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土地改良事業と地方政治

一一司県議会議事録よりみた大正用水一一

佐藤勝雄

1 

利恨の水をヲ I~ 、て赤城山麓一帯の耕地をうるおそうとする計画は，何も，

近年になってはじめて問題になったというものではなく，古くは，元禄年間

の昔にさかのぼる。例えば， 昭和3年 11月群馬県会において中沢直次議員

（勢多郡荒砥村出身〉の述べるところは，こうである。

「元禄時代にこの地に用水を開かんとして勢多郡上泉に利根の水を桃木より引入

れ，佐波 ・新田方面を溶液しようとしてかの女掘を開盤したが，当時のj)!IJ量術では

送水に至らなかった。その後明治33年かに新同郡簸塚の簸親といわれる親造という

人が自費 1万円を投じて，勢多郡横野村樽より引水してこの地をi筒おそうとし，

時の県議下条弥一郎氏と共に計画したが，途中で頓挫した。その後大正 7年に中川

知事が百十余万円で4箇年の継続事業で始めたが，経済事情その他のため今日ま

で十余年を経過し，実現に至っていない註1。」（『群馬県議会史』第 4巻，324～325

頁〉

しかしながら，この小論がここで主として取りあげようとしている問題

は，そう古い事柄に属することではなく，いわゆる大正用水が大正用水と云

われる所以でもあり，そしてまた大正 7年中川知事によって氏畢世の一大事

業として計画され，ともかく，一度は県議会を全会一致をもって通過するに

至ったところの，大正用水開さく議案上程前後の諸事情についてである。な

ぜ，この点を特にわれわれが問題にするのかと云えば，この期における大正

用水改良事業の進められ方の特殊性というかタ イプというか，とにかくそう

Lづ土地改良事業の進められるばあいのあり方が，たと え，計画だけに終っ

たにせよ，工事が実際に始められるようになる昭和19年以降のそれに比し

て，実は，優るとも劣らずこの地の用水事業の特徴をうきぼりにしているよ

うに思われるからに外ならない。
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われわれは，先ず県議会議事録によりながら，この）(:FJにおける大正用水改

良事業計画の経過を 3つの時期一一ー大正用水上程前，上程時，及びその後一ー

にわけで考察してゆくことにしよう。

さて，それでは，大正用水上程以前のこの地の事情はどのようなものであ

ったであろうか。県議会議事録によれば，いわゆる農村・農民問題に対する

「進歩的な思想・言論」なるものがはじめて議場に現われて注目をヲlL、たと

いわれるのは大正元年11月の通常県会においてであった。岡田文八議員（出

身群馬郡長野村，党派実業j'1］志会，直接国税 603円〕は次の如く述べてい

る。

「本年ニ至ツテ地主会ナノレモ ノヲ 設ケ テ地主会議ヲ開イテ小銭ノ保護策 ヲ講ジテ

ハ居リマスケレ共是等ノ問題ハ真ニ国家ノ窮民ヲ救助スノレト 云フ処ノ策デアノレヤ否

ヤ………ドウモ私／考へデノ、必ズシモ此ノ地主会議ニヨツテ小作人／保護策が行ハ

レテ居ノレヤ否ヤト 云フコト円余程考へナケレパナラヌ問題デアラウト思フ。先ヅ小

作人保護ノタメユ開カノレ、地主会議ニ臨ンデ見マスレパ，遺憾ナノレ立！と此ノ会議ニ上

ノレ問題ハ，詰り米flノ改良デアノレトカ産米ノ検査デアノレトカ 云フ地主自身ノ手lj主主ニ

ナノレ問題ガ主主ニ現ハレノレノデアノレ。詰 リ小農トシテ其ノ利益ガ反対ニナツテ居ノレヤ

ウデゴザイマス。若モ此ノ会議ヲシテ小作人ノ保護ナリ小農ノ発展策ナリヲ務ズノレ

ニアノレナ ラパ地主ナノレ者ハ敢へテ消極的ニ小作人ノ微力ナノレ者エ低利ヲ以テ肥料ノ

資金 ヲ貸与ヘノレカ或ハ農具其｛也馬匹ー守 エ至ノレ不足ナノレ処ノ物ヲ相当ノ方法ヲ以テ是

レニ保護ヲ与へノレト云フコトニイタシマシタナラパ必ズ其ノ II的ハ迷スノレデアリマ

セウ。」（市1掲書第 3巻 442頁〕

実業同志会派（非政友〉に属する岡田議員の述べるところは，一見， 奇異

な感を抱かせるが，これとて，よく味えば可成りによく当時の事情を反映さ

していることがわかる。先ず，岡田議員の発言は，小作人の保護や小農の発

展策としての地主会の結成ないし貯蓄奨励等に対して批判的であったという

限りでは進歩的なもので、あった。しかし氏は，翌年11月県会では， 進んで

「産米改良ニ関スル建議案」 の提出者の一人となり， 該議案の提出理由を説

明する役さえ引きうけているのであって，もとより氏の 「進歩的な発言」 な

るものも，それは決して，額面通りにうけとれるようなものではなかったこ

とはいうまでもない。むしろ，氏は地主の利益を積極的に守ることを第一義

としている点では他の地主と何らえらぶところがなかったからこそ，小作人

のために肥料その他の融資の途を講じてやることが即ち氏にとってはそれこ

そ 「消極的」だなどというような云いあらわし力ーとなって現われていること
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を見落すべきではないであろう。

それにしても他方，この期における地主には常に或る種の不安といらだγこ

しさとがつきま とっていたことは否めなL、。なぜなら，当時の地主は，この

期における農民の性格の変化と政府の，漸時， 流通過程に重点をおくよう に

なる政策への転換期に直面して米の単なる販売者としてしか対応できないよ

うな寄生地主としての弱点をますますあらわにするようになり，徒らに米質

の改良とか産米検査であるとかいう小作人側を刺戟するような対策にのみう

き身をやっさざるをえないような情勢に追いつめられつつあったからであ

る。従って，氏のいわゆる 「進歩的な発言」なるものも，実は，この期にお

けるこのような漠然とした不安と焦操との現われのーっとみる方がむしろ正

鵠を射ているものと云えよう。だからこそ，また，貯蓄奨励，地主会などで

は真に農村の発展を図る所以ではないと批判した彼が，最後にその根本策と

して求めたものは何であったかといえば，と どのつまりは，「根本的国本ノ

培養」とか「県民ノ精神ノ改善」（前掲書442頁〉とかを説くとしづ形でいわ

ゆる高速な哲理へと逃避してしまわなければならなかったのであろう。

それはさておき，大正2年と云えば，産米の改良に関しては 「接近地タル

栃木県ニ於テハ己ニ3'4年前ヨリ其ノ改良法ヲ実行シ埼玉県ニ在リテモ今

ヤ正ニ其準備ニ浪々タルヲ見」（前掲書 542頁〉る年であったが， この年の

「産米改良ニ関スル建議」の内容は本県では， 未だその実施を要望するとい

うところま ではゆかず，「産米改良調査会ヲ組織スルコト， 調査ノ結果之レ

ガ実行ノ方法ヲ講スル事」とし、うに止っていた。

本県のばあい，米質の改善とか産米検査とかに関し真に地についた討議が

行われるようになるのは，大正 4年ないし 5年以降のことである。赤石武一

郎議員（出身新田郡宝泉村，党派政友会，直接国税331円〉は，産米検査制

実施の機運を盛りあぐるべく，大要，次のような意味のことを述べて県当局

に追っている。即ち，本県は如何にも産額が少く ，米の需要国にしかすぎな

いとは申せ，すでに，米穀検査を実施している県は日本全国で38県の多きを

数うるに至っている。現に，千葉 ・埼玉などの検査米は前橋 ・高崎 ・桐生な

どの県下枢要の地に泊々として入り込み産地米を圧倒している状況である。

また，長商務省及び内務省は近頃農業倉庫の必要性を力説するようになって

おり，局外者の農工銀行大会においてもこれが是非設置されることを建議す



98 水利科学第2巻第3号〔1958)

る決議をしているとL、う有様である。 1日も早く米麦検査を実施するように

してもらいたL、。ただし，現在，県でやかましい問題となっている二重俵装

の問題の如きは一考を要する。米を輸入する群馬でなぜ二重俵装が必要なの

か。二重俵装の問題なぞに手間取って検査の方までやれないということにな

ると折角の農業倉庫の思恵にさえ浴せないことになる。要するに，われわれ

の建議の主旨は小作人いじめではないのである。利益は 9分 5厘までを小作

人にやり，地主 ・小作人の調和をはかると L、うにあるのである（前掲書 649

～650頁， 736～737頁参照〉。

これに対し中沢幸三郎議員（出身勢多郡荒砥村，党派政友会，直接国税10

円〉の述べるところは，また，こうである。

「産米改良費で質問する。地主会を指導組織するというが，小作人組合も組織し

てその意見を徴すべきだと思う。両者の調和をいかにしてはかるつもりか。現在小

作人は権限がない。 3等以上のものに奨励費を出すというが地主が出さないと小作

人は請求する権利がない。利益は等分にすべきである。地主は慈悲がなし、。事実も

ある。大凶作のあった時に地主が全部取り上げ不足は5年， 3年々賦としたのが多

いときく。地主はその上凶作調査を依頼し免租にした。地主と小作人の調和を！県は

誤りはすまいかとおそれる。小作人は地主に勝たれないのである。俵装のことも只

今質問があったが，他府県と比べて適当と思うか，又輸入県で産米検査をしている

ところがあるか。輸出県ばかり調査したか。」（前掲書737～738頁〉

中沢議員が地主 ・小作関係の悪化を特におそれる気持はわれわれにもよく

わかるような気がする。氏は，云わば，大正用水計画の推進源ともみられる

勢多郡荒砥村の出身であり，しかも，氏のばあいは，辛うじて白作農として

踏み止っているにすぎないような経済的に弱体な自作農層を媒介として小作

貧農層と対応させられている在村小地主層の一人にすぎなかったのである。

この点は，同じように地主 ・小作関係の悪化をおそれるにしても，次に述べ

ようとする桑島議員のばあいとは若干異る。桑島定助議員（出身勢多郡富士

見村，党派中立のち実業派，蚕種業を主業とし直接国税21円〕は雑穀と養蚕

の村の出身で大正用水上程の際は唯一人の反対者と目され注目を浴びた人で

ある。氏は，また，若い頃，かの有名な船津伝次平翁のくんとうをうけてお

り，いまの言葉でいうならばひとかどの農業技術者であり，またひとかどの

農政通ででもあった。雑穀と養蚕の村が，氏のような経済的合理性を求めて

止まぬ人物を生んだということについては，ただ偶然としては片付けられな
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いものを含んでいるように思われる。

「米穀検査に関する質問をする。 1.本県産米の中央市場の建米とする為めに検査

を施行するものであるが，県外移出を奨励実行する為めに行うか。若し然りとすれ

ば県内消費は粗悪なる米許りとなる，本県の如く雑穀常用地には大いに不利益であ

る。 2.早期収穫の米を販売する時には検査の実施に間に合わない。かかる検査米に

除外例を設けるや否や。…… 3.地主対小作人関係は重大である。当局が地主会を設

置した目的が地主の利益のみを図るのではないと称するが大いに疑問がある。地主

会は地主のみで組織し， f量会は地主小作人半々であるが代表人物は中産以上の人で

ある，されば地主15対小作 5で小作人は意志を表明すべき機関を欠いている。多く

の労作をするのは皆小作人ではないか。当局は報酬給与のみを云々するが，相当の

労力材料を供給する以上，小作人は報酬給与は恩恵的に得べきではなく権利として

要求致すべきものである。小作人について深く調査意見を求めたことがあるか。彼

等の意志を表明する機関を設けずして足れり とするか。地主に厚く小作人に薄くす

るは道でない。本県も主主に原因をなしてその紛争を惹起する様に至るかも知れぬ，

これについて伺う。 4.検査手数料は実費を以 て原則とすべきに，愛知・秋田・山

形・新潟と異り僅少なる生産額に対して頗る多額の経費を支出して居るに拘わらず

手数料を徴収しないのは如何なる理由によるか。 5.以上を総合して農政施設を見る

に局部的である水同の 2倍以上もある畑地に薄き理由如何。 l'!Pち施肥標準調査に於

ても水田35個所に対し畑地僅かに10個所である。桑園の如きも施設甚だ薄きものが

ある。米穀検査手数料の如きも明かに此事実を証明し蚕種検査手数料は本省が徴収

せざる方針なのに今回 1銭の割増をしたのは 1例である。斯の如きは誤ったる農政

策と考える，当局今後の方針を明かにせよ。」（前掲書814～815頁〕

もとより，米質の改善とか産米検査とかに関する議事だけが，当時，県会

に上程され問題にされておったというのではあるまL、。いま，当時の勧業関

係の予算案についてみると，勧業費の主要なものは，従前からの継承である

蚕業取締所費，農事試験場費，耕地整理調査費，原蚕種製造所費などである。

ところで上来から問題となっている米穀検査ないし農業倉庫の設立などにつ

いて新たに予算が組まれ，いよいよ実施の機運にまでこぎつけるようになる

のは大正6年11月県会以降のことに属する。

大正6年11月県会は，大正用水計画の当局側の立役者，中川友次郎知事と

窪谷逸次郎内務部長とが出揃うときであるO この年は，先ず，「多年，考究

調査ヲ重ネテ未グ実施ノ運ピニ至ラザ、ル所ノ：米穀検査」もいよいよ「実施ス

ベキ時機が到来」し，「農業倉庫ノ設立」，また，それと歩調をあわせて，「其

費額ヲ要求」（「大正6年11月県会開会式における中川知事の挨拶」〉するとい
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うことになり，本県の産米検査の笑施は他県よりは遅れたけれども，大正10

年秋の新田郡強戸村にはじまる小作争議に先立つこと 3年，大正 7年よりい

よいよ実施される運びとなった。〔本県農民運動展開の直接のきっかけは，

L、うまでもなく大正10年の米価，繭価ならびに諸物価の急落，これに加える

に大正10年の大凶作にあったことは周知の通りであるが，上来から問題とな

っている産米検査の実施の如きもその遠因の一つをなしていたといえるので

はあるまいか。〕

さて，こうなってくると，地主側にとっても実はおだやかではなL、。なぜ

なら，事態は，大正元年の岡田又八議員の発言中にうかがえるような，地主・

小作関係が不安だからといってこれを教育の振興に求めるといったようなあ

まっちょろい考え方では実はすまされなくなってきているからである。ここ

では紙面の都合もあり，いちいち事例をあげることはしないが，何といって

も，勢多・佐波・新田・邑楽などの平坦部地域の出身議員の発言には，地主・

小作関係の悪化を特に顧慮する傾向の強かったことは否めなL、。この県の

穀倉地帯と目される勢多・佐波・新田などの諸郡の大部は水利条件に恵まれ

ておらず，僅かに赤城山頂より放射線状に流下する小河川｜・諸渓流及びそれ

らを水源とする溜池によってその用を弁じていたにすぎないのである。従っ

て，この地域の特殊性として，これら在村中・小地主は，このような水利の

面からくるマイナスを裏作麦ないしは養蚕でカパーするという行き方で辛う

じて自己を保持してきたような自作農層を媒介としてはじめて小作貧農層と

対応することができるといったような形をとらざるをえなかったのであり，

それだけに小作農層を刺戟するような今回の産米検査の実施は，いつなんど

きこの弱体な中間自作農層を小作貧農層側に追いやる結果となるやも知れ

ず，これら中・小地主にとっては却って新たに悩みの種が一つふえたことを

意味するものでもあったのである。このばあい，これら中小地主は，自己の

支配体制を維持するために，中間自作農層をわが方に引きつけておき，しか

も従前通りに高額小作料の上にあぐらをかいておるためには，この際，農業

用水の改良とか水田開発とかこそがそのための上策で、あることをよくよく痛

感するに至ったとしても別に異とするには当るまL、。土地改良事業とは，も

ともと経済学的にみても，このようなばあいの施策として全くおあつらえむ

きにできf上っているものなのである註2o 他方， 県当局側としても， この時
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期は，久しく財務畑に育ち， 大正6年9月台湾総督府財務局長より転じてき

た中川知事と，三宅前知事以来産米検査実施問題でもまれぬいてきた窪田内

務部長とのコンビができ上る時でもあった。かくて，あとで述べる如く県下

空前の大事業といわれる大正用水の開さくが県営事業として計画されるに至

る気運は刻々として熟すると共に，他方，このような経緯と経過とをたどっ

て計画されるに至った大正用水は，それ故にこそ，また反面，当初から多く

の矛盾を含むものとして出発しなければならなかったのであるが，これらに

ついてはすべて次節以下において取扱うことにしよう。

2 

大正 7年11月の通常県会では，審議の中心は特に二つの問題に集中した。

一つは，いうまでもなく産米検査実施の成果ならびにその影響如何というこ

とについてであり，また，一つは大正用水の上程についてである。紙面の都

合もあり，前者については，ここでは，省略さしてもらうことにして，直ち

に後者についての説明に入ろう 。

11月28日，中川知事の行なった大正用水議案提出の弁は次の通りである。

「議案中に大正用水の計画があるつ既に懇談会を開き，新聞紙上にも内容が掲載

されたが，用水は勢多・佐波・新国 3郡 3,300町歩耕地の開盤， 1,000町歩旧国に

用水を補給するために幹線を県営事業で施行，支線は水利組合を組織して有利な方

法を講ぜしめんとする。米騒動以来種々事件ゐり食糧自給自足は国家に対する責務

と信じて計画した。県米70万石， 2,30万石約3割を移入にまつ。工業発展と共に食

糧自給に困難を来すほ明かである。用水据撃も今日初めての計画にあらず，女堀の

如き設計方法宜しきを得ず失敗に帰したが，今日の技術を以てすれば極めて容易で

ある。又用水が動力源となるべく，可否を論ずる時に非ずして実行方法を講ずべき

である。既設水利組合との交渉も協定 し最も好都合で， 協賛されたい。」（前掲書

898頁〕

また，このとき上程された大正月l1K関係の 3議案とは次のようなものであ

った。

砂原案 議第二十四号 大正人ー十一年度勧業費継続年期及支出方法

一、金百拾八万円 勧業費中耕地拡張費

内訳金八 万円 大正八年度支出額

金参拾五万円 大正九年度支出額

金四拾万円 大正卜年度支出額
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金参拾五万円 大正十一年度支出額

右ハ耕地拡張ノ必要ヲ認メ該費ヲ継続支出セムトス。

（広桃両寝用水路のjjJ［首部改良，水利を伸長し耕地を拡張する，財源を県債に（失

つ。〉

惨原案 議第二十五号 県債借入方法並利息ノ定率及償還方法

第一条 利根川流域広桃両堰用水路ノ頭首部ヲ改良シ旦ツ水ノ利用ヲ伸長シ耕地ヲ

拡張スノレノ費用ニ充ツノレ為金百拾八万円ヲ起債スノレモノトス。

前項ノ県債ハ大正八年度以降大正十一年度問ニ於テ7.)1］表ノ通株式会社日本勧業銀

行其他ヨリ借入ノレノレモノトス。

第二条 県債手lj子ノ割合ハ年五分六厘トス。（以下略〕

第三条 県債ノ元金ハ大正十五年度迄之 ヲ据置キ大正十六年度ヨリ大正三十五年度

ニ至ノレ二十ヶ年度ユ於テ左ノ通償還スノレモノトス。（以下略〕

第四条 県債ノ元金及手IJ子ハ主ト シテ用水路使用料ヲ以テシ使用料ニテ充当スノレニ

不足ヲ生ズノレ迄ノ年度間ハ他ノ一般歳入ヲ以テ支弁ス。

砂原案議第二十六号予算外義務負担

県ニ於テ耕地ヲ拡張スノレ為利根川流域広瀬挑木両堰頭部ヲ改良シ用水路ヲ掘盤スノレ

ニ付，広瀬桃木両堰普通水,fl］組合及天狗岩堰普通水手｜！組合エ対 γ左ノ契約ヲ締結セ

ムトス。

広瀬桃木両堰普通水利組合分

今回群馬県ニ於テ広瀬桃木両堰頭首部ヲ改良シ用水路ヲ掘撃スノレエ付テハ群馬県知

事ト広瀬桃木両堰普通水利組合トノ閑エ左ノ契約ヲ為ス。

一．新ユ扱撃スノレ用水路工事ハ広瀬桃木両堰普通水利組合ニ対シ7］＼.利上既得権ニ支

障ナカラシムノレコト。万一支障アルトキハ其ノ支障ヲ排除スベキ適当ノ施設ヲ為

スベキコト。

二、渇水ノ場合ニ於テハ広瀬桃木両堰普通7]¥.,flj組合ノ通告エヨリ群馬県知事ハ用水

ノ水量ヲ低減スノレコト。

（天狗岩堰普通水利組合分は省略一一引用者〉

次いで，窪谷内務部長は大正用水議案の審議の山とみられる12月4日の第

1読会にのぞみ，大要次の如き説明を行なっている。

「先般知事が提案理由を説明した通り食糧自給を図ることが重要だ，施行は 1組合

事業としては容易でなL、。関係町村民渇望の事業で県が施行するのが当然だ。農商

務省調査五圧によっても容易であるといっている。規模は広桃寝首部を改良し4年継

続で延長約10塁上幅18～42尺底幅11～33尺水深3.5～4.5尺勾配1,500～2,500分の 1

の水路，広桃丙腹の漏溢水を合せ400～200個の水を引入れ旧溜池57ヵ所を利用し殊

に阿左美沼の如き貯水して用水調節を図り新町 3,300町歩余，旧閏約 1,000町歩に

i寝概するe 経費 118万円，大正 8～11年で完成15年迄据置き35年迄に使用料を以て
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償還する。使用料徴収できない期間は県が支出し此金額 268,926円も使用料で補充

する。議26号は水利上利害関係があるから他日の為めに実行上の契約をしようとい

うのである。」〈前掲書 898～899頁〕

さて，以上によってみるに，当時の大正用水計画とは，原則として県費に

はよらず，また他水利組合の既得権を侵害せず，しかも幹線部分についての

みいうならば，全くすばらしい経済効果をあげるように企図された，誠に結

構な計画であった。しかも，ここに見逃してならないことは，当時の大正用

水計画とは，あくまでも用水の改良と開固とが主であり，現在みるような旧

田の補給水として広桃用水からの単なる余剰水のもらいうけといった程度に

止るものではなかったということであるO なるほど，先の内務部長の説明で

は，大正用水は，あくまでも「広桃両堰の漏溢水」を利用するにすぎないも

のであることを明確にしてはいるが，実際の設計に当った松崎主任技師の言

明（大正8年10月10日付上毛新聞〕によれば，従来の広桃用水上流部水路は

これを廃止し，これに代るものとしては新たに幹線水路が設けられ，広桃用

水はここから支線によって配水されるようになるというのであった。だから

こそ，また，県当局としては，議案第26号を特に用意してららかじめ古い特

権的存在を誇る広桃用水関係者などから文句の出るのを封じておこうとした

ものであろう。

それでは，これに対して一般議員の反応はどんなものであったであろう

か。例えば飯塚幾太郎議員（群馬郡豊秋村出身，直接国税54円〉は参事会経

過について次のように述べている。

「本県空前の大事業一一食糧問題解決，本県開発を意味する重大問題である。参事

会は慎重審査の結果本案を認めた所以は，原案賛成というよりも寧ろ参事会員の本

索に対する政策と当局の政策が合致した点があるからだ。」（前掲書 899頁〕

もとより，大正用水計画がし、よいよその実行とし、う段になって種々の障害

を伴ったことを知っているわれわれとしては，飯島議員のこの説明をそのま

まうのみにするわけにはゆかない。氏は，参事会が慎重審査の結果本案を認

めたのであるとか，原案賛成というよりも当局の政策と参事会の見解とが一

致したからだ，というようなことを述べてはいるが，だL、L、ち， このと きの

大正用水計画は，大正用水幹線のみについてのものであり，支線の聞きくや

開田計画などについては何一つ具体的に示されてはいなかったのである。し

かも，この末端工事をも含めて全体としての大正用水計画を考えるというこ
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とは，実は，赤城山頂から放射線状に流下する幾条もの小河川並びにそれを

水源とする溜池による潅i既方式を，一つの大河川を水源とする用水方式に転

換することを意味するものであると共に，それ故にこそ，また赤城山麓一帯

の農民の遅れた地域的対抗意識をどのように処理しつつ計画を推進してゆく

か，とL、う困難な課題を含むものであったのである。〔赤城山麓地帯の水利用

上のこの特殊性は，また，そこからくるマイナスを裏作麦ないしは養蚕でカ

ミーしつつ辛うじて自己を保持してきたような自作農層の広汎な存在という

ことと全く照応するものであり，そしてこのばあいの土地改良事業の困難性

ないしはその性格は，基本的には，このような自作長層のあり方ないしはそ

れを規定しているところの土地所有のあり方によって規定される。

もとより，産米検交を実施する段になって急に用水改良事業を思い立つよ

うなこの期の地主に，このようなことはわからなし、。よし，わかっていたに

したところでそれをどうこうできるというものでもなく，折角，県当局によ

って設計された大正用水議案に対する審議も，実情は，むしろ，当時の地主・

小作関係のけん悪な空気に対する一服の清涼剤たる役割を果せばそれで一応

の恰好はつくとか，原案に反対しようにも反対する理由を見出せなかったと

かといったような極めてイージイ ・ゴーイングな形で一般議員の賛同を得る

に至ったものとみる）jがヨリ i港当ではなかったかと思われるのである。現

に，当時の実情にくわしい小山氏（広桃両堰土地改良区主主任）などは，当時

のことを振り返ってみて，到底計画通りに実現できるものとは思っていなか

ったと述べている。

さて，このような八方美人的で，イージー ・ゴーイングな計画案に対しで

も，細部を云えば，一部からは種々の批判はあったのであるO

先ず第ーに，広桃用水や天狗岩用水関係議員にとっての最大の関心事は，

議案第26号「予算外義務負担」の件でなければならなかったであろう。もと

より，県当局としても先に述べる如くそれには最初からそつがなく，同議案

に対する審議も，同議案中の「用水ノ水量ヲ低減スルコト」とあるを「低減

シ損害ヲ加ヘザルコト」（前掲書900頁）と，修正をうける程度に止めること

で折合をつけている。他方，同じく第26号議案に関心を示すにしても，直接

両用水に関係のない議員のばあいは，それとは違った意味て、関心があったわ

けである。即ち桑島定助議員はL、う。
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「本員は反対者と目せられるが必ずしも然らず。賛否を決するには 100万県民に重

大なる責任がある。それは 118万円の巨費の故ではない。附帯した義務負担につい

てである。万一支障ある時はその支障を排除すべき適当なる施設を為すべきことと

いう 1行の文字は多大の経費を含むと知るべきである。将来大正用水水利組合がで

きても，県がこれに義務を移転するは不可能であろう。移転しようとしても広桃堰

組合等が之を拒むならば延長10塁の間交通不使各種の障害を与えるであろう。然る

際は同様の要求をなすであろう。将来溢水洪水の虞なしと信ずる能わず，万一其事

あらば沿道の人民に適当の賠償を行わざるべからず。」（前掲書899頁〕

第二には，天狗岩堰関係者から出された抗議である。それによれば，大正

用水は山林 5,400余町歩を開墾して水田 2,000余町歩をつくるにすき、ない

が，本地方の山林を開墾すれば約 1万町歩にものぼることになり，大正用水

計画の如き比ではないというのである。都木重五郎議員〈群馬郡元総社村出

身）は，この点をとりあげてしづ。即ち，「天狗岩堰関係者から抗議書が提

出されたと聞く。同地方は山林開墾すれば約 1万町歩，本用水の比に非ず，

水量平時400個渇水時200個では開墾変換時に水量不足となるべし，更に増

量するに際しては天狗岩堰は大いに考慮せざるを得ず，この所見如何。」（前

掲書 900頁〉と。

第三には，大正用水の開さくによ って利益をうけるどころか，水路敷地な

どのために却って潰地を出すようになる側の，村民ないしその出身議員につ

いてみなければならなし、。桑島定助議員は，犠牲を強いられる側の村の出身

であり，養蚕と畑作の村の出身であるが，先にも述べる如くひとかどの農業

技術者であると共に，ひとかどの農政通ででもあった。氏のこのとさの質問

は20何ヵ条かに及び極めて念の入ったものであった。

「1.用水路のため潰地積幾何であるか又その細目別，2.水路中築堤控室道の個所延

長幾何かその町村別， 3.水路上の橋梁箇所坪数道路標準費用の町村日IJ.4.土工職工

員数その供給， 5.労働力の供給支障なきか， 6.数千人の労働者招致について， 7.機

業地で目的が達成できるか， 8.水電及鉱山の開発現況， 9.佐波・山田の人心が農業

にl旬わぬ，この点を質問する，10.水田は地主に畑地は小作者に利がある，苦から

この点名君賢相皆苦心した処今後社会問題の難点主主にあるべし，当局の所信如何，

11.水聞の利益畑地に及ばざる遠し，本計画者の利益算定の基礎如何，12.利根川

（冷水〕引用地は段当 2～4斗減収を常とする，本設計者は4斗増収を計上した理

由， 13.収穫水田は畑地に及ばず特に細民耕作者に於て然りとする， 万ーの際食料

を得んとする際問畑その何れが可であるか， 14.貿易品と して竹材， 本県の場合経

営上当局の所見， 15.桐材について同所見， 16.本水路沿線の米作と園芸作との得
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失， 17.水路未定難工事たる上流数星は測量線と大変更を余儀なくするま日し， 未定

線の工事費は如何なる基礎によるか， 18.利根川改修如何により根本の変更を来す

であろう。然らば目下の取入口は仮設である， 100年の大計を立つるにし 2年を

待ち得ざる理由如何， 19.本問題は研究調査を要すること甚だ多い， 継続事業に議

員満期の本会に急援未成不熟の提案する理由如何， 20.本問題は局地的で国家公益

事業主云い難L、。その遂行に当り土地収用法を以て強制的に土地収用を行うか。

21.耕地拡張を目的とするにつき他の動力発電用を如何にするか，揚水器地域にも

分水するか， 22.次回以降の架橋堤塘修繕は当然県が行うことを治線民に公約する

か， 23.水路の滋水溢水等ーによる災害発生の賠償につき知事は永久に義務契約をす

るか。」（前掲書 899～900頁〉

これに対して上毛新聞（大正 7年12月5日付）は，「要するに桑島氏の質

問は番外（窪谷内務部長一一引用者〉に依り大部分遺憾なく説破せられたる

のみならず議員の多数は同氏の独舞台を許さず寧ろ圧迫して質問の趣旨を徹

底せしめざらんとせるものの如し」と報じている。なお，同紙は， 12月4日

の議場の模様を次の如く伝えている。

「4日は大正用水問題の上程されたる事とて之に賛成する佐波郡赤堀・束・殖蓬各

村民約 115名は一番列車にて乗込み，又之に反対する勢多郡南橘・芳賀・宮土見各

村約 200名は午前 8時頃より市内に入込み議事堂自蒐けて押寄せ同 9時開場と共に

雪崩を打って押入り佐波郡民は階上に勢多村民は階下に陣取り大問題の討議を傍聴

せんと意気込み開会前既に殺気堂に満てり。然れば前橋警察より安間署長，丸山警

部は部下を率ゐて出張し之を場の内外に配置して箸戒に努めたが，表＇ Ll一刻傍聴人詰

掛け席は娘て立錐の余地なきに至れり。午前 10時35分開会の仮鈴鳴れり。議員 33

名〈松沢・竹内両氏欠席〕各其の席に拠り飯塚議長平くも其席に在って白-mをしご

き，中川知事特に臨場し議長の左手番外席には径谷内務部長，宮崎農務課長，安永

土木課長，中村属居流れ，各派議員中院内幹事格は盛んに右往左往して耳語打合せ

を為すなど議場の空気緊張して光景物々しなんど云ふ許りなし。反対者の急先鋒と

目せる桑島定助氏の本日特にフロック出立なるも衆目を牽きたり。」

最後に，第四として，大正用水計画に対して，当時，利根川下流部の埼玉

県から反対があったことを申し添えておかなければならなL、。とかし利根

川のこととなるとことごとに競争意識をわき立たせてきた両県のこととて下

流部の埼玉県が特にこのばあいだけを見逃すと L、う筈はなかったのであるO

しかし，現地での聴取りの限りでは，真の反対者は東京市でこそなかったか

ということである。後年の大正用水改良事業推進の功労者中沢直次の遺した

文書にも「歴代ノ知事赴任ノ際群馬ニテハ大正用水ガ問題トナランモ軽々シ
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ク手ヲツケヌ様ニ ト内務省ヨリ内示セラレテ来タ」というような記録がみら

れる。

以上，大正用水議案は，一部からは可成りの反対の向きもあったが，他

方，県会における反対派の主張を封じ込めるには不思議と抜目なく準備され

た議案というべく ，12月7日の第二読会では遂に全会一致で原案の通過をみ

るに至った。しかしながらまた，それだけにその実行としづ段になるとたち

まちにしてその弱点をばくろしなければならないようなものであったことも

先に述べる通りである。中川県知事以下これに当った県の役人の誠意と努力

のほどはこれを買わねばならないとしても，これは，また同時に，彼等の農

業用水改良事業なぞに対する認識の限界をも示すものでもあったのである。

それでは，この県空前の大事業といわれた大正用水開さく計画なるものは，

一体，どのような結末を辿るというのであろうか。

3 

さて，議案通過後，最初に遭過した難関は何であったかといえば，それは

先ず，何といっても潰地買収問題をあげねばならなL、。大正 7年12月17日附

「報知新聞（群馬版〉」によれば，「本案が県会を通過し実行着手に確定する

や水路開撃の治線は地価奔騰し県の潰地買収予算は 1反歩平均250円内外の

見積りなるに対し奔騰に次ぐに奔騰を以てするに至り早晩平均1,000円以上

に達せんとするものの如〈現在水回36町歩のみの買上げ代にでも優に36万円

を超過すべしと称され其他田畑，宅地，山林原野を通じて尚40万円以上を要

す」るとL、う事態に立ち至ったといわれる。如何に，それは，一部，物価昂

騰の結果であったとはいえ，議案通過後数日を出でずしてこの種の事態が現

出するとは水路沿線村民その他のこの非協力振りにもあきれさせられるもの

がある。しかも，このように大正用水計画は，物価騰貴の結果や潰地買収問

題などに悩まされ一向にその進捗をみせていない折も折，当の中川知事は，

大正8年 6月の地方官大異動により製鉄所次長に転任させられてしまった。

当時の模様を『群馬県政史』（正木重之著〉によってみると次の通りである。

「大正8年6月の地方官大異動で中川知事は製鉄所次長に転じ去る3年4月休職とな

り其後一度佐賀県知事に捻われ憲政会の地盤あらしをやって休職となり僻肉の嘆を

洩して居た大芝惣吉が 2度の勤めで舞戻って来た。大芝は内務部長の窪谷を追払っ
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て警察部長の馬場を内務部長に引上げ，警察部長には新しい腹心の対馬郁之進を据

え，早くも来る 9月の県議戦に備えたのは流石である……河川改修費の追加が来る

べき県議戦に対する一種の餌であったことは当時の政客の能く知る処である…・－。」

いま，地方官大具動のあった大正8年6月以前の約2ヵ年聞を，中JII・窪

谷時代とでもすれば，それ以降，大正11年9月臨時県会までを，大芝 ・馬場

時代ないし大芝 ・百済時代の二つにわけて論ずることができる。 大 芝 知事

は，中川知事転任以後の情勢の反映にもよるものであろうが，もともと，中

川知事のように県内の食糧増産とか用水改良事業などに熱をあげられるよう

な型の人物ではなく，どちらかといえば政党色の濃厚な手八丁口八丁式の人

であったらしく，その後のたひ。重なる物価騰貴による工事難にも柳に風とう

け流してし火、加減にお茶をにごしておったことは当時の新聞記事などからも

容易に推察されるところであった。

大正8年9月臨時県会において桑島定助議員と馬場一衛内務部長との聞に

交された応酬（前掲書921～922頁）は，大正用水計画も，この頃になると，

諸物価昂騰の結果，当初の予算ではとても処理しきれないものとなり，その

切抜策としての発電問題がこの用水計画にからんで登場するようになり，電

気企業者と広桃用水とに対する交渉が新たに開始されなければならないよう

な情勢に差し追っていたことを示している。なお，県当局内部の問題として

は，当時の大正用水計画をめくる農商務省所管の県耕地整理課と，内務省所

管の県土木課との聞にも何かしらしっくりしない微妙な問題があったのでは

ないかと思われるふしがある。それでも，大正8年9月県会頃までは，馬場

内務部長も，大正用水はあくまでも既定方針でゆく ，時勢の影響で予算の範

囲内で実行できなくなった点は予算の増額などを研究していると，きっぱり

言明していた。これは， 大芝知事の終始アイマイな態度と比較して若干異る

ところであったのである。

ところが，大正 9年11月県会では，今日の経済界の不況では低利資金も得

られない，一時中止して経済界の安定を待って相当の計画を致したいと変っ

てくるのである。県の調査や上野博士（農商務省嘱託，東大教授〉などの意

見を参酌して出来上った当時の工事費見積りは 586万 4,000円で，県として

は，そのうち発電地点を譲渡することによって約 140万円をうかすつもりで

あったらしいことは馬場内務部長の発言からもう かがえる（前掲書1,047頁〉。
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さて，大正10年10月臨時県会は，大正用水問題について常にアイマイない

し捨鉢な態度を持してきた大芝知事がL、よいよもって旗械を鮮明にするとき

であった。このときは，馬場内務部長に代って新任の百済氏が内務部長の椅

子につき，土木課長，蚕糸商工課長なども新顔であった。たしかに，大芝・

馬場時代と，大芝・百済時代とでは情勢もだL、ぶ変ってきているのである。

先ず，大芝・百済時代の序幕は，大芝知事がこれまでの大正用水に関するアイ

マイな態度をー郷し，大々的な道路改修案と，大正用水計画にからんだ県営

電気事業案とを提案するということで切って落された。このときの道路改修

予算案は，昨年度の23万円， 10年計画計230万円と L、う数字に対して約7倍

に当る 163万 5,000円， 10年計画計1,635万円という実に膨大なものであり

（前掲書 1,085～1,086頁〉，これに対する国庫補助は大正 12年以後年々23万

5,000円，残りは全部新税増税と県債で賄うとし、うのである（前掲書 1,088

頁〉。大芝知事の説明によれば，この予算は，年々160万円宛消費することに

なるが，他の費用と異り土木費用工事費は一時は県民の負担となるが年々県

民に還ってゆく金である，原料は別として大部は県内に放散される，昔から

名君といわれる人は土木事業をおこして民聞を賑わせた，道路がわるいため

生産物を安く売って損をすることを思えば県民たるものこの位の負担に耐え

えられないと Lづ筈はあるまい（前掲書1,086頁），等々がその大要なのであ

る。また，県営発電事業と大正用水問題については，工事費がよけいにかか

るようになったからといって償還財源たる農村の使用料を 3倍4倍にふやす

のでは意義がない，県内 4ヵ所に発電所を設け総経費 2,300余万円， 2万

4,000キロワットの電力を得てこれを電力供給者に売渡すと，ただ今の計算

では純収益は年23万円になる，また，大正用水上流部水路を電気事業とから

ませてやれば，大正用水費用の 3分の 1はたちまちのうちにういてしまう，

といったようなのが大芝知事の説明の要旨なのである。

政友会知事大芝惣吉がこのような大風日敷的提案を行うについては，もと

より，成算のあってのことであったであろう。なぜなら，氏は先にも述べる

如く，赴任早々河川改修費の追加を 「一種の餌」 として大いに党勢を拡張す

るところがあったといわれるし，また，第14回の衆議院議員の改選（大正9

年5月〉に際しては，更に自党の地換を強固にすることに成功したといわれ

ているからである。『群馬県議会史』（第3巻 2,014頁〕は，当時の模様を次
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の如く述べている。

「大正 8年12月， いわゆる普選議会が，与党の政友会は普選案に反対し普選 3派と

対立して解散し，第14回の衆議院議員の改選が行われた。この時に選挙区が改正に

なり，従来の大選挙区，市部〔前橋，高崎の二つ〕とあと郡部に分けられた 3区制l

だったのが，この選挙から第 1区前橋，第 2区高崎，第3区新田 ・山岡・邑楽 3郡，

第4区群馬 ・碓氷 ・吾妻 3郡，第 5区利根 ・佐波 ・勢多 3郡，第 6区北甘楽 ・多野

2郡と改まり，すっかり地盤が改まったから，選挙戦も叉容易でなかった。この時

の県知事は有：名な政友会知事大芝惣吉であったからあらゆる巧妙な干渉が行われ

た。桐生警察署の違反容疑者蹴殺事件なども発生した。違反の摘発もきびしく官権

横暴，人権採りんの声があちこちにきかれる戦況であった。」

ところで，政友会県議である中沢幸三郎（前出〉は，右の大芝知事の提案

に対して積極的に賛意を表して日く，「交通機関は産業発達に大関係を及ぼ

す，産業は道路の完全に依らずんば発達は期せられぬ。群馬県を発達せしめ

るには交通機関を完備しなければならぬ。…・・負担を忍んで道路改修を行い

県の発達を図ることを覚悟しなければならぬ」（前掲書 1,098頁〉と。 ここ

に，中沢議員とは，先にも述べる如く，大正用水の推進源ともみられる荒砥

村の出身であり，産米検査実施の結果が地主小作の関係を悪化するであろう

ことについては，とりわけ心痛であった筈の議員であったのである。従っ

て，この期になると，当の中沢議員は，つまり，大正用水については，大芝

知事と同じように，それを県営電気事業に絡ませてやるのでなければ到底そ

の実現は不可能であるとみるようになり，他方，道路改修問題については，

この案が通って道路を選挙民への土産としてでも持ち帰ることができるなら

ば，それで，一応，選挙民に対する顔も立つといったような考え方に変って

きていると忠われるのである。ただ，中沢議員のばあいに一貫して変らぬ点

といえば，先にも述べる如く必要以上に零細小作農層などを刺戟しはしない

かということで，知事の新税増税案に対しても「下等社会に適するように増

税新税は廃したL、」（前掲書1,098頁〉とL、うにすぎなかったのである。

さて，大正初 ・中期のこの地の地主が以上に述べるような情勢の下にあっ

たとするならば，われわれはこれを整理して大要次の如く述べることができ

るであろう 。即ち，この期の地主は，何よりも先ず， 産米検査などの実施の

結果が地主小作関係を悪化させるであろうことを恐れて急に農業用水の改良

を思い立たねばならないような地主であったことを指摘しておかねばならな
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い。しかも，このばあい，そのようないんねんづきの用水計画であってみれ

ば，いよいよその実施としづ段にもなれば，はじめから種々の障害を伴うよ

うなものであったことも附け加えておかねばなるまし、。さて，このときその

一応の打開策として登場するに至ったものは何であったかといえば，漸くに

して当時問題となりつつあった県営電気事業と，この用水計画とを結びつけ

て極めて安上りに処理しようとしづ方便策であった。このことは，また，何

を意味したかといえば，それは，農民をとらえるための方策としての用水改

良事業などは，最早や，このような地主にとってはなかなか手の屈きにくい

ものとなりつつあったということであり，そして，このばあい，例えば先に

みるような道路改修問題などが誠に恰好のものとしてそれに代って登場する

ようになる必然性は十分あったということでなければならないであろう。と

ころで，そのようなものとして脚光を浴びるに至った道路改修問題も，その

費用の捻出という点から云えば，大芝知事などがし、くら力んでみたところで

新税増税の一本槍だけで押し通せるようなものではなく，結局は，国からの

補助と，県債（勧銀などからの低利借入〉とにまたなければならなかったの

である。かくて，この期の地主は，農民に対する自己の支配体制を維持する

ために自己の力だけでは極めてあぶなつかしいという事態にいよいよもって

直面せざるを得なくなったということである。

さて，論点を直接，大正用水にもどそう。この期における大正用水問題

は，以上にもみる如く道路改修計画によってそのお株をうばわれ，それが県

営電気事業なぞとの兼ね合いで安上りに出来るものならばこれが実現も期し

えられないものでもないといったところまでなり下ってくる（こうなるには

また，第一次大戦終了後の反動期における米価の下落，従って地主の土地改

良事業などに対する熱意の喪失ということを見落すべきではないであろう〉

のであるが，他方，電気事業と絡ませて大正用水計画を実施するにしても，

大正用水の取人口や発電地点をどうするか，ないしは，既設の広桃用水工作

物とそれらとの関係をどうするかなど技術的にも，当時まだまだ未解決の問

題点を残しておったようである。例えii，広桃両堰関係の関口議員（勢多郡

南橘村出身〉は議会において次の如き質問を発している。

「大正用水は広桃両堰に密接な関係を有する。両堰が前橋佐波勢多 1市 2郡に亘

る濯1既用水で火防i寝1既水利各種に利用されている，大正用水は丙堰の水上より引入
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れる事になると思う。然らば利根川が極度の潟水の際大正用水に充分引入れると広

桃丙堰は水を引入れることができない，両堰全部に上るならば大正用水に水がやれ

ない，電気も起せない，電力が送れぬから契約違反になり損害賠償をとられることに

ならぬか。大正用水を祷える利益は大きいが反面犠牲者も出さなければならぬ。 大

正用水引入口の地盤は極〈薄弱である，その工事の方法は如何。」（前掲書1,097頁〕

これに対して，百済内務部長もこのときは，「調査して成算あればこそこ

の話を申上げる訳である」（前掲書 1,097頁〉などと強がりをいってその場

を逃れはしたが，その後， 間もなく， 大正用水計画は，「経済界の変動と本

省指示により非常に多額を要するため慎重なる研究を必要」（前掲書1,173

頁〉とするとされるに至り，かくて，あれほど騒がれた大正用水計画もその

結末は意外にあっけなく，遂にその繰延案が日程にのぼるの止むなき事態に

立ち至るのであった。

大芝 ・百済時代以降の諸事情については，この小論の及ぶところではない

が，ともかく，その後の経過の概要だけを述べておこう。さて，大芝 ・百済

時代もすぎて，大正11年11月県会にもなると，知事，内務部長ともに新顔に

なり， 11,12の両年は，県下の情勢も変って，県会における論議の中心は，主

として小作争議，耕地整理，開墾，自作農創設などに向けられ，当の，大正用

水計画のごときは，一時，忘れられてしまったかの観を呈した。大正12年に

は周知の如く用排水改良事業補問要項が制定され，大正用水開さく事業のご

ときも，これを国営として実施されるよう主務大臣に意見書を提起するとい

う風に変っていた。そのときの発起人はもとより大正用水関係町村出身議員

が主体であったことはいうまでもなL、。そしてこの頃から大正用水聞きく計

画は，これら出身議員の選挙に際しての票集めのための単なるお題目と化す

るに至ったといわれている。大正15年には，大正用水当初Jの計画が変って古

田補給水に重点をおくようになり，昭和3年頃には，これを開墾助成法でや

るか，ないしは用排水幹線改良事業補助要項で、ゃるかなどの論議も展開され

ている。も とより国庫補助率から云えば後者でいったガが有利であったに違

いないが，当時，これを中央に取り上げさせるまでの自信は県当局としても

なかったようである。なぜ，大正用水がこのように中央から継子扱いにされ

るのかは，例えばこれを静岡県磐田東部用水などのばあいと比較するとき一

層明瞭になると思われるのであるが，ここでは省略せざるをえなL企 3o
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さて，昭和の初期以降，今次戦争に突入するまでの時期は，大正用水問題

もいわゆる救農土木事業的な水利開発計画の一環として論議せられるにすま

なくなるが，戦争突入とともに，利根川河水統制ならびに県営電気事業問題

などと絡んで再び脚光をあびるに至った。この利根川河水統制によって得た

水を東京市の水道水源にしようとして，東京市がこの問題に介入してくるの

もこのときであった。しかしながら，大正用水開さく計画が実際に実施に移

されるようになるには，その上になお，戦時下食糧増産の要請と農地開発営

団施行という「至上命令」を侠つのでなければならなかったのであり，そし

て，そのことは，また，この地の用水改良事業のあり方からいって， むし

ろ，当然の帰結であったともいわなければならないのである。

註 1 大正用水関さく工事が実際に着工されるようになるのは，遥かに遅れて昭和

19年 7月，農地開発営団によってである。大正用水は，坂東大堰（群馬県利根川

上流部〕より約 1,000米流下したところで広桃用水より分岐し，そこを起点とし

て赤城山麓を標高 130米の線で東南につっきり，佐波郡赤掘村早川を終点とする

水路勾配 2,500分の l，全長24粁，関係箇積約 2,000町歩におよぶ用水路である

が，必要水量に対しては35%の水を補給するにすぎず，特殊構造物の周辺を除い

てはその全線の殆んどが土水路である。従って，また導水中の惨透水その他の損

失水最も馬鹿にならず，折角，広桃用水からおがみf到しのような恰好でわけでも

らってきた 150個の水も実際の利用水量は 105fi聞としかならず，依然として，在

来用水に依存しなければならないような状態は続いている。在来用水の主要なも

のは，その殆んどすべてが赤城山頂より放射状に流下する小河川 ・諸けい流，及

びそれらを水源とする溜池である。赤城山頂から流下する地域内の主要河川は，

西より荒砥Ill，神沢川，粕］！［，早川など10数条で，何れもその上流部は集塊岩性

安山岩層より成るといわれ保水力に乏しし、。常時は水量極めて少く一朝皐魅にあ

うと各7Ki京共i固潟し，豪雨に際してはいわゆる馬鹿水となって附近に氾滋する。

この地域に，特に早くから溜池の構築が進んだのも一つには，このような事情に

よると思われる。

註 2 土地改良事業の意義を理論的に考察することはこの小論の純閉外のことに属

するが，少くともここでは，このばあし、のように土地所有者の行わんとする土地

改良事業には，本来的な地代にプラスするに土地改良のっくり出す地代 （これは

ある一つの差額地代ではあるが，土地としての土地の使用に支払われる本来的地

代とは呉る。大雑把に表現するならば，それは，いわば土地の質における差等に

よって規定される地代ではなく ，土地改良によって新たにもたらされるであろう

増加生産物価値に関連して規定されるような地代なのである〕を以てすることに

よってこの期の弱体化しつつあった地主にある種の活を入れる役割を果すという



114 水利科学第2巻第3号〔1958〕

新たな意味のあったことを見落してはならないのである。そうだとすれば，また，

窮地に陥りつつあったこの地の地主がこの期に及んで敢えて土地改良事業の如き

を取りあげざるを得なかったという必然性も，無理なく理解できることになる。

ところで， このばあい，事態の本質について更に突込んだ云い方をするなら

ば，資本制生産が全般的に前提されている限り， もともと土地投資の主体者とし

て現われるのはあくまでも農業資本家即ち資本家的借地農でこそなければならな

いのであり，わが国のばあいのように土地投資者＝土地所有者であるというのは

明らかに一つの矛盾をなすものであって，これは土地所有の体系的な取扱いの中

で早晩は一国における発展構造上の一つの特殊性としてそのメカニズムが明らか

にされなければならないようなものなのである。先ず，こ こで指摘しておかねば

ならないことは，なるほど，わが国のばあいは土地所有者としての地主ないしは

自作農は総じて土地投資者として現われるのだとはいっても，大規模土地改良事

業などが本絡的に要請されるような段階になる と，到底，これら地主ないしは自

作農の手には負えないものとなり国家がこれにとって代らざるをえなくなるよう

になるということである。」ところで，このような事態に対して，一部には，これ

は独占段階における一般的傾向だとしてそれをすべていわゆる公共的投資一般と

して片附けてしまおうとするような見解があるが，われわれはそういう考えには

賛同いたしかねる。なぜなら，わが国における土地改良事業というものはその農

業生産力発展のあり方からいってわが国農業生産力を維持 ・発展させるための基

本条件をなすものであり，そして，そのようなものとしての土地の所有者である

ということは，そのことのうちに一般の俊民などの全く手のとどかない大規模土

地改良事業なども土地の所有者自らがこれを行ってやるということを含むもので

なければならず， これらの点は，独占段階であろうとなかろうとそれに変りはな

いからである。そうだとすれば， また，土地改良事業などの必要性がまさに決定

的となるような段階に至って，これら地主ないしは自作農が土地投資者としての

資格を失墜してしまうということは， これら地主ないしは自作農が，果して真の

土地所有者（たとえ法制上はどうあろうと〕であるといえるかどうかというよう

な問題をも提起させるに十分な一つの根拠を提供するということにもなる。そし

てこのことこそは， また，わが国における土地所有のあり方が悲本町jにはアジア

的ないわゆる集団的土地所有であるとか，国家的土地所有であるとかL、われる所

以とも密接に関連するところのものなのである。要するに，以上に述べるところ

は，わが国における土地改良事業というものは，わが国農業生産力発展のあり方

からみてわが国農業生産の第一条件をなすものであり， しかも，これは単に独占

段階における一般的傾向だとしてそれに解消してしまえるようなものではないと

するならば，土地改良のっくりだす地代の帰趨には全 く関心をもたず，しかもこ

れを国家以外の土地所有者（地主ないしは自作農〕の収得するままにまかせきり

であるような土地投資者＝国家の存在などということはそれ自体が全くの背湿な

のであり，そ してまたここにこそ，わが国のばあいは，たとえ国家の行う土地改
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良事業ではあるにせよ，やはり土地投資者＝土地所有者cl、う等霞記号が夫々の

経済的発展段階に応じてそれに適合するような形で基本的には貫ぬかれてゆくも

のであることを否定しえない根拠があるということなのである。〔この点は， 重

要なので，いずれは別の機会に詳細に論ぜられなければならないのであるが，と

にかしここでは土地改良の地代論的な考察という点からいっても，その論理を

忠実に追う限りどうしてもそういう理解に到達せざるをえなくなるのだというこ

とを附言しておくに止める。〕

さて，このような特殊規定をうけるところのわが国土地所有のあり方を今度は

一つの地域的特性の問題としてこれをこの地の特殊性に即していうことにするな

らば，この地域は周知の如くいわゆる大寄生地主地帯ではなし、。しかも，大寄生

地主地帯ではないというだけではなく，先にも述べる如くこの地成は，いわば水

利の面からくるマイナスを菜作麦ないしは養蚕などでカパーしつつようやくその

位置にかじりついておれたといわれるような自作農層の広汎に存在する地帝なの

である。従ってこの地域が，このような地域的特性の結果として（といってもこ

のばあい他の地域との相対的な意味においてではあるが〕土地改良のっくりだす

地代に多くの期待をかけられるほど下からの生産の諸条件が成熟していたという

のでもなければまた地主自体にそれを推進するようなカがあったというのでもな

く，更には，また，国家の援助なぞを期待することができるというのでもなかっ

たにもかかわらず，しかも，なおかっこの地の地主が産米検査なぞの強行の結果

が，地主小作関係を悪化させるようになるのではなL、かといっては，急に土地改

良事業などを思い立たねばならないというような矛盾に逢着していた事情を理解

してもらいさえすれば，ここでは一応それで十分だとしなければならないのであ

る。

次に，大正用水地威と同じく大寄生地主地帯に属するのではないのであるが，

大正用水地域のばあいとも若干異るところの磐田用水東部地域のばあいについて

少しく述べておこう。即ち，磐田用水東部地域の特性は，先ず，大正用水地域に

ついて述べるような矛盾があるとかないとかということよりも，ここでの農業生

産の第一条件をなすものはそれこそ文字通り大規模人工渚液なのであり，ここで

は，土地改良の結果が他の地域に比してヨ リ一層の経済効果をもたらすようにな

るかどうかというようなことよりも，これをそのままほおっておくならばそれこ

そ国または県にとって重大な政治問題化するであろうといわれる限りで国また（:t 

県の関心事となったにすぎないといったような特徴をそなえた地域なのである。

（なおその詳細は註3を参照せられたい。〉

註 3 磐田東部用水は，大正用水と ほぼ同時期に完成をみた用水であるが， この用

水は，大正用水のばあいとも異り， 1l日、歴史を誇る寺谷用水と 500個の水を｛中よ

く250個宛わけ合っており，用水路も堂々たるコンクリート水路である。 しか

も，この両用水にみられるこの差異は，土地投資の経済効果が格段に違うとし、う

ところからきているのでもないので問題なのである。ここにわが国における土地
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改良事業のあり方の特殊性というかタイプというか，少くともそういうもののよ

ってきたる所以が究明されなければならない理由があるのである。そして， この

ような土地改良事業のあり方を規定する最も基本的な要因は何かと問われるなら

ば先にも述べるま口しわれわれは，それをこの地における土地所有のあり方に求

めるのでなければならないと思うのである。 この地における特殊性を先に述べる

赤城山麓地帯なぞとの対比において云うならば，この地における土地所有のあり

方は，むしろ，集団（国，県，村，部落といった集団〉の前にはすでにその所有

を失っている（そのことは何よりも先ず，戦前，土地集中が進まず，内容の充実

していない自作農の比率の大きかったことに端的に現われている〉，といった表

現をとって云い現わした方が一層実態にぴったりするような土地所有のあり方を

示しているのである。磐田東部用水の推進源ともみられる浅羽地区はいわゆる輪

中地帯であり，文字通り人工濯滋が農業生産の第一条件をなす地帯である。従っ

て， ここでは，いわゆる「浅羽の和」なるものも古くから喧伝せられてきた。こ

の点は，米のほか麦あり ，養蚕ありで， とかく人の和という点でもまとまりのつ

かない大正用水地域なぞとは大いに異るところであり，主主同用水東部地域が，現

在それのおかれた諸条件のもとで，下からの熱意と上からの指導とが海然一体を

なすが如き恰好で土地改良事業が進められて きたと いわれる所以もまた，基本的

には， ここにあるとみなければならなしのである。 〔要するに， この地域の土地

所有のあり方は，この地特有の人の和をつくり だし，このような人の和は， ま

た，現におかれた諸条件のもとでは，県会議員または国会議員などの選挙に際し

て不思議とこの地域の票が散らばらないという現象と なっ て現われ， このこと

は，また，補助金陳情のうまさとなり，その結果は，また，大々的な土地改良事

業の公営となってその地域に帰ってゆくという関係にあったと思われる。もとよ

り， この外に，県自体の財政の豊かさというようなこともあげられなければなら

ないが，これは，要するに，この県が各種工場の誘致に成功している ということ

を物語る以外の何物でもなかろう oJ（水干l降i十学研究所研究員〉
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