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土木費官費下渡金の廃止と水利組織の法制化 (Ⅱ )

浜 田 忠 久

日   次

はじめに

1 幕藩体制下における水禾1行政

2 明治初期における河川所管部局の変遷

(1)会計官所属の治河使

(2)民部省の土木司

(3)大蔵省所管の下での「河港道路修築規則」の

制定

(4)内務省設置と「堤防法案」の提出

3 河川行政における旧慣の継承とその変革

(1)明治政府発足に当たっての旧慣の継承

(2)「河港道路修築規則」による民費負担の導入

(3)「堤防法案」における地域負担の原則とその審

議

(4)農業水利施設の管理に関する改善

(以上284号掲載)

4 地方財政制度の整備と水利組織の法制化

(1)明治11年地方税規則における土木費の取 り扱

い

(2)区町村会法による水利組織の制度化

(3)地方官会議における水利土功集会の審議

(4)官費下渡金の廃止と町村土木費への強制徴収

権の付与

(5)明治17年改正法による水利土功会制度の整備

強化

(以下次号掲載予定)

5 水利組織制度の特色とその総括
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(1)水利組織制度の特色

(2)水利組織制度に対する批判

(3)制度の基本姿勢に対する考察

6 法制度に基づく水利組織設立の推移

(1)水利土功会等の開設状況

(2)区町村会法制定前における新水利組織の開設

(3)区町村会法に基づく水利組織の開設

(4)町村制以降における水利組織の設立

おわりに一―土地改良区管理者の悩み――

4.地方財政制度の整備と水利組織の法制化

(1)明治11年地方税規則における土木費の取 り扱い

土木費における官費負担から民費負担への移行を実施 していくには,その前

提として,各地まちまちに行われている地方財政についての整備統一が不可欠

となる。府県の財政制度は,地方三新法 (郡区町村編成法・府県会規則 。地方

税規則)と呼ばれる,明治11年の地方制度改革に関する立法の一つである地方

税規則 (明治11年 7月 太政官第19号布告)に よって定められた70。

地方税規則は,府県が地方税として徴収できる税源として,①地租の 5分の

1以内,②営業税・雑種税及び③戸数割を掲げている (第 1条 )。 ①及び③は

これまで町村費などとともに民費の名をもって徴収してきたものであり,②は

すでに府県税となっているもので,明治 8年の国の各種諸税廃止に伴い府県に

おいて徴収することが認められることになっていたもの等である。

①の地租付加税が地租改正法で定められていた 3分の 1か ら5分の 1に改め

られているのは,地租改正反対一揆の激化等に伴い,明治10年 1月 に行われた

地租の減額 (3%→25%)(太政官第 2号布告)に合わせて,地方団体の民費

賦課も引き下げられていたことによるものである7つ 。なお,府県税については,

国税に準じ,租税未納者処分規則 (明治10年 11月 太政官第79号布告)に よる強

制徴収権が適用されることになっていた7の 。

また,地方税をもって支弁すべき費用については,警察費,府県会議諸費 ,

流行病予防費,府県立学校費・小学校補助費,郡区吏員給料旅費・庁中諸費,

勧業費,戸長以下給料・戸長事務取扱諸費等の12費 目が掲げられており (第 3

条),こ の中に土木関係費が「河港道路堤防橋梁建築修繕費」(第 2号 )と して
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規定されている。地方税による土木費の支出が定められたことにより,府県が

土木事業の実施主体となり,そ の費用を支出することのできる体制が財政制度

上整えられることになった。

地方税規則は,他の 2法 とともに第 2回地方官会議に上程されている。地方

官会議における議論は多岐にわたっているが,支出費目に関していえば,次の

ようなことがその争点になった。

すなわち,それは,地方税をもって支弁すべきものとして,第 3条に規定さ

れた支出費目には,「官ニテ負担シ国税ヨリ支弁スベキモノ,人民ニテ負担シ

管内割等民費 (地方税のこと)ヲ 以テ支弁スベキモノ,又人民ノ協議ニヨリー

村町或ハ数ヶ村町限り費用デ支弁スベキモノ」が混在しており,その「名義正

シカラザルノミナラズ,実際施行スルニ当 リテ差支ユベシ」, したがってこれ

らを「判然 卜区別シ各自ノ義務フ明瞭ニスル様二本案ヲ改メ」(青森県令山田

秀典)7"る 必要があるという指摘である。

つまり,こ の法律は,「地方限 リノ事ハ地方税フ以テ支弁スベキモノト定ム

ル」 (内閣委員・大書記官松田道之発言)8の ことを目的としながらも,法案に掲

げられた支出費目の中には,官費が交付されているもの,町村協議費により支

払われているもの等が含まれているので,ま ずはこの区分を整理し,地方税に

より支払うべき費目の性格,範囲等を明確にしなければならない,と いうもの

である。

この問題に関連し東京府知事楠本正隆は,特に土木費を取 り上げ,「河港道

路堤防等二係ル費用ノ全部ヲ地方二負担セシムルハ実際二於テ断然行ハレ難キ

者ナリ」とし,国費,県費等による事業区分を明確にしなければならないと述

べたあと,「然 レドモ其等位区別ヲ定ムルハ其関係極テ重大二渉 り……必ズ篤

卜実地ノ利害浅深ヲ考究シ,能 ク従前区別ノ軽重権衡ヲ失フ者等ヲ矯正シ (幕

政以来ノ慣習及維新後ノ改正二由り現今等位官民費支弁ノ区域,各地往々其権

衡フ失ヒ改正フ加ヘザルベカラザルアリ),百年ノ為メ不動ノ法ヲ立ルニ非ザ

レバ却テ官民ノ憂ヲ醸ス」81)こ とになるとし,現実に生じている不均衡を是正

するために,その抜本的な見直しが必要であると主張している。

これらの意見に対し,内閣委員の態度は,議案説明の段階から,国庫の補助

は今後とも継続するとし8",こ の法律の施行により直ちに負担関係を変更する

ものではない, ということで一貫していた。

青森県令や東京府知事の法案修正意見には賛同者が多くみられたが,こ れを
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行うには,専門委員等による慎重な調査検討が必要になることから,他の 2法

との同時施行ができなくなる等の問題もあり,地方官たちの関心は,次第に政

府の説明・答弁を担保するための法的手当をどうするかという方向に向かうこ

とになり,次のような原案修正が決議されることになった8"。

①第 3条に「但シ費目中従前政府ヨリ支出スル者ハ都テ旧二依ル」との但

し書きを追加する。 (法律上に明文がなければ情誼に基づくものとなり,

政府の都合により増減されるおそれがある)

②政府原案に規定されている府県庁舎建築修繕費及び府県庁中諸費を削除

する。 (こ の 2費 目は全額国費で支弁されており,地方税で支弁する必

要はない)

③支出費目として勧業費を新たに追加する。(輸入を抑え輸出を増やすこ

とは地方官の一大責任である)

地方官会議の議決後,元老院会議の審議を経て公布された地方税規則には,

②,③の費目の削除又は追加については決議どおり修正されることになったが,

①の但し書きの追加については規定が設けられず,大政官達により「今般第十

九号布告ノ通地方税ヲ以テ支弁スヘキ費目相定候ヘ トモ,右費目中官費支出ニ

係ル者ハ,猶従前ノ通下ケ渡スヘク候J(明治11年 7月 太政官第30号達)80と 布

達するにとどまった。

こうした経緯からみて,土木費に対する官費支給はあくまで暫定措置であり,

いずれは地方負担に切 り替えていく。政府としては,地方税規貝」の制定当初か

らそのように考えていた, といえるようである80。

一方,町村段階の費用については,地方官会議において,地方税による支出

費日との関係からその区分が問題になったこともあって,公布された地方税規

則には,原案にはなかった「各町村限及区限ノ入費ハ其区町村内人民ノ協議ニ

任セ,地方税フ以テ支弁スルノ限ニアラス」との条文が第 3条末尾に追加され,

その区分に関する規定が設けられた。これまで町村費部分も含めて広く民費と

して取 り扱われてきたもののうち,府県費部分が地方税として制度化されたが ,

残 りの町村費部分は,人民の協議的,自 治的運営に任せる町村協議費として,

地方税規則の対象外であることを明らかにしたのである。

また両者の区分については,三新法施行順序 (明治11年 7月 太政官無号達)
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において,「地方税フ以テ支弁スヘキ事件 卜町村又ハ区限ノ協議費ヲ以テ支弁

スヘキ事件 トノ区分ハ,凡 ソ地方一般ノ利害二関スヘキモノハ地方税支弁ノ部

二属シ,其町村限,区限又ハ数町村共同ノ利害二係ルモノハ其町村又ハ区内限

協議費ノ支弁二属スヘシ」(第 12項)と された8の。

しかし,河港道路等の土木費に関する地方税支弁と町村協議費支弁の区分に

ついては,こ れまでの慣行や取 り扱いの経緯等もあり,そ の実施に当たっては,

対象区域の広狭のみにより形式的に割 り切ることができないとする意見が各地

から続出することになる。例えば,「飛山濃水」といわれ,急峻な山間部を抱

える飛騨地方と,低湿地で輪中地帯の多い美濃地方に分かれている岐阜県では,

県土木費の使途をめぐって,県会が山岳派と治水派に分かれて対立を繰 り返す

ことになり,具体的な県費の支出対象地域の決定は,利害の及ぶ範囲の広さだ

けでは簡単に決められないものがあった8つ。

このため政府は,翌 12年 2月 ,太政官無号達をもって「河港道路堤防橋梁費

ノ儀ハ明治十一年七月第十九号布告フ以テ相定メ,右施行順序ノ儀ハ同年七月

二十二日号外達第十二項ノ通相達置候得共,自然各地方ノ慣行ニヨリ右二準拠

シ難キ分ハ,府県会ノ決議ヲ以テ暫ク旧慣二因り施行シ不苦候」と布達し8め
,

府県会の議決があれば旧慣に基づいてもよいこととし, しばらくの間は,その

弾力的な運用を容認することにした。

(2)区町村会法による水利組織の制度化

地方税規貝りで「人民ノ協議二任セ」るとした町村協議費は,三新法施行順序

第 4項において,「人民叶議ノ費用ハ地価割,戸数割又ハ小間割,間口割,歩

合金等其他慣習ノ旧法ヲ用ユルコト勝手タルヘシ」とし,それを協議する場と

して,「区及各町村ハ其地方ノ便宜二従テ町村会議又ハ区会議ヲ開」くことが

できることとされた。

町村等における議決機関としては,すでに「各区町村金穀公借共有物取扱土

木起功規則」 (明治 9年 10月 太政官第130号布告)において,金銭の借入,土木

工事の実施等の協議について総代制を取 り入れる等の定めがなされていたが,

その運用には,旧時代の寄合における全会一致的な残影を多分にとどめていた。

このため,三新法の施行により新たに町村会議等を開設できるとされ,上記規

則との関係については,「区町村会ヲ開設セル地方二於テハ ……金穀公借,共

有物取扱,土木起功ノ事項ハ総テ該会議二付シ施行スヘシ」 (明治12年 6月 太
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政官第22号布告)と されていた。

明治13年 4月 に制定された「区町村会法」 (太政官第 18号布告)8"は,こ の町

村会議等を法律に基づく機関として制度化 したものである。

区町村会法には,「其区町村ノ公共二関スル事件及 ヒ其経費ノ支出徴収方法

ヲ議定」するための「区町村会」 (第 1条)のはか,「数区町村連合会」 (第 3

条)及び「水利土功ノ為ノ集会」 (第 8条)に関する制度が併せて設けられて

いる。

数区町村連合会は,複数の区町村が共同して開設する集会であ り,数区町村

に関係する事務全般を対象にするものだけでなく,水利土功とか学事など特定

目的のために開設することもできることになっていた。このため,当初開設さ

れた水利組織の中には,数町村連合会のかたちを採っているものが多くみられ

た。

「水利土功ノ為ノ集会」は,明治政府がはじめて設けた水利組織制度であ り,

その条文は次のようになっている。

第 8条 水利土功 (公共ノ水利土功ニシテ,全町村ノ利害二関渉セス,或
ハ数町村ノ幾分ノミ其利害二関係スルモノ,又ハ利害二関係ナキモ従来

組合等ノ慣行アルモノヲ云)ノ 為メ,町村会ノ決議ヲ以テ,其関係アル

人民若シクハ町村ノ集会ヲ要スル トキハ,其地方ノ便宜二従 ヒ規則ヲ設

ケ府知事県令ノ裁定 ヲ受クヘシ

第 9条 前条二掲ケタル集会評決ノ施行及 ヒ其取締ハ第四条ヨリ第七条マ

テノ手続 (区町村会・連合会に関する規定)二従フヘシ

「公共ノ水利土功」であって町村全体の利害 と一致 しないもの,あるいは従

来から組合の慣行があるものについては,「町村会ノ決議ヲ以テ」,「其関係ア

ル人民若シクハ町村ノ集会」を開設することができる。つまり,水利土功は町

村の事業に属するけれども町村の区域 と一致しない場合等には,町村会等とは

別に,それだけを評議するための機関として「水利土功集会」を設けることが

できるとされたのである。

なお,本条は,後に述べるように翌14年 2月 の改正により,「人民若ツクハ

町村ノ集会」から「人民ノ集会」だけに改められ,水利土功集会と数町村連合

会とは,その組織構成面において,人民による集会であるか,数 ヵ町村による
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集会であるかという違いがはっきりと区別されることになった。

ただ注意を要するのは,区町村会法に定められた水利土功集会は,後の水利

組合条例等に基づ く水利組合のように,町村から独立 した完全な事業主体では

なく,制度上はあくまで町村会や数町村連合会と同様に,水利土功に関する評

決機関としての機能 しか与えられておらず,「集会評決ノ施行」は戸長又は郡

長が行 うことになっていたことである (第 5条に定めた数町村連合の施行者に

準拠 )。 このため,水利集団として主体性をもって独自の管理運営を行ってき

たような旧組織への適用に当たっては,実態に即さない面があ り,い ろいろ混

乱を引き起こすことになった事例もみられた90。

この区町村会法は,第 3回地方官会議 (明治13年 2月 )に諮られてお り,同

会議において,内閣委員今村和郎は,水利土功集会の必要性について次のよう

に述べている91)。

「水利 ノ事タル其利害 ヲ直接二被ムルハ地所ノ所有人多ク,其利害ハ地租

二関係スルコト重キガ故二,特二此会議 ヲ設クルフ必要 トス,其議事モ其

利害フ被ムル人ナラデハ信切適実ナラズ,既二第十二号議案ノ朱書増加ア

レバ,之 ヲ議スル手続 ヲ示スノ法律ナカルベカラズ,是 レ此条ノ欠 クベカ

ラザル所以ナ リ」

内閣委員の説明は,水利土功は土地所有者の利害に直接関係し, しかも「其

利害ハ地租二関係スルコト重キガ故二」,町村会とは別に,特に利害関係者に

よる協議組織を設ける必要があることを強調 している。

地租改正の実施に伴い,重層的土地所有から私的単一土地所有制へ,そ して

納税負担の村連帯責任から個人責任制へと改革が進められていくなかで,水利

組織についても,それまでの村々連合的組織から個人を主体とした協議組織へ

と,近代法制に則 したかたちへの改変が意図されているのである。

内閣委員が後半部分で触れている「第十二号議案ノ朱書増加」とは,区町村

会法等と同時に提出されていた,地方税規則の改正案における地方税規則第 3

条 (地方税をもって支弁すべき費 目)末項への「河港道路堤防橋梁費ノ支弁ハ

府県会ノ決議ヲ経テ地方ノ旧llB二
依ルコトフ得」という規定の追加案のことで

あ り,先に掲げた明治12年 2月 の太政官無号達の内容を地方税規則の中に規定

しようとしたものである。この地方税規則の改正により,府県会の決議があれ
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ば,土木費の負担について,府県費から町村協議費に回すことができることが

法定化されるので,それを引き受ける側の町村段階においても,水利土功に関

する協議の場を法律で定めておかねばならない,と いう趣旨である。

内閣委員の説明は,地方行政の範囲にとどまり,河川行政にはまったく触れ

ていない。しかしその発言には,府県費からの振 り替えにより,町村段階の上

木費負担が増大することを予測させるものがある。地方における土木費負担の

増大は,先に見てきたように土木費に対する官費支給の廃止・削減によるもの

である。そうであれば,こ の水利土功会制度は,ま さに町村段階における土木

費負担の体制づくりであり,政府が進めようとしている官から民への負担転換

政策と無関係ではなかった,と いうことになる。

服部敬氏は『近代地方政治と水利土木』において,「水利土木費の地方への

転嫁は,種々の抵抗を生み,しばしば村と村との紛議を醸し,事業を停滞させ」

ることになり,水利土功会は「このような停滞を打破し,能率的にことを運ぶ

ための機関として創 り出されることになった」とし,「水利土功会の成立は,

明治初年の河川行政や土木費の負担の問題とも深いかかわ りをもっていた」と

述べている9つ 。

河川行政において進めようとしている官給土木費の廃止・削減に伴い,その

負担が国から府県へ,そ してそれがさらに府県から町村へと転嫁され,今後町

村段階における土木費負担がますます増大することが予想されることから,そ

の受け皿として水利土功集会制度を設けておく必要があった。用排水路等の地

元民費負担が増大しつつあった当時の厳しい現状に照らし合わせて考えると

き,こ のような筋書きが制度の背景として浮かんでくるのである。

(3)地方官会議における水利土功集会の審議

地方官会議に提案された水利土功会に関する政府原案は,「水利土功ノ為ニ

其関係アル人民若クハ町村ノ集会ヲ要スル トキハ,総代寄合ノ如キ従来ノ慣行

二従フトモ又ハ新タニ規則ヲ設クル トモ,其人民若クハ町村ノ便宜二任ス」と

なってお り9め ,旧慣に配慮した柔軟なかたちが採られていた (政府原案では,

町村会についも旧慣による寄合相談を認めていた)。

地方官会議では,こ の規定の必要性やその適否をめぐって,賛否両論それぞ

れの立場から活発な議論が展開されている。

反対者の主張は,水利土功には多額の費用がかかるだけに,町村の財政支出
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全体とのバランスを考えるうえから町村会で評議すべきである,あ るいは水利

には個人的な利害に限定されるものと公共の利害に関係するものとが混在して

おり,その区分が必要である, というものである。

例えば,青森県令山田秀典は,「水利土功ノ費用ハ町村ニテ最モ大ナルモノ

ニテ,之ヲ関係アル者ガ議決シテハ,其ノ担当ノー編二傾キテ………大二他ノ権

衡ヲ失ヒ,且 ツ町村会ノ議権ヲ殺グニモ当レリ」9う と述べ,町村費全体のバラ

ンスとの関係から独自の集会を設けることに反対している。

また,東京府知事松田道之は,「同ジ水利ニテモ種々ノ区別アリテ,町村公

共二係ルモノアリ,或ハ数十戸ノ利害二係ル水車又ハ溜池ノ如キモノアリ………

法律ニテ認ムルニモ,公共 トー個一己ノ区別フ立ツルガ緊要ナリ」9⇒ とし,個

人的なものと町村公共に関係するものとを区別し,公共に関するものは町村会

で評議すればよいとする意見であった。

一方,水利土功集会に対する賛成者は,水利土功のことはそれに精通した者

でなければ分からず,ま た直接の利害関係者が議論するのが最も利益が多い,

水利集団に関する良き慣行は存続させなければならない,水利土功は上流より

下流まで全体をみて議論する必要がある等々の理由を掲げている。

山口県令関口隆吉は,「水利土功ノ如キハ中々町村会ニシテ議シ得ベキ事ニ

非ズ。 …̈…大河ノ岸二沿ヒタル村ニハ,三代モ水利ノ事二苦心シテ身代ヲ潰セ

シモノアリ,其老練二至 リテハ,堤防等ノ普請二通暁熟達セル実二驚クベキ事

アリ。地所等モ沢山二所有シ,其川ノ利害ヲ被ムル者尤モ水利ノ事二苦辛工夫

スルハ自然ノ理ニテ,中々他人ノ及フベキニ非ス。故二此関係アルモノヲシテ

議セシムルハ尤モ其益多シ」,「抑モ水利土功二至 リテハ,一川ノ全体ヲ保タネ

バ其功ナキガ故二昔ヨリ沿岸組合ノ総代会議アリ,今之フ公二法律ニテ認ルハ

尤モ必要」9の であると述べ,大河川沿岸の水利土功の実態からみて,その設置

の必要性を力説している。

また,「り‖源ヨリ末流二至ルマデ全体ノ利害ヲ判シテセネバ成ラヌ水利土功

ヲ町村会デ議セシムレバ,一村一町 卜分レ村毎二費用ヲ異ニシ,為二川流ノ全

体二大害ヲ生ズベシ。大川二至 リテハ甲ノ管轄 卜乙ノ管轄 卜協議セネバ水利ノ

土功フ起セヌナリ」(鹿児島県大書記官渡辺千秋)9つ と,関係町村の共同性を強

調するもの,あ るいは「水利ノ事ハ各藩 トモニ大川アルノ地ハ驚クベキ善良ナ

ル慣行アリシガ,維新ノ後チ旧制フ改更スル ト区画ノ改正 トニ依 リテ,大二此

善慣美習ヲ破壊セリ。此善良ノ慣行ヲ今日二保存スルノ法律ナクバ何程二破壊
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スルカモ測ラレズ」(高知県令北垣国道)9の と,維新後における水利の乱れに対

する制度的手当ての必要性を主張したものなどもあった。

これらの議論を全体的にみれば,反対論は概して溜池などの小規模な用水施

設を対象にしているのに対し,賛成論は,旧慣に基づき存在する河川全体の施

設保全を行う堤防組合とか普請組合などを前提に,大規模な水管理を念頭に置

いて論じているというきらいがある。

こうした論争が繰 り返されるなかで,議論は終盤にきて新たな展開をみるこ

とになる。それは,東京府知事松田道之の発言によるものであり,公売処分権

のある地方税で処理すべきものを町村協議費に回すことになるのであれば,町

村協議費についても公売処分権を認めざるを得なくなる, したがって,こ れを

受ける町村側の法定組織は,それに対応し得る公共性の高いものでなければな

らず,「一個一人ノ利害ノ為ニスル水利ノ費用ニモ公売処分ヲ施ス」ようなこ

とになってはならない9",と いう指摘である。強制徴収権は,後 日官費下渡金

の廃止に伴い,町村段階の水利土功費についても認められることになるが,す

でにこの時点において,その適用にまで議論が及んでいたのである。

公共性との関係からいえば,小規模なものであっても旧慣に基づくものは含

めると考えられていた水利土功集会には弱点がある。ここにきて議論の流れは,

水利土功についても,町村公共に属するものは町村会,町村の区域を超え数ヵ

町村に及ぶものは連合会で対応すべきだとする方向へと傾くことになり,逐条

審議を行った 2次会の採決では,水利土功集会に関する条文は反対多数で削除

されることになってしまった100)。

ところが,全体を総括審議する3次会に移って,賛成派の中心であった山口

県令関口隆吉から,削除となったこの条文を修正委員に付託し,公私の区分を

明確にする等の修正を加えたうえで,再度審議してはどうかという提案があり,

これが受け入れられることになるЮl)。 その修正案が 2日 後に開かれた 3次会

の続会で採択となり10の ,一度葬られることになっていた水利土功集会が新た

な装いで蘇ったのである。

こうした経緯を経て成立することになったのが,先に掲げた第 8条の水利土

功集会制度である。その条文には,①水利土功を公共のものに限定し,ま た②

町村の区域と一致しないものにする等の制限が挿入されており,さ らに③水利

土功会の必要性の判断を町村会の決議にかからしめる等の縛 りが追加されてい

る。そこには,反対者側の意見を取 り入れ,公共性の確保と町村会との調整に
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配慮した苦心の跡がはっきりと表れている。

(4)官費下渡金の廃止と町村土木費への強制徴収権の付与

明治13年 11月 に行われた地方税規則改正 (太政官第48号布告)は ,「地方税

ヲ以テ支弁スベキ府県土木 (即チ河港・道路・堤防・橋梁建築修繕)費中官費

下渡金ハ来ル十四年度ヨリ廃止 トス」 (改正規則第 3条)と 定め10",明 治政府

発足以来続けられてきた官費下渡金,つまり旧慣に基づく土木費に対する官費

支給は,明治14年度から廃止されることになった。

この規則改正には,前文で「今般歳計ヲ節約シ紙幣鎗却ノ原資フ増加シ,併
セテ地方政務ヲ改良スルノ要用ナルフ察シ,左ノ通制定布告候事」と,そ の改

正理由が述べられている。

紙幣整理のための国家経費の節減と併せて地方政務の改良のために,こ れま

で国費で賄われてきた府県庁舎建築修繕費,府県監獄費等を地方税支弁に追加

する (改正規則第 2条)と ともに,土木費に対する官費下渡金は廃止されるこ

とになった。なお,これに伴 う府県における税収面については,地租付加税の

上限を,それまでの地租の 5分の 1以内から3分の 1以内に緩和し (改正規則

第 1条 ),そ の増額が図られている。

内務卿大久保利通,大蔵卿大隈重信により,殖産興業政策の推進,士族授産

の実施等のために採られてきた積極財政政策の下で,明治10年に勃発した西南

戦争の戦費調達のための不換紙幣の増発はインフレを一気に加速させ,明治12

年から13年にかけて物価は 2倍以上に上昇することになった。インフレにより

政府支出が急増することになったにもかかわらず,歳入の70%を 占め,その大

半を賄ってきた地租は,地租改正で定められた地価に基づく固定税であるため

税収入はほとんど変わらず,政府財政は危機的状態に陥ることになった。

財政逼迫に対処し,外債論,地租米納論等の対応策が論じられるなかで,参

議伊藤博文等の提唱した緊縮財政路線への政策転換が進められることになり,

明治13年 9月 の酒造税則の制定,11月 の官営事業払い下げの決定などと併せて,

この地方税規則改正により,支出面において,国費から地方費への振 り替えに

よる国費負担の軽減措置が採られることになった100。

なお,財政再建政策との関連から殖産興業政策についても転換が図られるこ

とになり,それまで各省にわたって進められてきた殖産興業政策が,明治14年

4月 に設置された農商務省の下に整理統合され,ま た 5月 には北海道開拓使の
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廃上が決定されている。

旧慣に基づく水利土木費負担の見直しについては,すでに明治 8年の堤防法

案において提案され,その地方負担への方向づけがなされていたけれども,こ

れが,国の財政逼迫による緊縮財政への政策転換が直接の契機 とな り,「地方

ノ政務フ改良スルノ要用ナル」施策の一つとして,官費下渡金の廃止というか

たちで,一気にその実現をみることになったのである。

この官費下渡金の廃止に対 しては,こ れを非難する新聞論調がみられ,地方

官からはその不当性を衝 く建白書が提出されることになる。

有泉貞夫氏は『明治政治史の基礎過程』の中で,「地租改正の経緯からして ,

土木費下渡金 (旧 官費定額金)の廃止は全 く不当な措置で改めるべきだという

のが,14年政変前後の第一線地方官の認識であった」とし,「高額地租賦課へ

の農民の不満を辛 うじて糊塗 していた土木費下渡金まで廃止されたのでは,府

県人民の反発を防ぎようがないと地方官たちが考えたのは当然だったろう」と

述べ10→ ,地方官たちの態度に理解を示 している。

さらに高寄昇三氏は『明治地方財政史 第二巻』において,「土木下渡金の

廃止は………地租改正における,治水・災害に関する費用の国費負担 という政府

の約束を,反古にする暴挙である。もし土木補助を打切るならば,地租税率を

切 り下げなければならない」のは当然であった等の理由を掲げ,「補助金削減

の対象としては,土木補助金は,災害復活費の特殊性を度外視 した,史上最悪

の削減策であった」と,正面から非難 している100。

こうした官費下渡金廃止に対する批判的な意見に対 し,最近では,地方財政

の改良・改革という側面からこれを捉えていこうという研究もみられる。

長妻広至氏は『補助金の社会史』において,旧慣に基づく土木費に係る官費

交付の不公平さについて,多 くの事例を掲げて説明し,「48号布告は,旧慣を

系譜的に引き継 ぐ定額金の問題点 (府県間および府県内の不公平性)を,少な

くとも国庫支出段階では,ま ず白紙に戻す役割を果たしたと解釈できよう」と

述べ107),官費下渡金の廃止を地方財政制度の変革 という視点から捉え,旧慣

依存の解消につながったとして評価 している。

また,渡辺直子氏は「地方税の創出一三新法体制下の土木費負担」において ,

「地方業務は地方の独自財源で,と いう財政システムを創 り出すことこそが「地

方ノ政務 ヲ改良スル」ことの核心であった」とし,「明治14年度の改定は,明

治日本における国家機構内の「地方」というものの位置づけを財政上確定 した
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改正であった」と評し100,官費下渡金廃止後の各県における土木費予算の調

査分析を通してそれを検証しようとしている。

いずれにしても,官費下渡金の廃止は地方財政にとっては大問題であった。

内務省では,直ちにこれに対応するため,地方税規則第 3条第 2号の支出費目

を土木費に改め,その内容に「区町村二属スル同上 (土木費)ノ 補助費」を追

加する法改正 (明治14年 2月 太政官第 5号布告)を行っている10"。

この改正について,内務省は,「第四十八号ヲ以テ土木費ノ内官費下渡金ヲ

被廃タルニ,従前ノ下渡金ハ各区町村限リノ協議費ヨリ支弁スヘキ土木費フモ

補助シタルニ,地方税ヨリ支弁セントスルニハ法律上明文ナキヲ以テ協議費ヲ

補助スルフ得ス トスルノ恐 レアリ,故二本項増補ヲ要ス」11の と説明している。

これまでの官費下渡金に替え,府県費により町村土木費に対して補助ができる

ことを,法律上明文をもって規定したのである。

しかし,それまで交付されてきた土木費の官費下渡金は,府県がそれを独自

財源で負担していくにはあまりにも大きな金額であった。当時における内務省

土木費下渡金と府県土木費等の関係をみると,表 2の ようになる。

表 2 内務省土木費下渡金と府県土木費 (単位 :千円)

注 1)下渡金は「府県下渡金」であり,14年 の下渡金は土木費補助である。

2)明治大正財政詳覧 (p l13,pp 524～ 527)

この数字から見れば,当時,内務省土木費の大半は「府県下渡金」であり,

府県土木費と同等,も しくはそれ以上のものが府県に対して交付されていたこ

とになる。したがって,下渡金のすべてを府県費 (地方税)だけで肩代わ りし

ていくことは,地租付加税の増額措置が講じられたとはいえ,庁舎建築修繕費

等の支出増もあることから,現実問題としては困難であり,その一部は町村等
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年

内務省土木費

1 下渡金

府県歳出額

1 土木費

(参考)府県

地租附課税

明治10

11

12

13

1,384

1,482

1,462

2.516

1,231

1,319

1,246

2,306

11,248

12,602

1,320

1,525

5,802

6,432

6 17.420 9,197
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の地元に転嫁され,町村協議費による土木費負担を増加させることは必至とみ

られていた。「事態はまさに反対 (町村への補助ではなく負担転嫁)の方向を

たどる危険が顕著であった」111)の である。

町村段階の負担体制については,前年制定 した区町村会法により水利土功集

会制度が設けられていたわけであるが,町村等への補助規定を追加 した地方税

規則の改正と同時に,さ らに同法の改正 (明 治14年 2月 太政官第 7号布告)を

行い,水利土功集会に関する規定を次のように改めている112)。

第 8条 水利土功ノ為メ其関係アル人民ノ集会ヲ要スル トキハ,其地方ノ

便宜二従 ヒ規則ヲ設ケ府知事県令ノ裁定 ヲ受クヘシ

この改正は,水利土功に付されていた「公共ノ水利土功ニシテ,全町村ノ利

害二関渉セス……」との注書き及びその開設に当たって必要とされていた「町

村会ノ決議」を削除するとともに,「人民若シクハ町村ノ集会」を「人民ノ集

会」に改めている。内務卿が提出した修正案上陳書には,「分註アルヲ以テ却

テ法律ノ区域 ヲ狭院ナラシメ疑義 フ招クノ媒 トナ リ,又町村会ノ議決ニヨラシ

ムル トキハ為メニ慣行法ヲ破 り却テ碩廃 フ招クノ恐 レアリ,依テ共二之ヲ削除

セントス」11つ と,その改正理由が記されている。

削除された部分は,地方官会議における厳 しい議論の末,水利土功集会の開

設を制限するために加えられたものであった。それが 1年もたたないうちに取

り除かれ,開設を容易にしようとしたのである。改正の意図したところは,そ

の改正時期からみて,下渡金の廃止に対処 し,水利土功集会開設の増進にあっ

たことは明らかであろう。

内務省では,こ うした個別的な法改正と並行 し,さ らに官費下渡金廃止後の

事態に対応するための総合的な法制度の検討を行っていた。明治14年 1月 には ,

「客年第四十八号ヲ以テ府県土木費ノ内官費下渡金ハ十四年度ヨリ被廃候二付 ,

以来ハ各地方共府県会ノ議決ヲ以テ地方税ノ支弁ヲ定メ,其他ハ渾テ協議費 (町

村費)ノ 支弁二委付スル儀二付,幾分力法律ノ保護 フ与ヘサレハ自然河港道路

堤防橋梁等ノ碩廃フ招クニ至ルモ不可測,依テ別紙ノ通御布告相成度」との制

定理由を付 し,府県及び町村における土木費の取 り扱いに関する新 しい法案を

太政大臣三条実美に上陳 している11う 。

この法案には,土木費のうち地方税をもって支弁又は補助すべきものについ
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ての府県会による決定,町村協議費に属する土木費の賦課徴収方法についての

水利土功会等の評決,土木費に係る旧慣の変更又は新規則の制定についての府

知事県令の裁定,土木費に係る現人夫又は現物品による課徴の容認等のはか ,

区町村土木費に対する強制徴収権の付与など,府県又は町村段階における対応

策が網羅的に盛 り込まれていた。

審査の結果,こ のうち新しい法制度が必要だとして採択されることになった

のが,その法定事項の一つとして掲げられていた,町村土木費に対する強制徴

収権の付与である。

この法律は,明治14年 4月 の太政官第24号布告により,「区町村会若クハ水

利土功ノ集会二於テ評決シタル土木費ノ怠納者ハ,明治十年十一月第七十九号

布告 (租税怠納者処分法)二拠 り処分スヘシ」として公布された11つ。

町村協議費については,明治11年の地方税規則では「人民ノ協議二任セ」る

とし,その徴収については,私法上の債務として公法的保護の対象から外され

ていたが,土木費に対する官費下渡金の廃上に伴い,町村協議費のうち水利土

功集会等が評決した土木費については強制徴収権が認められることとなり,裁

判手続によらず行政処分によって滞納者の財産処分をなし得ることになった。

大島太郎氏は『 日本地方行財政史序説』において,「 この土木費廃止は府県

住民に対する必要土木費の負担強制」であ り,「区町村会及び水利土功会決定

の土木費に限って怠納強制処分に附して,その負担確保を裏附けした」とし,

「日本の徴収権は議会のない状況の下で,国税にはじまり,ついで府県会開設

で地方税におよび,土木費の補助打切 りのうらづけとして町村費中の土木費に

およんでいった」と述べている1“ )。

明治 6年の河港道路修築規則において用排水路等が地民負担とされ,続いて

明治 8年の堤防法案において河川土木費全般についての地方負担の方向が打ち

出される。これを受けて明治11年の地方税規則は,府県税による土木費負担を

規定し,明治13年の区町村会法においては,水利土功集会等による町村段階に

おける水利土功費の議決機関の制度化を行って,地方における土木費負担の体

制整備が進められていった。そして,い よいよ官費下渡金の廃止という事態を

迎え,今後増嵩することになると予想された町村土木費について,その課徴金

の滞納による河川,用排水路等の碩廃を防止するため,そ の費用徴収について,

滞納処分権を与えるという公法的措置が講じられることになった11つ 。

このように,水利土功集会とそれに対する強制徴収権の付与の背景には,土
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木費の国から地方への負担移転という国家政策があり,これらの法制化は,国
の政策目的遂行のために採られた制度的措置であったことは否定できない。高

寄昇三氏もこの点について,「町村財政への負担の転嫁は,水利土功会の整備

となって,負担強要のシステムを強化することになった」11の と評している。

地方官会議でも論じられているように,水利土功集会制度が設けられた前提

には,旧慣に基づく共同体的水利集団の存在があり,そ の組織への適用を念頭

に置いていたことは間違いないけれども,その成立経緯と制度の内容からみて,

この制度化は,水管理を行う水利集団そのものの近代化を目指していたという

よりも,水利土功費の負担団体た り得るための組織体制づくりにその主眼が置

かれていた。このように考えられるのである。

(5)明治17年改正法による水利土功会制度の整備強化

緊縮財政への政策転換後,明治14年 10月 の政変により参議大限重信一派が失

脚し,そ の後大蔵卿に就任した松方正義の本格的な緊縮財政政策の断行により,

景気は一転して深刻なデフレ不況に陥ることになる。明治15年から始まった物

価の下落は,米,繭,生糸等の価格を半値以下にまで押し下げることになった。

デフレ不況は先のインフレとは逆である。収入は半減したにもかかわらず納め

る地租は減額にはならず, しかもそれに加え,紙幣整理や軍備拡張のための増

税,府県における地租付加税の増徴,土木費や小学校に対する補助金撤廃によ

る町村協議費の膨張等からくる負担強化は,農民を窮地に陥れ,農村に大きな

打撃を与えることになった。

デフレと増税による重圧は租税等の滞納者を激増させ,没落農民の土地喪失

に拍車をかけることになっていく。そして生活基盤をおびやかされた民衆は急

進化して自由民権運動に走ることになり,反体制派議員によって町村会が蹂躙

され,戸長が町村議会をコントロールすることができず,町村行政が床痺的状

態に陥るところも出てくることになっていた110。

改正区町村会法を審議した元老院会議 (明治17年 2～ 4月 )において,地方

長官経験者等の元老院議官から,当時における町村会等の混乱,堕落ぶ りが具

体例を挙げて厳しく指摘されている。

「人民ノ智識進歩スルニ随ヒ,其奸智モ亦 トモニ進歩スルフ以テ,区町

村会法ノ茫漠タルフ奇貨 トシ放恣ノ論説ヲ唱フル者アリ」,「町村会ハー議
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事ノ為メニ空ク数十日ヲ費ス有 り」(槙村正直)12の 。「白面書生ノ言論世間

二流行シ,町村会ノ議事ノ如キモ………徒ラニ理論フ是 レカム,此弊風ヤ実

ニサカンナリ」,「二,三十日フ経ルモ議事例ホ結了セス」(渡辺清)121)。

「現時ハ戸長ノ人員甚夕多キフ以テ其俸給フ厚クスル能ハス,随テ適当

ノ人物ヲ得ル能ハス」,「近来代言人ナル者アリテ,戸長輩多クハ之力為メ

ニ籠絡セラル」,「此代言人ハ,協議費等ノ事二関シ動モスレハ人民ヲ扇動

シテ其出金ヲ怠ラシムル等ノ弊患アリ,是力為メニ徴収ノ煩労ヲ増シ,徴

収セル金額ハ以テ徴収ノ為二消費セシ金額ニモ及ハサルコト往々二之レ有

り」(渡辺清)122)。

「区町村ハ……自ラ其会則ヲ定メテ府知事県令ノ裁定ヲ受ク故二,其会

則モ頗ル煩冗ニシテ甲乙相違ナルフ致セリ,是ヲ以テ其可否ヲ裁定スルモ

容易ナラス」(関口隆吉)12つ 。「会則ノ実施以後二意外ノ障碍ヲ来ス有ルモ
,

町村自ラ起案スルニ非サルヨリハ之フ改正スル能ハス」 (箕作麟祥)120。

町村におけるこうした危機的状態に対して,政府は,制度改革により町村行

財政の再建を図っていくこととし,明治17年 5月 ,①戸長の官選,②強制徴収

権の町村費全体への適用とともに,③区町村会法の改正を行うことになった。

戸長の官選は,民選から官選に改めるものであり (太政官第41号達)12つ ,戸長

の待遇改善を図り有能な人材を確保するため,1戸長が数ヵ町村を管轄する戸

長役場区域の拡大 (内務卿訓示)と 併せて実施することになる。

強制徴収権の拡大は,先に見たように土木費について認められることになっ

た強制徴収権を,さ らに町村会の評決した町村の公的費用全体に適用しようと

するものであり (太政官第15号布告)12の ,こ れと併せて,町村費の支出費目を

それまでの協議費のうち,戸長役場費,土木費,教育費,衛生費等の公共的費

用に限定している (内務卿訓示)。

最後の区町村会法改正 (明治17年 5月 太政官第14号布告)127)は ,明治13年区

町村会法の全面改正であり,こ の改正理由について,元老院会議における内閣

委員 (安場保和・牧朴真 。白根専一)の発言を整理すると次のようになる。

「現行法ハ……寛法フ制定セルヨリシテ,今 日大二弊害ヲ見ルニ至レリ」,

「区町村会ノ規則ハ其区町村ノ便宜二従ヒ…… 卜言ヘル有 り,因テ各町村

会ハ其町村ノ便宜ヲロ実二,往々二府知事県令ノ訓令フ奉セス」120,「現
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行法ハ放任二過クルカ故二軽躁浮薄ノ徒,因 テ以テ我意フ邊ウシ,老実者

為二会場二列スルフ嫌フニ至ル」12"等 々の問題が生 じることになってい

る。

「町村会法ヲ改正スル所以ハ,名 フ協議会二籍 リテ放恣ナル論説ヲ為ス

者ノ甚夕多キヲ将来二妨制センカ為ナリ」130,「芍モ会議アル以上ハ之カ

検束法ナカル可ラス」131),「 本案ハ……現行法ノ破綻ヲ爾縫スル者 卜謂フ

可シ」13"。

これまでの放任主義により行政庁のコントロールがきかなくなり,破綻して

しまった町村議会の立て直しを図っていくための改正であることが強調されて

いる。

改正内容としては,①区町村会の議定範囲を強制徴収権との関係から「区町

村費ヲ以テ支弁スヘキ事件」に限定し (第 1条),② これまで地元が定めてい

た区町村会規則を府知事県令が定めることに改め (第 2条 ),③戸長が町村会

の招集権,議案の発案権を持つ (第 3条)と ともに議長となることを法定化し

(第 11条),ま た④「治安ヲ害スルコトアリト認ムル トキ」の会議の中止・解散

権を戸長に与える (第 5条)等によりその権限の強化を図る一方,⑤議員の選

挙・被選挙資格を規定し (第 9条 ,第 10条 ),府県会規則に定められた「国事

犯禁獄ノ刑二処セラン満期後五年ヲ経サル者」等の政治犯罪者を町村会から排

除したことなどが,その主要なものである。

明治17年の改正区町村会法は, こうした町村会の改正と併せて水利土功集会

について,次のように改正した。

第14条 府知事県令ハ,水利土功二関スル事項ニシテ区町村会若クハ連合

区町村会二於テ評決スルフ得サルモノアル トキ,特二其区域ヲ定メテ水

利土功会ヲ開設スルコトフ得

第15条 連合区町村会及水利土功会ハ総テ本法二準拠ス,其区域区長戸長

数人ノ所轄二渉ルモノハ,府知事県令便宜郡区長ヲシテ之ヲ管理セシム。

但戸長ヲシテ其評決施行セシムルコトアルヘシ

改正の要点は,①これまでの水利土功集会は,地元において自主的に規則を

定め府知事県令の認可を得て開設することになっていたが,改正法では,府知
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事県令が区域を定めて開設させることにするとともに,町村会規定に準拠し②

規則そのものも府知事県令が定め,③水利土功会議員の選挙権・被選挙権が法

定化されることになるはか,④その区域が複数の戸長の管轄にわたる場合には,

府知事県令の指名により郡長等に管理させるとする規定が設けられ,ま た⑤「水

利土功会」という名称が法文上用いられたこと等である。

なお,数町村連合会については,こ の改正により連合町村会と呼ばれるよう

になり,水利土功会と同様に府知事県令が区域指定を行って開設させることに

改められている (第 13条 )。

こうした改正内容からみて,水利土功会の改正は,水利土功会独自の事由に

基づくというよりも,基本的には町村会との横並びという側面が強かったとい

える。元老院会議の審議においても,水利土功会そのものについて,その問題

点を取 り上げた議論はみられない。

しかし,水利土功会について,それまでの自主的開設から府知事県令による

区域指定による開設への変更には,当時における水利土功会の開設状況からみ

て,行政庁の積極的な介入による水利土功会開設の促進という意図が込められ

ていたことは間違いないように思われる。

後にみるように,明治13年の区町村会法に基づく水利土功集会等の開設は,

埼玉県の見沼代用水,山形県の青竜寺川,新潟県の中江用水,愛知県の木津用

水,大阪府の狭山池等全国各地で進められていたものの,全体的には地元にお

ける利害の対立や制度浸透の不徹底さ等もあって,必ずしもスムーズにはいっ

ていなかった。従来から組合組織のある地区であっても,愛知県の官田用水や

富山県の牛ヶ首用水などでは,早 くから法に基づく組織づくりに取 り組みなが

ら,旧慣による費用負担方法の変更問題等が絡んで挫折し,不成立に終わって

いる。

このように,開設を望みながらも開設できないところもあり,自 主性に任せ

ていては早期開設が望めないことから,官費下渡金の廃止とも関連し,水利土

木費の地元負担体制を速やかに整備していくために,その対応策が必要な状況

になっていた。特に治水関係については,官費下渡金の廃止に伴い,河川工事

の費用負担関係を定めた河港道路修築規則が消滅し,河川制度の空白期間が続

いていた時期だけに,改修費を地域負担に負うところが大きく,河川改修事業

を進めるうえからも水利土功会等の開設が急がれていたのである。

先に述べたように,水害に悩まされてきた岐阜県では,県会が治水派と山岳
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派に分かれ,県土木費をどのような地域に配分するかについて紛糾 していたが ,

県令小崎利準の調整努力により「当面の治水費については木曽・長良・揖斐の

3川 についてのみ支出し,その他の42川 については関係町村にある水利土功会

などの町村協議費で負担させ」ることとな り,「水利土功会などを前面に打ち

出し,それを主体とし,県はこれに補助することにとどめるという考え方の変

化が大きくものをいい,こ のことが上記 2派の対立を氷解」させることになっ

た。こうした経緯から「岐阜県の輪中地域の水利土功会の成立も,結果的には ,

明治17～ 18年に形成されたものが多」く13の ,そ の開設には,行政介入があった

ことが うかがえる。

また,淀川右岸の神安地区では,地区内を流れる神崎川の改修事業が繰 り返

し行われ,明治16年頃からその費用負担団体として数町村連合会を開設 しよう

とするが,こ れに反対する村々との調整がつかず開設できないでいた。 しかし

法改正後,府が調整に入 り,郡が中心になって準備を進めたことにより,明治

18年には連合町村会の開設にこぎつけている13の 。

全体的にも明治17年改正法後に水利土功会等の開設が大幅に増加することに

なってお り,水利土功会開設の推移からも法改正が効果的に運用されたことが

推測できる。

実は明治17年の法改正に先立ち,内務省では地方長官を招集 し,「町村事務

二付其概 ロヲ掲ケ其実施状況及其改正ヲ要スヘキロ的」について諮問してお り,

これを受けて明治16年 12月 に在京地方長次官の意見として提出された答申の中

に,水利土功関係について単独の「区町村水利土功会法」の制定が提案されて

いる。法案には,「水利土功会ノ規則ハ府知事県令之ヲ定ム」,「水利土功ノ組

合………ハ総テ従前ノ慣行二依ル」,「従前ノ慣行ナキモノ又ハ組合ノ変更ヲ要ス

ル時ハ府知事県令之フ定ムヘシ」,「水利土功会長ハ郡区長戸長若 クハ其代理人

之ヲ勤ムヘシ」,「郡区長戸長二於テ水利土功会ノ論説若シ治安ヲ害シ又ハ法ニ

背クコトアリト認ムル時ハ之フ中止シ府知事県令ノ指揮ヲ請フコトヲ得」等の

規定が盛 り込まれてお り13つ ,改正法の内容にも通 じるような条項 も多 くみら

れた。

改正法における府知事県令の権限強化,水利土功会の郡長管理等は,現場を

預かる地方長官たちの意向・要請でもあったのである。

明治17年改正について,小川誠氏は「郡長一知事の力と発言力を強化したも

の」13の でぁったと批判的に述べられている。
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確かに水利土功会についての明治17年改正は,こ れ までの自主的開設か ら官

憲による強制開設への転換であ り,制度的には行政介入の強化であった。 しか

し制度運用の実態か らいえば,後にみるように,こ の改正に伴い府県や郡の指

導体制が強化 され,地区調査等を通 して必要な場所への開設調整に力を入れて

いったことが,水利土功会等の開設を促進 させていったのである。
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