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報文

養鯉池開発のための林地転用規制と森林管理支援の一体制度

Proposal on System that Combines Forest Land Conversion Regulation on Kai Breeding 
Ponds Development and Forest Maintenance Support 

坂田寧代t

(SAKATA Yasuyo) 

I. はじめに

新潟県小千谷市東山地区と長岡市山古志地区にまた

がる山古志郷では．耕して天に至る棚田のごとく，錦

鯉養殖用の棚池が山頂部まで拡がっている。風光明媚

の地と して印象づける反面ひとたび崩れれば湛水さ

れた池水が濁流となって下流へ押し寄せる危険性をは

らんでいる。2004年新潟県中越地震では養鯉池が崩

壊し，下流で被害が発生 した（写真ー1)。山頂部に造

成された大規模養鯉池が決壊した事例では，養鯉業者

は当初，復旧をためらっていたが結果的には災害復

旧事業によって 2006年に復旧 した。また別の事例で

は，上流にある大規模養鯉池が崩れ，下流の農地に壊

滅的被害を及ぼした上，長く放置されていたが，県の

復興基金による緊急手づくり田直し等総合支援事業に

よって 2009年に復旧された。放置された理由と し

て，借り手である養鯉業者が復旧費用の負担を嫌った

こと， さらに養鯉池の配置や今後も養鯉池と して利用

することを疑問視する住民の声が挙げられている鬼

災害復旧という緊急性とくに災害復旧事業を利用

する場合の特性上，原位置に原形復旧されることは避

け難いと しても．せめて平常時に新たに造成される養

鯉池の位置は下流住民の意見が反映される必要がある

と思われる。養鯉池の立地は下流の住民の生命．およ

び生産基盤を含む財産に甚大な影響を及ぽすためであ

る。しかし，そう した調整の仕組みは集落によって異

なり，十分に形成されていない。養鯉池開発予定地の

売買 ・貸借は基本的に地権者と養鯉業者との相対取引

で進められ，下流住民が立地位置の是非を巡って意見

を差し挟む機会は限られている。こう した調整機能が

十分に形成されてこなかった背景と して，養鯉池の立

地展開が急速に進んだのが 1960年代以降であり，と

くに大型の養鯉池が山頂部に造成される ようになった

のが 1970年代中期以降と比較的最近であるこ とが考

えられる尻 冬期積雪を水源とする．集水域を必要と

しない天水型のため池造成技術の開発が，蓑鯉池が立
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地できなかった山頂部周辺にも造成可能としたのであ

る。以上の点を踏まえ，本報では養鯉池開発予定地の

立地位置を住民が検討する制度案を論考する。

II. 条例による土地所有権の規制

1. 公共の福祉のため財産権を制限する条例

日本国憲法では，「財産権は，これを侵してはならな

い」（憲法第 29条第 1項）と して，強大な土地所有権

を保障している。これを制限できるのは，それぞれが

勝手に土地を利用すると，防火や衛生上の問題が生ず

るような場合つまり 「公共の福祉」のためであり，

その方法と しては「法律」によらなければならない

（同第 2項）。そのため，「原則的」には，自治体が独自

に条例を制定することを認めていない3)。しかし，奈

良県が 1954年に制定した 「ため池の保全に関する条

例」を巡る 1963年の判例（最大判昭和 38年6月26

日）では，次のように判断された。すなわち，ため池

の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は，ため

池の破損決壊等による災害を未然に防止する目的の

ため，ため池の堤とうでの耕作等を含めた財産権の行

使を殆ど全面的に禁止されることになるが，公共の福

祉のため，当然これを受忍しなければならない責務を

負うというべきであると した。このように，公共の福

祉のため財産権を制限する条例は存在しており，養鯉

池の崩壊による災害を未然に防止するという公共の福

祉のため法律によらず自治体が条例を制定することは

写真ー1 中越地震における養鯉池の崩壊4)

¥李tド 立地規制，森林管理，総有，市民の森制度，養鯉

池新潟県中越地震中山間地域
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不可能ではない。

2. まちづくり条例を援用することの限界

自主条例（自治体が法律で定めのない事項，あるい

は法律で定められている事項を上まわる厳しい規制を

行うために自主的に制定する条例りによって開発行

為を規制した事例として，まちづくり条例が挙げられ

る。

開発行為者である事業者に立ち向かうため，①地区

住民で組織された協議会が計画や協定を策定し，これ

を市長や区長との間で締結するという方法で規制に正

当性を持たせたもの，②地区の「まちづくり計画協定」

を地区地権者の 10分の 8以上の同意を要するとした

上で，強い拘束力を与えたもの，③住民参加によって

「地域整備計画」や「景観形成基準」をつくり，これを

縦覧と告示という方法で住民に知らせ，計画や基準に

正当性を持たせるもの，などが創出された％

まちづくり条例は，域外に存する開発行為者の域内

での開発行為に対抗することをきっかけに制定され，

結果的に域内の開発行為者の開発行為も対象となる。

対して，養鯉業者という開発行為者は，主に域内に存

するため，対抗意識が形成されにくく，条例への結実

は難しい。よって，養鯉池の開発を規制するに当た

りまちづくり条例をなぞらえるだけでは不十分であ

る。

そこで本報では，それに代わる制度案を調査に基づ

き検討する。調査は小千谷市東山地区を対象として，

聞取りと空間分析注1)をもとに進めた。聞取りは 2011

年6~9月に 14日間，中越地震前の全 10集落につき

各 l名「山持ち」として知られる林地所有者に対し，

森林の保有・管理状況を聞き取った。うち同意を得た

6名から固定資産税を計377筆閲覧した。また， K集

落の分収林に関して，小千谷市の元・現担当者各 1名

およびK集落の町内会長 1名に対し聞取りを行った。

東山地区は，標高約 69~580mの範囲に位置し，面

積約 1,754ha, うち 2005年空中写真の読取りによる

森林面積は約 1,555haである。中越地震後に 9集落

となり， 163世帯554人 (2011年9月末時点，小千谷

市住民基本台帳）が居住している。

III. 養鯉池に関する林地転用規制制度

1． 規制対象とする養鯉池

現況の養鯉池を土砂流出の危険を根拠に立地規制す

注 l) 本論における空間分析は，新日本測地系かつ日本平面直角座標系

第 8系の設定で行い， ArcView9.3.1を用いた。 1984.10.23,

2005.08.30撮影の空中写真の簡易オルソ画像（国土地理院および

（株）オリス）を用いた。等高線は，国土地理院の数値地図 50m

メッシュ（標高）「日本ーII」．行政界は， 2000年世界農林業センサス

・全国農業集落地図データ（農林統計協会）による。
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ることは現実的に難しいため，養鯉池への転用を規制

対象として検討することとした。養鯉池への転用のう

ち，水田から養鯉池への転用は実績が多く見この道

筋を封じるのは困難が予想されるため，林地（荒蕪地

を含む）から養鯉池への転用を規制対象として検討す

ることとした。可能な範囲から取り組むことにより，

立地規制への理解を深めることが先決と思われる。

2. 林地開発許可制度の対象

林地の開発（土石又は樹根の採掘，開墾その他の土

地の形質を変更する行為）は地域森林計画の対象で

ある民有林において開発面積が lhaを超えるものは

森林法に基づく林地開発許可制度の対象となり，都道

府県知事の許可が必要となる。しかし，東山地区の養

鯉池の区画面積は中央値が約 0.03ha,最も大きいも

のでも約 0.8haであり，必ずしも lhaを超えるとは

限らない。林地から養鯉池への転用規制は十分でない。

ここで，林地から養鯉池への転用実績を概観するた

め，大規模養鯉池の開発が進んだ 1980年代以降の変

化をみる。 1984年と 2005年の空中写真を比較する

と，林地から養鯉池への転用は約22haあり， 2005年

養鯉池面積約 120haに占める率は約 18.3％である。

その立地特性は山頂部を含む高標高地に立地している

上，比較的大きな養鯉池として転用されている（図

-1)。こうした養鯉池はひとたび決壊すれば下流に甚

大な被害を及ぼす可能性があるため，防災目的の規制

が必要であることが確認された。

3. 集落協議会による転用審査

ただし，林地から養鯉池への転用をすべて規制する

のでは基幹産業の発展を阻害することになりかねな

ぃ。また，転用規制区域を設けて一律に規制するには

土地分級が必要で，位置・地質などの勘案すべき条件

を総合して析出するのには困難を伴う。そうした点か

ら，転用の可否を当該転用候補地の利害関係者が一件

ずつ審査してはどうかと考える（図ー2)。審査主体に

は，当該の集落住民と下流住民で構成する組織（以下，

「集落協議会」という）を想定する。

聞取りによれば，中越地震では崩壊養鯉池の原位置

への復旧を周辺住民が望まない場合，仲介人を立てて

養鯉業者に申入れをする形が採られているが，こうし

た実態に沿った制度を公式に創設することで，実効性

の向上が期待できる。加えて自身の安全に関わる決定

に直接関わることができる上，時間経過で博れる防災

意識の向上につながることが期待できる。

安達5)はかつては土地を売るときにはまず隣接地

の他人に「声をかける」という，先買権にも似た土地

処分手続き上の慣行があり，「土地は自分のもので

あってまた集落のものだ」という土地観が農家にあっ

Water, Land and Environ. Eng. Nov. 2013 
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たが，「自分の土地は勝手に使ってよろしい」と私権野

放し状態に変化したとしている。養鯉池が崩壊すれば

集落は運命共同体であることを鑑みれば，慣行として

存在していた総有を援用 し，土地処分の決定を一定程

度集落に委ねることが必要と考えられる。

IV. 市民の森制度を援用した森林管理支援

制度

1. 市民の森制度援用による林地利用権集積

集落協議会が審査主体となる実効性を付与するた

め，横浜市などで実施されてきた市民の森制度6)を援

用し，林地の利用権集積を進め，集落協議会を管理主

体とすることを提案したい。市民の森制度とは，固定

資産税などの免除をインセンティブとして，林地所有

者の利用権（使用貸借，賃貸借）を一定期間市に集

積するという契約を締結する制度である。地価高騰を

背景として緑地創出のための林地買収が困難な行政側

と，固定資産税などの維持管理費の支払いが困難な林

地所有者との利害一致を図る点に特長がある。この制

度に倣って集落協議会に林地利用権を集積し，養鯉業

者が林地利用権を入手できないようにしておけば，養

鯉業者は林地の所有権を取得後も契約期間内に転用す

る場合は集落協議会に伺いを立てる必要があり，許可

権者としての集落協議会を権威づけることができる。

2. 森林管理支援の必要性

一方で，林地利用権を集積するのは，管理不足の森

林や里道（市道 ・農道・私道）を集落協議会で管理し

やすくする目的もある。2000年林業センサスによる

と，小千谷市の森林面積の約 99.9％が民有林（私有林

約93.0％と公有林約 7.0%）であり，うち約 6割が天

然林広葉樹である。そのため，集約的管理は要せず，

倒木を未然に防ぐ伐採や里道の通行障害となる雑草な

どの除去が想定されるが，そう した管理は現在集落が

無償で行っている。しかし，たとえば倒木が不在村土

地所有者の所有だった場合，伐採の許可を逐一得なけ

ればならないなどの煩雑さを伴っているため，管理を
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図ー2 林地転用規制と森林管理支援の制度の仕組み
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図ー1 東山地区における 1984年から 2005年の間に林地から養鯉池に転用された箇所
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含む利用権集積を進めることに意義がある。小千谷市

の私有林のうち約 8.6％が不在村土地所有者の所有で

ある (2000年林業センサス）。

3. 森林管理支援のための支給額

粗放化された森林 ・里道の最低限の管理を集落協議

会が行うのは，里道・水路などの共同作業を集落が

行ってきた実態に即しており，機動性，防災意識の啓

発予算的効率性からみて，不適当ではないと考える。

ただし，過疎化が進み人手不足であることから相応の

手当てが必要である。東山地区で唯一，集落の共有林

を小千谷市との間で分収契約して植林し，林道を県営

事業で整備 した K集落では，林道の倒木処理 ・草刈

りなどの人夫賃として 8千円の日当が市から出ている

ことから，支給額をこれに準じると仮定して試算す

る。K集落の管理実績をもとに，東山地区全域の里道

長で概算すると （図ー3)，東山地区全体の補助額は年

間約 1,567,840円となる。これは，単純に小千谷市世

帯数 12,731 (2011年9月末時点小千谷市住民基本

台帳）で平均すると一世帯当たり約 123円に当たる。

4. 林地利用権の集積のインセンティブ

一方，利用権集積を進めるに当たって林地所有者に

対するインセンテイプが必要になると考えられるた

め，現況の固定資産税を林地所有者から閲覧し算出し

た。その結果，山林の固定資産税は平均約 0.29円／m2

であり， 2005年東山地区の森林約 15,552,700m2から

算出する と全体で年間約 4,510,283円であり， 一世帯

当たり約 354円の負担となる。ただし，固定資産税免除

のみでインセンティブとなるかは今後の課題である。

V. おわりに

有田7)は，所有権（占有，使用，収益，処分する権利

凡例 ．

一 国道

一 主要地方道 ・県道

＝林道

一 里道

N
A
 

0 1 
I l 1km 

図ー3 東山地区全域の里道

のすべてを包括）が原則的に保護される範囲で，在村

居住者の生存に関わる共同利益を優先する方法を追求

すべきとし，「地域における生存権的土地利用」を提唱

している。管理が粗放化された森林の維持および，

養鯉池の立地位置の制御を集落が責任を持って執り行

うことは，「地域における生存権的土地利用」を実現す

る一つの手段になりうると考える。不在村土地所有者

のものも含めた林地利用権の集積を誘導した上で，集

落協議会が森林管理を行い養鯉池の造成を審査・規制

することで，在村居住者の住みよい環境の向上が期待

される。ただし，本報の提示案は， もとより，林地か

ら新規造成する養鯉池を対象としており，水田や畑な

どからの造成が対象外である点で限定的なものにとど

まっている。まずは，養鯉池の立地規制が議論の俎上

に載ることを望みたい。
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（報文）

養鯉池開発のための林地転用規制と森林管理支援の一体制度

坂田寧代

2004年新潟県中越地霙では小千谷市東山地区の養鯉池が崩

壊し，下流で被害が発生した。養鯉池の立地を規制する案とし

て，新たに造成される養鯉池とくに森林からの造成を対象と

した抑制策が考えられる。本報では，林地転用規制と森林管理

活動支援を目的とした一体的制度案を示した。すなわち，不在

村土地所有者のものも含めた林地利用権の集積を誘導した上

で，集落協議会が森林管理を行い養鯉池の造成を審査・規制す

るというものである。利用権集積には，横浜市の市民の森制度

を参考にし，集落協議会による審査・規制は総有の考え方を援

用した。この制度案は「地域における生存権的土地利用」の実

現の一手段として捉えることができる。

（水土の知81-11,pp.33~36, 2013) 

祖乙斉‘ド 立地規制．森林管理総有市民の森制度養鯉池，新潟

県中越地震．中山間地域

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

