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水と日本農業

近藤 康 男

1 

降雨量の多い乙とが，日本はじめアジア諸国の農業に水稲栽培を中心とする特色を

与えた。すべての植物は，栄養をとり，呼吸をするために，日光と水とが必要である

が，稲は最も多く水を利用できる作物の一つである。水利農業は日本の稲作に最も安

定した生産力を与えた。日本の農業のなかでも水稲と畑1'1＇物と比べ て，生産の安定と

いう点で，水稲は畑作物よりも遥かに優れていること誰し も知っており， それは水利

の結果であって，畑作物も滋j債が行われるときすばらしい収穫をあげる ことは多くの

実例の示すと乙ろである。

水は本来，降水として， 自然によって与えられるものであるが，日光や空気と異り，

自然の降水そのままで農業に役立つ範囲には限度があり，これを貯え，導主， l汲み上

げるなど，その利用のためにいろいろの設備をして用水にすることによって，はじめ

て完全に利用することのできるものである。田というものは，土地を平にし，畔を築

き， ときに床白｝め作業をして造築のためには少なからざる労費を投じたものである

が，乙れも水利のための設附といって差しっかえないものである。

そもそも，水そのものは，それが溶解しでもっていた作物栄養分及び土壌中で溶解

した栄養分を作物の根を通して之に供給するこ と，及こF土壌の温度を大気の湿度の変

動から保護する ことをその機能としている。そしてそれ自身が植物体内で物質形成！（＇.

参与するこというまでもない。だから水を作物に与えることは，肥料を与えるのと同

じように，いわば生産の材料を与えることである。水の乙の性質が水利農業の生産を

安定させ，水稲において無肥料でもある程度の収穫を続：tさせる理由である。 7こだ用

水という材料が肥料という材料と異る点は，用水の供給のためには，i種競排水という

土地設備を必要とするという点だけである。

漉獄排水の方式は，乙れを揚水機の動力源においてみるならば，人力で運転する段

階もあり，畜力，風力，機械力（内燃機，電力）を用いる段階もある。乙れを水源の

形態でみるならば，井戸，溜池，河川，湖沼，伏流水などを区別できるのであって，

両者は内面的に相関連して一つの体系としての施設をなす。例えば，人力や畜力によ

るハネツルべによる井戸水潜紙，溜池による滋.・:aから電力揚水による大規僕排水に至

るまで無数の段階がある。水そのものは一つの補助材料であるが，それの農業上の利
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用のためには，各段階の生産手段と結ひeっかねばならないのである。従って，経済学

の対象としては，水そのものが問題ではなく ，生産手段の体系fこる濯概排水設備乃至

土地改良として間短になるのである。

わが国では，封建時代の貢給制度の残浮として，回と畑との地図を区別し，あたか

も土地の本来有する範爵的差別であるかの観を呈している。いうまでもなく回も焔

も，他の凡ゆる地目も同様であるが，土地利用の形態上の差であって，それは之とし

て，水利施設に基く ものである。今日の段階にあっては， 完全な水利施設をもった土

地は，滋産車排水が－~ft毎に自由に行われ，田としても畑と して も利用しうるものでな

くてはならない。 酪良の展開によって，畑港紙や田畑輪換という土地利用方式が一般

的に行われるようになり， 田畑という地目の区別を廃止すべき時も近づいているとい

うべきである。

2 

水そのものは肥料と同じよ うに，農業生産にとっては補助的材料であり，これを小

きく分割する 乙とができ，いかに細分しでも作物に対する作用において変りない。乙

のぷ労働手段であるところの農兵とは異る。 fごから，灘排水には屡々大きな規模を要

し，水利事業に公共的性格を与えているにかかわらず，水の利用は土地に従属し，農

民の私的生産，零細農耕という形態に根本的変更を与えることなしに，協同という形

態で，濃殺排水は可能となるのである。従って私的土地所有は，用水権を自己IL附随

する権利内容とするのが自然的である。場合によっては用水権が権利として独立し，

売買される場合や，新規加入については権利を買うことがあるけれども，これは用水

不足によってm水権が一様の独占を生じた場合である。水を買う という形態もある

が， これは水利施設が土地所有と別個に一個独立した投資として行われる場合であ

る。

一般に用水権が土地所有権に包含されているのは，如何なる事情によるかといえば，

ポ利施設は，溝，池， 水門，井戸，樋，揚水機等すべて土地と離すべからざる関係l乙

入ったところの土地改良であるからである。回を買って耕す者はその田を従来耕して

いた者が用いていた濯顔潜や井戸を利用することを目的とする。耕地を小作する場合

lとも同犠であって，拶！水一体というべきである。水利組合の組合員は，受益地の土地所

有者であり，水利賀も土地所有者lζ課せられておる。土地所有者と耕作者とが分れて

いる場合，用水権は独立した権利というよりは，土地に関する小作契約の内容として

用水権をも包含しているとみるべきである。判例も 用水権に物権的効力を認めて，食

習法による物権として裕認している。 すなわち河川の占用権は，物権でもなく債権で

もないけれども，行政庁の許可の範囲内において，利益のためこれを占用使用しうら

二種の財産権であって，その土地の使用権が他lζ移転した場合は，河川の占有権もま

た，行政庁の許可を条件として，土地所有権に随伴して移転するものと認めている。
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これは大河川の場合であるがそれ以上に，小用水路や溜池と回との闘には妥当する。

これら慣行化した用水権は，共有林野の入会権と同じように，回の所有者にとってあ

たり前の権利である。新らしく関回して既設の用水を使用するという場合は別である

が，既存の回を買うなり小作なりして耕す者は，その田がこれまで受益していた用水

路や溜池を利用する権利をも土地利用の内容として継承するのであって，之を分離す

る乙とはありえない。農地改革によって回の所有権を獲得した旧小作農民に対して，

用水権は別Tごということは容認すべからざる考え方ーである。

土地所有権が用水権をも包摂するという関係が固定化すると，却って，生産力の発

展にとって障害となる。例えば土地所有権が耕作者と分離していた戦前において，永

久固定的水利事業への投資が地主iζよらねば行われえなかった。しかるに地主は乙の

ような投資を避けるのが普通であった。それだけでなく阜弦，洪水などの臨時応急的

措置にしても，地主はいやしくも自己の負担になる技資を極力さけようとするため

に，時を失する場合が多い。早魅の際lと，井戸を掘り，揚水機を設置すればある程度

の収穫を期待できる場合にも，経費を要することは，耕作者が地主と面倒な交渉をす

ることを煩しがるものであり， 自ら支出する余裕はないし，仮りに余裕ある場合に

ふ小作人からいえば，小作地を返せば地主のものになる施設に投資するわけにはい

かないのである。金も余りかからず手取り速い方法として雨乞いがある。これは地主

が必要な手段を講じないことに対する農民の不満を外らす方式であった。

農地改革による小作農が所有権を獲得したことは，電力の普及ということとが結び

ついて，電力揚7J<がかなり広く行われ，港i読も排水も耕作者の立場で行われるように

なった。土地所有者と耕作者との分離による生産力発展の阻害という問題はζの分野

では解決されたといってもよい。

3 

水の利用が土地IC::.従として私的K行われるにかかわらず，その供給のために一定規

模の設備を要するという矛盾は，すでに速く封建時代において解決を要した問題であ

った。

治水，利水は封建領主の利害休戚のかかって存するところであって，例えば佐賀平

野のキャナルや信濃川の中ノロ川の如く，今日まで残されているところの優れた設備

は少なくなL、。それらのものにあっては，その利用は厳格な統制の下におかれ，その

社会全体としての生産力を最大ならしめるように， 内部的矛盾の調整が行われてい

た。上流と下流，右岸と左様，古事落と茸落の聞の利害の対立は，ある段階における現

状を基礎として，いわば秩序をつけられている。すなわち，水利慣行l乙同定されてい

るのである。水利の末端における利用乃式として今日もしばしばみるところの番水も

それである。

封建社会が一定の段階に達し，生産力の発展をはからないことの万が支配階級の特
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権を守る所以となり，停滞した社会になる場合，社会の生産力を停滞せしめる方式の

重要な一つが水利慣行である。例えばある用水の権利が古田の所有者に分割され，新

田は古田の用水権を分割jしてのみ水の利用が許されるという類である。このような用

水権の固定化は生産力発展の経拾に化すること必然である。これを裏がえしていえ

ば，封建領主の規模は，当時の生産力の基礎をなしていた水利を彼等が，掌握し，調

整できる範囲と相照応するものであった。治水の技術的基礎をもって，だから大河川

をよく掌握することのできる生産力を備えたところは，尾張や佐賀や，富山や，越後

のように有力な領主がありえたのである。ウイットフォーゲルが東洋の社会l乙対して

水というものに特殊な地立を与えょ としたのは無理からぬ乙とである。同じ意味にお

いて，農地改革後の日本農村において，水利の共同沫的規制を通して，封建的秩序が

事も崩きれずして今日にまで続き，農村の民主化lζ遥かに遠い状態に留っている例を

指摘することは矢張り意義のあることである。

水利慣行が一つの致命的障害となるのは新らしい水利施設をしようという場合であ

る。例えば湿田を暗渠排水によって乾田化する乙とは，戦争中から飛躍的に進行した

ことであるが，水利慣行がしばしば阻害している。例えば排水をして湿田を乾田化し

て裏作をするためには，単に排水ができるわけでなく，春の田植にi種競のための新ら

しい水源、を必要とするのであるが，新らしい分水が閑難な場合には，各期の湛水によ

る田摘を続げざるをえないのである。叉，上流が暗渠排水工事によって乾回になるこ

とは，下流地域の湿田化を意味する場合lζ，下流の反対が上流の土地改良を限害する

というが如きである。滋務方法の機械化，ことに電力の利用は，一方からいえば水に

対する需要量を増加したけれども，叉一方からいえば，これまで矛盾として現れた水

の不足や過剰の状態弘技術的に解消して，より高い農業生産力水準を示すようにな

った。足踏の水車や溜池，あるいは蕃水というものは，労働力をもって，農業経営規

模を規制する要因たらしめ，水利権の掌録者を封建的支配者の色彩を強く残したので

あるが，電動力による揚水は，古い作男の農奴的労働によらずして耕作面積を拡張す

る傾向を強く生み出した。庄内や蒲原平野はそれである。叉電力による揚水は，山村

において，乙れまで用水の制約によって関田が進行しなかったのが，電力ポンプを備

えつけて井戸を掘りさえすれば，これまでの用水組合とは関係なしに関田ft:必要な水

がえられることになり， 急速に田の面積を拡張した地方がある。 那須山麓の諸町村

は，その例である。那須地方では耕地や林野を交換分合して，一町歩程度の土地を集

め，そこへ井戸をほり，電力揚水によって関田に必要な水を供給することが戦后の米価

の好条件を前提として盛んに行われた。乙のような田において， 2.4-Dを用いたり

そめ他凡ゆる経営管理K関して，水利組合やその他共同体的規制の外に立つことがで

きるから，新らしい技術が障害を受けることなく浸透する乙とが可能で、ある点におい

て用水路や溜池にまとわり易い水利組合のもつ封建的古さと異なるものがある。
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4 

大規模な治水，利水の施設がなし遂げられたのは，工業や発電の方で一定の生産力

の発展がなしとげられた後のことである。ダムや築堤の技術は鉄やセメント工業の発

達を前提として発達したものである。発電事業の発展によって，農業用電力の供給が

多くなることによってのみ近代的な排水事業は成立するのである。しかし最初の乙ろ

は治水といっても主として人力による工事であり，士地改良といっても区劃盤理にす

ぎなかった。

わが国に最初耕地整理が導入’されたのは明治時代の進歩的農業者によってである。

これは当時ドイツにおいて，蒸気翠を採用するために必要で3あった耕地の形状を整理ー

することを主要課題としたところの耕地整理の直輸入であった。この方式は「碁盤自

主義」と批判され，土地改良，なかで、も水利設備の改良へ重点が移されたのであった。

当時の鍬叉は牛馬耕を前提としては，耕地の形状を万正にすることよりは，濯滋排水

の設備を完全にする乙との方か優先すべき課題であることが認められ明治42年の耕地

整理法の大改正となった。乙のとき耕地盤理組合が制度化し，一定条件の下に之への

強制加入が認められた。耕地整理事業はその内容種々様々であったが，要するに，水

利をととのえる事によって田の改良と田面積の増加をもたらす事業である。整理前后

の地目別土地面積の増減をみればわかるように，畑や山林を減じて田を増加すること

と，道路，溝渠を完備することであるといってもよい。

単tζ田面積の増加のみならず，反当収量の増加がある。当時農林省において，多数

の耕地整理組合につき，整理前后の数ヶ年の収量調査を実施して，整理前反当 2.01

石の収穫が，整理后 2.40石へ増加していると報告している。専門家は耕地整理の前

后において，一般農事改良と伴うのが普通である点を考慮し，之を区別して，明治33

年から昭和10年に至る一般的増収分のろち，耕地整理によるものは22.%に達している

としている。

ことに潜排水設備による収量の安定は著しいものがある。例えば岐車県安八百福本

輪中普通水利組合（作付 1,168可）では耕地整理をして，大正13年から電動排水機を

設置したが，それによって以前の収量の不安定は一掃され，収穫は安定するようにな

った。

乙のような例はいたると乙ろにあって，農林省が農業保険制度の準備のために集め

た資料によっても，大正9年以来昭和4年に至る閥において「従来災害ありたる水田

にして，その后各種の施設をなしたるがため災害の虞なきに至りたること確実なるも

の6万8千余町歩にして，之を原因別にみれば， j治水工事，排水設浦，耕地整理等に

より水害の虞なきに至りたるもの 3万3千町歩，用水路，溜池の新設改築，揚水機の

設置等により阜害の虞なきに至りたる五の3万2千町歩，築庭，樋門の修築，耕地整

理等tとより潮害の虞なきに至りたるもの 2千余町歩を算せり」といっている。乙れは
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水利事業によって，植付の不確実きが救われたり，それまで水害を彼っていた場合が

排水によって被害を免れることができるようになったからである。

5 

しかし，水利事業が農業においてもちうる意義は，単に水の供給そのものに関する

ものにとどまるものではない。近年における機械力の導入や薬剤の利用による稲作生

産力の飛綴と安定，さらにいえば，水田酪震とよばれている進んだ農業技術の段階は

水利施設の完備を前提としてはじめて可能である点において，水利の問題は日本農業

の基底をなすという乙とができる。そのような実例をー，二示す乙とにする。

新潟県中部原郡白根郷は，明治年聞においては洪水が頻りに霊長い，その都度信濃川

の堤防が決漉して農村の疲弊はその極であった。凶作で食糧に窮した農民は 1升の米

と交換に回 1反を提供するという状態であった。千町歩地主が10年の間K成長した時

代である。地主は小作、人に対して，単に肥料を給与するだけでなく，夫食をも供給せ

ねばならないような状態であった。

信濃川の氾濫を防ぐための大河津分水が完成したのが附和2年である。それについ

で昭和10年には耕地整理が完了し一つの時代を劃した。これによって排水が次第によ

くなった（この頃矢川の隠道が救農土木事業として行われ西蒲原の排水を大いに改良

した）。 乙の頃になってはじめてこの地方に馬耕が一般化したのであって．それまで

は，乙の水田単作の大経営の耕転がすべて三本鍬で行われているのである。乙の時代

は稲作の技術的な衝をいえば，品種としては品質の患い在来早生から農林番号の早生

へ変った頃であり，肥料としても，豆粕や魚肥が用いられていたのである。収量は反

当2石で凶作の年には 5割の減収があった。しかし，大正の終りには小作組合やその

連合会が結成されて，耕作権は安定し，小作料は検免制から定免制となり，相対的に

低下し，三菱の如き大地主が土地解放をはじめた頃であって，これまで一様に貧乏な

小作農であった農民のなかに，明らかに富農的要素と貧農的要素が分解を示した時代

である。戦店の農地改革の前哨戦はすでにこの頃行われていた。

侵略戦争中及び戦后にかけて，国の援助によって行われた暗渠排水は白根郷の農村

の姿を一変したといってよい。暗渠排水による湿田の乾田化は，先ず稲の品種を早生

からct生tζ重点を移した。収量は反当 2石5斗になった。それよりも顕著なのは最近

になって行われた暗渠排水を電力揚水し地表水とならんで二段排水によって，これま

で湛水しがちであった田をも完全に乾区化した影響である。乾田化の結果，土壌がか

たくなり，牛馬耕では深耕できなくなって， 自動新転機を採り入れざるをえなくな

った。はじめは*-Ii穏だけを機械力で， t¥鐙きは牛馬でという形態が多かったが，ロー

タリー式の代掻きもできる耕転機は牛馬を駆逐して普及するようになった。

機械を多く用いる段階になって，農地の交換分合か急速に進んで、いるが，それを可

能にしているのは， 一つはー牧の回がどこでも一反づつである乙とと．叉，乾田イ七t乙
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よって土地条件の差が単に距離にのみありて，地味の差がほとんど無視できる状態に

なった乙とを挙げねばならない。 2.4一Dによる除草，ホリドールその他による病虫

害の防除のための作業が加重されたかわりに，除草のための労働が軽減されたことが

近年の稲作の特徴であるが，農業を撒布するには，前提として第ーに道路が行き届い

ていなくてはならない。潜排水が自由K，個別的にできなくてはならない。叉正確な

薬剤の調合のためには回面積が正確に知られること，ことにどの一校も同じ広きであ

る乙とが好都合であるが，乙の白根忽JIの昭和初年からの耕地整理や土地改良事業は，

正に，農薬や機械力を用いてする農業のための準備をしてきたといってもいいすぎで

はない。

乙の村の人達は，今日では凶作でも反当 3石は確実である乙と，反当4斗の増収は

ホリドールK帰せられるといっているけれども，ホリドールを使えるようにしている

基礎条件は，水利，土地改良である。近年の水稲僧産のために大きな役割を演じてい

る保温折哀商代，早期田植にしても，耕転機を前提lとしての効果であり，その耕転機

を可能にしているのが水利乃至土地改良による乾田化である ζ とを考えるならば，水

利の日本農業における地位の重要さを認めざるをえない。沼田が多くて馬耕すらでき

なかった白根郷の田K，今日は農薬のための撒粉機のモーターの音がひびいているの

であるが，それを学ぼうとする地方は，そのような生産力の発震を実現した順序とい

うものを改めて省みなくてはならない。

6 

第二の例は，佐賀平担部の水稲地帯の例である。そこでは新潟の蒲原平野が稲作以

外K他K転ずる途がなく，乾田になっても裏作をする乙とすら必ずしも有利とはなら

ないのに反して， ζζでは，他le転ずる途がいろいろとありうる場合である。

佐賀平野は，遠く旧藩時代の成宮兵庫の雄大なる治水政策によって，水害から免れ

ている。近くは大正12年5千町歩の大面積に電力濯j債を一挙にして実施したという記

録をもっているところである。しかも乙の電力潜概たるや，地主の手によるのではな

く，耕作農民の力によって実現したものであった。乙れはすでに当時の佐賀農民が，

小作農を含めて，このような投資を実行しうる経済力を有していたことの結果である

が，その乙との反映として，耕作権の所有権に対する優位となったと乙ろでもある。

かくの如くして，すでに昭和10年，佐賀は県平均反当 3石の収量をもって奈良県を抜

いて全国第一の水稲生産力を誇り，佐賀段階といわれるようになった。

これは，単に反収の増大ということだけではなく，動力議j慨による水利の完成とい

うことは，三イ七摂虫対策としての晩期栽培を可能にしたのであって，水稲生産力を構

造的K強化したものというべきである。 ζの時代に普及したのは，動力滋i俣の外には

脱穀調製機の類であって，主片手云機は未だしであった。

戦后，東北諸県において，反当収量の著しい発展がみられたのに反して，佐賀の反
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当収量平均3石は足踏み状態を続けている。 ζれは停滞を意味すると乙ろの足踏であ

ろうか。そうではないと思う。

第ーに，耕転機の普及p：よって，労働生産性は大いに向上し，同じ反当 3石の収穫

ではあっても，農民の収益は大いによくなったからである。もちろん，すべての農民

が同じ結果をその過程から受取っているわけではない。耕転機が役畜を佐賀平野から

駆逐した結果として，小農は畜農から賃耕をしてもらい，自分は雇傭されるという階

層分解が進行している。小農の場合でも田植労働は雇入労働を必要とするのである

が，その田植の労賃は， 彩i転機で回値作業を圧縮した結果として，甚しく 高くなっ

て，小農民は困難を増している。共同防除の薬代が多くかかる乙とも小震の肩には重

く感ぜられているようである。要するに階層分解を伴いつつ労働生産性を大いに向上

したことを認めざるをえない。

第二，反当3石という水準は変らないが，農民の収益を培加するための反応は，あ

るいは水田酪農に，あるいは水稲二期作として，あらわれているのが，新潟県と佐賀

県との差である。水田地方で酪農を成長させる場合に問題となると乙ろの農繁期の労

働ピークの問題は，代掻のできるロータリ 一式耕転機によって解決きれ，馬を駆逐し，

乳牛の役用という乙とをしないで田植が済まされるようになった。単K田植だけでな

い。稲田の作業が極度に機械化され，反当10人労働にまで切り下げられている ζ とが

乙の地方の水田酪農が根を下しうる基本条件である。

飼料自給の問題は，水田の若干を牧草栽培』とすること，少なくも，水稲裏作K青刈

作物や根菜類を入れて，サイロによって貯蔵する方式をとることによって解決される。

而して，乙の平野の水利の完備という乙とが，どの一枚の田をとっても自由に畑にし，

叉水田に還元することを可能ならしめるのである。三年間牧草栽培をした土地を回に

復元した場合の水稲の作柄のいいことはすでに定評のあると乙ろである。

水稲二期作ふ高知の二期作が，単lζ台風をさげるためであって装備において全く

劣っており，その収穫は両期合しでも他の地方の一期作の収穫にも劣ると ζろとなり，．

佐賀で成長しつつある二期作は，二回の収穫を合計するなら反当 5石を越すような集

約農業である。これが可能になるには，品種における改良は別として，商代の早期栽

培という技術のほかに，水利・耕転機・脱殻機などの完全なる装備がなくてはならないF

7月の刈取りと平行して行われる回植があるからである。全自動脱穀機と動力耕転機

が普及しており，長筒のパーチカル ・ポンプによってとの問題が解決されておる。乙

の外二期作K限らず一般に病虫害防除や除草のための作業が必要であり，そのための

基本的前提か水利の装置の完成で、あること， 新提について注べたと同じである。佐賀ー

の二期作は，それTこやから装備と技術水準の関係上，上層農家においてのみ普及しよう

としていると乙ろの技術てeある。
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7 

治水と土地改良とを含めた水利のための投資は，上にみたように，農業的投資の第

一順位に属するところのものである。事実，多くの近代的農業の成立する基礎条件の

一つをなすものが水利のための投資であるといって差し支えない。

しかるに水利のための投資といっても，千町歩を対象とした大規模のものから，一

筆一筆毎の暗渠排水に至るまで，千種万様であるが，その性格として概していえる ζ

とは，第ーに，公共的性格をもった大規模なものが基礎になり数億の予算をもって，

数年間の続継的事業が多いζ とである。第二に，その事業の内容をみると，かつての

土木事業とはちがって，その資本の有機的構成か高くなって，セメント，欽の如き資

材やブルトーザ，発電装置，包力のような生産手段に多く要し，労賃になるべき訴分

は少なく，かつての救農土木事業の如く ，例えば町村としての支出は一面では町村民

にとっては収入であるというような性格のものとは全く一変しているという点であ

る。第三には，かつての水利事業は，その建設の段階ではかなりな費用を要したけれ

ども，それが竣工したあかつきには， 年みの維持管理費は比較的僅少である場合が多

かったが，今日においては月々の経費としても，電力や機械や泥さらい船などの経費

を要すること多いという点である。工事費は大部分が借入金によって賄われるから，

年hの負担はその元金及び利子の償却と年々の維持，管理が加わるのであるから，い

きおい，多からざるをえない。

以上要するに近年の水利事業の経裂が，たんに多いのみならず，之を供給してくれ

る相手が独占資本であるような類の物資機材を多く需要するという点である。農業水

利事業に対して補助金や利子補給や， 技術的援助などが濃密に与えられているけれど

も ， 農民の肩にかかるものは重からざるをえない。例えば前K~）としてあげた白根郷

の水利組合は，近年暗渠排水のための揚水機を備えつけたばかりであり，工事も進行

中であって，その績は多くなっているのであるが，農家のすべての支出のうち，食費

を除けば最大の支出項月となっているのが，水利費である。以下反当りの負担の概算

である。

1. 病虫害防除費 （］支当） l, 000円乃至1,300円（ホリドールの半額補助は計上せず）

2. 肥料代（反当） 1, 700円

3. 水利組合費（反当） 2,400円

4. 電燈及電力代（月当り） 1,200円乃至1,600円（反当） 600円

5. 国定資産税及町民税5万円 （反当）2,000円

水利組合や土地改良区は，その設立は農民の発意によって行われたとしても，それ

がひとたび生れるや否や，それ自身の論理をとって歩く のは，凡ゆる機関と同じであ

る。その民主的運営が困難な乙とは農協以上であろう。農民にとって水利組合費は，

強権をもって徴収されると乙ろの税金の一種である。かつて昭和農業恐慌¢時代に，
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借金の利子が農家にとって負担過重となったことがあるのは，その負担はデフレーシ

ヨンの過程において，厳として一定の金額を徴収されるからである。土地改良の工事

の厳正と効率化を必要とするのは，実lζ農民の負担力の低さによるのである。農地と

しての売買が1反10万円で行われている水田を造成するために， 20万円を要するとし

たら問題の一つは工事の効率にあるとみなくてはならない。叉，公団のような，効率

壱高めることは，その組織の存続をそれだけ縮めるような組織がこのような事業分主

体となることの適否も問題とならなくてはならない。

要するにすべての農業土木事業の費用の終局的負担者である農民が徹底的に，事業

の運営K合理性を求めることが必要である。水利が日本農業にとっては他のいかなる

投資にも先んじて確立されなくてはならないところの基礎条件をなすが放にことに然

りである。（東京大学教授）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

