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8. おわりに

明治29年（1896)3月25日に旧河川法が帝国議会で成立し，4月8日法律第

71号として公布されて以来，ちょうど100年がたった。この後， 政府による河

川改修事業が本格化し，今日，その当時では想像できない大規模な河川構造

物，たとえば大堤防，高ダム，大型の堰などが姿を見せている。また当時，水

田稲作を中心とする農業が社会経済に大きな地位を占めていたが，その後の第

2次，第3次産業の発展，また都市化によって土地利用が急激に変貌し，人々

と河川との関わり方にも大きな相違が生じている。土地利用の高度化は，多く

の先輩方の労苦の末に行われてきた河川改修が準備してきたと評してもよい。

河川改修が，わが国の社会経済の近代化に対し，重要な役割を担ってきたこと

を忘れてはならない。その重大な第一歩が，旧河川法の制定であった。

本報文は， 旧河川法成立の歴史的経緯，またその目的－背景について明治維

新以降の河川行政の展開を論ずる中で考えていくものである。 現河川行政の重
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要な 1つの原点が明らかになる と考えている。

2. 明治初頭の河川行政

明治新政府の行政機構は， 先ず新政府成立とともに 「王政復古の大号令」で

定めた官制である三職制に基づいて，総裁 －議定 参与が置かれたことに始ま

る。慶応4年 （1868) 1月17日になると，三職の職制と行政の機構を神祇 内

国 ・外国など 7分野に分科する三職七科の制が発布された。しかしその後度々

変更され，翌 2月3日に三職人局の制，同年間 4月21日に七官両局の制，明治

2年 7月8日に二官六省の制なとeへと相次いで改められた上で，おおむね明治

5～6年頃までに中央の行政機構の大枠が形成されていった。

新政府成立の激動下， 行政機構の確立までには上記のように目まぐるしい改

変がなされたが，その一部分である土木行政機構についても同様であった。中

央においては明治 7年 （1874)1月9日に内務省に移管されるまで， 他の官庁

同様，度々機構や所属が変更されたのである。

慶応、4年 1月17日に三職七科の制が定められた際，京都では会計事務総督が

「戸口賦役金穀用度貢献営繕秩禄倉庫ノ事ヲ督ス」とされ，会計事務掛が河川

事業を含む営繕を所掌した。同年 2月3日，会計事務掛が会計事務局と改称さ

れ，引き続いて営繕を所掌した。 同年閏4月21日には会計事務局が会計官と改

称されるとともに，その中に営繕司が置かれることになって， 河川事業は営繕

司に引き継がれた。さらに明治改元（ 9月8日）を経た10月28日には，河川改

修事業などにあたる機関として治河使が置かれ，衛門が山城国績喜郡八幡高

坊，大阪府下網島及び島町第一街の北司農局（旧幕府代官邸舎）の 3ヵ所に設

けられた。

新政府は，このように治河使を設置するとともに，同年11月6日，府藩県に

対して「水利ノ要」 と称する行政官布告第939号を出 し，次のように述べた！）。

「今般，新ニ治河使被設天下ノ水利大ニ御処置被為在候ニ付テハ，差掛リ

近畿ノ地ニ於テハ澱河堤防等十分ニ修復致シ，以後水害ヲ除キ民利ヲ起シ

候ハ勿論，且又浪華ヨリノ運送等モ是迄ノ三十石通船ニテハ徒ニ人力ヲ費

シ，実以不便利故，今日ノ御偉業ニハ不相副候間， 是非共蒸気船ニテモ仕

掛利用可有之候。J

つまり，水利について大いに整備するために治河使を設置した。また近畿で、

は，淀川の堤防等を十分に補修して水害を防ぎ，住民の利益を図る。これとと
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もに，大阪からの淀川舟運は，これまでの三十石舟では人力を費やして実に不

便であるため，新時代には似つかわしくない。そこで是非とも蒸気船も用意し

て利用すべきである，というのである。淀川の水害を防ぎ，さらには蒸気船と

し、う新時代の象徴である動力船を走らせようとの意気込みを示している。

ところで，近畿に治河使を設置して具体的に行おうとした主な業務は，淀川

の堤防修築・淡深，大阪築港（天保山新港），木津川改修などであった。大阪

は慶応4年（1868)7月，開市場から開港場に改められたが， 河口部の水深が

浅いため，外国からの大型船の入港には著しい支障が生じており，築港はこれ

に対処するものであった。また木津川は，66年ぶりといわれる慶応4年 5月の

淀川大出水によって，淀川合流部分で大変流した。改修工事においては，この

変流に基づいて新河道が定められ，翌年工事完了となった。この改修のため，

治河使の衛門が地元の八幡に設けられたので、ある。

明治 2年 （1869)4月8日，内治民政に関する事務を総管する民部官が置か

れ，水利は民部官が所掌することとなった。ただし，実際にその執行体制が整

えられたのは， 同年5月23日，民部官に土木司が設けられてからである。ま

た，翌月の 6月4日には民部官の職制が定められ，これによって民部官管下の

5司の 1っとしての土木司の職務も「道路橋梁堤防等営作ヲ専管スルヲ掌ノレ」

ことと定められた。そして，橋・道・水利の事務が会計官営繕司から土木司に

移管されたのである。明治 2年 7月8日に二官六省制が成立したが，この改革

により民部官は廃止となり，民部省が置かれた。また会計官も廃され，代わり

に大蔵省、が設置された。 土木に関わる事項でみれば，同年 7月27日に治河使が

廃止となり，河川事務は民部省土木司に一本化された。また民部省規制（太政

官布告第674号）が定められ，地方に堤防 ・橋梁・道路等に関する修繕の事務

を委任することが明文化された。これ以降，河川事業は原則として民部省に伺

った上で、府藩県が実施し，利根川－ 淀川 ・信濃川・ 天竜川等の大河川l，あるい

は分水工事等の重要な事業のみ政府が係官を派遣し， 地方官と協力して実施す

ることとなったのである。

その後，明治 4年 （1871)2月22日には，太政官布告第88号の「治水条目」，

それを全面的に改定した同年12月2日の太政官布告第631号「水利堤防条目改

定」が布告された。 これらの規則は，いずれも全部で10条に満たない簡単なも

のであり，河川事業の統一的な法規には程遠いものであったが，事業の方法等

に初めて一定の方向づけを行った。これらは明治 3年11月に土木司から提出さ
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れた「治水策要領」に基づいて制定されたものであるが， 「治水条目」では土

木司に検査掛を置き，全国の河川を担当させるとともに，地方庁が事業を行う

ときは，土木司と合議するよう定めている。そして河川区域の設定，河川周辺

の樹木の処理方法などの項目を定めている。

このように推移するなかで，明治 6年 （1873)8月2日，河川事業の統一的

な法規として大蔵省番外達 「河港道路修築規則」が各府県に達せられ，「水利

堤防条目改定」 は社寺官舎修繕の件を除いて廃止となった。「河港道路修築規

則」 は全6則から成るものであるが，次のよ うに河港道路の区分や工事費の負

担割合について，今までにない新しい考え方が出ている。

① 向こう 5ヵ年間の堤防 ・用水路 ・道路・橋梁の土木費は過去 3ヵ年な

いし 5ヵ年の土木費を平均した額とする。

② 河港道路は l；等から 3等までに区分する。

③ 淀川－ 利根川 信濃川のような利害が数県に及ぶ河川は l等河とし，

地元負担金は大蔵省に納付し，工事は図面・計画書を添えて大蔵省に伺

L、出ること。

④ 利害が 1府県内におさまる河川は2等河とし，地元負担金は地方庁に

収め，国の負担の分は大蔵省から下渡し 工事は地方官が施行する。

⑤ 利害が市街郡村のみにおさまる河川や用悪水路は 3等河川とし， 工事

費は利益を受ける地元民が全額負担し，工事も地方官が施行する。

⑤ 2等以下の河川の場合でも，河川の形状を変更し，新たに築堤し，水

路を直線にし，新たに水路を掘削するなどの「更正」 の工事は，大蔵省

の許可を得て施行すること。

河川事業の執行について，このように河川の等級を定め，それに応じて執行

機関を決めるなど，従来に比べて一歩進歩した体制が整えられた。これにより

1等河における国の直接的関与が可能となったので－ある。

なお工事を行うかどうかの権限は， 地方庁にはなく国にあった。また，費用

の負担割合は 1等河， 2等河について特に定ま ったものはなかった。 旧慣を重

んじて定めていったものと思われる。

さて，明治6年 （1873），いわゆる「征韓論争」 に勝ち，政権を掌握した大

久保利通は，同年，内務省を設置して自ら内務卿に就任した。それ以前， 民部

省は一度大蔵省と合併した後，分離されたが，明治4年 7月に廃止され，その

主要事務は大蔵省に移管されていた。この時，土木司については工部省 （明治
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3年間10月20日設置）に移され，翌月の 8月，土木「寮Jに格上げされた。し

かしこれもわずかな期間であって，同年10月には大蔵省へと所属が変わって

いた。そして明治 7年 1月9日，土木寮が内務省に移管されたので、ある。

内務省は勧業寮・警保寮・戸籍寮－駅逓寮・土木寮－地理寮・測量司2）の 6

寮 1司の構成となり，「全国人民の安寧を図り，戸籍人口の調査，人民の奨勧

産業，地方の整備，其他土木，地理，駅逓，測量等」を職掌することとなっ

た。これによって河川行政は，内務省が廃止される昭和22年（1947)12月31日

までの74年間， 一貫して内務省が所掌することとなる。

ここで，大久保と土木行政組織との関わりを振り返ってみると，明治4年

( 1871）に彼が大蔵卿に就任した時には，「有司専制」の実務機関として大蔵省

を拠点とするため民部省を廃止してその殆どの機能を大蔵省に移しその一環

として土木寮も大蔵省に移管した。また，明治 6年（1873)5月の太政官制の

いわゆる「潤飾」によって大蔵省の権限が縮小された後，大蔵省に代わる中央

集権的国家統治機構の中枢として自らが設けた内務省の卿に就任した時にも，

土木寮を内務省に移している。つまり，土木行政は大久保に従ってその所管が

移っているのであるが，これには大久保が目指した中央集権的国家体制の確立

のため，土木行政を通じて地方行政を統制しようとしづ意図があったものと考

えられる。さらに，殖産興業による近代産業の成立＝産業資本の確立という面

からも，土木行政を通じての推進という意図もあったものと考えられる。

この時期の河川事業についてみよう。 明治時代は， 20年代初め頃まで交通運

輸の基軸として舟運が重要であった。このため，国直轄による河川工事にあっ

ては，主に低水工事が行われた。たとえば，明治 7年（1874），土木頭林友幸

と問権頭石井省一郎が「水政ヲ更正スル議」全8条を提出しており，この第3

条で，次のように陸運に対する舟運の利を説き，交通路の整備は水路を先にし

て陸路を後にすべきであると強く主張した。これにより， 土木部局における舟

運の重要性認識の程度が分かるが，特に利根川 淀川の2河川を最も急いで整

備すべきことを指摘した3）。

「或云ク，道路ヲ修築シ陸運ヲ便ニスノレヲ先ツ努ムベシ。臣等ヲ以之ヲ見

レパ然ラス。今各道河川流形大ニ変シ，漕運日 ヲ遂テ減シ，患害年ヲ追テ

甚シク，人畜家田ヲ損傷スノレ亦少シトセス。又日ク，水運ハ只其沿河州郡

ノ人民利害ニ係ル而巳，全国ヲ以テ之ヲ見レバー局部ニ過ギズト。臣等ヲ

以テ之ヲ見レパ然ラズ。凡物価ノ高低ハ運輸ノ便否ニ係ル。而シテ，水陸
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二運ニ於テ，水運ノ利陸運ニ比スレバ少ト難モ，凡本邦自用ノ品位，米麦

塩噌薪炭酒醤油等，総而免大ニシテ時間ヲ争ハス。且ツ運賃極メテ廉ナル

ヲ以テ，水運ノ益多ナリトス。 従テ人民自用ノ品位，廉価ニシテ他ノ物価

ノ低当ヲ得ルニ至ル。 是其利害自然全国ノ人民ニ関スル所以ニシテ，且前

ニ陳述スルヵー如ク，独リ運輸ヲ欠ク而巳ナラス，人畜家田ヲ損傷スルノ害

アリ。路ハ然、ラス。運輸ノ不便ナルコトアルモ運輸ヲ欠グノ憂ナク，況ヤ

人畜ヲ害スルノ憂ナキハ，蝶々弁論ヲ侠タス。故ニ日ク，水運ヲ先ニシテ

陸運ヲ後ニス。而シテ水運ノ最急ニスヘキハ， 利根澱両河ヲ以テ第一 トス

（略）J

圏直轄による低水工事は，表 lにみるように，明治 7年度 （1874）に淀川で

表 1 国直轄による「河身修築」河川の工事状況

河川名 費目 工事期間

淀 JI! 修築費 明治 7～21年度

修築工修繕費 明治22～31年度

利根川 修築費 明治8～32年度

信濃 川 修築費 明治9～38年度

河口修築費 明治29～36年度

木曾川 修築費 明治10～大正元年度

修築工速成費 明治36～38年度

北上川 修築費 明治13～34年度

修築工修繕費 明治34～35年度

阿賀野川 修築費 明治15～37年度

筑後 川 修築費 明治15～31年度

最 上川 修築費 明治15～36年度

吉 野川 修築費 明治15～37年度

大井川 修築費 明治15～35年度

富士 川 修築費 明治16～27年度

修築工修繕費 明治28～31年度

追加修築費 明治29～30年度

圧 JI! 修築費 明治16～32年度

阿武隈川 修築費 明治16～35年度

天竜川 修築費 明治17～27年度

修築工修繕費 明治28～32年度

追加修築費 明治29～31年度

資料 『内務省統計報告』第 l回～第31回
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始まり，明治 8年度に利根川，明治 9年度に信濃川で始ま った。その後明治10

年度から木曾川，明治13年度からは北上川で行われている。これらの工事は，

政府により招聴されたオラン夕、人技術者の指導によって行われた。

3. 第 1回地方官会議における堤防法案とその議論4)

明治8年（1875)6月から 7月にかけて，延期されていた地方官会議が開催

された。議長は木戸孝允，議員は府知事，県令，権令などの各地方庁の代表者

62名である。この会議では「地方警察議問」「地方民会議問」（府県会法案及び

区会法案を含む）「道路附橋梁議案」と並んで「堤防法案Jが議論された。

堤防法案とは，治水について，誰が，どのようにして，誰の負担で行うのか

法律として定めようとしたもので，政府案に対して熱心な議論が展開された。

地方の代表者によるこの時の議論は，明治維新後，治水についての初めての全

国的な本格論議であり，後の河川法を検討する上で重要な内容をもっている。

このため少し詳しく検討する。

I) 政府提出の堤防法案

堤防法案を提出するに至ったその理由について，政府（議長）は，「河港道

路修築規則Jでは不十分であって「更ニ施為ノ要領ヲ掲テ，以テ衆議ニ付スJ

と述べている。堤防法案は 3条からなり，その第 1条は，河川管理を行う際の

基本となる対象河川の選定である。河川ごと，あるいはー河川でも上・下流等

によって性格が異なるので，管理面から河川を分類せねばならなし、。第 2条

は，誰がどのようにして工事を行うかについてである。第 3条は，その費用を

誰が負担するかについてである。順次，具体的にみていこう。

第 l条は以下のとおりである。

「河川｜ニ等級ヲ施スハ，去ノレ明治六年八月大蔵省ノ布達ヲ始トス。爾来各

府県庁ノ申牒ヲ検スルニ，幹川ハ一等トシ，派）｜｜ハ二等トシ，支｝｜｜ハ三等

トスノレノ体ニ帰セリ。此レ治理ノ方ヲ得タリトスノレカ。抑河川／状タノレ

ヤ，山塞ノ傾斜面ヨリ雨水ヲ流送シ来上平地ニ至リ合流スノレ者ナリ。然、

リ而シテ地質ニ難易アリ，水勢ニ強弱アリ ，是ヲ以テ砂土ノ流落ニ因スル

害ハ，源流ヲ良好ニ維持シ，河床堆際ノ害ヲ除カサル可カラス。流カノ速

度ニ因スル害ノ＼雨水ノ河床ニ帰スルヲ遅渋セシメ ，下流衝激ノ因ヲ減セ

サル可カラス。河水ノ溜遼ニ因スル害ノ＼更ニ流路ヲ適度ェ開イテ，海ニ
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放チ，横溢ノ因ヲ減セサノレ可カラス。 是等ノ諸工概子幹｝｜｜ ニ非スシテ支派

ニ属ス。然、ルトキハ員lj幹派支ノ等別，要スルニ其当ヲ得ス，今之ヲ廃セサ

ルヲ得ス。」

この主旨は，次のようである。河川の等級分類について，先述したように明

治6年（1873）の大蔵省布達で行ったが，その実情をみると幹川を 1等，派川

を2等，支川を3等に分類している。これは治水からみておかしいのではない

か。河川への土砂の流出，河床堆積を防ごうと思えば，源流を良好にせねばな

らない。流れが強いことによる害に対しては， 雨水が川に出るのを抑えねばな

らなL、。これらの工事は概ね幹川ではなく ，支派川で行われるものであって，

幹派支川での等別は妥当ではなし、。このような等級分類は廃せられねばならな

し、。

第 2条は以下のとおりである。

「河水ハ降雨ノ量ニ因テ活動スル者ナ レハ，其治理ノ法ニ於ケルモ，毎JI!

差異無キヲ保タス。故ニ各地ノ実際ニ付キ，官民ノ協議ヲ以テ，適応ナル

方法ヲ設ケサル可ナラス。然リト難モ事実地方ノ力ニ及ヒ難キ者ハ，預防

ノ工ヲ内務省ニ負荷シ，防禦ノ工ヲ地方庁ニ任スへ、ン。預防ノ工ハ禍害／

因ヲ減スノレモノニゾテ，防禦ノ工ハ水ノ 現ニ来タルヲ防ク者トス。其目

概子左ノ 如、ン。

預防ノ工ニ属スル者。

上流墾沢ニ草木ヲ繁茂セシムノレ事。

横渠ヲ山腹ニ設ノレ事。

。意堰ヲ渓澗ニ築ク事。

平原ニ至リ地ヲ選テ溜池ヲ開ク事。

以上雨水ノ河床ニ帰スルヲ遅渋セシメ， 下流暴穣ノ因ヲ滅シ，併テ

砂土ノ流落河床堆渋ノ害ヲ防ク者。

河ノ流心ヲ矯ル事。

河積ヲ適度ニ保ツ事。

洲及島唄位置ノ便宜ニ従ヒ，之ヲ一方ノ岸ニ結ンテ，乱流ヲ防ク事。

河内ノ障碍岸ニ結フ能ハサルノ 洲島及流降ヲ妨クル築物ノ類ヲ除ヰ

テ，流降ヲ快フスル事。放水ノ節度。

以上河流ヲ良好ニ維持、ン，衝激渋滞河床堆淡水面充降横溢等ノ害ヲ

除キ，併セテ舟漕ノ便益ヲ計ル者。



防禦ノ工ニ属スノレ者。

治水本支ノ堤防。

堤外前地ノ保護。

護岸ノ工。
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以上水ノ地ヲ侵ス ヲ防禦スル者。」

この主旨は次のよ うである。河川にはそれぞれ個性があ り差異があるので，

各地域の実状に基づき官民の協議によって適当な治水事業の方法を定めなけれ

ばならない。しかし地域の力を越えている事業については，「預防ノ工」は内

務省に「負荷」し， 「防禦ノ工」は地方庁に任すべきである。なお「預防／工」

とは，災害の因を減らすものであり，「防禦ノ工」とは氾濫するのを防くいもの

である。

「預防ノ工Jは，具体的に次のものからなる。

上流山地での植生，小水路の整備，渓流でのi慮堰，平地での遊水池の設置，

これらは雨水が河川に出てくるのを遅滞させ，土砂の流出を防ぐものである。

低水路の整備，河積の確保，乱流の防禦，河道の障害物の除去，放水路の整

備，これらは河床を良好に維持して氾濫を防ぐとともに舟運に便を与えるもの

である。

一方，「防禦ノ工」は具体的に築堤，堤外の高水敷の保護，護岸工事からな

る。

第3条は以下のとおりである。

「工費ノ出ツル処，従来各区其制ヲ殊ニシ，一村内ニ於テモ亦異同アルニ

至ル。是蓋封建ノ余由テ来ル所久シ，地租ノ改正ニ従テ，漸次之ヲ改定セ

ント欲ス。 本邦ノ地勢ヲ見／レニ流域ノ全国ニ跨ノレ者アノレ事ナク，其最モ大

ナル者ト難トモ，僅ニ一局部ヲ 占ムルニ過キサレハ，其工費ヲ負荷スルモ

亦，其局部ノ地方ニ於テ適宜ノ 割合ヲ定ムノレヲ当然トス。但河状ノ難ナ

ル，民産ノ薄キ実力ノ堪へサル者ノ＼臨時国庫ヨリ助給セサルヲ得サルへ

シ。」

この主旨は次のようである。工費の負担について，従来，各区域毎に異なり

一村内でも相違があった。これは封建の時代から久しく行われてきたところで

あるが，地租の改正に従って，漸次， これを改定していきたい。わが国の地勢

から河川をみると，その流域が全国にまたがるものはなく，最大のものでも一

局部を占めているにすぎない。このため工費も， その局部の地方において適当
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なる割合で負担するのが当然である。ただし河状により工事が困難なもの，産

業が発展していないため民力が不足している地域は，臨時に国庫から補助を行

2) 各条に対する審議の概況

政府原案に対して，地方官から熱心な質疑が展開された。政府を代表して，

それに答弁したのは内務省土木権頭石井省一郎で、ある。

(1) 第 1条について

先述したように，河川の等級分類を廃止しようとするのが，その目的であ

る。

「河港道路修築規則」によれば，等級分類とは河川に対する国，地方庁の関

与の仕方を異ならせることだった。これを無くそうというのであるが，その理

由を政府案では幹川，派川，支川が別々の等級に指定され，それが支障となっ

ていることを述べている。一河川内での区域分けによる支障について，石井土

木権頭は，材木，石などの運輸とし、う水利の面から上・下流は利害を同じく

し上－下流で共同して費用を負担せねばならない，それなのに上・下流で等

級分類が異なることにより，費用負担に支障が生じている，と主張した。

ところで運輸に関する工事は「預防ノ工」である。石井は何故，「頂防ノ工J

は内務省でするのかの質問に対し，次のように述べ，流域全体に関係するから

と指摘している。

「預防ハ禍害ノ困ヲ減スル為ニンテ，概子水害ノ病源ニカカル者ナリ。故

ニ凡ソ河水ノ一局部ハ，皆其ノ流域ニ属シテ，多少ノ利害アルヲ以テ，此

病源、ヲ除クニ関係ナカル可カラス。之ヲ例スルニ，淀川｜ノ利害ハ京都大阪

ノ二府井ニ堺県ノ三管轄ニ分属スルヲ以テ，内務省ニテ之ヲ統一シテ，為

ニ治理スルヲ云フナリ。」

このように，今でいう水系一貫の管理を水利の面から「預防ノ工」に関して

主張し ー河川内で区域分けして等級分類するのを否定したのて、ある。

では河川ごとの等級分類さえも何故止めるのか，その理由を政府側は述べて

いないが，「河港道路修築規則」が規定する「関係する利害県の有無」による

等級分類は，現実の治水事業の費用規模から矛盾が生じたものと思われる。つ

まり利害県が複数ある大河川が 1等河であって国が直接関与できるのである

が，しかしながら，そうでない河川と比べて治水事業の規模が大きいとは一概
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にいえない。このため「河港道路修築規則」による分類は，不適当というので

ある。

第 1条は原案どおり可決された。

(2）第 2条について

千葉県令柴原和が述べているよ うに，政府提案は工事について「預防ノ工ハ

内務省ニ管シ，防禦ノ工ハ地方官ニ管スル」ものであった。何故，このよ うに

区分けしたのか，石井土木権頭は先述したように，「預防ノ工」は流域全体に

関与するものであるからと述べている。

審議の中で山口県令中野悟ーは， 数県に関係する「預防ノ工」と，そう でな

い「防禦ノ 工」とは異なる と次のように述べ，政府案を支持している。

「預防ノ工ハ数県ニ関渉ス，且本県ノ民ハ特ニ我地ニ精シク，他県ニ及フ

能ハス。 防禦ニ至リテハ我地ニ在リ，事ニ於テ慣熟ス，原案ヲ可ト スヘ

シ。」

一方，兵庫県令神田孝平は，「防禦ノ工」について両県にわたるよ うなとこ

ろでは一県のみでは完結しないと述べ，「防禦ノ工」でも，内務省が担当する

ことがあっても よいと主張した。この後，小会議で議論されることとなった。

この結果，第2条は最終的に 2つに分けられ，「預防ノ工」「防禦ノ工」の内容

を述べている後半部分は第 3条として整理され，前半部分のみが第 2条として

残った。そして「其工事地方ノカニ及ヒ難キ者ハ，内務省ニ負荷シ」と改めら

れ，「預防ノ工」「防禦ノ工」とも，地方の力を越えるときは，内務省、が行うこ

とと規定されたので、ある。

(3）第 3条について

誰が費用を負担するのかという項目であって，最も白熱した議論が展開され

た。当時の工事費負担方法は，原則として旧幕当時の方法を引きついでいて各

地域ごとに大きな差があり，政府提案でも指摘されているように不公平が甚だ

しかった。石井権頭は次のように付け加え，旧幕当時のままでは不公平である

ことを強く指摘した。

「岐阜ノ如キー県ト難モ， 多数ノ 旧小藩領アリ，旧寺社領アリ ，旧旗本領

アリ。堤防工費ハ一々其旧制ヲ異ニス，高税ニ、ンテ官費ナルアリ。低税ニ

シテ民費ナルアリ。関東地方ノ如キモ幕府執政参政ノ采地ニ係ノレ者ノ、，所

謂依頼ナル者ノ為ニ，名言ス可カラザノレ所ノ弊ヲ生シ，之ヲ今日ニ伝フル

アリ。是等ハ地租改正ニ従フテ，之ヲ改定セサル可カラス。」
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ではどのようにして工費を負担するのか。 地租改正に従い，その地租高に基

づいて費用を負担し，不公平を漸次，解消していこうというのが政府の方針で

あった。

この地租改正と河川工事費負担との関連で激しい議論があった。地租は，種

子肥料代などの諸経費，地租，民費を差 しヲ11,、た可処分所得から算出される

が，その諸経費等に河川工事費が含まれるのではないか，あるいは含むべきで

はないかとの指摘がなされたので、ある。諸経費等に含まれるとすれば，地価は

それだけ安く算出され，地租が低くなって河川工事費の地域への負担が可能と

なる。これに対し，政府は，地租の算出で諸経費の中に堤防工費は含まれてい

ず，また変更して見込むことはできないと述べた。

激しい議論の後，地租との関連を規定する第 3条の「工費ノ出ツル処，従来

各区其制ヲ殊ニシ，一村内ニ於テモ亦異同アルニ至ル。是レ蓋γ封建ノ余由テ

来ル所久シ，地租ノ改正ニ従テ，漸次コレヲ改定セント欲ス。Jの部分は，地

方官62人のうち賛成47人で原案どおり可決された。

このように地租と堤防工費との関係が熱心に議論されたのは，誰がどのよう

に負担するのかとの課題に密接に関連するからである。石井権頭が国庫からの

多額の補助があっても費用負担の主は地域であることを主張しているように，

政府原案では，利益を受ける地域での負担を原則としている。地域で負担する

のであれば， 税制度の中に反映すべきではないのかという主張は当然出てく

る。

次に費用負担そのものの議論について見てし、く。政府原案は，河川は全国に

またがるものはないから局部の地域で負担しその負担に堪えられないところ

にのみ，国から臨時に補助するとの考えである。これに対し大阪府権知事渡辺

昇は全額国庫負担を主張した。

その主旨は，河川との地理関係によって各地域は利害が異なるが，河川に近

L、区域に負担させることは不公平である。河川の整備によ って運輸・濯甑に便

利になると地域は発展し，租税を多く得ることができ，天下の利益になる。 し

かし一区成に負担させると， その重さのためその区域の地価が低下し租税が減

ずる。これは天下人民の損失である。

このように主張するとともに，河川が全国の利害に関わるのは， 「独リ道路

橋梁ノミナラス，河川ニ至リテモ同ク然リ」と，道路橋梁と同様だと述べてい

る。
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ところで同時に審議していた「道路附橋梁議案Jでは，道路は「内外ノ交義

ヲ遂ヶ，物産ヲ通スルカ為メ ニ，設クル者」と位置づけられ，政府原案では道

路は国道，県道，里道に区分されていた。ただし工事の費用負担については，

後に定めることとなっていた。しかし審議の過程で，「国道ハ国費，県道ハ国

県費折半，里道ハ区費Jと定められ，財政面で国，県の積極的関わりが求めら

れたのである。これは議員の大半が望んだことであった。

一方，これに対して河川工事費は異なっていた。たとえば，千葉県令柴原和

は，全国の利害において河川と道路は根本的に異なることを強く主張し， 「ー

河川｜ノ運輸便ナレハ，全国ノ利ト ナルノ説ハ通シ難シ」と，河川は舟運からも

全国の利害に値しないと述べている。この根本的な考えから柴原は，不足する

時は国から補助すればよし全国にこのための課税をすべきでないとした。

また「預防ノ工」と「防禦ノ工」に分けて費用負担すべきではないか，内務

省が管する「預防ノ工Jは国費でまかなうべきではなし、かとの意見があった。

しかし衆議の結果，原案のとおり「僅ニ一局部ヲ占ムルニ過キサレハ，其工

費ヲ負荷スルモ亦，其局部ノ地方ニ於テ適宜ノ割合ヲ定ムルヲ当然、トス」と，

一局部で河川工事費を負担することが承認された。だが次に，局部内での負担

割合をどのように定めるのかとし、う課題が残る。新潟県令楠本正隆は，「預防

ノ工」費は内務省から関係府県に賦課し，防禦は各県に任せるべきだと主張し

Tこ。

また一局部の大きさについて，府県単位とすべきことを新川県権令山田秀典

は主張したが，三重県権令代理鳥山重信も，「防禦ノ工」について府県単位で

対処することを主張した。これに対し山梨県令藤村紫朗は，河川の上・下流の

地理関係によって府県内の利害が異なるので不可と主張した。兵庫県令神田孝

平は，水利の専門家を集めて協議会をつくり，ここで地域毎の利害を調整し，

地方官，土木官僚と審議すれば十分だと述べた。

この意見を引きついで神奈川県令中島信行は，専門家の協議で必ず調整がつ

くだろう，それでうまくつかないところは内務省に任すがよいとして動議とし

た。これに対し，大阪府権知事渡辺昇は，上・下流，左・右岸の対立があって

協議会では調整がつかないと主張したが，中島は，それは封建の時代であっ

て，「今同ク一地方官ナリ。平心和気ニテ協同会議セシメハ，必ス為ス可カラ

サルノ理ナシ。勢巳ム可ラサレハ，内務ニ請フテ一局部ニ負荷セシムルノミ 」

と述べ，十分対処し得ると主張した。この中島の動議が， 32人の賛成で可決さ
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れ，内容は，その後の動議で原案の全 3条に新たな条を加え，全6条となった

際，第5条として次のように整理された。

「本邦ノ地勢ヲ見ルニ流域ノ全国ニ跨ノレ者アル事ナク，其最モ大ナル者卜

難モ，僅ニ一局部ヲ 占ムルニ過キサレハ其工費ヲ負荷スルモ，亦其局部ノ

地方ニ於テ，適宜ノ割合ヲ定ムルヲ当然、トス。尤河状ノ難ナル民産ノ薄

キ，実力ノ堪へサル者ノ＼国庫ヨリ助給セサルヲ得ス。

但局部ノ定メハ，各県ニ跨ノレ者ヲ内務省、ヨリ処分、ノ，一県内ニ止ル者

ヲ，其地方庁ニ於テ処分スヘシ。」

ただし当然、のことながら，地元の負担ですべてまかなおうというのではな

い。地租額の100分の 1の民費では，負担は到底おぼつかない。可決された文

面では国庫からの補助が明記されているが，国庫補助は各府県令らがほぼ一致

して要求したものであった。原案では 「国庫ヨリ助救」の前に， 「臨時」の言

葉がついていたのが削られ，一層の国庫からの補助を求める内容となったので‘

ある。

さらに，本法案は「地租ノ改正ニ従テ，漸次之ヲ改定」すると定められ， 地

租改正を待って施行されることとなった。これに対しそれまで 「旧来官費ヲ給

スルハ，確拠アノレ者ニ限リ，民力ノ堪エサル者卜難モ給セスjでは困るとの判

断から，すみやかな国庫補助を要求する次のよう な条が第6条として整理，議

決された。

「前条ノ如シト難モ，方今地組ノ改正ニ際シ，且経緯租ノ制立サレハ，今

俄ニ之ヲ確定シ難シ，依テ工費ハ暫ク従来ノ仕来りニ準拠シ，尚従前官費

ノ確証ナキ者ト量産モ，実地民力ノ及ヒ難キモノハ，其景況詳細内務省へ聞

申シ，官費ヲ仰クヘシ。但従来人夫諸品等旧草高ニ賦課スル者ノ＼ 地租改

正ニ随ヒ，地価ニ賦課スヘシ。」

3) まとめ

以上のように堤防法案は，「河港道路修築規則」で定めた河川の等級を廃止

した。それとともに，治水工事を「預防／工」と「防禦ノ工Jとに分け，官民

の協議に基づいて地域で行うことが適当であるが，それが難しいときは， 政府

原案では「預防ノ工Jは内務省，「防禦ノ工」は地方庁で工事を行うこととな

っていた。「預防ノ工Jとは水害そのものの原因に対処するものであり ，流域

全体に関わるものだとの認識からである。 「防禦ノ工」とは氾濫に対処するも
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のであるが， 氾濫は一地域に限る地先的なものとと らえられていた。 つま り築

堤，堤外の高水敷の保護，護岸工事とし、 う現在の治水工事の主流をなしている

ものは，地先のみの効果である，と政府は認識していたのである。しかし審議

の結果， 「預防ノ工」「防禦ノ工」とも，地域の力を越えたときは，内務省が行

うことと定められた。

また工費の負担について， 地租の改正に従って新たな制度の整備を考えてい

るが，治水は一地域に限られたものであり ，その地域で負担するのを原則と

しそれが困難なとき，固から補助すると規定している。なお地租改正につい

ては，明治6年（1873），「地租改正に関する布告」（太政官布告第272号）が出

され，地券調査が済み次第，土地の代価の100分の 3を地租とし，「官庁並郡村

入費等」の民費は， 地租の3分の lを越えないことが定められていた。

このよ うに，堤防法案は熱心に審議され，政府原案を修正した上で、成案をみ

たが，制定には至らなかった。国家財政の状況，また地方制度の整備の状況か

ら未だ時期尚早と判断されたのである。 この状況は，道路附橋梁議案も同様で

あった。この結果，「河港道路修築規則」が生き残ることとなったが，運用上

多くの疑問があったため，翌明治9年 （1876)6月， 大政官達第59号で河港の

等級が廃止された。また，同第60号で道路の等級が廃止され，代わりに国道－

県道－ 里道の分類と各々1等から 3等までの等級が定められた。ただし費用

負担は従来のままであった。

4. 明治10年代から20年代初頭の河川行政

1) 地方財政制度と国庫補助

先述したように，河川事業に対する負担の規定は明確ではなく ，旧幕時代の

方法が旧慣として行われていた。また当時，国直轄の河川事業は，その件数が

限られており，ほとんどが地方の責任において実施しなければならなかった。

河川事業は， 地方にとって極めて大きな負担となっていたのである。ここでは

先ず，地方行政の裏付けとなる地方財政についてその制度を中心に述べてい

く。

地方財政制度について，明治11年（1878）のいわゆる三新法制定以前は包括

的な法令がなかった。 地方ごとに雑然とした状態にあり，府県費あるいは区費

などの民費に属するものは，その長らが随時に賦課徴収し，支出にあててい

た。西南戦争後， 内務卿大久保利通は殖産興業及び華土族授産と並んで，雑然、
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とした地方財政を含む地方行政全般の整備に取り組んだ。その結果，明治11年

(1978），大久保の上申に基づき，三新法といわれる 「地方税規制」「郡区町村

編制法」及び「府県会規則」の 3つの法令が太政官から布告された。

「地方税規則」では，地方税として地租の 5分の 1以内及び営業税並びに雑

種税，戸数割を徴収すべきものとした。また，地方税でまかなうべき費目につ

いても規定した。すなわち，従来民費として賦課してきた府県管内費と区費・

町村限り費を地方税と町村協議費とに分けた。これによ って，府県と区町村の

財政をそれぞれ独立させ，府県財政は地方税，区町村財政は協議費でまかなう

こととした。また，区町村限りの入費は，その区町村内の人民の協議にまか

せ，地方税支弁の限りでないとした。

さて「地方税規則」と土木事業の関連についてみると，その第3条「地方税

ヲ以テ支弁スヘキ費目」の第 2項が「河港道路堤防橋梁建築修繕費」とされた。

この地方税規則は，明治11年 4月10日から 5月 3日まで聞かれた第 2団地方官

会議で、審議されたが，その際，第 3条中，政府原案にあった第 1項「府県庁舎

建築修繕費」及び第 2項「府県庁中諸費」は国庫から支弁するものとなって除

かれた。一方，河港道路堤防橋梁建築修繕費については，国庫から支弁すべき

であるとの意見はなく，原案のまま地方税支弁項目となったのである。ただ

し 一府県内にあっても地域によって必要な土木費には差があり，それを府県

内一律に賦課するのは旧慣を無視して問題である，などの議論があり，翌明治

12年 （1879）年太政官達が出されて， 府県会の決議があれば旧慣に基づいても

よいこととなった。なお，「地方税規則」制定と同じ日付けの府県宛の太政官

達第30号で，地方税費日中，これまで官費支出に係るものは従前のとおり下げ

渡されることとなった。

このように治水事業に対しては，地方庁で行うのが原則であるとされ，かつ

限定的ではあるが，固による一種の補助制度がとられたのである。 この方式

は，明治 8年（1875）に審議された堤防法案の「防禦ノ工」に対する政府原案

と基本的に同じである。

この「地方税規則」制定をうけ，土木費の支出に関して，県独自の規制を設

ける府県も出てきた。たとえば埼玉県では，地方税でまかなう河川の指定，予

算を超過する場合の取り扱い，協議費の対象となる河川の水害の取り扱いなど

を定めた「土木費規則」を明治12年布達し，同年度から施行するものとしてい

る。
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「地方税規則」は，その翌年の明治13年（1880）改正され，地方税支弁費目

の河港道路堤防橋梁建築修繕費は士木費と改められ，これとともに区町村土木

補助費が加えられた。

ところで，西南戦争後激化したインフレーションは国家財政だけでなく，地

方財政にも大きな影響を与えていた。このような中，政府は国費の節減を図る

ため，明治13年（1880)1 1月5日「工場払下概則」 を定め，大規模な官業の払

下げを行うこととしこれに合わせて，同日太政官布告第48号をもって「地方

税規則」を改正した。その理由としては，主には国費から地方費への転換によ

って国の負担を軽くしようとするものであった。このため，従来国費でまかな

っていた府県庁舎建築修繕費，府県監獄費，府県監獄建築修繕費について，新

たに地方税をもってまかなうこととした。それと同時にその財源として，地方

税の上限を地租の 5分の l以内から 3分の l以内と改めた。

さらに府県土木 （河港－道路堤防橋梁建築修繕）費に対する官費下渡金

について，明治14年 （1881)7月に始まる翌年度から廃止することとした。つ

まり，堤防法案審議の際，県令が強く要求していた国庫補助の制度が全くなく

なったので、ある。ただしこれ以後も地方から国庫補助に対する強い要請があ

り，民心安定に努める必要もあったことから，災害時の国庫補助など，内務省

が個々のケース毎に太政官に伺を提出し，その裁可を得るとし、う方法で，特別

詮議の地方土木費国庫補助を行うことがあった。しかしこれは例外的に認め

られるものであり，件数は多くなかった。

また，「地方税規則」の改正と同時に「河港道路修築規則」も消滅すること

になった。しかしこれに代わる法規は制定されず，明治29年（1896)4月8

日に旧河川法が公布されるまで，河川に関する統一的な法制度が未整備のまま

地方と固によって河川事業が行われることとなったので、ある。

次に地方財政との関連で国庫補助の動きについてみていこう。地方による河

川等の土木事業は，財政の逼迫もあってほとんど進展しなかった。このため内

務省は，補助制度を確立すべく，関係機関に熱意をも って頻繁に働きかけた。

「地方税規則J改正からわずか 3ヵ月後の明治14年 （1881)2月，内務省、は地

方長官らの意見を聞いた上で，当初の予算に比べて莫大な不足を生じるとし

て，早くも土木補充費の増額を要求した。しかし太政官会計部はこれを拒絶

し，府県土木費補助金廃止に代わる財源としては，額としては僅かだが，堤塘

使用料などが充てられた。堤塘使用料は，従来雑収入として大蔵省に上納され
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ていたが，明治14年度以降は土地の官民有に関わらず，堤塘修繕費を地方税で

負担している場合は地方税に合わせ，協議費で負担している場合は町村に下げ

渡し，堤塘修繕費に充てることとなったのである。

この後，内務省は毎年のよ うに国庫補助を要求した。翌明治15年 1月，太政

官の指令により，万止むを得ない土木費であって官給を要するもののみ，その

時々詮議するとされたが，土木事業を国庫負担にすべきその要望を出し続け

た。明治17年 5月に裁定された土木費予算で、は，道路開墾補助費が大幅に認め

られ，その額は前年の70万円，大蔵省の見込額84万円の何れをも超えて96万円

となった。これによって，地方補助が部分的にせよ本格的に実現することとな

ったので、ある。

内務卿山県有朋は同じ 5月， 「治水ノ義ニ付上申」を太政大臣三条実美に提

出したが，その中で治水は道路と同様の制度で管理すべきであると指摘した。

そして治水事業の順序等について，先ず13大河！｜｜，続いて中河川の改修に着手

すべきだと次のように述べている5）。

「方今治水事業管理ノ方向ヲ案スルニ，静岡新潟富山諸県ノ如キ全国屈指

／大河難川アルノ地方ョリ，水制堤防ノ工事改良ノタメ， 政府ノ補助ヲ請

求スルコ ト頗ナリト難，十三大川改修ノ如キハ到底地方ノ負担ニ堪へス。

又条理上負担セシムヘキモノニアラサルナ リ。宜ク速ニ全川工事ノ設計ヲ

調製シ，改修費額ノ予算ヲ立テ，先ツ十三大川治水上大体ノ目的ヲ定メ，

追テ中川以下ニ及ホ、ン，傍ラ幾分ノ経費ヲ増給シテ最モ急要ノ箇所ョ リ改

修ノ工事ニ着手シ， 一面以テ地方ノ起業心ヲ賛ケ， 一面以テ治水ノ基ヲ確

立スヘシ。J

さらに「河身改修土砂拝防ノ工事費ハ畢克多少ノ年限アル臨時ノ興業費」で

あるから，明治16年度の治水費 「官給」額46万2,093円に，臨時歳入から当分

の内年々およそー河川に付き 2万円， 13大川（淀川・利根川 ・信濃川・木曾川

－北上川 富土川－庄川－阿武隈川－大井川－阿賀野川－吉野川－ 筑後川 最

上川）分計26万円を増額しこれを将来にわたって据え置くことを提案した。

しかし大蔵卿松方正義は，費用については明治18(1885）年度以降に検討する

との意見を提出しそれが政府決定となった。

土木費国庫補助は， 制度としてではなく， 個別審査によって行われ，次第に

増加する傾向にあったが， 地方補助政策を巡る内務省と大蔵省の対立はなかな

か解消しなかった。明治19年 （1886）内務大臣山県有朋が 「地方土木費之件」
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と称する菓議書を内閣に提出し，河川｜－道路の国庫補助の必要性を強調した。

また「府県ノ貧富ニ応シ負担ヲ軽重スルノ議Jを提出し，国道・大河川の土木

費に対する大幅な増額を要求した。これに対して大蔵省は，直轄工事は別とし

て，国庫補助を要する地方の新規工事は認めないとした。しかしその一方で

デフレ効果があがったため，明治20(1887）年度から土木費50万円の増額を認

め，合計150万円を以て事業を行うこととした。ただし国庫補助は，直轄工

事及び旧態維持工事の場合に限り，道路開墾費用等新規工事へ流用する場合は

閣議の裁可を必要とするとし、う条件が付けられた。閣議では大蔵省案が決定を

み，これにより内務省と大蔵省の聞の地方補助政策を巡る対立が解消したので、

ある。

2) 河川事業の動向

太政官布告第48号により，明治14(1881）年度から補助金にあたる官費下渡

金が廃止され，この年が河川事業にとって， 1つの重要なエポックとなった。

明治10年代，国直轄では表 1に示すように数少ない大河川で工事が行われて

いただけである。これらの工事は河身改修（低水路整備）が中心であり，全額

国庫で、行われていた。この当時の河川事業の考え方については，明治17年

(1884) 5月，内務卿山県有朋が太政大臣三条実美宛に提出した「治水ノ義ニ

付上申」で，次のように述べている6）。

「最前ハ堤防ヲ以テ治水専一ノ工事ト為シタリシカ，明治五年ノ頃治水工

師ヲ蘭国ニ徴シテョリ，河身改修，土砂汗防ノ設計初メテ興リ，随テ砂防

工ヲ起シ，其経費ハ多ク之ヲ官給シタリ。蓋シ最前堤防ヲ以テ治水専一ノ

工事 ト看倣シタルノ＼畢克昔日ノ姑息法ニシテ，河身改修，土砂拝防ノ工

事ハ近世発明ノ法ナレノ、，到底永久ノ改良治水法ハ是レニ若クモノナシ。

一回河身改修土砂好防ノ業ヲ終フレハ，堤防ノ修理モ亦容易ナルへシ。然、

リ市シテ此改良ノ治水法ヲ施シタルハ，淀川｜ヲ以テ権輿トシ其効験殊ニ顕

著ナリ。J

このように河身改修，土砂子干防が先ず初めに行われる工事であって，これが

終われば堤防修理も容易であると主張している。河身改修，土砂流出防止，築

堤を一体的なものとしてとらえていて，いわゆる低水工事，高水工事の区別は

ない。この認識は，明治 8年（1875）の堤防法案審議のときと同じである。そ

して，治水を目的とする堤防法案では，河身改修，土砂流出防止を「預防ノ
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工」，築堤を「防禦ノ工」ととらえ，政府は，前者を内務省，後者を地方庁が

「管スル」と考えていた。

この政府の方針は，明治17年当時でも同様であり，大河川の河身改修を直轄

で行っていたのである。そしてこれは，舟運にも役立つ事業であった。明治17

年の直轄事業の状況について，同上申は次のように述べている。

「国中屈指ノ大J11ハ悉皆淀川改修ノ順序方法ニ拠 リ， 漸次其計画ヲ為スヘ

キノ目的ヲ以テ，十三ノ 大J11ハ之ヲ内務省ノ直管ニ属シタリ。然ルトハキ

、ー）｜｜ニシテ数府県ノ管轄ニ亘リ， 又ハ甲乙管轄ノ境界ニ当リ， 工事上一

方ノ便利ヲ図ルニ偏シテ他ノ一方ノ不便利ヲ来タス等ノ事ナリ。全！｜｜ ノ治

水上其便益頗ノレ多シ。 而シテ利根信濃木曾北上ノ諸！｜｜ ノ如キハ明治十七年

以来着手シ，次テ富土阿武隈庄J11ノ諸川ニ及ホ シ，方サニ測量ノ大半ヲ終

へ，富士川ハ既ニ麗染水制工砂防工等改修工事ノ幾分ヲ施シタリシカ，経

費欠乏ノ為メ此数川 卜難モ猶ホ未タ夫ノ淀川｜ニ於ケノレカ如ク全川改修ノ設

計ヲ為シ竣工ノ年限ヲ定メ 費用／ 予算ヲ立テ改修／事業ヲ輿スニ至ラス。

（略）河身改良工ノ如キ永遠不朽事業ノ経費ノ幾分ハ， 之ヲ利用スル後世

ニ負担セシムルコト当然、ナレハナリ。又年々水害ヲ免カルルモノト｝｜｜ 々漕

運ノ便ヲ保ツトノ直接利益ト，治水ノ業挙テ土田ノ改良及ヒ不毛地ノ開墾

ニ係ル等ノ 間接ノ利益トテ推算スルトキハ，精細ノ統計ヲ侯タ スシテ利用

厚生ノ起業タルコト明カナルヘシ。」

しかし 土木事業に対する国庫歳出の増大，地方補助政策の決定により，明

治20年 （1887）頃から新たな河川事業が展開された。この状況は， 「明治二十

年ハ吾邦治水上未曾有之新面目ヲ開キタル歳」と評価されている。利板JI!・信

濃JI！・木曾川・筑後川等で新たな計画の下に河川事業が着手されたので‘ある。

この背景には，明治18年 （1885）の全国的な大水害があった。明治18年は統計

が整備されている明治11年 （1878）以降，今日までで国民所得に対する水害被

害額の割合が最も大きい年であった。

木曾川についてみると，明治19年 （1886），改修計画が策定され，河身改修，

重要な締切堤，背割堤，河口導流堤，閉門及び砂防は国直轄により，築堤は愛

知県－ 三重県－岐阜県により進められた。信濃川については， 河身改修が国，

築堤工事が県の負担によ って行われた。利根川では，明治19年に改修計画が策

定され，背割堤，川幅拡張，寄洲掘削，引堤，合流点引下げ，護岸水制，砂防

などの工事が国により，また部分的な河身改修，堤防修繕等が県・町村によっ
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て行われた。筑後川は，明治17年 （1884）に改修計画が確立され，河身改修工

事が国，築堤等の洪水防禦工事が福岡県－佐賀県の負担によ って行われた。

このようにみると，明治 8年 （1875）の「築堤法案Jで，「預防ノ工」とさ

れた築堤工事はおおむね県の負担によ って行われていたことが分かる。国 ・地

方庁のそれぞれの分担は，政府提案の「堤防法案Jの考え方に従っているので

ある。また，「預防／工」「防禦ノ工」の両者が相まって治水工事になるとの基

本的な考え方は変わっていない。

注釈・引用文献

1） 『太政類典』第 1編運漕治水道路 I 第98巻

2) 明治 7年 8月30日廃止

3) 『公文録』内務省之部 l 明治 7年 5月

4) 第 1団地方官会議での堤防法案の審議の詳細については，「地方官会議日誌」（「明

治文化全集第 1巻憲政篇」編輯明治文化研究会昭和3年）に基き，松浦が分

析している（「明治8年の第 1団地方官会議における治水についての論議」『水利科

学 No.217』， 1994年）。

5) 『公文録』明治17年内務省内第一

6) 向上
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