
  
  土木費官費下渡金の廃止と水利組織の法制化(3)

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 浜田,忠久
発行元 水利科学研究所
巻/号 49巻5号
掲載ページ p. 39-60
発行年月 2005年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



土木費官費下渡金の廃止と水利組織の法制化 (Ⅲ )
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(1)水利組織制度の特色

ここで改めて水利土功会等の制度の特色について整理すれば,それは次のよ

うになる。これらの特色は,そ の後,町村制の別法として制定された明治23年

の水利組合条例,さ らには同41年の水利組合法においても基本的に引き継がれ

ることになっている。

第一は,水利組織が地方行政組織の一環として,町村段階における行政機構

の一部として位置づけられたことである。

すなわち,明治13年の区町村会法は,水利土功は町村の事業であるとの前提

に立ち,水利土功集会の開設は町村の区域と一致 しない場合等に限定する (第

8条 )13つ とともに,それは議決機関に過ぎず,議決の執行は戸長又は郡長が行

うこととしていた (第 9条 ,第 5条 )。 また明治17年の改正法は,その開設を

それまでの地元申請に基づ く認可制度から府知事県令の区域指定に改め (第 14

条),併せて規則そのものも府知事県令がこれを定めることとし (第 15条 ,第

2条),行政介入が一段と強化されることになった。

この後制定された水利組合条例・水利組合法では,水利組合は市町村から分

離 し,執行権を有する独立 した団体になったが,水利土功が市町村等の事業で

あるとする建前は崩さず,その設立に当たっては,設立申請人や設立準備を進

める創立委員に郡長又は市町村長が規定され (条例第 8条 ,第 10条 ,法第10条 ),

また組合管理者には,府県知事により任命された郡長又は市町村長がこれに当

たる (条例第29条,法33条)な ど,知事一郡長―町村長という行政系列の中に

しっか りと組み込まれることになっている。
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二つ目が,水利組織が関係土地所有者によって組織されたことである。

当初の区町村会法は,水利土功集会は「関係アル人民若ツクハ町村ノ集会」

(第 8条 )と し,町村によって構成する集会 (議員は各町村会議員の互選)を

認めていたが,明治14年の改正により「関係アル人民ノ集会」だけとな り,明

治17年の改正法では「地租 ヲ納ムル者」 (第 15条 ,第 9条)に より構成される

ことになる。また水利組合条例では,「土地所有者 ヲ以テ組合員 トス」(第 7条 )

とし,土地所有者の組織であることが規定され,水利組合法においてもこの原

則が貫かれている (第 6条 )。

そして三つ目が,水利組織の制度の中に,その本来業務である取水,配水 ,

早魃時の措置等の水管理に関する規定がまった く設けられなかったことであ

る。

当初の区町村会法では,地元が作成する規則 (第 8条)の 中に水管理に関す

る規定を自主的に定め得る余地はあったけれども,改正法ではこれを府知事県

令が定めることとな り,府県が定めた規則には,法が例示 した議員の選挙関係

等に関する規定が設けられるにとどまり,水管理に関する規定は,規則の中か

らは事実上姿を消してしまうことになった。

水利組合条例・水利組合法では,組合規約は再び地元が作成することになっ

た (条例第 5条 ,法第 3条 )も のの,県が示 したその作成例 13の には,組合議

員の選挙,組合費の賦課徴収等に関するものが中心になっていて,水管理に関

する規定などは含まれておらず,各組合が定めた組合規約をみても,水管理に

関する規定を定めているのは一部の地区にとどまっている。また水利組合条

例・水利組合法は,旧慣による区域の設定 (条例第 7条,法第 6条)や旧慣に

よる特別の賦課方法 (法第51条第 2項 )な ど,旧慣の適用を容認する規定は設

けたけれども,水管理についてはなんら規定を設けていない。実態的には,旧

慣による組合の自主的管理に委ねられていたわけであるが,それに関しては一

切触れていない。

(2)水利組織制度に対する批判

以上のような水利組織制度について,渡辺洋三氏は『農業水利権の研究』等

において,その問題点等を指摘し厳 しく批判 しておられる。

まず第一の点については次の如 くである。すなわち,「水利団体は,農民が

その私的農業経営の欠 くべからざる補充物 としての農業用水の利益を享受する
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ためにつくる団体である。それはその機能において,私的経営を経済的に成 り

立たしめるための経済団体であり,且つその目的において受益者個人の私的利

益を追求するための団体であり,その中にいかなる公的 =国家的目的を含むも

のではない。事柄の性質に注目するならば,こ のような私益のための経済団体

は,も ちろん私法人として法的構成される筈のものである」13"。 ところが,近

代における水利団体の変革が,農民の自主的な必要に迫られた下からのもので

はなく,国家政策に基づく上からのものであったため,「農業水利団体の発展

が,その出発点において,行政組織からの分離という歴史的進化の方向をとら

ないで,かえって逆に,行政組織の中への吸収という,錯綜した形をとった」

とし14の ,それが間違った方向に進められることになったと指摘しておられる。

また,土地所有者を構成員としたことについても,「国家法の 。近代的個人

法体系への編成過程において,国家が水利組合員たるの資格を現実の用水利用

者にでなく,土地所有権者に与えたことは,同 じく国家が封建的分割所有権の

近代的法体系への編成過程 (地租改正)において,土地所有者たるの資格を現

実の土地耕作者に対してでなく,上級所有権者一地代取得権者 (地主)一に与

えたことに対応するものであろう」とし,こ れらはともに「共同体的秩序や地

主的土地所有等の,現実世界における半封建的構造を根本的にくつがえすもの

ではなく,む しろ,それを,あたらしい資本主義の諸条件のもとで形式的に合

理づけるための法形式として機能した」と述べている。そして「このような制

度的基礎に支えられて………水利組合の組織と運営は,地主層を中核とする有力

者層の手ににぎられ, したがって,予算の決定,会計管理,配水統制,水処分

等の権限は,こ れら階層の独占するところとなった」と批判している1“ )。

最後の水管理規定の欠如については,「水利組合法の規定が,町村制の規定

と同じく,多 く選挙規定にたぐいするものにとどまって,実際に水利関係を規

律する内容的規定を含んで」いず14の ,「農業水利秩序はもっばら旧慣に委ねら

れるにとどまるにすぎなかった」14つ 。しかし,こ のことは,「国家が用水秩序

に対して無関心であったことを少しも意味しない」,「水利慣行に対するたえま

ない干渉への動因をも内的必然的にはらむものであった」とし,水利組合管理

者への官選制の導入等による農業水利団体に対する行政官庁の支配管理をはじ

め,河川法の制定とその運用の諸過程を通して,水の公共性という側面から,

利的農業水利に対する国家権力の干渉介入を増大させることになった140と 指

摘しておられる。

水利科学 No 286 2005



浜田 :土木費官費下渡金の廃止と水利組織の法制化 (■ ) 43

これらの指摘・批判は,水利団体は「私的経済団体」であるべきだとする,

水利組織の本質論に基づくものであ り,制度が目指 していたものとはまった く

逆の立場からのものだけに,制度の特徴とか問題点が一層鮮明に描き出される

ことになっている。もしも水利組合法制の中に水利使用に関する具体的な規定

が定められていたならば,そ の後の水利行政がどのように展開したであろうか

と考えるとき,渡辺氏のこうした指摘は一層説得力を帯びてくるものがある。

(3)制度の基本姿勢についての考察

それでは何故,政府は水利団体を私的経済団体ではなく公法的世界に取 り込

み,地方行政組織の一部として位置づけることにしたのだろうか。

それは,こ れまで綾々述べてきたように,旧慣を踏襲 し官費支給の対象にし

てきた水利土木費を地域負担に転嫁 し,それを確実に徴収することができる体

制を整えるためであったからである。つまり,そ こには,私的な水管理事業の

ための組織整備というよりも,民費・協議費による水利土木費の徴収団体とし

ての機能強化に主眼が置かれていたのである14つ。

区町村会法が制定されたのは明治13年 ,ま だ,憲法も民法も制定されておら

ず,やっと近代法制定に向けて歩み出したばか りの法体制準備期である。水管

理を主体とした私的水利団体のためのものであれば,おそらくこの時期に水利

組織の法制化がなされることにはならなかったのではないだろうか。

明治17年の改正区町村会法による府知事県令による水利土功会の開設区域の

指定とその規則の制定,明治23年制定の水利組合条例における郡長又は市町村

長だけによる水利組合の開設申請や郡長又は市町村長による管理者の規定等

は,必要なところに水利組織を設立させ,そ してその管理運営を行政的にコン

トロールするための規定ではあったけれども,ただそれだけでのものではない。

さらに言えば,それらの規定は,組合が行政組織の一部であることを強調する

ための補完措置とな り,組合に対する強制徴収権の付与へとつながっているの

である。

また,渡辺洋三氏は,水利組合は水管理を行 う団体であるから,その利益を

享受することになる耕作者によって組織されるべきであるとの立場から,耕作

者が排除されていることに鋭 く反駁 しておられる。

確かに水利用の面からみればその通 りである。 しかし見方を変え費用負担 と

いう観点から言えば,組合員になるということは組合費の負担義務者になると
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いうことである。現実に水利土木費を負担していたのは土地所有者であったわ

けであるから,負担団体としての役割を第一義的に考えていた制度の趣旨から

すれば,土地所有者を構成員としたことは至極当然のことであったということ

になる。

最後の農業水利については,渡辺洋三氏が述べられているように個人の農業

経営のために行われるものであり,それ自体は私法の分野に属するものである。

私法に関する成文法がまだほとんどみられない当時において,一般民事はそれ

までの慣習に基づき処理されていたわけであり,水利土功会等における取水 ,

配水等の水管理も当然のこととして旧慣に委ねられていたことになる。

制度的に考えれば,区町村会法という公法の世界に属する法制度において,

私法の分野に属する水管理に関する規定を設けることは制度的矛盾があり,特

に強制徴収権の適用が厳しく限定されていた当時において,水管理に関する規

定を設けることは,水利土功会等の公共性に悪影響を及ぼすことにもなりかね

ないことから,それに触れることを意識的に避けていたようにすら思える。

その後,水利組合条例を経て水利組合法となり,旧慣による区域設定の1/2か ,

賦課方法についても旧慣を容認する規定が追加されることになる (衆議院にお

ける議員修正)。 ところが水管理そのものについては,繰 り返し述べてきたよ

うにまったく触れられていない。

水利組合法が制定されたのは明治41年である。当時は明治憲法による帝国議

会の開設を経て,民法 (明治29年),河川法 (同 29年),法例 (同31年)等水利

に関連する法制度が出揃っており,ま た,明治32年制定の耕地整理法は耕地整

理事業における滞納者に対し,市町村長を通して市町村税徴収の方法を認める

(第65条)な ど,水利組合法をとりまく法環境が大きく様変わ りすることになっ

ていた。水利組合法においても,水管理に関し規定を設けようとすればそれな

りの規定を設け得る条件が整っていたように思える。しかし,それでも水管理

に関しては,ついに規定が設けられることにはならなかった。

明治23年に制定された水利組合条例は,現場におけるその運用に当たってい

ろいろ問題が生じていたことから,新潟県上越地方の上江,中江,稲荷中江等

14の水利組合では,「水利組合条例改正同盟会」を結成 (明治37年 9月 11日 )

し,①水路等の緊急な修築を要する場合に組合に対し土地等の使用収用権を与

えること,②組合管理者に公選制を取 り入れること,③監督官庁が上下流の水

利調整処分ができるようにすること等の条例改正について,内務省をはじめ貴
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衆両院に対 して請願運動を行っていた。

この請願は第21議会において採択されることになる140。 ところが第24回議

会に提案された水利組合法案には,①は取 り入れられていたけれども②と③は

落ちていたことから,こ の法案を審議 した衆議院水利組合法案委員会 (明 治41

年 2月 26日 )において,こ の点に関する質疑が交わされている。

答弁に立った内務省地方局長床次竹二郎は,②について,「今日ノ制度二於

テ敢テ其不都合フ認メナイノミナラズ,同 ジ公共団体ノ長ヲ公選ニスル ト云フ

コトデアリマスル ト……同ジ郡市町村内ノ中デ,郡市町村長二対等スルヨウナ

訳ニナ リ………其辺ノ折合モ如何デアラウカ ト思ヒマス,又仕事フ正確二執行ス

ル上二於キマシテモ,却テ今日ノ制度ノ方ガ宜カラウ」と答えている14つ。

府県知事,郡市長,町村長 と並ぶ地方行政系列の中に,異質の者が入ってき

てはかえって混乱をきたすことになるということである。水利組合を構成する

組合員によりその長が選ばれることになれば,それだけ団体の独自性が強 くな

り,地方行政体系が乱れることになる。そのようにも受け取れる答弁である。

そして肝心の水利調整に関する③については,答弁に先立ち政府委員の方か

ら質問者に対 して,「上下流ノ引水上二付テ,争 ノアッタ際二管理者ガ自由ノ

処分ガ出来ル」ということかとの問いかけがあ り,こ れに対 して質問者 (竹村

良貞)は ,「其通 リデゴザイマス。各地 トモ利害ノ異ナル点モアリマショウガ,

私共ノ事情 フ申シマス ト,此為ニハ,或場合ニハ竹槍薦旗モ行ハンル ト云フヨ

ウナコトガアル,又 ソンデナケンバ,唯モウ酒 卜金 トデナケレバ,水 ヲ得ヤウ

ト云フテモ下ノモノハ得ランヌ………故二私共ハ何等力之二対シテ臨時二管理者

カラ命令」が出せるようにしてもらいたいと説明する。

こうした質疑のあと政府委員床次竹二郎は,「私共ノ方二於テモ攻究シマシ

タガ, ソレハ詰 り組合ノ規約ノ中二……例ヘバ上流デ何分取 レバ,下ノ方デハ

何分ノ水フ取ル ト云フヤウナ規定ヲ置イテゴザイマスレバ ……其規定ノ執行ガ

出来ルダケノ方法フ,警察官ナリ郡市町村長ノ方二於テ取 ッタナラバ,途ハ付

クデアラウ。 ソレハ随意二警察官,若 クハ管理者二於テ其計ヒフスル ト云フコ

トハ,少シ今日二於テハ矢張 り悪イコトデハアルマイカ ト云フコトデ,遂二其

事ハ規定」しなかったと答弁 している140。

水利組合が規約の中に水配分に関する規定を定めておけば,それに基づき処

分ができるので,法律で行政官庁等が自らの判断で水利調整処分ができるとす

るような規定を設けることは適切でないと考え,そ うした規定は設けなかった
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ということである。

内務省では,請願を受けて現地調査等を行い,改正の要否,改正の内容等に

ついて時間をかけて検討を行っていたようである。水利組合条例改正同盟会の

活動の顛末を記載した同会報告書には,内務省に寄せられた意見は多岐に分か

れてお り,こ れをまとめるのは容易な状況ではない旨のことが記されてい

る149)。

行政官庁が水管理に権限を持つということは,水利慣行の内容に行政が直接

介入することであり,こ れに対する反対意見が相当に出ていたようである。水

利に手をつけることは,そ の基盤となっている村落秩序を揺るがすことにもな

りかねないことから,賛否両論あるなかで,水利秩序への行政権力の介入には

慎重になり,結局は,旧時代から続いてきた関係者による自主的解決 (内済)

の原則に委ねざるを得なかった,と いうことだったのだろうか。

もっとも,こ ういった見方は一面的であり,当時すでに河川法が施行されて

いたことからすれば,当然のこととして水利行政を所管する土木局との調整問

題があったことになる。あるいはこの調整が最大のネックになったという見方

ができなくもないように思われる。

これは,河川法が制定される以前のことであるけれども,水利組合条例を所

管する県治局が,水利組合の設立を促進しようとして訓令を出そうとしたのに

対し,土木局は反対しこれを取 り止めさせている。県治局において作成したと

思われる『水利組合条例鮮擬』15の には,土木局の意見として,「 目下当局二於

テ調査中ノ河川法堤防法等成立ノ上ハ或ハ堤防組合ナルモノ設置セランル ニヽ

至 り,従テ該条例ノ施行ヲ促ス必要ナキニ至ルモ難斗。然ルニ今之ヲ督促施行

セシメ万一未夕数ヶ月ヲ経サルニ更二変更スルフ要スルカ如キ事アラハ地方政

務上錯雑ヲ来スノ虞モ有之,穏当ナラサル様被存候二付,今暫ク見合セ置カル

方ヽ可然 卜思考ス」と記載している。土木局としては,当時,河川行政の中に

堤防組合のような組織を取 り込むようなことも検討していたのである。

明治40年代に入 り,発電水利などの進出がみられるようになり,水利行政が

新たな局面を迎えようとしていた時期だけに,土木局としては,水利行政が二

元化することを嫌っていたとしてもおかしくはない。

いずれにしても,地方局としては,水利調整の必要性は認識しながらも,水

利土木費の賦課徴収のための水利組合制度にとっては本筋の問題とはならず ,

内外の抵抗を押し切ってまで,制度化を進めなければならないということには
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ならなか った。

その後,水利事情が逼迫 して くるなかで,内務 (土木),逓信,農林各省間

の水利行政をめ ぐる権限争いが激化 し,各種水利法案がそれぞれの立場か ら提

起 され ることになる。 しか し肝心の水利組合を所管す る地方局か らの反応は

まった くみ られない。水利組合法は,水管理には沈黙 したまま,最後 まで組織

法に徹 し,こ の原則を守 り続けたのである。

参考・引用文献及び注釈

137)明治14年の法改正により,町村の区域と一致しない場合等水利土功集会の開設

を制限していた部分が削除されたが,これは慣行による用水組合等の法定組織化

を促進するためのものであり,こ のことにより水利土功は町村が行うという原則

を否定したわけではない。明治17年 の改正法では,町村会等で評決し得ない場合

という制限が再び付され,ま た明治23年の水利組合条例では,その第 1条に「…

…市町村ノ区域 卜符号セサルモノ又ハ符号スル ト雖モニ市町村以上二渉ルモノニ

シテ特別ノ事情二依 り市町村若ハ町村組合ノ事業 トナスコト得サルモノアル場合

二於テハ此法律二依 り水利組合ヲ設置スルコトフ得」と定め,水利土功が本来市

町村の事業であることを明確に規定することになっている。

138)松原用水土地改良区保管文書『水利組合規約の作成例』 (明 治29年 9月 28日

愛知県内務部第一課)

渡辺洋三「農業水利制度と国家法」『農業水利権の研究』(1961年 御茶の水書

房)pp 30～ 31

同 上 p27
前出 渡辺洋三『農業水利権の研究』PP 356～357

同 上 P255
同 上 p379
同 上 p379以下

森 実『水の法と社会』(1990年 法政大学出版局)P277

同 上 P276。 なお,衆議院請願委員会 (明 治38年 2月 3日 )において,木

下謙次郎議員は,水利組合条例の問題点について,「条例二於テハーニ水利組合

ノ組織二重キヲ置キ,従テ其保護方法モ亦組合ノ自由行動二任スルフ以テ,旧慣

遺法漸ク荒廃シ其弊逐年続出シ,遂二流末灌漑ノ困難救フヘカラサルニ至ル」と

述べている。 (『帝国議会衆議院委員会議録明治編28』 p289)

『第二十四回帝国議会衆議院水利組合法案委員会議録第二回』 (明治41年 2月 26

日)P3
148)同 上 p3

139)

140)

141)

142)

143)

144)

145)

146)
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149)『水利組合条例改正同盟会報告書』(明治41年 稲荷中江土地改良区保管)p41,
p46, PP 59-60

150)『水利組合条例鮮擬』は,各条ごとに,それに関係する府県からの照会に対す

る回答とか通牒,訴願裁決や行政裁判所判決等の要点を記載 したもので,作成者・

作成年の記載はない。掲載された文書は,明治23年 11月 ～31年 12月 の日付のもの。

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

わが国における水利組織の原形は,江戸時代における生活共同体としての村

落と,その村々によって組織された井組とか水組と呼ばれる村々連合であった

といわれている。区町村会法による水利土功会等の制度は,ま ずは,こ うした

旧慣に基づき存在 していた水利集団への適用から始められたと思われるけれど

も,その適用状況はどのようであったのだろうか。

残念ながら全国的に取 りまとめられたそ うした調査資料は存在 しない。そこ

で,こ こでは目を通すことのできた各地区の水利史,土地改良区史等により,

明治以降に法律又は府県規則等に基づき最初に設けられた水利組織について調

べ,それを年次別及び組織の種類別に分類整理 し集計することにした。このよ

うな調査により作成 したのが表 3である。用いた資料の性格から,こ の集計の

対象になったのは水利史等を作成 している地区ということで,比較的規模の大

きな地区に片寄っているきらいがあ り,ま た,そ の対象地区数も全体で243地

区 (新潟県の西蒲原地区のように数組合を統合 して 1土地改良区になっている

ところは,原則的にそのうち 1組合を対象)と 少数である。 したがって,こ れ

は限られた地区の調査結果に過ぎず,決 して全体的な推移を表 しているといえ

るものではないけれども,主要地区における法に基づ く水利組織開設の推移に

ついて,あ る程度の傾向は読み取ることができるのではないかと思っている。

なお,全体243地区の うち,明治13年 の区町村会法又は明治17年 の改正区町

村会法に基づき水利土功会等を開設 している地区は93地区に過ぎず,全体の 6

割に当たる145地区では,区町村会法の段階では法定組織を設けておらず,明

治21年の町村制以降に町村制,水利組合条例 。水利組合法又は耕地整理法に基

づき,初めて法に基づく水利組織を設立することになっている。町村制以降に

ついては本論の主題ではないけれども,近代法に基づ く水利組織形成の全体的
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表3 水利土功会等設立の推移                 (単 位 :地区数)

沐
以前 13年区町村会法 17年改正法 町村制以降

-12 13   14  15  16  17 計 17  18  19  20  21 計 明治 大正 昭和 計

連合会

土功会

町 村

組 合

水 利

組 合

耕 地

整 理

その他

3 25

15

25121

817845

ll

42

17    3    1

57   10   16

3   19    19

計 10  10  10   7   3 40 10  22  9   6   6 77   32   36

イ)p1  243

に注〕

1)こ の表は,あ くまで最初に開設した水利組織の種類が何であったかについて調べたものである。

例えば,明 治13年 区町村会法により数町村連合会を開設し,そ の後,明 治17年 改正法の適用により

これが水利土功会に変更され,更に水利組合条例の施行に伴い普通水利組合を設立した地区では,

最初に開設した数町村連合会についてのみ計上し,そ の後の組織は計上していない。したがって表

に計上した数字の合計は,調査対象地区数 (243地 区)に一致する。

2)「以前」の欄には,13年区町村会法が制定される以前に,県の定めた規制等に準拠し開設された

ものを計上している。なお,「～12年 」には,区町村会法が制定される以前の明治13年 3月 まで含

めている。

また「17年改正法」欄の「21」 年には,一部22年に開設されたものも含まれる。

3)「連合会Jには,13年法に基づく数町村連合会,17年改正法に基づく連合町村会のほか,法制定

以前の県規制等による連合会も含めている。

4)「土功会Jは ,13年法に基づく数町村連合会,17年改正法に基づく水利土功会である。

5)「町村組合」は,町村制第116条に基づく町村組合であって,水利事業を目的に設立されたもので

ある。

6)「水利組合」は,明治23年の水利組合条例又は明治41年の水利組合法に基づく普通水利組合であ

る。

7)「耕地整理」は,明 治42年の耕地整理改正法第41条に基づく耕地整理組合 (一部旧法に基づき出

発したものを含む)であって,水利事業 (水 田開発を含む)を 主体に設立されたものである。 (区

画整理を主体にしたものは除外している)

8)「その他」は,区町村会法が制定される以前の「～12年」に設けられたもののうち,何 ヵ村用水

組合等の名称が使われていて,そ の性格が不明確なものである。

な流れをみるうえで参考になると思われるので,本表には町村制以降のそれら

の数字についても簡略に掲載 し,概観 しておくことにした。
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(2)区町村会法制定前における新水利組織の開設

前掲の表から,明治以降における水利土功会等開設の推移について,区町村

会法制定以前からll■に見ていくことにする。

山形県の大町溝では,区町村会法が制定される前年の明治12年に水利施設の

修繕費等を協議するための組織として,関係町村による連合会を開設している。

これは,明治11年の三新法施行順序により町村会の開設が公認されたことによ

り,山形県が定めた町村会規則・数町村会連合規則に準拠して設けられたもの

のようである。

また,兵庫県の淡山疎水では,山 田川からの疎水開削のための協議機関とし

て,明治13年 3月 に関係 6ヵ 村による連合会を開設しており,こ れが出発点と

なって,その後事業の進展に伴い区域の拡大を図りながら,区町村会法による

水利土功会,水利組合条例による普通水利組合へと発展していくことになって

いる。このはかは,組織の性格を推定できないものも含め,明治 6年の岡登堰

(群馬県),同 11年の土渕堰 (青森県),同 12年の綾部井堰 (京都府)な どである。

区町村会法制定以前の町村段階における人民集会については,当初は地方民

会と呼ばれ,早 くには明治 6, 7年頃から兵庫県などの諸県においてその開設

が試みられていた。こうした民会開設とは直接関連づけることはできないけれ

ど,水利組織においても,国の法制度が制定される以前において,何々連合会 ,

何ヵ村用水組合などの名称による新しい水利組織開設への取 り組みを一部地区

でみることができる。

(3)区町村会法に基づく水利組織の開設

①年次別・種類別地区名の一例

新水利組織の開設が本格化するのは,やはり明治13年の区町村会法により水

利組織が法制化されてからである。区町村会法が定めた水利組織には,人民に

よって構成される水利土功集会と複数の町村によって構成される数町村連合会

がある。

13年法に基づき開設された地区について,そ の一部を現在の地区名 (近年合

併,解散,名称変更等をした地区にあっては,それまでの名称を使用したもの

もある。以下同じ)に より拾ってみると次のようになる。

水利土功集会としては,明治13年開設の鷹栖口用水 (富山),同 14年の三栗

谷用水 (栃木)・ 入鹿池 (愛知),同 15年の広瀬桃木両用水 (群馬)。 明治用水
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(愛知),同 16年の山田新田用水 (富山)狭 山池 (大阪)・ 藤崎井 (和歌山),

同17年の磐城小川江筋 (福島)等である。

また,数町村連合会の地区には,明治 13年開設の見沼代用水 (埼玉)・ 葛西

用水 (同上)・ 徳島堰 (山梨 )・ 中江用水 (新潟)・ 手取川七 ヶ用水 (石川)・ 山

田堰 (高知),同 14年の中川 (山形)。 上江用水 (新潟 )・ 木津用水 (愛知)・ 大

石長野堰 (福岡),同 15年の和賀中央 (岩手)・ 赤川 (山形),同 16年の青竜寺

り‖ (山形)・ 沼川 (静岡),同 17年の因幡堰 (山形)・ 安積疎水 (福島)等の地

区が含まれる。

なお,見沼代用水では,明治 2年に政府の命により御普請所組合をつくって

いるので,法制定以前に計上すべきであったかもしれないが,他地区とのバラ

ンス等も考え,数町村連合会から始めることにした。

次に17年改正法により開設された地区について,同様にその主なものを抽出

してみると次のようになる。なお,17年改正法では,水利土功会,連合町村会

にそれぞれ名称が改められている。

水利土功会としては,明治17年開設の西村山郡大堰 (山形)・ 千波湖 (茨城)・

立田輪中 (愛知)・ 幸野溝 (熊本)・ 明治大分水路 (大分),同 18年 の胆沢平野

(岩手)・ 北楯大堰 (山形 )・ 江連用水 (茨城 )。 二郷半領 (埼玉)・ 寺谷用水 (静

岡)・ 亀田郷 (新潟)・ 白根郷 (同上)・ 小田井堰 (和歌山),同 19年の鹿妻穴堰

(岩手)。 日向川 (山形)。 上中堰 (長野)・ 新川疎水 (新潟)・ 胎内川 (同上 )・

宮田用水 (愛知)・ 五 ヵ井 (兵庫),同 20年の辰巳用水 (石川)・ 鎌田井筋 (高

知),同 21年の広渕大溜池 (官城)。 最上堰 (山形)・ 勝瓜口 (栃木)等である。

なお,北楯大堰は現在の最上川土地改良区,新川疎水は西蒲原土地改良区の

前身の一つである。

また,連合町村会の地区には,明治17年開設の福岡堰 (茨城)・ 荒田川間門

(岐阜),同 18年の板鼻堰 (同上)・ 稲毛川崎二 ヵ領 (神奈川)・ 大野庄用水 (石

り||)・ 白江野用水 (三重)・ 神安 (大阪),同 19年の和賀川 (岩手),同 20年の松 ヶ

鼻用水 (福井),各務用水 (岐阜),同 21年の湛井十二 ヶ郷 (岡山)等の地区が

みられる。

②数町村連合会から水利土功会へ

明治13年法に基づ くものと,17年改正法に基づ くものとを比較 して目につ く

違いに,13年法では,特に初期において,水利土功集会よりも数町村連合会の

方が多いのに対 し,改正法では逆に水利土功会の方が圧倒的に多 くなっている
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ことがある。

新制度が導入された当初においては,村々組合的な性格の強い旧組織にとっ

て,村々が集まって組織する数町村連合会の方が剛‖染みよく,制度への抵抗感

が少なかったのであろう。

もっとも,新制度が導入された当初において,制度の趣旨がどれだけ現場に

浸透 していたかについてはいささか疑間である。水利土功集会として開設 した

地区であっても,群馬県の「広瀬桃木両堰組合百二十九 ヶ町村水利土功会」と

か,富山県の「山田新村外九 ヶ村連合水利土功会」などのように,村々の連合

的なにおいのする名称が使われているものがある。水利土功集会を採用 した地

区においても,実態的には町村をベースに,これまでとあまり変わ りのない運

営が行われていたものも相当にあったのではないかという感 じがする。

これは,明治17年改正法後に生 じた問題であるけれども,県が定めた規則に ,

水利土功会議員の選出方法について,人民による選挙とすべきところを,町村

会議員の互選によるとする間違いがあ り,数 ヵ月後に規則改正を行っている例

がある151)。 ましてやこれまで制度らしきものが何もなかったところに,初め

て新制度が導入された13年法当時においては,制度に対する理解も徹底せず ,

水利土功集会と数町村連合会の区別について,あ まりはっきりとは認識されな

いまま運用されていたとしても不思議ではない。

途中から水利土功会が増大することになったのは,すでにみてきたように ,

当初の区町村会法による水利土功集会は人民又は町村の集会 とされていたの

が,14年の法改正で人民の集会だけとな り,明治17年改正法では地租納入者に

限定される等,組織の性格が村々組合的なものから土地所有者の組織へと整理

されていったことによるものである。府県としては,当然のこととして法の趣

旨にしたがい水利土功会の開設を誘導 していったものと思われる。

17年改正法では,水利土功会等の開設が,それまでの申請認可から府知事県

令の区域指定に改められることとな り,13年法に基づき開設 した地区にあって

も,改めて改正法に基づ く府知事県令による区域指定等の開設手続きが採られ

ている。青竜寺川,見沼代用水,木津用水等多 くの地区では,当初は数町村連

合会として出発 していたが,改正法の適用による県令の区域指定に当たっては ,

水利土功会に変更されることになっている。

地租改正の実施により土地所有権者・地租負担義務者が明確になっていくな

かで,水利組織制度は,費用負担関係を明らかにし確実にそれを徴収していく
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ために,直接の費用負担者である土地所有者による組織へと改められていった

が,現地における水利組織の開設状況からも,そ うした方向に進められたこと

をうかがうことができる。

もっとも17年改正法では,法律の規定の仕方としては,連合町村会を優先さ

せるかたちになっていた (第 14条)の で,すべての地区が水利土功会になった

わけではない。山梨県の徳島堰では,改正法の適用に当たって,村々がそれぞ

れ独自の賦課徴収方法を採用しているということで,水利土功集会 (当初連合

会で出発していたが途中で水利土功集会に変更していた)か ら連合町村会への

変更を申し出て連合町村会の指定を受けている。改正法施行後においても,一

部には連合町村会が存続し,ま た新設されることになっている。

③改正法による開設地区の増大

13年法に基づくもの40地区に対して17年改正法に基づくものが53地区と,改

正法により開設されたものの方が多い。13年法に基づく水利組織の開設が減少

傾向にあるなかで,17年改正法の施行後,と りわけ翌18年の急増が目立ってい

る。こうした開設地区数の推移からみても,改正法による行政介入の強化が水

利土功会等の開設を促進させることになったことは明らかである。

‐ただ,注意を要するのは,こ うした開設地区の増加について,直ちに行政庁

が,改正法の規定どおりに一方的に区域指定を行い,現地の意向にかかわ りな

く水利土功会の開設を強行していった結果だと速断し,実際に行われていた運

用方法を無視した評価をしてはいけない,と いうことである。

各県が定めた改正法の施行に関する通達をみると,例えば,山梨県では「連

合町村会区域ノ具申ノ件」(明治17年 7月 乙第58号 )において,「水利土功ノ事

項二関シ水利土功会ノ開設ヲ要スル トキハ其区域フ調査シ具申スヘシ」として

おり15り ,埼玉県では「水利土功区域取調手続」(明治17年 7月 丙第16号)の中

で,「水利土功ノ開設フ要スル トキハ左ノ手続二依 り詳細取調整頓ノ分ヨリ具

申可致」とし15の ,地元から区域指定の申請をさせることにしている。

また,群馬県の広瀬桃木両用水への改正法の適用に当たっての手続きをなる

と,「区町村会法第14条 二依 り水利土功会ヲ開設致度,就テハ別紙調書ノ通区

域御指定相成度此段上申候也」と,町村名,字名等を記載した地区調書を添え

て,郡長が県令に対して区域指定を上申している15う。

府県としては,現地の実態を十分に把握しているわけではないから,区域指

定を行うには地区調査が必要であり,地元の意向等も含め,そ うした詳細な調
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査が行われていたのである。

改正法の下では,水利土功会等の開設が府知事県令の責任において行われる

ことになったことから,各府県では水利土功会等の開設に対して積極的に取 り

組むことになった。改正法施行後における水利土功会等の増加は,改正法を実

施するため府県や郡の指導体制が強化され,こ れらの行政機関が現場の指導調

整に力を入れていったことによるところが大きかったのである。

(4)町村制以降における水利組織の設立

明治21年 4月 に町村制が公布され,町村制の施行に伴い区町村会法が廃止さ

れることになった。そして,その後の水利組織としては,①町村制第116条に

定められた町村組合のほか,②明治23年の水利組合条例又は同41年の水利組合

法による普通水利組合,③明治42年の耕地整理法改正に基づく耕地整理組合な

どの制度が順次設けられている。

水利組織としては,こ のはかにも水利組合法等に基づく水害予防組合がある。

例えば山形県の日向川水害予防組合とか新潟県西蒲原地区の上郷水害予防組合

等である。しかし日向川では,それ以前に水利土功会を開設しており,西蒲原

地区では新川疎水を対象にし上郷等の組合を除外したこと等により,今回の調

査では計上すべき該当地区が見当たらないことになったため,水害予防組合の

欄は設けなかった。

また,特異なものとして,一時期会社組織により用水供給が行われた地区も

みられる。それは,千葉県養老川の板羽目堰で知られる西広堰の「耕養社」(明

治22年設立)と ,愛知県矢作川の枝下用水で設立された「枝下疎水開墾株式会

社」 (同 32年)である159。 しかしこうした組織は他には見当たらず一般的なも

のではないので,調査集計にはこれを掲げず,それを引き継ぐことになった五

井町市原村連合耕地整理組合 (大正 6年)と ,枝下用水普通水利組合 (明治35

年)をそれぞれ計上することにした。

なお,北海道には明治35年に北海道土功組合法が制定されているが,こ れは

内地の水利組織には直接関係がないので調査対象から除外している。

①町村制に基づく町村組合

町村組合は,数 ヵ町村が共同して事務処理を行うもので,性格的には数町村

連合会又は連合町村会制度を引き継いだものである。この町村組合の設立が21

地区とある程度まとまった数字になっている。
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主な地区としては,宮城県の伊豆野堰 (明治22年),島根県の出雲市外三市

町斐伊川水系水利組合 (同22年),富山県の常西用水 (同25年 )・ 牛 ヶ首用水 (同

25年),岡山県の八 ヶ郷用水 (同 28年 )・ 東西用水 (大正 5年 ),福岡県の花宗

用水 (明治29年 )・ 床島用水 (同 33年 )・ 山田堰 (大正 2年 )・ 柳川市外四ヵ町

村土木組合 (同 12年 ),静岡県の牧堰門池用水 (明治31年)等である。設立時

期は明治期が中心であ り,昭和に入ってからは,調査地区の中では静岡県の天

竜川明善 (昭和 5年)がみられるだけである。

これらの地区の多 くは,戦後土地改良法に基づ く土地改良区に組織変更され

ていったなかで,伊豆野堰,斐伊川水系水利組合,東西用水,花宗用水,柳川

市外四ヵ町村土木組合等は,現在もなお,地方自治法に基づ く一部事務組合と

して水利事業活動を続けている。

町村組合の設立は,特定の数県に偏っているきらいがあ り,特に福岡及び岡

山の両県では普通水利組合の設立はほとんどみられず,水利組織の中心は町村

組合が占めることになっている。

福岡県では,「地方税負担ノ土木」の取 り扱いについて定めた「土木箇所及

取扱規則」 (明治25年 5月 県令第45号 )15の に,「第九条 此規則施行二依 り各郡

市以下二於テ存続シタル水利土功二関スル各会議ハ市町村制二基キ更ラニ会議

ヲ組織スヘシ」という規定を設けていた。

明治14年に数町村連合会を開設 していた大石長野堰では,制度改正に伴い明

治20年代の後半に水利組合の設立を福岡県に申請するが県知事の認可が得られ

ず,そ の後,明治39年に改めて町村制に基づ く町村組合として,大石村外八 ヶ

村町村土木組合を設立することになっている15つ。

実は,普通水利組合を定めた水利組合条例は全国一律に施行されたものでは

なく,第58条により各府県知事が内務大臣に具上 し,その指揮によりそれぞれ

の府県内に施行することになっていたため,その施行時期は各府県まちまちで

あった。

水利組合は「町村組合ノ事業 トナスコ トヲ得サルモノアル場合」 (条例第 1

条)に設置することになっていたこと等とも考え合わせると,あ るいは福岡県

では,県の方針により水利組織については町村組合で対応することとし,水利

組合条例の県内への施行が行われなかったため,町村組合の数が多 くなったの

ではないかとも考えられる。

また,富山県では,庄川水系の二万石用水と新用水等による合同水利組合の
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設立をめぐって紛争が続いていたこと等もあって,県内への水利組合条例の施

行は明治32年 6月 と他府県に比べ遅れている。このため,明治20年代に設置 し

た水利組織は,町村制に基づく町村組合のかたちを採らざるを得ないという事

情があった。明治25年に水利事業を実施するため,やむなく町村組合として出

発 した常西用水では,町村組合には制度上市を入れることができず,富山市を

受益地に含める必要から,明治40年代に入ってこれを普通水利組合に組織変更

している15の 。

②普通水利組合

計上地区全体の60%が町村制施行後に設立された水利組織であり,その57%

が水利組合条例・水利組合法に基づく普通水利組合である。数10ヵ 町村にまた

がるような区域を有し,旧時代より水利組織が存在していた地区であっても,

区町村会法による水利土功会等の組織を開設することなく,町村制施行後に

なって初めて法に基づく水利組織を設立することになっているところが多数み

られ,そ うした地区の多くは,明治20年代から30年代にかけて,水利組合条例

に基づく水利組合からの出発となっている。

明治年間に設立された水利組合には,茨城県の岩崎江堰 (明治24年),福井

県の十郷大堰 (同24年),鳥取県の箕蚊屋 (同24年),長野県の下堰 (同25年 ),

佐賀県の嘉瀬川 (同 25年 ),熊本県の百太郎溝 (同25年),福島県の上田用水 (同

26年),秋田県の仁田堰 (同 27年),高知県の吾南用水 (同27年),宮崎県の岩

熊井堰 (同 29年),埼玉県の備前渠 (同31年),石川県の官竹用水 (同 32年 ),

大分県の大井手堰 (同32年),香川県の大野原 (同 34年),愛知県の牟呂用水 (同

35年),富山県の十二貫野用水 (同35年),大阪府の築留 (同41年),岐阜県の

曾代用水 (同44年)等がある。水利権訴訟で有名になった東京都の三田用水 (同

24年)も この時期の設立である15"。

明治三大疎水の一つである栃木県の那須疎水の法に基づく組織化は,水利組

合条例による水利組合 (明治36年)か らである。福島県の安積疎水や愛知県の

明治用水では,地元の水管理組織として,国又は県の水利開発事業の実施に合

わせ水利土功集会等を開設しているのに対し,那須疎水では,当初は那須開墾

社の総代による那須水組 (任意組織)に より用水の管理運営を行っていたため,

水利組織制度の適用が遅れることになったようである。

大正・昭和期に入ると,明治期において主要な地区の組織化がおおむね終

わっていたこともあって設立数は少なくなる。大正期では,栃木県の市の堀用
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水 (大正 5年 ),岐阜県の五三落江 (同 8年 ),青森県の稲生川 (同 10年),山

形県の今野川 (同 14年)等があ り,昭和期では,神奈川県の相模川左岸 (昭和

5年 ),千葉県の大利根用水 (同 9年),京都府の洛西 (同 11年),滋賀県の野

洲川 (同 14年),愛知県の領内川用悪水 (同 17年),徳島県の阿波用水 (同 18年 )

等の設立がみられる。

ただ,こ の時期になると,その設立動機 として他地区との併合とか,自 らの

事業実施,あ るいは府県営事業関連等,特定の目的をもって設立されるものが

多 くなってくる。

新規事業のための開設は,早 くには長良川からの取水事業を実施するために

開設された各務用水開削連合村会 (明 治20年)と か,最上川からの水路開削の

ために設けられた最上堰水利土功会 (同21年)な どがあ り,ま た,常願寺川の

常西用水 (同25年)や高梁川の東西用水 (大正 5年)な どの町村組合も河川改

修に伴 う合口事業実施のために設立されたものである。 しかし新事業のための

組合設立が本格化するのは,やは り次に見るように国の事業制度が整備される

この時期以降である。

③耕地整理組合

最後の耕地整理組合については,千葉県の葛飾郡八幡町外九 ヶ村 (明治44年 )

や神奈川県の足柄下郡国府津町外五 ヶ村 (大正 5年)な どのように,区画整理

を主体にしたものが多 く,ま た用排水を目的にしていても,例えば香川県の豊

稔池の築造に関わった大関耕地整理組合 (同 8年)と か,大分県の自水溜池を

築造 した富士緒井路耕地整理組合 (同 11年)等のように,すでに地域内に普通

水利組合が設置されていたなどして,現在の水利組織の原型につながるものと

して計上 したのは,資料調査を行った地区の一部にとどまることになった。

明治42年の耕地整理法改正により組合営事業が制度化されたあと,大正 8年

には開墾助成法に基づく助成政策,同 12年には用排水改良事業補助要項 (食第

1407号食糧局長通牒)に基づ く府県営用排水幹線改良事業がそれぞれ開始され ,

続いて昭和 4年には国営開墾,同 16年には農地開発法に基づく農地開発営団営

事業などの大規模水利開発事業が順次実施されていく。

これらの事業においては,い くつかの用水地区をまとめた新 しい水利計画の

下に水利用の再編整備を図っていくケースが多いことから,こ れまで任意の弱

小水利組合等しかなかったところに,事業の実施に合わせて,新組織として関

係区域を包含 した耕地整理組合が設立されることになる。
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組合営の水利の開発改良を行 うために設立されたものとしては,埼玉県の新

方領 (明 治42年),大分県の明正井路 (大正 3年),山梨県の上野原 (同 4年),

長野県の西天竜 (同 8年),新潟県の北蒲原郡南部 (同 12年),長野県の春富大

井筋 (昭和 12年)等があ り,少 し変わったタイプでは,区域内の揚水機に送電

する自家用発電所建設のために設立された,福岡県の三瀦郡耕地整理連合会 (大

正 7年,筑後川土地改良区の前身)の ようなものもある。

また,府県営用排水幹線改良事業を実施するための地元組織として設立され

たものでは,富山県の射水郡庄東 (大正 14年),群馬県の邑楽 (同 15年),大阪

府の光 FJI池 (昭和 3年),長野県の善光寺平 (同 5年),香川県の内場池 (同 12

年),岩手県の豊沢川 (同 13年),奈良県の倉橋溜池 (同 14年)等があ り,国営

開墾や営団営事業の実施に合わせて組織されたものでは,京都府の巨椋池 (同

7年),秋田県の田沢疎水 (同 13年),群馬県の大正用水 (同 18年)等がある。

なお,昭和 10年代後半に設立された岩手県の山王海 (同 18年 )と か千葉県の両

総用水 (同 19年),戦後に設立された静岡県の大井川用排水 (同 22年)な どの

普通水利組合も営団営・国営事業関連によるものである。

この時期に設立された組織の中には,規模も大きく,現在もなお地域の中核

的な水利組織として活躍 しているものが多い。
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P1365以下。玉城 哲『水社会の構造』P52以下,P45以下

156)福岡県立図書館『福岡県公報マイクロフイルム』

157)『床島用水沿革誌』(昭和58年 同改良区)p135
158)『常西合口用水提要』(大正2年 同水利組合)pp 3～ 12

159)『江戸の上水と三田用水』(昭和59年 同水利組合)pp 52～ 56

おわりに一一土地改良区管理者の悩み一一

戦後昭和24年に,水利組合法,耕地整理法,それに北海道の上功組合法が廃
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止されて土地改良法が制定され,それ′までの普通水利組合,耕地整理組合等が

土地改良区として再出発することになった。

現在土地改良区は全国で約6,400存在 し,その地区面積の合計はほぼ300万

haに及ぶ。重複重畳を差 し引けば実質200万 ha程度 とな り,全水田面積の約

7割で土地改良区が水管理をはじめとする各種の土地改良事業を実施 している。

こうした土地改良区の中には,北海道の北海土地改良区や空知土地改良区 ,

あるいは戦後の大規模水利開発事業により生まれた愛知用水や豊川用水の土地

改良区等も含まれているものの,主要な土地改良区のほとんどは,やは り旧慣

をベースに,明治以降の法制度の変遷に対応 しながら組織の再編・近代化に取

り組んできた永い歴史を背負って現在に至っている。

戦前における水利組織制度は,水利土木費の徴収確保を第一義に考えていた

ため,水利組織に対する強制徴収権の付与との関係等から,こ れを地方行政組

織の一環に組み込み公法人とすることに固執 していた。

しかし,戦後の土地改良法による土地改良区は,あ くまで個々の農家の農業

経営のための組織であることに主眼がおかれている。関係農家の発意により設

立し,構成員の中心が耕作者とな り,理事の選任も組合員の意思により選ばれ

ることになる等,行政組織とは別個の完全な関係農家の自主的な団体に生まれ

変わっている。そしてさらに,事業の実施に当たっては,制度上その経済性が

厳 しく要求されることになってお り,ま た,適正な事業に対 しては農業政策上

の観点から負担軽減措置が講 じられ,現在では多くの事業が何らかのかたちで

公的助成を受けて実施できる体制が整っている。

これを事業費徴収の面からいえば,今 日の土地改良制度は,こ れまでみてき

た戦前の水利組織制度とは全 く異な り,農家が必要とし, しかも負担可能な事

業を実施するための仕組みを整えることにより,その適確な運用を通 して,受

益に見合った賦課金の徴収を図っていくことを基本にした制度設計になってい

るということができる。

こうした土地改良制度の下で,土地改良区が組合員に賦課する組合費の徴収

率は,大多数の地区では100パ ーセント又はそれに近い数字を示 してお り16の
,

まずは良好な運営がなされているようにみえる。

ところが,土地改良区の管理者に「土地改良区の管理運営において,一番苦

労されていることは何ですか」と聞けば,ほ とんどの管理者からは,「土地改

良のための財源の確保だ」という答えが返ってくる。それは滞納等の問題とい

水利科学  N0286 2005



60

うよりも,賦課金の単価の引き上げができず,思 うような施設管理等の事業が

実施できないということである。

近代化された水利施設のメンテナンスや厳 しくなった環境問題への対応等

に,以前とは比べものにならないほど多額の費用がかかるようになってきた。

しか し,米価の低迷・低落,減反政策の強化などが永 く続き,稲作経営の将来

に明るさがみえない不安定な状態の下で,組合員からは賦課金の引き上げどこ

ろか引き下げが要求される状況にあ り,経費節減に努めながらも,市町村への

支援要請とか,積立金の取崩 しをせざるを得なくなる等,そ の資金手当てに苦

慮 しているというのである。

財源確保の問題は,も ともと水利組織制度の出発点となった問題そのもので

あった。現在の制度においても,土地改良区は自ら実施する事業のほか,国県

営事業等の地元負担金の徴収団体になってお り,ま た,反対者に対する強制加

入や未納者に対する強制徴収の制度も設けられていて,土地改良区は,土地改

良費徴収に特別な役割を担っていることは否定できない。

水害予防組合や水防団が衰退傾向にあるなかで,土地改良区が現在なおその

存在意義を発揮 しているのは,毎年2,000億円近 くの膨大な賦課金を組合員か

ら徴収 し161),土地改良事業の実施に汗をかき,水利施設の維持管理に懸命に

取 り組んでいるからである。

組織運営を預かる管理者は,組合員にはできるだけ負担を少なくし, しかも

事業や管理はしっか りとやっていかねばならないという,いわば二律背反的な

使命を担っている。資金確保にまつわる苦労は,管理者たるものが常に背負っ

ていかねばならない宿命のようなものである。土地改良区が地域から評価され

る健全な活動を続けていくために,こ れからもずっと苦闘し続けなければなら

ない永遠の課題なのかもしれない。

参考・引用文献及び注釈

160)全国土地改良事業団体連合会『土地改良区運営実態調査報告書』(平成15年 3

月)P100
161)同 上 P77
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