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鉱 害 問 題 序説

大田遼 一 郎

問題のあり方

一般に鉱害問題とよばれているものは，石炭産業の発達tとともなう広汎多岐にわた

る社会的災害のほかに，製錬所の鉱煙害や硫黄鉱山の毒水被害等をふくむが，後二者

については，被害の性質が短い期間に激烈な衝撃的結果を生ずる ことはあるにして

も，そのおよlます影響範囲は局部的であり，かつ被害の防除施設，補償の方式等も，

石炭鉱害に比較すれば単純で，事実またそれらの既存被害についてみれば，個別資本

の負担において，現在一応の合理的処理がおこなわれているといえるであろう。しか

るに石炭鉱害については決してそうではない。問題の複雑さと困難さは，むしろ糟大

する傾向さえみうけられる。そ こでここでは，石炭鉱害fごけを取扱うこととするが，

乙の鉱害が社会的性格からして，資本主義下における産業部門聞の法則的な不均等発

展，とくに鉱業と農業のあいだの不均衡一一日本では前者の巨大な資本の集中 ・集積

に対比して後者の極端な零細脆弱性という構造的矛盾によって加重されるーーのうみ

だした一方的な負担転稼現象の最も端的，集中的，典型的なものとみなされるだけに

問題の本質はほぼここにつくされるであろう。それは今後，化学工業の発達にともな

ろ汚毒水問題とならんで，ますます”厄介な問題”になろうとしている。水経済，水

利科学との関速についても，石炭鉱干警はふかいかかわりをもちつつあるようにおもわ

れる。そしてまた，石炭鉱害がひきおこされる現実的な範囲は地域的に限定されるに

しても，そのメカニズム！まはるかに一般的なものをもっているのである。といったよ

うな意味あいで，ここで石炭鉱害の現状を問題lとしてみたい。紙幅の制約もあるので

全般的，包括的に取上げることばできないが，現在，石炭鉱嘗でなにが問題となって

いるか，また今後なにを問題とすべきかを，簡単に要約してみると次のようなことに

なるであろう。

第一lと，戦後開始された農地を中心とする復旧の進捗と，それをめぐる諸問題であ

る。戦前の鉱警は，石炭産業の発達のかげに，やむをえない”必要悪M として考えら

れ，資本も国家も無責任な状態でこれを放置していたといってよい。しかるに敗戦と

農地改革の過程で，石炭の繁栄のために傷つけられた国土の復旧を，現実的な課題と

しておしだしてきた。かくして戦後十年，戦時中の濫堀による特別鉱害の復旧l士，ほ

ぼその目標を達成した。がそれ以前のいわゆる一般鉱害の復旧については，その進捗

率もきわめて低い。そして重要なことは，たとえ’補償から復旧へ”の時代が戦後は
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じまったとしても，復旧が原則的に保証されたわけで：まないということである。すな

わち鉱業法における金銭賠償の鉄則は，依然として生きており，そのかぎりにおいて

復旧ば加害炭鉱に義務っーけられてはいない。したがって戦後の復旧ば，国家予算を引

出すためlこ， H国土保全，石炭産業の健全な発達，民生の安定u の名において，時限

的な特別法によってなされざるをえなかった。その意味で，それは妥協的な便法的措

置ともいえるが，なにがそうさせたかを問うならば，基本的には被害農民のはげしい

復旧要求と民主主義的エネルギーであったであろう。がそれは同時に，復旧費が大巾

に国費によってまかなわれ，また復旧の仕方，復旧と補償の切りかえの仕方において

必ずしも農民的利益を充分にみたしたものではないというかぎりで，むしろ資本にと

って有利な結果を保証したというかぎりで，資本”救済d 的な函をつよくもってい

た。その側面では，鉱害復旧も，戦後の石炭再建方式にふかくつながるものであった

わけである。復旧のこのような性格ぽ，復旧の全過程l乙投影すると同時に，今後のゆ

き方をも規制している。

そ乙で問題となることを若干あげてみると，まず特鉱法（特別鉱害）と臨鉱法（一般 ．

鉱害）で認定されなかった既存鉱害や新規発生の鉱害を，どのように復旧するかの目

途はついていない。大炭鉱による鉱害ば，資本自体の補償資軽減のためにも，比較的

早期に復旧対象となるが，加害権者不明の鉱害や，復旧納付金の負担能力のない中小

炭鉱の鉱害：立，現在のところ放置されている。一般に鉱害の進行を防除すべき技術

的，法律的措置も，とくにすすんだとはいえない。さらに復旧がすすむにともない，

補償は打切られてゆくとして，現在の復目方式が完全復旧ではなく効用回復であるた

めに，耕地機能の完全回復に要する費用を，一応「暫定補償」として支出することに

はなっているが，その補償額の不足や，従来炭鉱側から支払われていた補償の大巾切

下といった過渡的な矛盾が，一方では一般鉱害復旧を遅延させている一つの原因とな

っていると同時に，被害農家の立ちなおりや地域農業の復興を阻害しているという事

情もある。補償についていえば，特別鉱害の場合：ま，耕地復旧が不完全であるかぎり

従前＠補償額が大体炭鉱側によって支払われているのに対して，一般鉱害では，復旧

度が不完全であっても従前補償が打切られてゆくというちがいのほかに，大炭鉱と中

小炭鉱における補償方式，補償支払額の格差，また一般に補償方式そのものが，統一

的基準を欠いているという問題がある。

第二に，戦後における石炭合理化の技術的過程一ーとくにカッペや鉄柱利用による

石炭採掘方式と無充填との関係ーーが，鉱害の新たな発生と進行にとって，むしろ促進

的要因となること，社会経済的な過程においても，石炭合理化法が低能率炭鉱を整理

してゆく場合，鉱害lと関する権利義務はそのまま石炭整備事業団によって継承される

にしても，合理化によって生ずる大量の失業者を，そのまま鉱害復旧事業に吸収しよう

とする方策が，鉱害と失業という否定的側面を結合して一応の積極的効果をうみだそ
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うとする仕方において，一見妥当なアイデイアのようにみうけられるが，鉱害の王子在

が，失業対策のために救いの神のような役割を果すことは，鉱害問題の一時的な処理

によって，かえってその根本的な解決を阻止する面がないとはいえないであろう。

第三l乙，鉱害と水経済との関連において，戦後の石炭採掘が大河川の河床下にまで

およんできていること，したがって鉱害と水害との加重競合の現象がはげしくなって

きている乙と，にもかかわらず河川改修と鉱害対策との総合的な連けいにおいて欠け

る商が少なくない乙と，鉱害の影響が農業用水ばかりでなく，工業用水，飲料水にた

いしてもますます大きくなろうとしていることなどである。

そのほかに，最近の石炭産業の動向が，一方において合理化の推進，オートメーショ

ンの導入によって生産性の向上をはかるとともに，鉱区所有の無制限的拡大による絶

対地代的な超過利潤取得の傾向をもふかめようとして，佐賀 ・長崎の若い炭層や有明

沿海の海底炭開発lと起業費の大きな部分を投じていることは，ぞれらのいわば鉱害処

女地K，筑豊が数十年にわたって傷つけられた姿を，短期間のうちに現出するような

．状態をもたらすだけでなく，さらに海底採掘lとともなう新たなる形態の鉱害一ーのり，

貝類養殖等浅海漁業にたいする被害ーーを生じ！まじめている。芝た廃坑後に，さんた

んたる鉱害の遺産をかかえたまま，地域住民の生業，生活や農業の再興をいかにすべ

きかの問題：立，老朽化した筑豊のいたるところで，近い将来に頻発するであろう。そ

して鉱害：まもともと過去における石炭資本偏重の経済政策の結果であるという側面を

つよくもっているが，それがL、かなる名目であれ，つねに負担を国家資本に転稼しつ

つ解決してゆこうとする伝統化した考え方が，現在と将来の鉱害対策lとしのびこむと

するならば，ぞれ：立結局，費用の最終負担者としての国民の損害となるものである以

上，その局地性のゆえに看過されではならない性質のものであろう。そのためにはと

くに好景気時における復旧引当積立金のごとき制度の創設も考えられるであろう。さ

らに炭鉱地帯の住民生活の安定と，農業保護のために法，鉱害防除と地域援輿を内容

とする特殊の立法措置が考えられでもよいであろう。

鉱害の盗と性格一一過去と現在

前節では，鉱害問題の現状を，所在＝提起的にとらえてみたが，乙の問題の一般的，

前提的な理解に資するために，鉱害の形態 ・種類，その社会経済的性格といったもの

を，歴史的な変化のなかで，かんたんにながめておこう。

わが国の鉱業法でいう鉱害とほ，同法第 74条で規定しているように，鉱物娼採の

ための土地掘さく，坑水・廃水の放流，捨石・鉱浮の堆積また：ま鉱煙の排出によって

生じた損害のことである。 t：•が実きいの発現形態：立複雑であり，その対象範字H もきわ

めてひろい。普通整理されているところで1ま，（1）地盤陥落，傾斜（土地，建吻，道路

橋梁，河川堤防，港湾，鉄道，上下水道，水源池，井堰亨諸勉設のt.t下，水没，傾



大田：鉱害問題序説 61 

斜） (2）脱水ないし地下水位の低下（井戸水，瀬漉水，水源地の凋渇減水。地盤の収縮

現象による陥没） (3）鉱毒水害（坑内水，洗炭水の放流，ボタ山から流出する雨水によ

る河川等の汚濁） (4）埋没，排水不良，河床隆起（ボタ山の流出崩壊，洗炭水の放流によ

る河床沈澱物の堆積，河川・水路・耕地・家屋の埋没，河床隆起による排水不能耕地

の集団的発生，用排水路の機能破援） i5）煙害（ボタ山の自然発火煙，豆炭工場，シャ

モット工場の煙害）といった有形的なものから， （6）諸種の財産権すなわち所有権，耕

作権，営業権，漁業権等の駿損にまでおよぶ。乙れちの鉱害現象は複合して発生する

乙とが多く，最も一般的な形態である陥落では，甚しい場合，回面が5メートルも沈

下して，常時潜水，池沼の姿を呈する。耕地が広範囲にわたって陥落，傾斜すると，

降雨時にはたちまち冠水する。また田植時には，回面の傾斜のために「手あぜjと称

する小畦畔を多数必要とし，そのための漬地や労カも大きいが，機械はもちろん牛も

入らぬ。脱水陥落については，地盤によって採掘現場から 1キロの遠方におよぶこと

もある。ともかく以上のような鉱害のなかで，最大の被害をこうむるものは水田，潔

淑施設，豊作物であり，乙の点で予防幣置がととのっているほかに，その影響力f畑作

農業にたいしてである欧米の場合とはいちじるしく 異る。また国内でも，北海道や常

盤のように山地もしくは原野の石炭採掘では，ほとんど鉱害をともなわないが，北九

州諸県と山口県では，地上K人家が早密集したり，水田が展開している平地探掘である

ために，被害もとれら諸県に最も多くあらわれるわけである。

こ乙で鉱害の物理的技術的要因についてすこしふれておくと，採掘空洞の結果とし

て圧力ドームが形成され，それが拡大すれば地表？と達して，鉱害の基本形態である地

表陥落をおこすのであるが，採掘と陥落の諸関係，すなわち採掘の深度と地表陥落の

面積，その時間的継起等については，地盤，坑道の傾斜，地表の傾斜等によって異り，

理論的，経験的にも不確定要素が多いといわれている。坑内採掘の結果として，坑内

の端から外方に斜めにキレツを生じ，それが地表K達するが，とのキレツの傾斜を「破

断角」といい，地動はさらにキレツの舛側にもおよぶ、が，この地動境界線の傾斜角を

「境界角J「限界角Jとよんでいる。わが国では農地改革当時の破断角を60度としてい

たが．限界角はさらにひろく，現在では 40～75度とされている。ところで陥落の予防

措置としての充填は，ある寝度の効果はもつが，絶対に陥落を防止することは不可能

視されている。充填方式と陥落関係について，わが国ではまだまとまった調査例はな

いが，西ドイツでは，現在最も完全といわれている空気充填（硬を圧搾空気で鉄管を

通じて払跡にふきこむ方法）によっても，沈下率（地表の洗下と払面の高さの比）は

50%となっており，手話（人力）充填60%，部分充填（その場充填）85%，無充填（総パ

ラシ） 90～95%ということである。そして1950年ルール地方の充損状況は，全出炭

にたいし手充填 30.2%，空気および機械充填 18.9%，部分充填 8.8%，その他充填

.1%，有支柱無充填 28.3%，無支柱無充填6.8%となっていた。予防技術が最も発
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達しているドイツでも，空気充撲の割合はまfご小さいが，採炭量の 45%にあたるボ

タ石がともかくも地底に還元されており，ボタ山がなくなってからすでに 50年にな

るという。わが国の炭田いたるところに釜立しているボタ山が，あたかも地表陥落の

シンボルであるのときわめて対照的といわねばならぬ。

ところで陥落が多かれ少なかれ，物理的l乙不可避であるとしても，それを鉱害たらし

めるものは全く社会経済的諸条件である。日本の場合，強大な石炭独占資本の半封建

的ともいうべきおくれた性格と，それに対応する農業の側の土地所有一一戦前は地主

的，現在は不完全な農民的ーーならびに農業経営の零細性が，その社会的内容を規定

する。

鉱害の歴史を，わが国石炭産業の発達の過程にそくしていえば，第1期（石炭産業

革命から産業資本確立期）には動力（蒸気）排水による地下水減少がもたらした農業

用水の酒渇と地表の漸次的陥落をすでに発生せしめていた。しかし当時の採掘方式が

残柱式であったことから，地表にたいする影響の程度も比較的にかるく，範囲も局部

的であった。第2期（独占への移行から国家独占資本主義の成立期）には，採炭率の

飛躍的増大と長墜式切羽の導入にたいし，不完全な部分充績によって，地表陥落を本

格化，普遍化せしめ，乙乙ではじめで鉱害が社会問題化してきた。第3期は太平洋戦

争期であるが，戦争経済のための無充填濫掘，保安的配慮の無視によって，鉱害はー

そう拡大した。第4期を戦後とするならば，過去において累積された鉱害農地等の復

旧が一応開始されると同時に，石炭合理化lとともなう技術革新が無充墳を原則とする

ことと，新鉱区の開発を指向していることから，鉱害の外延的地域の拡大とテンポの

はやさを特徴としているといえるであろう。

以上の諸時期に対応する鉱害賠償の歴史的准移をみるならば，初期，中期には住民

の無権利状態のために，賠償は制度的 ・法律的に問題とさえなりえなかった。1905

（明治38）年鉱業法施行のきいも，母法プロシア法にあった原状回復を原則とする賠

償責任規定はのぞかれた。 1940（昭和15）年ょうやく無過失賠償責任にもとづく金銭

賠償が，鉱業法でみとめられたが，その実体は戦前の寄生地主制度を利用して，炭鉱

が鉱害地の所有者にたいして，小作料を最高限界として支払う見舞金，補償金方式が

慣行として成立していたものを，法制的K確認したものにすぎなかった。かくして石

炭資本に復旧を義務づけない金銭賠償原則が，鉱害の予防措置を無視もしくは軽視せ

しめ一一保安規則の実施の実体がそれを物語るーーその結果としてぼう大な鉱害地を

累積せしめたのである。

一方，補償の形態も，耕作の状況によって不毛補償，減収補償，支払の見地からは

毎年補償，打切補償，買収補償等lと分類されるが，前者については，不毛補償のリミ

ットがせいぜい小作料どまりであり，被害前の反収等を基準として支払われる減収補

償も，もしその額が不毛補償を上まわるときは，じっさいに耕作がお乙なわれていて
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も，会社手続の上からは不毛補償にくれ、れられて，限界はかたく守られていた。ま

た後者については，毎年補償が鉱害百積の拡大にともなって累増することをさげるた

めに，一時金の支出による打切補償，さらにその論理的な帰結として，会社が鉱害地

を「社有国」として買いとってしまう買収補償へと発展していった。社有国のうち耕

作可能のものは農地改革を通じて耕作者に開放されたのであるが，もともと補償打切

のために買上げた田であるから，会社側は開放後に補償を新たに支出しないために，普

通の農地ではないという理由で安く売ろうとし，反対に農民側は，普通の農地価格で

買収せしめて補償をつけさせようとし，はげしい対立を演じたのである。それはとも

あれ，戦前における鉱害処理方式が，ほとんどすべてを金銭賠償で片ずけ，しかもそ

れが到底自力復旧を可能にするようなものではなかったから，鉱害はおどろくべき量

に達していた。戦後復旧が開始される直前の状況を，第1表が示すであろう。

第 1表全国および福岡県鉱害状況

昭和 24年 10月資源庁調査 単位千円

｜家屋｜墓地i土木｜水道｜農地｜鉄道！計その他｜ ｜ ｜ 

全被 戸 件 件 件 田J 件

害 被 害 量 54,441 4,680 1, 111 585 17 ,892 105 

総
被 害 額 7,518, 180 199,498 2,671,771 1,094,769 11,094,145 541,849 21,120,621 

国額

戦 前 1,692,041 26,097 ~50,710 59,181 2,382,419 145 ,238 4,655,686 
内 （昭12以後）

中日 2事～変期
（昭1 16) 

1, 135,901 54,370 393,081 91,071 ? '787 ,072 lOG,919 4,562,3% 

太平洋～戦2争0)期
（昭16 1,165,m 107 ,352 1,820,963 825,301 与，448,900 280,981 12,648,874 

訳 戦 後 521,315 11,679 107 ,041 119,212 475,754 14,711 1,253,716 
（昭20～24)

福被 戸 件 件 件 町 件

岡害
被 害 量 52,275 4,441 1,077 410 11,300 101 

総
被 害 額 7' 183,671 194,587 2,511,628 758,184 10,240, 126 539,049 21,467 ,245 

県額

被額総額ば全国で231億円lと達するが，農地が48%で半ばに近く，次で家屋32%,

土木 12%，水道4%，鉄道2弘墓地 1%という割合である。福岡県の被害総額は

214億円で，対全国比において 92.8%を占める。鉱害の大部分がζの県l乙集中して

いることが知られる。その内訳は農地 47;7~ ， 家屋 33%，土木 12%，水道 3%，鉄道

2~五，墓地 1 ；？.ぶというように，全国の場合とほとんど軌をーにする。鉱害の進行状況を

みると，太平洋戦争期において最もはなはだしい。被害総額のうち 55%は，この期

間にもたらされたものである。
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福岡県の農地についての被害と，その進行状況をみたものは第2表であるが，戦争直

後の 11,300町という数字は，若干不正確なものがあるにしても，大正初期に比べる

と約4倍K透しており，陥落被害地総面積が第一次大戦末期に急増し，次で不況と恐慌

期をきしはさむ7明和初頭までは，被害の進行も一応かんまんであった。しかるに太平

第2表 福岡県における水回の被害

！陥洛被害地！内不毛地！鉱毒水被害地 ｜陥落，鉱毒水地
総面積 合計面積

大正 6 年 1, 862町 87町 933町 2, 795町

同 9 年 4,212 336 2 803 7,015 

昭和 4 年 4,901 942 2,177 7, 078 

同 19 年 7,319 1,467 

同 23 年 9,475 1,575 1,825 11, 300 

洋戦争期の無充填強行濫掘が，敗戦直前から戦後にかけての第二の急増カーウ、を画し

ていることが知られる。

以上の諸統計は，復旧が現実化する直前のものであるから，被害の絶頂の状態をあら

わしている。しかるに昭和25年頃から，さきにも一言したように，戦時中のものを特

別鉱害とし，それ以前のものを一般鉱害として，二勺の特別法措置による復旧がはじ

められた。そ乙で被害状況の内容も，その！分布図も大きく変ってきているのが現状で

ある。その詳細は次節でのべるとして，復旧がかなりお乙なわれた昭和29年調査の福

岡県鉱書面積（鉱毒水被害をのぞいた）をみると 6,651町（内不毛田 1,307町）とな

っていて，昭和23年当時の陥落地面積に比べてほぼ30%方減少している。新たなる

鉱害地の発生が一方あるにしても，復旧がかなりの成果を上げたことはあきらかであ

る。鉱害による米麦の減収量についても，鉱毒水をふくむ鉱害面積 1万3千～1万町

歩にたいして， 26～23万石滅といわれてきていた。しかしこの数字は，被害地を全部

不毛地に見立てて，それに同地帯の平均反収を乗じたものであるから，相当K誇大な

いわば政治的数字であった。じっさいの不毛地は 15%程度で，あとは減収地である

から，当然その乙とを考慮すべきである。昭和29年の前記面積をほぼ正確なものとす

るならば，完全不毛地の米麦減収量約4万石，減収地の減収量はやや過大にみて 8万

石計12万石程度とおさえられるであろう。とはいっても福岡県についてみれば， 31年

度で鉱害復旧事業費23億円，作物その他の補償賠償費7億円と推定され，そのほか鉱

害紛争に支出される諸経費を加えると年々35億円程度の鉱害処理費が費消され，紛争

その他の鉱害処理にあたっている職員の数も， 多いところでは 1事業所40名にも達

し，県下で毎日数百件におよぶ鉱害関係の折しょうがおこなわれているといわれるか

ら，やはり相当の H規模M といわねばならない。



大岡：鉱害問題序説 65 

補償から復旧へ

戦後，農民のはげしい補償と復旧要求に直面するとともに，復旧を回避するために

確立した金銭賠償の自己矛盾の結果として，累増する補償負担の重荷frなやんだ石炭

資本の窮境を打開するためにとられた最初の倍置：ま，プール資金制度で・あった。すな

わち政府は，昭和23年4月の閣議決定で，同年6月から統制炭価に若干の引当金（出

炭1屯につき16円10銭）を附し，これを当時の配炭公園で、プールした上，国庫補助お

よび県賀補助を以て，公共事業関係費と合せて復旧事業をすすめることとなった。こ

れにもとずいて福岡県では，被害農地7,450町を対象として鉱害復旧5カ年計画を樹

立し， 24年度から着手したが，同年配炭公団の廃止，プール資金制度の消滅によって

事業は頓坐した。しかしこれが特別鉱害，一般に戦後鉱害復旧の端緒となった。

そこで福岡県ではそれに代るものとして，多かれ少かれ同様の鉱害をもっ熊本 ・佐

賀 ・長崎県と協力し， 「九州地方鉱害対策協議会Jの名を以て，山口地方の同協議会

とともに，政府にたいして代案の樹立を熱心に要望した。当時の陳情30数回，延人員

2千5百人といわれるほどで、あった。かくして第7国会で成立し，昭和25年5月制定

されたのが「特別鉱害復旧臨時措置法」である。特別鉱害とは，法律的lというならば，

同法第3条第1項の規定にもとずいて通商産業大臣が認定した鉱害であって，それは

＂太平洋戦争中緊急な国の要請に基いて，通常の場合は採掘しなかったり，採掘方法を

制限する等鉱害防止のため通常講ずべき抗置を講じなかったために発生した鉱害”で

あって，H復旧工事を施行するのに適し，かつ危険の防止，交通の確保，民生の安定そ

の他公共の福祉を確保するために，急速に復旧工事を施行する必要があるもの”であ

った。しかしその認定にあたっては，被害物件の効用回復のために，復旧工事の単位と

して必要な，いわゆる「第二類工事」が相当量みとめられた。したがって一般鉱害的

なものがかなりくみこまれたわけである。それで当時231億と称された全鉱害のうち

約75億すなわち，約三分のーが， 5年の時限法で復旧きれる乙ととなった。しかし期

限内に事業撃を消化しえなかったために， 2カ年延長して32年5月迄ということにな

っている。昭和27.年 12月現在における特別鉱害認定事業は，約78億4千万円で， その

うち福岡県の認定額は66億8千万円であった。しかしその後物価変動によるスライド

と， 31年度残事業量再調査の結果，福岡県の認定事業費総額：土，農地2,249町3,159

百万円，農業用施設 107カ所 1,022百万円計4,181百万円で，その他土木，水道，学

校，鉄道を加えて，公共事業復旧費7,246百万円。家屋その他の非公共事業費計2,738 

百万円。合計9,984百万円となっている。そして31年度迄の復旧進捗率は第3表のよ

うで‘あった。

特別鉱害の国および県の補助率ば，第一，第二類により異るが，第一類の場合，国

賀補助は土木80.%，耕地70.%，耕業用施設8り＇｝6，上下水道50.%，鉄道100'}6，地方公

共団体補助は土木，耕地，農業用施設各 10%というように，非常に高いものであった。
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第 3表特別鉱害復旧進行状況 （単位千円）

種 類 設定事業量 31年迄の復旧量 ｜ 復 ！日 率

(22,495反2） (19, 840反）
／。ノ。

E聖 地｜ 3,159, 79 2, 768,210 87.6 

農業用施設｜
(107カ所）

997,089 97.5 1,022,063 

土 木 ｜
(369カ所）

1,477,932 98.7 1,498,994 

水 道 ｜ 980, 146 972,024 99. 1 

学 校 i (67校） 251,687 100. ()' 
251 687 

鉄 道｜
(74ヵ所） 332,499 99.7 333,379 ． 

家 屋｜
(11,256戸） 2,514,373 100. (} 2,514,373 

筒 易 水 道 ｜
(32イ牛） 135,334 100.0 135,334 

墓地そ の他 i (1, 771件9） 
88,44 88,449 100. 0 

dロ'- 3十 9,984,257 9,537,637 95.5 

備考 ：「福岡県年鑑j昭和32年版より作成

最初の予定より 2カ年延長；まされたが，その復旧率も農地をのぞいでほぼ目標を達成

したといってよい。農地の進捗がおくれている理由は地盤の不安定，施行能力の不足，

資金関係によるものといわれている。そして期限後の残事業量施行についてほ，さら

に何らかの法的措置が必要とされるであろう。

特別鉱害復旧農地の場合，完全復旧lといたるまでの減収補償が，ほぽ従来の額のま

ま附されていることはさきにも一言しておいたが，その理由は，一般鉱害の場合と臭

って，炭鉱はほとんど復旧費の負担をすることなく，高率の補助によっているので，

補償打切りもしくは切下げの口実を見出し難いことによるものとおもわれる。だが開

放社有国については，賠償請求権が消滅したか否かについて，種々の問題を生じてお

り，ひいては復旧費の負担区分をどうするかということにもなる。現在の社有国につ

いても，復旧費の負担区分と復旧後の開放をどうするかという問題があるために，事

業の進捗がおくれているわけである。

次IC，一般鉱害は，特別鉱害をのぞく既存鉱害であるが，特鉱法制定のさいの決議

および昭和25年新鉱業法審議にあたっても，賠償責任を「原状回復主義」にするか「金

銭賠償主義」にするかの論戦がおこなわれ，結局旧鉱業法の原則どおり後者におちつ

いたのであるが，その’代償H として”被害者の原状回復に対する熱望に応えるとと
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もに，食糧その他重要物資の生産を確保するために原状少くともその効用を回復せし

めなければならないII という附帯決議にもとずいて，昭和27年制定されたのが 10年

の時限をもった「臨時石炭鉱害復旧法」である。そして一般鉱害：ま， 27年着工をみた

のであるが，その復旧費見込額と復旧実績ぽ第4表のごとくである。

第4表 一般鉱害復旧進捗状況 （昭和31年9月現在） 単位千円

復旧実績 ii 復旧費見込額 I (27～31年度） ｜ 進 捗 率

% (60, 760反） (6, 952反）
農地および農業用施設 4,348,386 842,230 19.4 

土 木 1, 108, 806 459,784 41. 4 

上 下． 水 道 624,080 319,488 51. 2 

学 校 101, 748 57,622 56.6 

鉄 道 103,678 88,300 85.2 

之i5 3十 6,286,698 1, 767,424 28.1 

備考：「福岡県年鑑」昭和32年版による

鉄道，学校等の公共事業復旧率は高いが，農地の進捗率がやはりきわめておくれて

いる。そしてその理由ば，被害者の同意を取つけることの困難性，それの基礎によこ

たわる暫定補償の問題，さらに特別鉱害復旧の場合と同燥の開放社有田をめぐる利害

対立等が主なものといわれている。一般鉱害のなかには，無資力，鉱業権者不明等の

鉱害関係が相当量ふくまれており，この問題を解決しなければ，事業の最終的効果は

達成されないことになるが，八幡市木屋瀬地区や鞍手郡鞍手町西川地区のように，こ

の種の権者不明鉱害になやむ地域住民の織烈な要望によって，かなり明るい見透しが

ついてきたといわれる。もしそれが鉱害と認定されるならば，一般鉱害の復旧事業も

急速にすす台であろう。

おくれていると：土いえ，農地の復旧がおこなわれたことの経済的効果は，復旧地域

に関するかぎりいちじるしいといわねばならぬ。たとえば鞍手町古風地区のCときは

昭和 10年の耕地面積367町が同 22年 171町というように，鉱害で激減していた。そ

れが復旧によって 29年には 264町に回復しているが， それに照応して，兼業農家率

も10年 63.6%, 22年 68.7%, 25年 76.2%から， 29年 59.0%と大巾に減少して，

兼業農家率を高めているなどはその適例であろう。しかるに古風に隣接する西川地区

でば，ボタ山くずれによる河川隆起，排水不良，湿田化によって 10年572町が22年

3n町まで減少し，現在も ほとんど未復旧である。鉱害の性洛が確定しにくいもので

あるのに加えて，加害炭鉱が群小の中小，零細鉱であるために，補償からも復旧から

も見放されている典型的な地帯である。したがって乙乙では，兼業農家率も10年64.2

%から 29年 94.0%というおどろくべき急増を示している。この西川地区で、は，現在
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最も活綾な復興斗争が，失業者 ・炭鉱労働者 ・農民によって展開されているが，それ

は偶然ではない。最初に提起した問題の一つである復旧と未復旧地域，大炭鉱と中小

炭鉱地帯とのアンバランスというような乙とも，以上のような盗であらわれており，

そしてまたこのようなゆき方で，その矛盾をうずめようといううこ‘きが， ＂下から w

おこされているのTごが，こういう万向こそが注目さるべきであろう。権者不明地域の

復旧にたいする ρ明るい見透し’y も，こういう運動につながっているのである。筆者

の不手ぎわのため，その他の問題，とくに水経済に関連する問題にふれる乙とができ

なかったが，本質はやはり同じとみてよいであろう。西川地区の場合でも，天井川と

ボタ山の悪因縁を絶とうというのが復興運動における最後の目標になっているのであ

る。 （農林省農業総合研究所九州支所研究員）
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