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地域用水論

佐竹五ハ

I 

平成 4年 6月農林水産省が公表した「新しい食料－農業 －農村政策の方向」

は，今後の農業水利に関する施策の方向として，「地域の農業構造の再編及び

農業用水の利用形態の変化を踏まえ， 水質に配慮、して地域用水，親水利用など

の多面的な活用を図 りつつ，多様化する水需要に対応できるよう農業用水の確

保－再編を進める。それとともに， 混住化を背景とする公益性の一層の増大に

も応じた農業水利施設の管理体制を強化する」 と述べている。このような方針

の背景には，（国土の大半を占める）「森林 ・農地を含む農村は， －一生産の場

であるとともに，農林業者， 地域住民の生活の場でもある。 ーこの ように，

居住空間や余暇空間としての農村空間の国民的評価が高まっている」という 認

識があるであろう。ここで用いられている「地域用水」とし、う観念については，

関係各省聞において定着した観念とは必ずしも言えないように思われるが，何

人も否定できない客観的事実，即ち，「特に，水田かんがし、用水は長時間にわ

たり 図面にたん水されることから， 土壌保全や地下水をかん養する機能を有し

ている。さらに畦畔に囲まれた水田は，保水，遊水機能を有し，治水にも役立

っているほか， 田面や用水路等は， 親水空間の創出，景観の保全等の役割も果

たすなど，農村地域における水には基本的な地域資源、としての性格がある」（国

土庁水資源部 平成 4年版『日本の水資源』）ことを反映した観念であろう。

筆者もこのような認識と施策の発想に対しては，基本的に賛成である。しかし

ながら，この「地域用水」の観念については，従来農水省が推進してきた農業

水利に関する諸施策，用排分離，水路舗装あるいはパイプ化，さらには生活排

水処理施設の導入等，一言で言えば農業水利の合理化近代化施策の流れとどの
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ように係わるのか，充分な検討が必要と思われるのである。このような検討

は，［地域用水Jの制度的取扱い，即ち，河川法上の水利権許可手続上の取扱

い，その管理主体をどうするか等の現実的課題に対する回答を出すためにも必

要であろう。農業水利の地域用水としての性格を強調している論文は多いが，

これ等の諸問題に対して正面から取組んでいるものは少ない。筆者の目に触れ

た限りでは，『農村地域の整備と水利』第 3章，第 2節 「地域用水問題と農業

水利の役割」が委曲を尽くしているように思われる。事実認識および評価につ

いては，主として同論文によりつつ，制度的側面について若干私見を述べてみ

Tこし、。

この問題は，すぐれて実践的な政策課題である。一方，筆者は現在これ等の

課題に対しては全く無縁な職務についている。従って，以下述べることは無責

任な門外漢の発言に過ぎない。にも係わらず，執筆の機会を与えられて，敢え

て筆をと った所以は，1950年末から 3回，通算10年余農業水利行政に係わりを

持つとともに，環境庁，国土庁，林野庁，水産庁等において外から農業水利を

みる機会を持った者として，農水省がこれまで進めてきた農業水利に関する諸

施策， 一言で言えば農業水利の近代化合理化路線と地域用水論は如何に係わり

合うのか，について一言発言しておきたかったからである。過去の施策の現実

的機能の分析と評価なしには，的確に将来の施策の方向を設定することはでき

ないであろう。

II 

農地改革後の農業水利に関する施策の方向は，既に述べたごとく農業水利の

合理化近代化と集約して差し支えないと考えるが これを別の角度から把えれ

ば，個々の経営主体の水利用における自由度の拡大にあったと評価して よいで

あろう。

勿論，用排分離，就中， 田越し濯瓶の解消等を狙った事業は別として，各種

農業水利事業について行政関係者にこのような意識がなかったことはもとよ

り，事業制度にもこのような狙いが明確にうたわれていたわけではなかった。

しかしながら，自然、河川の夏季の流量ぎりぎりまで水田開発が進められてきた

ことが，水をめぐるきびしい地域間対抗関係の発生と古田優先等不合理な水利

慣行発生の最大の要因であった以上， 1940年代から開始され60年代に急速に進
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められた農業用ダムの築造，取水ポンプの導入等による水源手当および合口を

伴う頭首工の建設等，による取水の安定化は，地域聞の対抗関係発生の頻度を

減少せしめることを通じて，個々の経営体の水利用の自由度の拡大に寄与する

ところが大きかったと評価してよいであろう。 1950年代初期の農地局（現構造

改善局）内では，農地改革によって創設された自作農の自由な経営展開の阻止

要因として，不合理な水利慣行が取り上げられ，その打破のための立法措置が

政策課題として認識されていたので、ある。このよ うな発想は1960年代まで持ち

越され， 1960年10月公表された農地局の公式文書『日本農業と水利用』におい

ては，「従来食糧増産を目標として進められてきた土地改良事業が 農業経

営の近代化とその集約的な生産力の向上に重点を置き，耕地と水利の物理的な

条件整備に貢献したとしても，農業経営の近代化に大きく寄与したと自負する

ことは，できないのではあるまいか」（同書序文）と断定したが，その前提に

は，農業経営の発展の阻止要因として個別経営における自由な水利用を阻害す

るものは，社会的制度であるとしづ認識があったものとみられる I）。さらに言

えば，地主小作関係から開放された自作農も，水利用を通じて末端の水利施設

の管理主体である部落共同体に拘束されているが故に，農村民主化を徹底させ

るためには，農地改革によって創設された自作農を水の拘束から開放する必要

がある，とし、ぅ政策論が農林省内の議論にも影響を与えていた。この主張の論

理からは，さらに，農村集落内における生活上のさまざまな社会的拘束（＝土

地・水・公共施設利用のみならず冠婚葬祭を始めとする生活儀礼一般における

社会的拘束）の撤廃，別の角度から言えば，農村においても都市と同様他人の

干渉を受けることなく自由に生活をできる状態を創りだすことこそ，緊要の政

策課題とする結論が導かれ，農村の現場にもこれを受け容れる土援があった2）。

その象徴が上水道の急速な普及であった。上水道の普及は，農村婦人の家事労

働を大幅に軽減したのみならず，用水路等を利用 した場合における水利用をめ

ぐるさまざまな煩わしさからも農村婦人を開放した。部落共同体規制よりの開

放といった観念的なスローガンは別として，都会並みの便利な生活を享受した

いということが農家の生活に根差した願望で、あり，これに必要な物的施設整備

のための投資の担当部分が農業基盤整備事業（公共） －農業構造改善事業（非

公共）等に係わる予算によってカヴァーされたのである。この結果，失ったも

のの大きかったことは多くの識者の指摘する通りであるが，反面，農家の現実

の要求をある程度充足したことも否定できない事実であろう 3）。50年代から60
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年代にかけて，上水道が農村地帯に急速に普及するとともに農業用水がもって

いた家事用水供給機能が失われ，同時に水利用に関するキメ細かし、集落内のル

ールも消滅した。さらに，世界史上にも例をみないわが国経済の高度成長過程

を通じて，農業用水をとりまく社会的経済的条件は大きく変化した。このよう

な環境の激変に対応するため， 60年代から70年代にかけて，自己防衛的に用排

水路のコンクリートライニングあるいはパイプ化が進められ，用排水機能を住

民の生活から遮断し，可及的に速やかに汚濁水の下流地域への排出を図った結

果，農民は用排水路の機能維持のための煩わしい労働からは解放された反面，

農業用排水路が持っていたさまざまな浄化機能は失われ，機能を失い残された

用排水路はもとより地下に埋められた農業用排水路は，農家も含めて地域住民

の関心の外となった。用排水路は子供等の転落の危険をもっ，柵をもって隔て

られるべき危険な施設であり，臭気や蚊の発生源となる嫌悪施設となったので

ある。関連する中小河川や都市下水路も含めて農村はもとより接続する市街地

も含めた水環境の悪化，さらには池，湖沼，内湾等閉鎖性水域の豊栄養化は，

その必然、的結果に他ならない。そして，現在このような水環境の改善－農村都

市を通じて「小川｜のせせらぎ」の復活を求める国民的な要請が膨群として高ま

っている。しかしながら，農業内・外の条件が大きく変化した現在，単純な過

去の復元があり得ないことは何人も容易に理解できょう。現在の社会的経済的

条件の下において，水環境の蘇生を図るためには，ハード・ソフト両面にわた

って，水環境に対する人間の主体的な働きかけが不可欠である。農村地域にお

いては，農業用排水路の管理者である土地改良区はその働きかけのオルガナイ

ザーとしての潜在的可能性を持っていると言って差し支えないであろう。現に

その可能性を現実化している先進的な土地改良区を各地にみることができる。

その好例として明治用水土地改良の取組みを紹介しようり。明治用水の開削

によって，「日本デンマーグ」と称された先進農業地帯を築き上げた農民のエ

ネルギーは，社会的経済的条件が変化した今日においても，なお，水を通ずる

地域の環境保全に生き続けているのである。 明治用水土地改良区も，水質汚濁

防止管理労働の省力化の見地から，国営矢作総合第二期事業として，用水路の

パイプ化を図った。だが，同時に地域住民と用水との繋がりが失われるという

事態を回避するため，埋め戻された水路敷きを緑道として整備し，地域住民に

解放した。さらに， パイプから引水した用水を利用して新設された新幹線三河

安城駅前に明治用水公園をつくるとともに，周辺小中学校校庭に，同じく用水
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の一部を使って明治用水の模型を築造している。また消防用水としての機能を

存続させるため，パイプ化された水路に一定間隔でー立上がりを設けている。こ

のように，かつての明治用水が果たしてきたさまざまな機能は形を変えて維持

保全されているわけである。なお，附言すればこれ等の必要水量は明治用水の

持つ慣行水利権の範囲内において処理されている。 さらに，望むならば，かつ

ての土水路が持っていた自然浄化機能ーーもとより，高濃度の汚濁負荷に対し

ては無力であるとしても，逆に人工系の浄化施設にとっては処理に手を焼く低

濃度大量の負荷に対しては有効に機能し得ょうーーを新しい用水システムのう

ちに組み込むことはできないであろうか。また，パイプ化に伴い水路への流入

をカットされた雨水－家庭雑排水は新設された開水路を通じて河川等に排出さ

れているが，これ等についても農村に特有な条件・面的拡がりの活用等により

一定の水質処理を期待できないであろう か。これ等については，70年代後半か

ら各地においてさまざまな試みが実験されており 関係者の聞に各種ノウハウ

が蓄積されている筈である5）。建設省は，既に，こ のような試みを河川工事の

うちに取り込んでいるようであるが， 面的拡がりを利用 した水質浄化を事業と

して，もっとも仕組み易い立場にある農水省もさらに積極的にこの問題に取り

組まれることを強く要望したL、。 89年水質汚濁防止法の一部改正により生活排

水対策が法制l化されたが これを実効あらしめるには事業面において建設・農

水両省の協力が不可欠であろう。最後に農業用水に地下水滴養機能が忘れられ

てはならないて‘あろう。農業用排水路のパイプ化あるいはコンクリートライニ

ングは， 水路ロスの減少を通じて地域の水循環に大きな影響を与えているのみ

ならず，地下における浄化機能の消滅によって水質にも影響しているものと思

われるが，その実体はブラック・ボックスとなっている。

このような観点からも農業用排水路に水が流れているこ とが地域の水環境保

全上重要な意味を持つと思われるのである。筆者は，現段階において農業用水

の地域用水的性格を強調することの意義を，近代化合理化の必然性とその成果

を前提として，その結果失われたものを現時点において再構築することに求め

Tこし、。
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m 

現在，農業水利関係者が農業用水の地域用水的性格を強調する背景には，現

実問題として，濯瀬に必要な水量を上回る取水に関する河川法上の水利権取得

のための河川管理者との協議が難航していることがあるようである。さらに，

本来の潅甑用の水利権取得に際しても，河川管理者側から期別のキメ細かい取

水計画の提出を求められていることが現実の農作業の実態にマッチしないこと

が，このような主張，即ち，歴史的にみて，慣行水利権の範囲内においては複

合的機能を持つ農業用水の利用が法的に保障されていたのであるから，水利権

の許可に当たっても同様な弾力的な取扱いがなされてしかるべきである，とい

う主張をパックアップしているのであろう。

このような主張は心情的には理解できないわけではないが，河川法の運用に

その趣旨を反映させるためには，河川法体系の論理に即した論理の構築が必要

であろうしそもそも，「農村の水環境」を蘇生させるために必要なことは，

先ず地域の水環境保全の観点から非濯甑期に極力農業用排水路に水を流すこと

の必要性について河川管理者の理解を得ることであって，法手続上の取扱い

は，その結果自ら決ま ってくるのではなかろうか。

以下，その理由について法的側面から若干検討してみよう。この問題に関す

る農業水利関係者の主張を要約すれば， (7）農業用水は，伝統的に謹甑以外に地

域の社会生活に必要なさまざまな機能を果たしてきた。（イ）このよ うな農業用水

が普から果たしてきた社会的機能は河川法上も慣行水利権として保護される旨

法文上にも明定されている。（ウ）従って，土地改良事業の実施等を機会に慣行水

利権の内容を明確化するに当たっては，権利の内容に濯漉以外に昔から農業用

水が果たしてきた社会機能を反映させるべきである，ということになろう。し

かしながら，このような論理は，水利権は固有の目的を有し，しかも，その及

ぶ範囲は必要水量に限定されるとするとともに，権利内容の量的明確化を図っ

ている建設省の水利権許可に関する運用方針とは整合しないであろう。さらに

言えば，このような運用方針は， 三田訴訟事件に関する司法判断，即ち，「一

定の水利目的に限定される水利権は，その目的が消滅したときに消滅するもの

であって，水の使用目的を自由に転換して別個の目的の水利権として存続させ

ることはできないものである」（昭和42年 7月25日東京高裁）によって支持さ
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れている。この三田用水事件とは，江戸時代より濯甑用水を多摩川から玉川上

水を通じて引水してきた三田用水普通水利組合が，受益地内の田畑消滅後にお

いても，ビール会社等へ給水を続けてきた事実を背景に，その解散に際し水利

権と水路敷地の所有権の確認を固に対し求めた事件で、ある。この判決によ っ

て，建設省の運用指針が司法判断によっても支持された形になっている以上，

建設省がこの運用方針を変更することは，先ず期待できないであろう。ただ

しこの判決が，組合の水利権を否定したことについては，当時においても入

会研究の大家であった戒能博士からその妥当性に疑問が提起されていた6),7）。

既に述べたように， この問題は建設 －農水両省の水利権業務第一線の担当者

のホットイッシューになっているようであるが，利用目的が変更された水利用

について一切慣行水利権としての権利性を認めない建設省の取扱いが，法的に

妥当であるかどうかという注 7の如き法律論を別とすれば，事柄の実体からみ

てホットイッシューたるに値する問題であるか否か，いささか疑念を持つ。

そもそも，河川の流水利用について水利権を取得する意義は，取水について

河川法上の合法性の取得，取水の侵害行為に対する排除等民事上の司法的救済

の根拠，といった観念的な問題 水利権をめぐる紛争が殆ど訴訟とし、う形を

とらない現状では専ら理論上の問題と言って差し支えないて、あろうーーを別と

すれば， 10年に 1度程度発生する可能性のある異常渇水年の渇水期において

も，権利内容が実現されるよう河川管理者が河川法全般の運用上配慮すること

によって期待される法的地位を取得することにあると言って差し支えないであ

ろう。しかも，現実には，河川法の運用に確率概念が導入されている以上，こ

の種の法的地位も観念的存在とならざるを得ず，現実の異常渇水年には，河川

管理者の一律削減に関する事前の行政指導を甘受せざるを得ないのが実態であ

ろう。このような水利権の現実的機能といわゆる地域用水の実体的機能を考慮、

する時，慣行水利権の延長として，新しい用水需要までも権利内容に包摂する

ことが事柄の性質として必要不可欠であるとは思えないのである。 先掲『農村

地域の整備と水利』も，「地域用水的利用は，水量の上では農業用水量のうち

でまかなわれる場合が多く，独自の水量を主張するのは，冬期の用水量と， 旧

水路や市街地、河川への分水量確保の場合で、あり一…冬期用水の水利権取得には

それほど無理はないと考えられる」とした上，「濯甑期における追加的な分水

量の確保の要求の場合には，水質保持，水辺環境保全，防火などの利用が問題

となっている。一 ー前二者は渇水時に水枯れが起きてもすぐさま生活に支障を
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きたしたり安全を脅かすというものではないし防火についても，適当な防水

設備を備えることによってある程度の断水に耐え得る。従って，水利権の形態

もいわゆる豊水水利権で十分満足できるものと言える」（同書 p.172）と結論

付けている。いわゆる地域用水需要の実体からみて，河川管理者によって流況

の許す範囲内において一定量の取水が容認されれば足り，敢えて水利権許可と

いう法形式をとることによって，一般水利権者と同様な河川法上の保護や民事

上の救済措置を確実に担保する必要はないのではあるまいか。勿論，現行河川

法の運用上このような腰昧な法的状態が許されないとするならば，許可手続を

とることにより豊水水利権として位置付けることとなろうが，この場合でも，

将来の水源手当を前提とした豊水水利権とは別箇のカテゴリーとして取り扱う

ことが妥当ではなかろうか。法律運用関係者の思考の弾力性が望まれる。如何

なる法形式をとるかは別として，「問題は水利権の獲得にあるのではなく，む

しろ，水利権の内容の使用目的の明確化にあると思われる。従来のように農業

用水の中に濠然一体としたものとして扱うのではなく，追加的水量に対しては

自立した水利用として正当に位置づける必要があろう」（前掲書 p.172）とい

う見解に対し全面的に賛意を表したい。このために，農業水利関係者の為すべ

きことは多い。当然のことながら，河川管理者側から求められる，それぞれの

目的により取水した流水が果たす客観的機能の明確化・数量化・必要水量確定

のための所要原単位等を用意する必要があろう。「このような分析的アプロー

チによっては，農業用水の果たしている客観的機能をトータルに把握すること

はできなし、」としづ批判が当然予想され，その批判の正しさを認めることにや

ぶさかではないが，反面，「水路に淀みなく豊かな流水が存在することが，地

域の水環境が健全に保持されている何よりの証拠である」とし、う文学的表現の

みでは，河川管理者はもとより，外部の関係者の理解と支援を得ることは困難

であろう。論理と数字による裏付けの度合いによって，河川管理者側の地域用

水に対する評価一一一単なる自由使用から権利への接近一ーが定まってくるよう

思われる。その際，特に問題を提起しておきたし、ことは，定性的には研究者聞

に異論がないように思われる農業用水の地域の水資源酒養機能とこれに伴う水

質浄化機能に関する蓄積が現在どの程度進んでいるかである。偶々，筆者の手

許にある文献をみても，既に70年代の半から，多くの先達によ ってこの点が指

摘されている。農業水文学の権威金子良博士は，「雨の多い日本の国土はなる

べく多量の水を浸透させながら反復利用することが好ましい姿である。その際
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浸透された水の行動について明確な知識を持つことが要求される。それととも

に，農山村地域における降水が，土地条件によ ってどのように地表貯溜，浸

透，地下貯溜，地下水流動するかについて，量的な水収支を的確に知る必要が

ある」とされ，同時に「また拡散浸透した水が土層に浸透している聞に水質が

改善されることについても，一層の関心は薄し、」（「農村地域の水源酒養機能」

『水利科学』 No.91, 1973）と指摘されている。また，濃尾平野の基幹用水で

ある宮回用水のパイプ化が現実的課題となった時点において，当時の農林省木

曽川調査事務所長田中義郎氏は，「諸要因が重畳した農業用水への取組は，近

代的合理性に名をかりた単純化，無機化であってはならない。地域に有機的に

結びついた歴史の古い用水の実態は，これを解明するだけでも容易ではない。

少なくとも地域の水循環系としてとらえ生態学的に入念に検討する必要があろ

う」（「農業用水合理化の諸問題ー←ー木曽川の場合ー 」『農業土木学会誌』 41

巻 7号1973）と問題提起されている，その後，約20年の行政の歴史は，これ等

の指摘にどのように応えているのであろうか。行政が，その時々の緊急な課題

の処理に追われるのは止むを得ないとしても，このような基本的課題について

どの程度蓄積を進めるこ とができたか， 幹部の見識が問われるところであろ

う。自らも渦中にいた者の一人と して深く反省する。

最後に，再度強調しておきたい。地方都市を含む農村の水環境の改善復活は

国民的要請である。筆者の環境庁時代の経験からみても，この声は，農業水利

関係者が考えている以上に強い。最近の広報活動内容等からみて，河川関係の

指導者もこのことに気付いておられるのであろう。筆者が声を大にして言いた

いことはそれぞれ多年の蓄積と膨大な予算を持つ建設－農水両省の協力なくし

ては，この課題の達成は不可能であり，双方の協力がない場合には，それぞれ

の努力の効果は著しく減殺されるということである。両省の協力は十分条件で

はないとしても，必要条件であることに何人も異論はないであろう。現在，現

場第一線のホットなイッシューとなっている地域用水問題をより広い枠組から

把え直し，国民的悲願である水環境の改善 ・復活に対する両省の協力体制の実

現を期待したい。

注

1) 新沢嘉芽統「土地改良論」， p.51，『農業水利論』はしがき

なお，このような一時代前の論争を紹介するのは，単なる懐古趣味からだけではな
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い。最近，しばしば耳にする「農業水利秩序の再編成」 の具体的内容を如何に構想す

るか，とし、う実践的課題にも係わるからである。

永田恵十郎「現代農業水利の諸問題」，『農業水利の現代的課題』序章

2) 農政の一環として，昭和20年代から30年代の半まで，脚光を浴びて推進された農村

生活改善運動は，このような発想に基づくものと理解して差し支えないであろう。

小倉武一「農家の青少年と婦人」，著作集第4巻

3) 鳥越結之・嘉回由紀子『水と人の環境史』第 5章～第 7主主

4) 『水利報』第6号「農業用水の地域的役割J特集

なお，『明治用水百年史』第6章，第3節「明治用水の新しい道J

5) 農業土木学会『汚水の農地への還元利用』

行政としても，農水省構造改善局は，昭和52年度以降「水質広域管理計画調査」を

実施している。

6) 戒能通孝「東京の都心にあった農業用水路」，『判例評訳』 44号

7) 筆者の知る限り，研究者サイドよりのこの問題に関する発言は聞かれないので，正

確に理解できているか否か自信はないが，入会研究者の成果を紹介し，その農業水利

への適用を検討してみたし、。研究者としての蓄積のない筆者が敢えてこのような難し

い問題を取り上げる理由は，現場第一線において，先人から承継した慣行水利を今日

の社会的要請に適合せしむべく日夜努力している現場の土地改良区関係者の努力を法

理論の立場からいささかで、もパックアップしたいと考えたからである。

入会権については，従来の通説によれば，「一定地域の住民の団体が一定の山林原

野などで草や木の下校や薪炭用雑木や，時には自家用の建築用材などを，その団体の

統制に従って，共同して採取し収益する習慣上の権利である」とされてきた。念のた

め附言すれば，民法上入会権に関しては僅か 2ケ条の規定が存在するのみで，その権

利の成立－消滅－権利者の範囲，その効果等は何れも「地方習慣」に委ねられていた

ため，入会権をめぐる法律上の紛争については，半iJ例にもさまざまな混乱を生じてい

る。具体的に言えば，民法上各地方の習慣に従って入会権の存否を判断すべきである

にも係わらず，習慣を精査することなく，観念的に入会権の用益内容を自給的古典的

な天然産物の採取行為に限定し，このような行為の消滅によって入会権の消滅を認定

している判例が存在する。これに対し，川島教授を中心とする入会研究グループは，

精力的に各地の入会慣行の実態調査を行い，その成果に基づき，入会地利用の実態が

時代とともに変化している現実からみて，権利の内容を採草放牧に限定すべき理由は

なく，入会集団による利用のコントローノレが継続されている限り，利用の態様は変化

しても，入会権として保護すべきである，と主張され，習慣の実体についての理解の

差はあっても，現在では，入会研究者の通説となっているようである。現実問題とし

て，形を変えながらも一定の社会的機能を果たしている山林原野利用に対し，旧い利

用形態の消滅を理由に入会権としての法的保護を認めない場合には，汎く各地で社会
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的混乱を生ずるであろう。注意すべきことは，この場合においても入会集団による管

理の実体が不可欠の要件とされていることである。数十年にわたり未利用のまま放置

されてきた原野について，集約的な草地利用等を目的として利用の転換が図られる場

合，しばしば，関係者から古文書等を根拠に入会権の存在が主張されるケースがある

が，先述の学説は，このような主張を支持するものではないであろう。この種の習慣

に基づく権利は，存在について公示の方法がなく，また成立，消滅が特定の法律行為

にかかわらしめられることもなく，第三者が関係する土地や流水の大規模な利用転換

を図ろうとする場合，忽然、としてその存在が主張される。幻の入会権 農業水利権と

呼称される所以であるが，入会集団による管理の実態が存在すれば，外部より少なく

ともその存在の推認は容易であろう。 通説は決して社会的実態のない幻を法的に保護

しようとするもので‘はなし、であろう。三田用水事件におし、て，組合は永年にわたり企

業と契約し対価を徴収する一方，水路の維持補修を行ってきたのであり，正に管理の

実態が存在していたとみられる。従って，入会権の存否に関する通説の考え方からす

れば，水利権の存否が認められてしかるべきであったと評価してよいであろう。この

場合，制度的側面における河川法の如き利用調整に関する特別法の有無，利用の対象

物の自然、的属性における土地と流水の違いは，両者の法的取扱いを異ならしめる理由

とはなり得ないのではなかろうか。尤も，このように解したとしても，「現今の地域

用水と農業水利をめぐる情勢は，かつての凝然一体ながら調和のとれた地域の水とし

ての農業用水像ではなく，むしろ，農業生産の水と他の機能との聞に車L際を生じてい

る場合が多く見られる」（前掲『農村地域の整備と水利』p 163）状況の下においては，

慣行水利権の延長上に複合的性格を持つ水利権を許可水利権として主張し得るケース

は，先に紹介した明治用水の如く，慣行水利権の主体としての土地改良区が，昔から

一貫して，その形はその時々の社会的経済的情勢の変化に応じて異なったとしても，

自ら農業用水の維持管理を通じて地域の水環境の保全等に実績をあげてきた場合に限

られよう。本文に紹介した明治用水土地改良区については正にこの論理が妥当するで

あろう。自ら，淀川より取水した流水の水質浄化のための施設を設置している神安土

地改良区等についても同様と考えてよいであろう。これ等の改良区については，慣行

水利権に基づき取水した流水を地域の水環境の保全等のため管理してきた実体が存在

する拠に，その主張の根拠が存在するわけである。

（以上，中尾英俊 『入会林野の法律問題』，特に「第5話 入会権の発生と消滅」，

川島武宣「入会権研究の現状と問題点」著作集第8巻参照）

（地方競馬全国協会会長）
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