とするも X等は二百年以前から今日まで ABの溜池から 農地の纏概用水として

これを使用して米たものであるから ABの潟池に対しては地役権の性質を有する水平IJ

権を千1する」

被告 Y市はこれらをことこ とく 争ったのであるが，裁判所の認定は一一一

ABについて，明治20年頃作成の野取帳には村持共有総代の記載があり ，土地台帳

には所釘者として大字 Nの記載がある。 「N村が K村に編入され更に Y町と 合併し

てYiiiとなったこと。従前より NI天委員会が本件につき｜司 N区所伝としてその！日話

をな し爵人を出しKより毎年子当等支給してきたこと等が認められる」ので， X ら

の共イIではない．と L、う。すなわち，裁判所も公権論tこ立ち， j留池は Y市の公街財

産とみたのである。 従って， X らに所有の怠思があったとは到底信じ得ないので時

効取得もなし、し，単に水利を利用していた償行を入会権と主張するだけだから，民法

のいわゆる入会権にも該当 しないと判ボする。ただ， x~） は長年にわたり AB の淵池

からm・if~IH の配水をうけて きたのだIJ. ら 「X 等が本件 AB iこっき瀧i簡のため耕地に自己

水を受ける一種の慣習法上の倫相l」すなわち水利権を取得していると述べる。

しかし ABはともに農地の機税周に供せられていたのだが，甲鉱業株式会担乙炭

鉱が聞がしして， a{i手1110年頃には鉱害のため Aは全く澗「めした。 Bだけでは足りない

ので， Xら：i甲会計と交渉してポンプ給水を受けて今 IJに至ってし、る。その後も A

にほ水カ•／留まらず，地！広に草必i j寝木等が刊以してi儲池としての効川を7くってし、ると

L、う。

こ のような事実を前提として ·1• 1] Rは次のようにLづ。

①「j七作権，人会権が物権である こと：H 、うまでもないが Xの主張する水利権も

種の慣習法上の権利として地役権的性質をのする ものと解する 従って物権的効力

を有 しtriバIJの侵宮に対し妨育訓除を請求しうるものとぶわねばならなし、」（これは Y

が，本11：司法地方自治法209条. 215条の問題だから， 本訴Ii訴願前置主義に反する との

主張。こ応えたもの）。①「元来水平IJ権なるものは水の存存を前提とする権利であるから

水源地である将他の水が自然 11.継続して令：く倒渇し溜池としての経済的効用を引とうに

全りたるとき（工その事実により ti/留池から引水する水平IJt告は当然に消滅するもの と解

するのが相当である」「然、るときは本件 A に対する x~宇の前記水,fljf在 Ii 今日に於て

は既に消滅したj「然れども本f'I:Bの溜池に対しては前段認定のように澗渇の状態に

達せず今日まで Aの溜池から独立 して前記段地の濯i伎の用を達してレるので此の溜

池に対しては X等の水平IJ権：;t.fJ！.｛＋するものと dわなけJIはfよらない」と。

慣行水平IJ縫Ii，許可水利権とと もに， その1.￥本的な性伎は物権ないし準物権と解さ

れるから，その消滅につレては，物権一般の消滅事由に｜刻する規定を適用ないし頬推

適用することができる。本f'j:ーでは20数年前からA溜池が澗渇し，取水行為を反復継
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続してレたかったのだ泊‘ら．水平IJ権の’会：体 （jl的）の滅失により .Aに対する水平IJ権

も消滅したというへきである。 inf川を取水源とする取水権にあっても．当該in）川が確

定（J'')i 二 t匹~iめして手IJ水行為の中11・.状態が一定期間継続すれば，水利怜：:t消滅するものと

解3れるこ と涌池と同係である （これについては，「現代水平IJ紛争論」〔昭和61年 3JJ' 

日本食業 i木綜｛I研究所〕101(｛に述べたので繰り返さなレ）。

本件判決について：i.該溜池の所令権刀、果たして市にあるのか．その形成過程，町

村ii併と の関係．へ会怖との関係等の解明すへき問題は残るであん 7。しかし，使命

を’ん了した溜池を転用 Lて．オ ート レース場にした事例ではある。その方向の適不適

についても議論：工あろうと思う。水利権の消滅した材池を.i聖水施目立或L、；主観光随設

にするカ‘ 何；こ再利用寸るカペ主，つまりはその地減にお：十ゐ fj会事長i奇的J目安請に規定

されるとい 〉ことになるであろ〉（後帰（3）はHlf常駐，，（場；こ した事例）。

t:ll 農地改革による潟池の買収 売渡 （奈良地判i昭和何年 2月23円行政集

19. 1 ・2711 

l’ l 作農創設特別措置法 （昭和12 1 ， 法43）の規定（ 15条， l•iJ ／.去 B並行規則 7 条，同随行

令34条， l1 条）により。 X所有の溜池 堤婚を買収し た国（y11がそれを Y,l阪池掛＝奈

良di大安子村 〔山I時〕11Ji{t：の絹池， 通科：縦池の用水をその耕作する陵地の瀧慨に使用

する権利を宵するお全（H：構成員とする法人的なきれ[jjI；こ売渡処分したこと の無効

確認を X泊、らY，及び Y,I奈良市 股j地委員会）に訴求 した事例。

阪池：i.明治J61j主頃の字魅の際に様rt耳用水が不足したため．明治17年l:fi－部の緋地

をff.Iiって造成された潟池であり， 明治の中頃からX家が代々所イIしてきた。これに

よって犠概され．これ右利用でき る民地の範開 （これを池掛と呼λ、i；之、池iこ接する

およそ南西地織の農地約180筆。 この範囲の農地耕作者は。早舷の際はもとより平年

においても，回附え時期等用水を多量に要するとき 或いは川の流水， f也のj留池の水

が欠乏し たときには，随時桜池の水を利用してきた。

桜池掛の農地耕作者らは，池がもとは農地であったこともあり，その土地の使用の

対価として，池の面積から算出した年貢米16石2斗 7升 5合を敷地所有者に支払って

きた。この年貢の分担や徴収上の必要及び溜池の管理，庭防 ー水路の修理等について

の費用分J13.等の＇k際上の必要から， 桜池用水の利用者：:t自然、i二一例の団体を構成する

ようになった。吋地｝jで；工！日来，池の用水利用範闘を池樹と呼ぶところから，その団

体を桜池凶と呼ぶ。毎年．総fl::と称する代表:r,3名を選出し．ニJLカ・1留池及び用水使

片lを管F主し，また，守山；その他の費則の徴収に当たり，なお，重要な問題につレては

その都度構成員が集会する こともあった。 この団体の構成員資格の得喪Ii. 旧来の当

地万j留池用水平iJJfjの慣行により 桜池の用水を利用する農地の耕作者たる地位に伴う

ものであり，昭和23年10月2l:Iの本n買収当時には，その憐成員1172名であった。
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自「F~創.：＇＞：特 1111m置法施行後， Y，；工 i’ l 創誌、 15 条. 29条により， iff｛池足塘の売渡

合受けることを決め，大安.＇ 1＇村農地委 ii公に自創υ、29条 lI貨の買受巾込，I｝を挺：Hし

た。しかし．同法15条 l項の買収rj1請力を提：Hしてレなかったのである。

X ii. この買収処分か無効であると Lウ。すなわち漏池 .1,!t塘Ii自自IJ法15条にし、

う「農地の利用 I必要な農業！日施設」；こは該吋しない，l’l自lj法15条 1項の買収申請か

たい， Y，のよう f仁法人絡のhこL、同体：工口収申請適絡を欠く， とL、うのカげをのFH由で

ある。

本nの場｛'Iに， d主j留池かn創法15条の農地の平IJ川上必要なn業月i施設であるニと

は，疑L、カatn 、と Aてよ L、であろう。その他の X の主張に対して，判決Ii次のよう

に判不してL、る。①買収申戸市丹が拠出されていなしことについて， I11創法施行規則

第七条，第ー二条に規定する買収qi；；青宍，買受申込，1；の記載事項は l.要な郎分におし、

と全く •fl:複 L ，後円の＂己載事項を充足すれ；工、当然、前 r. のそれをt記載したことになり，

かつわ両宍tl1iのJ'ft'/H先l上市町村農地委員会であって同ーであることカ‘らして，穴受申

込書の慢出をもグJて買収申請をf兼ねる こと：主これを必ずしもJ主il:、な取級というこ

とができi:n、」と しし， C2)'i'i収中日'i'i者の法人格につL、て；工， 「！日体泊、農業)fl施設の買

収申己i'if'c:なLうるためには，まず，形式的には右施行令第二四条第 号に特定された

1!114'またはiii町村民地委員会が指定したトH体であることを要するが，右凶休は必ずし

も法人怖を ｛Iしたけれ：iなら々しと解ナる理山はなく，情利能 ））なき社U1でも庄支tr

いと解すへきとこん 被~＇； Y，の＇R体l工， H?1！＇.告が法人絡の tn、利｜羽であると J，；？.め

るに卜分である虫、ら，本件目収およひ先i!!t処分につL、て 干続上の寂庇カ・あるとレ

〕ことはできなしJと。

また，①μ、人f討を11L ff. l 、 Y，が［jj ｛十として 'i'i 受＂＇込 ~!ii 格 円以qi諸適稿を千lする

かどうかにつL、て． 「本n買収処分吋時の桜池掛の憐成f'l七二名中六（コ名までか，白

白IJ ／~第一六条により買収農地の7ci度合受けたお（但し桜池掛の｜ベ域内の買収農地の売

波1:-受けたおばVLJ~名）であり ，これら凹一名の L 、わゆる創 1没自作農である構成員

:.t.「l自lj位、他行令指てVLJ条第 号の食業！日施設の使用収位権をむする者で陵地の売i度

合受けた者に該当 L. もとより個人としても本件溜池および堤塘の穴受中込適十？？のあ

る者であるから， i度告似池H十の構成nの中に，｜日来の自「｜：震であって個人としては申

込適怖のなL、者が促在 LてL、たと Lても，その団体としての特質上単ーの権利i体と

して行政処分を受けざるを併ないことおよび過絡めなL、構成員があるため多数の適係

ある芋；が権利を取得しえないこととなるのは前示白店lj法第一条の超円に泊、えって反す

ること tJ• ら，被t＇；十五池H卜 Ii同体として llif·J·，の ＇！.：＇、質的 tr 買受申込適格ひいては買収適格

を有すると解するのが相当である｜として.xの詰求を棄却した。

14 I 1fi'l池の｛貨！たと水平IJ共［＜；jf本の I内減 l 奈良地判~｛j和56 ・6・ 19'l'IJ例タイムス465~； 160 
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貞）

;;1；；客千1として ,1 ，·くカ・ら I，~占業用水のために利用されてきた「かご池郷」 と呼ぼれる

溜社!1がt'l!Li:てられて， ~If の思i •IIJ易』こなー》た。この溜池は町イj ではなく． 「かご池郷」

と＇ ,.j不平IJ共[<iJ体のものであるとして，その所布権の帰属を「かご池郷」憐成仏の l

人カa争った事例てある。

本件「よi池：.t.大和l初任時代大’E年間に築造されて以来，付近隣作 f,の獲瀬川として長

年に丘り利用されてきた。 これは福原市久米i部孫の所イiと観念されていた。明治14年

作成の 「明治八歳防止まと：反別人々名寄帳」に：.t.「共有地j としての記載が，町村市IJ施

行後のlリ！治221-t'作成「町村有財産処分臥」に（主「J｛レハ新村ノ 一部久木村共有ニ γテ

損ぷ共々負担ン耕池美1；ニ（共セνモノニ布之候処1＂可将来ニ於子 モ所有権利及ヒ之レニ

関ス ノし損低トモ従前ノ j厄変更ナキモ ／ ｜ス」との，記載が， さらに｜司年作成の高市部久

米村地籍帳；こ：ヱ民布地の部のrpに「久米村A街地j との記紋がそれぞれなされてしる

ほか．な記簿上もそのJく題部権利お欄に「大字久米」と表，j、されてした。昭和43年JO

月に，.t.，久米町を1'Ji有 f,とする保存忌認がなされている。

徳川時代末期頃j~；こ形成された i'i 然免生的集治久米日i：沼：工．釘；l王町村編成法（明治

11年 7月23日太政η布竹第17号）により，直1di郡久米村と なリ ，rli制町村制（明治21.

法 JIにより．近隣のILi付とともに高rli郡内懐原村字久米と祢されるようになった。

その後， H召和の初期頃ま でには高rfi郡畝傍lllf大＂［：久米 iこ， さら；ニ｜昭和31年の市出lj採用

によりれ：II京市；ニ編人されて， その名称も同rli久米町とな って現在；こ至 ってL、る。

~，.文ヲ：とにおける該池の N.示か「久米」の共イIであったことが確認された。 i大 L 、

で それら表，r＇におげる 「久米」の自然村から行政村への移行過程か跡、付げられた。

次に問題になるのは， 「かご池郷」の利用 j軍営の実態である。

本件1鼠池のl差潮i互域 （郷区成I'.t. 池の~ti則及ひ東側の一帯？であヲて，昭和のわjめ頃

；こ：I郷［バ威内の水11:J:H!;2田Jであったが， II（｛和13～4年頃，ニ：I約 llllf 2反 5歩と減少

した。戦前，イI郷，，仁域｜人］の日l地所有者l.t.「かご九!1郷」と呼：1れる水平IJ団体に加入し，

須；におして：.t.. 毎年 2f，程の年fiと呼ばれる年需を選出して具体的な池水分配作業や

費用徴収等の役務に当たらせていた。持！｜；の偶成員：工 当該年度；こ要した池係と呼ゴれ

る費用を所有田地の反別にrt. じて分担し，持~）の寄合に出席 して右費用の分j1ヨ，池の改

修の是ゴl，池;j（利用方法等の決定に参plijし，池の管理ー手IJJlji二つレて；工区長に対し，

毎年報｛＇；がなされていた。郷の 構成員たるj也（止は原則 として．郷lメJ或！付；ニfがする｜刊の

fil[む権の移転；二付随 L. 時；ニ：.t.他村居住者ー株式会；iーなどが郷；こ加入することもあ

り．昭和113年度；こは．むの情成員は16fr （うち，｛也村の株式会自 JI であった。

h;t告の先代 A；工，大’I：久米にが；住 L，昭和13-4年頃郷［社主主｜付；ニ 3反余の団地を所

有 しており．羽；；ニ加入 した．まか，同年凶には年ffを務め 年行子当て「ひっつき余内」

主呼ぼれる 待の共益損害金会郷から受領していた。
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l京；J;-x::t昭和14年に Aを相続し郷［夫域内に所仕する回につL、てほ，本f'i:？留池北

側の樋門からj11Jってくる水を利用し．また池水面より高Lイ地については，ウテビ

ドヒ’などと呼はれる方法で引水しでしたものの．その余の111：主郷区域外の所(Eであっ

て，本f'I:・1鼠池の引水 利用権Ii有してレなか •） た。

本 l'lifi'i 池カ‘：）＇ J！ ιてられるにヤる経緯につして。 戦後になる と ， 年 ii の制度； ;t 白~＼ ?l'i

減し，川地の所有者は？早々必 •,JJ_iに応 じてトビを人れ，又はポ／プを利用して本件j留池

から引ノ＇）（してしたが，特に所イjf『全iiが寄合って溜池の維持符用等につし、て相談する

とか，池の改修費その他の経1~負担をするこ と はなく， トヒな入れるにつレては久米

mr総代の了承を得ていたほか 無償のi’！由な平I）問に放任されてし、た。

昭和40年頃の恒原ニュ ータウノの誘致とその建築T事開始により，同池への建築HJ

1楚材 ゴ：の役奈がひどくなり， 水質：／！！.it :IB臭発牛を招き，付近j:Jげ「i也の’t地化泊、

顕著にl:r.って耕作継続 ｛＇，－ が激減 し，耕作継続J刊もわずかに前日己のような事実 卜の池水

平IJ用をしているに過ぎなし状態とな った。

久米川総f¥;:ltコ、投棄を防ぐため，池周囲に柵を設けてコ、投楽祭！とのn阪を立て

るなどしたが. II召和45甘え頃迄tこj溜池の大半itJ-lj！もれた。引水利用者もさらに減り，が｛

池としての必要性も始どなくな った。同総代は久米田I住民484名 （ド数）の同意書を

添えて依告 Y （慎原市，市議会議長）に対し埋立てを陳情し同池に上砂含搬入して

ギ坦化 し．町かニれをわ料駐車場にしているが なお［ri］池の東南側の｜偶約 3分の lf'i' 

1交は出i'r.てられることなく，従1Fi通りの溜池としての形状を とどめてL、る。

x lt--t-: 件I留池が部族flであり ，かつ。部活l＼；＇：のすべてが剖；に加入 していた事実を

もって．池の竹I哩のみならず所省権も持＇41に帰凶してし、たと主’j長した。

以上めような事実認定を経て，判決はi欠のように述べる。

①「l’！？然発生的集落にあっ て，そのft二民のめどが農業従事れであった前近代的社会

においては，管理 ー所イjの怪；日I）が半IJ然とせず，管理権の帰属するとニろ（郷）に所有権

も帰属していたものと観念されるような外観を忌した時期が作存ーしてレたと指認され

る余地はある lが，①「本（千百五／喜内に：t，本('j:のため池のiまかにもレくつかのため池

が存白し，ため池の数に応じた,fl）用団体が！友1't:ーしてし、たものと認められること，本l'I

郷の情成員It郷l->O或と，t・〉部泌内のさらに限定されたIJ<:主主の川地所-II者に限られてお

り，従って部務住民の 部たる郷構成員と部経民全体とは明らかに異なる （心事実は

明治時代初期の部／喜内屑Ii：荷数 （｜川O数Ii）とH白和 ー三，四年頃の郷構成員 （一

六戸） とを比殺してみても明（Iである。）うえ，部落外の住民たる株式会社が郷に加

入し，利用権のAを宇受してレた事’j、もあるニと， しかるに本件ため池It，明治以

米， イ［してIHH, "f.大字， lllJと日う部落としての実態を併有しているところに川

以してレること，郷の’jミ子トーした時期にあっても年行手当の:$Ii；＇；－なと＼湖池管 j習のー郎

事項につL、てlt!J:お部j会代表者一たる区長関与が桟存したこと，仮に，本件ため池所イI
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権が郷hニ帰属してしたとすれ‘£持！日の d~i戚に際し必ずなされている営の郷織成討によ

る沼池の処分万法二関する決議が何らtcされてL、tn、こと tr. どの訴事実：ニw~. らせ：£

水fill世｛本 泊‘ご池郷：L -ri:.：：計千J!:: ii分離された平IJRJ権のJ.，，をす呈する問体にJIまる

ものてιらって本作ためill!の｝リi有井体であると認めることはできtn、」と。

さき町二j主へにニと 11 2. ！泊、らすれば，本円以池泊、町1J財停であるカ‘どう力、疑川

である。平l]i1：が ー本「！たふう池戸9i{J格ュが郷に帰属していたとすれ；£郷の消滅；こ際し

必 Yな主 tiてL、る2与の剖；構成員によ るため池の処分・JnL‘に｜期する決議が何らなされて

L‘，＼： l、lから，－/j・ご池羽；」の維持管.f'I＇.し ていた肉池が「郷」の明白でなく，との l

剖；1!1体f二る F J記，＇？； J) •'Ii 有てーちると L 、〉の： .t. !'Xぃ：工てノヲJ凶’)fJ‘も Lilなし。 Lかし可

部：J高カJ全l宣分台；二よーコて 行政民向上「Ill］」になれ；工 将池の所 IJ権泊、、当然に田fiこ帰以

Lたことになるのであ，・，うか。さ きに’；I片lL た X県松；務所；の見解－121のよ〉 に． 「，：a;
a;共有 ι 「jぐi’：共 llーで；土あるが，その実体か11'W：達・））私（J'.J共 IJであ〉たことの確；iii

を学示 ［えたかーたも；）てあろう 。

しかし ．’ての結果訟府池t財1！（＼亙だ とL、.・，のか。 iiif1H111（；二.＂（ ,, -:.: のか（市が財/ii＇’

V~l1i!f.t,と取付してー l 1.: ~iii の普j凶 tH応 と L ，それ念日lj へ処分すゐこと町二；ちづうる）。

自j；／~住民ロ敬 J） 変遷乃日下細：工わからな L 、が， lりl 治時代初期。こ，土40敬いとされ. II｛｛和45

'I・ニJfl'.1＇.（陳！／iセ1にときに；工. Ill］住民「内八也lf, (Ji;ti:. ；＇）川芭力会添えた． とあ

る。「1.. 1 を－: t どのよ V な；苦味てプE されたのか。 J~有おと 1 てのものか、地元l,•i 体内

としてのも Jl(J'o 1f古池ノ〉利）｜！と；t無関係に．水n忠化._!/]_( i； ~u) ff.’t.：二同uーされ：cL、rli

I(t,・ そJ),'ii場カーうl<Hιて，T~んだだけたので：工ないのかよ主 f二， F岡rtt fl'.:~ i:；こし

方ゐ，＇（る職務全 ii•..ィ J）根1'~ ： :1:.H なのか。

もともと iff！’ i~llJ の本「｜拘池： :I:. ;j(利共同体の・n1聖Lたとニろてあ ，J‘その所イI；こM

L たものと也、われる。と Lて ,1,・ 〈はその本不lj共同(1:J) lil'i 11定員こ自；：品 ｝）l待Ii定員と；二．

そのぬ＼I~が慨ね 致したハである。従・）て可部J高共｛！と； t＇・、って t.剖：;'i';f全民全員の

JI；イィで：工な くて .'ff：沼fi：民のうちのcm：で構成する水干IJ芦、H体の共 ll ｛総合lであっ

た。そAtカa「J政｜ベl判の’fl.＇更；二よ 3て， Ill［有に転化するの；とへ会十仕え怜μ命 慣行民業本

fill百台権論のまH＇－＇.＇二 ，＇（ －＇，かんて tちる。

弘；:I.. 該ii古池，ニよ 3 てi!1f理主JLるへ 2-t'J）也が(J'(I'定的；こ消；i.xL，従 yて 水利j七｜ロlf小

山構成（ l::!:l,'{f1,'1（（＼•百十件全欠く；こ守、り ．水干IJ トH体u.解散 tcL‘L治，iiXを余儀，＇（くされる／ J.

故町二．向みのRオジ「；工科1H長寸f本をう、うものと解してL、る 0 •J,.rt：•ほTf本を7、汁た不動l辛1:'1何

時，こ－~.，； ／，｛，， させる lt（υ、239条2Tjf Iよりは けjlllj十I，ニfされた hが便γiであると L、うた

' fのことであろうー

「かニ 池郷」の情f茨iiたる地（、川上. i /)/(ftljとして郷｜人域内lこ存するIllの所作憶の移転

；ニ付随 l 11.'i：こ， tf也村将位ーの丙ifl r. 株式たtL＼：どか架i；二加入寸ることもあリ 昭和

三年！主，二 t iil/11:1/.:'.('t,土一λf, （うち.I也十／U）株式会fl；小 ー てわ〉た；と ~.t Lて
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L、るが．株式会社のような例外泊‘どうして生じたのか。会社のi'I.t告も1’lj文上からは｜’iJ

然としなL、L，そのI借地平lj川権の性格： t(同人構成員の利用権の性絡と l1iJーであったの

かどうかもはっきりしなL、（会計の利削除：I ,121、恵的 地役権的なものでなかった

か）。 ll{j和45'1'頃までに溜池の太平カ・埋もれる状況となり．「引水利HJ8もさらに減少

し」たというが，何人残 3 ていたのであんうか。

農業水利共同件、：t次第に解体する傾向にある。本「l:::tその同端な＇ hWrJの つであ

る。解体の過程におL、て，共同体憐成員の減少：工共同体全変＇rt主せ，それにつれて財

産保イI形態 （共有の明）もtた変化する。

(5）附 水利共同体の所有財廷の名義（高松高半lj昭和55,I 1・27判例時報998号73頁）

十j也改良｜メの前身たる~（ ,flj紅lf'i Y Lt，明治時代に取得した｜地の校記を，吋時の

組合111:n針生29名：こよる記名 j七告として.h¥、た。 共有名花人の l人Aの相続人 x：よ，

該二十地泊、組 ｛；－のものではたく， 29名のj七千干であり， AU）持分29分の lLJ:A ~相続し

たXのものてあると主張したのが本併である。

y (I終池水平IJ組 ｛I。通称l処池掛 IJ) ii, 吾川以坂出1liJll津 (III JI I i4吋れ：ナー」ヒ峰所（I:

の湖池 （通f'1；、l集池）会＊似j也と L，江戸時代；二奥池がj;j｝与さ，ilて以米近隣ー帯IO（司；

／高のlll'J:ffiをMi’慨してレるところの，；Jc和l全般を行j哩する伝統的水利凶体であゐ。

この組合の構成i¥::t，明治時代でも 270戸程度（工あ》た。 I討’概排水施誌の維持管fl!!

事業のi五2言及び軒l{I財産の行県庁？に関する事rjj1t，各iii¥7品から 2～3名宿選II＼された

水平IJi委員 （jll：ぷ役iが， 九（；百落ド9rMの惰成員らの会合 （常会l；こおL、て，その意思を

統 抗~tffi した上。水不IJ 委員会を聞いて審採決定し，同委員会で選出された総代がこれ

を執行する とともに．徒、ft:t対外的に組｛；－を（＼＇： Jくしてした。

構成員がirM会｜付の農地を’；＼；l;iJL，旦xl、はその耕作をやめて却落外へ転出したとき

は， 1竹外：に組合を脱返したニとに（（ IJ，新たに市；；喜内のt基地を取得したときiこは，吋

然に組合の構成員になる取扱であり，このようた惰成iiの増減変史か組合のH一件を

J員なうことはなカ‘》た。

事業に裂寸る費)fJ: :t' ,1：くは地 Lのλ泊、負但 L，小何人が＇I~ ！日そのものを負担すゐ

ことはなか J たが，そのj必｛；－でも，小［午人；I池／土び1整if理排水I札没の改修整uW'.rに関し

て労11に従事してL、た。止li止で：:t,地二L 小作人生問ゎ r.1-. I結成H1こ士、Iし，水平IJ委

員会におして定められた仰の組fγ伎が賦，i',11さJl，それによ 3 てお？をJHがEれわれてレ

た。

このような性格をもっ水平IJ共｜訂l休が本件土地を買収した。その上地は明tft-27年 2JJ 

27円1「（ナで，当時の世話役29名が持分平等で共ffする行の説”己がなされ，j見に A名

義の29分の l の持分伝記がf工されている。 ~~記； 1常に必ずしも不動産得喪変史の実態

を古II’（；こ公，J；すると：:t限らず，往々にして形式的である。本向上地の完買の tf：本i:t,
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J主組｛Iであったのか。 1彰：iic簿に記，，主されている29名であったのか。

裁判所の認定によれ：.J:，本fl二ij也は 「奥池に隣接する山地，小さなため池，ill林で

あると こん．そのt!IJ也及ひため池iこっL、ては奥池の堤防を嵩上；干する月jj也とし， ilJ林

について：士これを組合カ・管即して奥池に1砂が流入するのを防止するなど」要する

；ニ. I契池の維持保全のけl；こ供するために，、＇＇＼時の組介の総代や水利委員が土地所 ff者

と折衝して買受：十たものである（代金領収，1；にi工「水掛総代Jとカ・「池劉総代」の肩

j；ヵ平付してL、る。また． 〈お己 I斉格干1 ） ~1[ ：宇は！子代の組｛1¥e：代が！｜『i次引き継L 、で保符して

L、ること ，固定資ii(税町工!li'l干!141'tU降免除とな》てL、るか，それまで；工「奥池水掛り

総代j を納税・)1Jl主人士 Lて納税通知計か発行さjl ‘組台力也納付してL、た Jo 1'11' I 1也

（ムこれを組flカ‘干？理開始してLJ.~ぐ，奥池と 一体をな f ものとして組合iこより組織的

に管PH~ )1 : ¥ 、るのでち，て. 29名或いはその相続人；こょっご個人的に支配されたニ

とも f仁L、 と＼ . ・j 0 

ところて 本「t1::i題の発汗の契機（ム建1没省による中m，、イハス乃建没てあった。

「昭和 IL~ qーヒ白建，；＇i缶、刀 ιら組合に対 I. 本件九 u也 l分割されたもの合含む）の－

iiむを中道 p 、イハスの，t:i'.J'ltH地として買収すゐが，登＂己名表が 1m記：九名のままでは買

収契約及びそれに基っく所有権移転忌＂己ができ tn、泊、ら．ムをわかnf能となるよう l:c処

il'i：をとヲて．主［レflIドへfl刀ヘち グ〉た」 ことに端企発「る。

組i'iで；ム組合，ニ任、人院を付与 fるために l地 改良以、による十地改良［メーへの改組

F続をとる一｝），前，：・己29：（，：のを記名義人の多数にのぼる相続人生調紅白A,[2. L. 本件十

地かずd聖人（従 Jて 名茶人泊、i現に死亡してL、るI易flはその相続人）のもので；工なく．

本来組子干の所れであることを彼らに説明して 組合 （土地改良区と Lての法人）への

所台修移転登記 f続万を安請し た。 Aを除く 28:jノ1の相続人；ヱニfl.二rt.仁たが.Aの相

続人 Xだ；十；工ニit合宿r.'Lて 持分の在、れをとl"Jt；しているのであるc

以iの事実泊、り本件で：工 、j)~lj時代から作立する水平l)JI、同体の辻、n~t＋質．①水平IJjt

H体のM丙？としての上地泊るなぜ，組合役員例人名による共有絞記とされたか. (:i)中lii't

泊、改組lされて．法人fこる 11也改良iζへ修行 Lた場合にお。「るIH休のl司 ・i'.t, ~事泊、問題

となる。

判決；工J；の通』）である。工組合；工，憾にlH体としての組織をそ，工え 備成員の変更

にもかかわらず凶体として存続L，その組織によって.！詩岐nの多敬意思；こ基っき．

事業の運＇）：＼・，財産の管PP.代夫の万法手，トJ1体としてのl要な点泊、篠定 しているもの

と考え られる泊、ら，権利l能力なきれ団であっ f.:_o

②本件 ?t土地：工。前記，；2.シLのような権利能力なきれ団である紹介が B及び Cから

n受：十たものであマ〉て．前記の通り 29名の名義で登記されたの；工、組合が法人格を有

せ仁その名義で所有権移転伝記を受けることができなかったため，これに代わる；＞；

普の策としての便：自的なことであったと推d、でき， 29名カゐ個人として買い受けたもの
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であると（主到！凡考えられなレ。

①l況に権利能力なきむ［JIとしての'Jj、態含有する制l{iに法人絡が与えられ， しかも，

そのll的とする’ド業が，法人絡取得のl前後を通じていlーの rt的を追及するものである

とιEめられるので．組合の川有であ ＇） た本Itオ地その他のMv'fl工，法人である Yの

設介：の時から法flt上出然に Yに帰属 Lたものと解するのが中｜｜、iうである，とo

:f,fY'i;:t「組｛＼＇Jであっても，その織成員の人的結合関係の強弱の度合いによって

1十l付法人に頬似するものカ‘ら民法上の組合；こ至るものまで，さまざまである。また，

不動作物権に関する盗品：cmの記載lム治そ者に対する物権役所U1の対抗要！＇！＇に過ぎなレ

ので．これが’1!;;tこ物権変動の実態を；；；，）；してレるものでなL、一ことはレうまでもなレ。

本「｜にAられるような．不動産所有oγt態と表示のJfE離：t. とくに入会f在について数

多くは受けられゐところであることはすでに述べた。

このような場｛I.登記簿上は記名j七イiの七地であっても，その実態：主人会｜司休の総

合ーたのである。そ Lて.f，.＆人の 却：：.Z:t全部が死亡しても．実態的オ地利用；こ変史

がたければ，大担tの場 ii，判｜続等によ~E主記R停止の名義変史／J;i jわれる 4ことはなく．

II l態依然としているのである。殊に 民法新規定は共同相続（均分相続）市lj度を採Jll

したから，現fiil:、Iこれわの登記を兇iiするには，名義人の相続人の全iiを調査6在d、

して，かれ らの相続欣~r続を必媛とする。入会慣習は各地 )fによって民なるが（ l(

μ、263条， 294条）．離村失怖の規則をもっ地方が多いから， l維トI者（j_人会権を喪失し

ている場合が多し。 このよ 3な場台には．名義人の相続人の相続放棄手続を得るため

iこ，外国へまでiflわなければならない4こともありうる。

はやくから縦十Iしてレた相続人が，例えば本('l:Xのように，登記簿卜の記載に公

1口））かあるもの七誤信して．その共ii持分を固執し たり，持分権を他へ議i度したりす

る。とくに，，j・主l地が郎rli近郊で， IJflたないし地l1fliの勝貴が f:lliされるとか， ダム住

吉生日と地と されて 多額の補償金がJ!:JJl!i~ れるとかの場合にお）議を生ずる（本件もパイ

パス往設のための t地買収か発端である Io

&'.!: :.K 水平lj~七［ 11] f牛の団体iJ:、lーの性格につレて．政＇ j'IJ19ii工本（＇！：組合を権利能力なきれ .IJI

と必’どした。 μ、flt上の同体iこは，名fY'J；、の如何に拘わ F，その＇（態から見て， fl団と制i

{Iと泊、存する。｛を斉（主上t＇士的小人数の情 bli:員のIM古契約；こよる人的結｛Iであるが （l(

語、：667条以下。従って，燐／1正員の増減変更；工組合のt'L格を変える），前者It構成員のt¥'I

減没、史に拘らずその団休の ij1＿ー性が利ltfされる：.＇人におし、て， (L、人絡になじむものとさ

れる。社団と制l{I とのl三日ljの基準： t. ぷI司体が復~的であるか単一性を指向してレる

か，にあるが，その斜度につしては只体的に判断するほか（工ない。

む す び

1間池の法WI見If系 （水平IJ怖関係）it.権利の客体としての潟社!lを物的基礎とし，その
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i墓瀬円的たる農地と．その農地の保省者＝水利権の主体としての水利共同体（及び個

個の構成員）を人的基礎として形成されている。

i留池 ・農地 水利共同体（及びその構成員）は，それぞれが相互に作用 反「F用を

繰り返しつつ．全体として均衡的伝溜池水利権限l係を成しでしたのである。それら諸

要l~ ： ;t 十日ム規定的てあるカ.；，・ J者：皮肉にとグ〉て 必要な部分の決定的な変史（工. l国池の

水平｜！？長関係会トびったもの．こし。やがては水利術関係を解消させてしまう。それらに

変更生もたら寸条（＇bうゐ何て九り．どの程度の変史泊寸留池の水利十rr関係の消滅を伯米す

るか；上。個々の地主主；こよ.，て異なゐから，それらの分析に侠たね；工ならたい。 L泊、し

例ぇ；i 泌池からJ自：！慨をてを．ナる農地のj、：iii；分n:_米の生i不調整政策のため守こ 叫がjな

休耕状態にあったとしても．農地の俄定｛ド1tn貰！売ではなL、から．水利権関係の｛｛続：こ

:;t膨詳しなL、。 また ＊利共同体；;tffil池の受益j也生もつ ~'H＼＇：，ニよーヲて憐，，立されるので

あるから－ l!Vil皮員/J・受益地全保有しなくなれば，構成員＇！＇i倍を宍失して．団体を脱退

する。 この場台；二‘憐r,X:Hがしだし；ニ減少してい 3 ても 色体として受益農地がそれ

ほど減少しtc：十}.t;,t, とくに水利j七｜υl体がいわゆる権利能 JJのtn、社団を構成 してい

たよ〉之場｛i，ニ，土 水利共｜口j体；ヱ依然としと仔統 L，水利健関係らまた｛｛続すると解

さな：tAt:iたらなト （新しい事態に対応する新たな償問秩序が形成されることにな

る）。 LカaL －吉川J近勾；封1'-:g：におげる離農、純農村地帯二行いてたお専業率の（i＼卜；；

農業水利の法律関係の.rt1~'1刈を変化せしめてレ ｛； 0 

第 l次大戦後；こお：tる向郎離村現象 良村の荒廃：主．当時J）大きだれ会問題の一

つであったが，それにもまして， 1960年代後半以後のいわゆる尚度径昨成長期の過

疎・過密，地域開発による地域の都市化によって’iずる問題．土．さ速力・つ深刻にj隼行

した。農業と他産業との生産性の裕差是正を政策｜｜標とする農業基本法 （昭和36，法

127。それに伴う農地法の数次改正）による小農切り捨て 大奥保護政策：工，尚度経

済成長政策に追随するものであった。

溜池のj貴廃 水利共同体J)消滅が必然、化する地減：主，そのような政策；ニ対応してい

る訳であるが，本来の用途を失った潟池の処理に判たってな，｜刊t保全 資源の効率

的利用を中心課題；こ掃えるべきであろう。

〔注〕

I) 農林事務次官依命通述昭和471-j'.7月13同付47農地 D第402旬。これにつしては，

森 ー慣行農業水利権の解体（ゴ 「社会労働研究 I32巻 2~；－参照。

2) 三田則＊事件については，東京地判l昭和36年10月2Hl下級l¥':!2・ 10・2519，東京

高裁判昭和42年 7月251l f級民18・7・822, ~I白j判昭和44年12 fl 18日参II司。

3) 本稿は．本来の 11的に供されてし、る溜池を1::1題にするもので：iなL、。従って，

溜池の水利慣行．池敷とj留池の所有権の分離：rの法的な諸問題については，竹山
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増次郎「溜池の研究」〔昭和33年，有斐閣〕に譲る。

4) 原陣三 「日本漁業権制度史論」17頁以下〔昭和23, :1t隆館〕。養老律令雑令第 8

条，第9条。唐令については， 仁井凹陸 「唐令姶遺」848貞以下 〔1983，東京大学

出版会，復刻版 2耐IJ〕参照。

5) 農業オ木学会編「農業j木標準用訴事典」 221貞 C昭和152，改定問版〕。

6) なお，喜多村俊夫「日本准湖水利慣行の史的研究総論篇」99頁 〔昭和25，右波〕

は，「溜池は用水源として令：｜司統計に示す慮によれば河川！の六五 三二%に次ぎ二

0 九%を占めて第二位の重要性を令するものながら， I産税水源としての利用は

河川にも先行するものであり，尚地域的に細かに観察すれは瀬戸内海沿岸の如く，

香川県は用水源の八七 ・三%を溜池に仰ぎ，大阪府の円六ー五%（奈良県の五

六・四%も是等に比肩し得る）が之に次ぐカ、如き卓越地がある」と述へる。

7 I 人~伶につして： .t ， 戒能泊芋「人公の研究」〔昭和18司． 日本，jf，，命社〕 105頁以

卜＋ 「？；＇作集 V」〔1977,fl本評論社〕 23貞uド所収。水干IJ権についてl工，渡辺｛羊

L「t:'-t~全水利権の研究」〔 1963，東 i;(J\.'f: 出版会〕 185 以以下。ぅヴェ レについ

ては，！｜｜尚武宜「けif干権位、の JI!!~命」 ［ II｛！和24, 't'；波書店〕 「著作集 ｜第 7巻316貞以

卜〔1981，岩波，1Wi〕。

自） ts;ぜそうなったか．につしてi.t，「111林原野洋官民所イ1[><:7Jlj処分」の実施による

のであるが， これにつLては福島正夫「地組改正の研究 ｜〔昭和3711'，有斐11'1〕，

潮見俊ド手術「日本林業と山村討会」 〔1962年．東京大宇：1；版会〕ほか研究文献は少

えくなL、。

91 荻野 ＞~rt i留池の現有 都 rli化のなかの、ド'l'J’のif｛｛池「シュリスト総｛I特集

No. 23現代の本1::J題 課題と展期 」〔1981，有斐rm〕158fl以下，入会権の

場合に f八、て，黒木 三郎「現代農業位、と人会怖の近代化」〔1971，敬文堂〕 4頁u
卜参照。

101 かの小繋事（サカ‘そうであ〉たように．名義と’＇-l態の止離による紛争；土跡を断た

tn 、。正；1松高裁判Jll(l干1155行ll月27日l'lj(Yljl侍報998・73参JI!＂.。

111 Ill島氏’1'1: 潮見俊隆 波辺洋三編 「入会権の解体」凹， 621員以下，とくに630

氏以下〔昭和43, 't'h皮了号店〕。渡辺洋：ii::の執下t.s;ので.U下渡辺 前tillとして引

Jlj-j"'る。

121 しカ‘ L，名義と＇ f、態の不一致i.t, f，義人の牝亡後，事’lを知ら1「仁L、名義人の相

続人のfリ；11権主張としづ問題を惹起して，紛議の原因になる。

13) 渡辺。 1m掲637t(J;J.ド。

141 以下；工，渡辺 1in掲617f（以下の組述である。

151 渡辺 ii<JJ{j639 r’i。
16) 渡辺 1ill掲641長。
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17) その合憲性について段判附和38年 6月26日刑集17・5・5210

18) 例外的副次的に溜池の養魚権者の底水権につL、ては，竹山 前掲149頁。

19) 依田 森ほか 「現代日本の法」，＼頁 〔1974，法律文化社〕。

20) 俵静夫 「地方自治法」399頁 〔イ－f斐閣法律学全集 8〕。

21) 渡辺・前掲402頁UF. 643頁以ド。

22) 渡辺 前渇645頁（主 「財産区に対して，市町村の一体性を強調することは，平く

自殺しろというにも ひとしL、｜ と口う。

23) なお，農業用施設の規水利用については，小出進 千資材？太郎 大円政一 「農

業用ダムの観光利用につレて l 〔『I~ 業土木学会，；／~.」 53 巻 3 ＋；－〕参ll{.＼。

（法政大学教授）
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