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農業水利制度整備に関する序説

黒河内透

農業水利制度の整備が問題とされて以来ずいぶんになる。そのうちに解決

された事項もあるし，また新しく登場してきた事項もある。只今は今日問題

となっている事項について意見を述べるのが課題であるが，立法論は具休的

に法律論を述べなければ理解ができないので，この小稿では若干の基本的な

誰でも問題と しているよう な事項について，大握にメモを記して，今後の研

究の緒口としたい。

1. 農業水利の実体法規整備論に関するメモ

水利に関するわが国の制度ははなはだ不備であるが，最近河川法の改正と

か工業用水法等，水に関する立法が問題となって，農業水利の実体法規とそ

の整備が問題となってきた。現在の農山漁村における水に関する法規を見る

と，民法には若干の規定はあるが，水利関係の規定らしいものはほとんどな

L、。農地法，土地改良法，森林法，牧野法，漁業法等もそれぞれ水とは関係

があるが，しかし水利関係の実体乃至その法律関係等については規定らしい

規定はなし、。河川法もほとんど同様であるが，その河川法にも関係、のないの

が大多数の農業水利の実情である。 したがって農山漁村の水の関係は，この

ような断片的な法規を根拠として，他は慣習や条理にしたがって判断したり

処理しなければならなし、。農業水利等農山漁村の水の関係がこのような状態

にあるのには，それ相応の重要な理由があって，実体法の整備問題が度々あ

ったが実現せずに今日に至った。

(1) しかるに河川法の改正によって農業水利等をも規律しよう としづ議が

出て，その当否を論ずるについて実体関係が問題となり，河川法の改正論と

併行して，別に農業水利等の実体に即した立法をもって対処すべきであると

L、う意見が生じてきた。
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（局 また農業水利の各般の関係，特に権利義務の関係が不明な場合がはな

はだ多く，水利関係の収用の場合や買収等においても，また農地の売買，抵

当権等担保の設定，貸借等に関連して本当の権利義務の関係，当事者等がど

うなるのか ？ したがってどうすべきか ？ 等正確に判断して適切な処置を

とることが至難であるO その他各種の水利の侵害等が増加して， その場合の

損害の賠償や防止請求等についても問題がある。何よりも紛争の解決を図る

のにそれが実際問題として困るのである。

(3) また，土地改良等によって水利関係を如何に処理し，どんな関係に改

変，形成していくべきか ？ その点においても規範となるべきものがなし、。

河川法等との関係その他にも切実な問題があって，後に述べるように農用地

の開発改良等がますます重要性を加えると共に農業水利の実体規定の整備が

要望されるに至った。

しかるに， さて実体規定を立法するというと，いろいろ問題があって非常

に困難である。第一に水流の関係，特に水源の関係，流量およびその変化等

の実体が明瞭でなく ，またその水流等の所有権者，支配権者，管理者等が誰

でどのよ うな権限を持っか ？ 等の根本が不明な場合がはなはだ多L、。今後

これを如何なる基準でどのよう に規定していくようにするか ？ その場合に

従来の関係、はどのように処理するか ？ それが問題である。第二にその利用

権が如何にして形成されたかも不明の場合もある。またその権利の性格が直

接水流を利用する権利の場合もあれば，団体や他人に対して水の供給や水の

使用の許与を請求する権利の場合もある。その権利も土地の所有権の属性と

見られる場合もあれば，水何口と全く別の権利とされる場合もあり，それら

の関係や条件等は各地各様で，皆それ相応の事由がある。その千差万別の実

体をどのよう に類型化するか ？ またどのような法律関係とするか？ それ

は困難な問題である。第三に水の利用の量，時期，方法等も各筆毎に相当に

差異があり，ことに不明確な場合がはなはだ多L、。 したがって現在の突体的

な関係は，これに即して実体規定を整備できるような状態にないし，またか

りに何とかして適正な実体規定を整備することができたとしても，実際に適

用し効果を挙げることは困難ではないか ？ それでも実体法規を制定するの

か ？ とLづ根本問題があるのである。

これに対し，むしろまず水利登録を実施し実体を明らかにする措置を講ず
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るように制度を整備すべきことを主張する向きもある。しかし，実体的な諸

関係が不明確で登録が無理の場合が多々あるし，非常に複雑多岐な事項をど

のように登録するのか ？ 恐らく至るところに紛議が生ずるであろうが，そ

れを如何に処理して登録するか ？ その経費は土地台帳を初めて作成した際

よりも大変であるが，その法律的な実際的な効果は如何なものであろうか ？

その意味で実体規定整備前に全面的に登録するというようなことは問題であ

ろう 。

あるいは実体規定制定後登録をするとL、う考えもあろうが，登録の法律的

性格や手続等を如何にするか？ この場合にも紛争は至るところに生じ，ま

た過大に水利権等を登録する等，真実の登録は困難ではあるまいか ？

さらに問題となるのは，実体的規定を整備することができたとして， 現在

の水利関係に適用し改変することができるか ？ としヴ点である。問題は実

体的規定の内容， 性格如何にかかるので，一般的にど うのこうのということ

はできないが，後の立法で現存の権利義務の変改となるようなこ とは，公の

秩序，善良の風俗に反する場合は別であるが，そうでなければできないとい

うべきであろう 。もっ とも特定の行為等について，今後行政庁の許可を受け

るとか，届出をする とか， 監督を受ける等の規定をすることは，従前からそ

の例があるし，公共のために所定の手続によ って， 正当の補償乃至は代償を

もって，既存の権利義務の関係を変改できるのは，もちろんである。しかし

ながら，将来新たに設定または形成する農業水利関係のみについて実体的規

定で整備するのであれば，どれ程の実益があるであろうか ？ そうかといっ

て現存する水利関係をすべて新しい法律の定める水利の実体法規に適合する

ように強制的に改変する程の公益上の理由もないのではあるまいか ？ 等問

題がある。

以上の如く考察すると， むしろ農業水利の不明確な場合とか不適当な場合

などに改善する機構や制度とか，紛争の調停乃至解決等の機構や制度の整備

によって具体的に農業水利関係を改変乃至形成していく ことが本筋ではある

まいか ？ その見地からはむしろ土地改良法の農業水利改善に資した効果を

顧み，その方向で法制を整備する問題とか，今日では廃止となっている昭和

13年の農地調整法の農地の水利等の調停と調停に代る裁判の制度が想い出さ

れる。
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2.農業水利施設機構整備論に関するメモ

「農業水利の改善は，農業水利施設の整備があってこれを期し得るのが実情

である。しかるに明治以来大いに努力を払ってきたが，それは必要に応じ相

談が躍ったところから施設をしてきたものであって，体系的に整備されてい

ないし， その維持管理等についても十分な機構や制度が整っていなL、。鉄

道，道路や上水道や下水道について法制の整備を見つつあるが，同様に農業

水利施設の機構について法制を整備すべきである。JとLづ見解がある。こ

れは誠にもっともな意見であるが，しかしいろいろ検討すべき問題がある。

(1) 農業水利の上で最も重要な地位にあるものは，長山漁村の河川，水流

で，その後に築設した水路その他水利施設も極めて重要なものではあるが，

その用排水路としての地位はむしろ低L、。それを如何に制度上とり入れてい

くか ？ これが一つの根本問題である。これには河川法との関係もあるし，

他方最近では利根川，木曽川等の大河川そのものが幹線水路とでも考えなけ

ればならないようにもなり，難問題がある。

(2) 水利施設を体系的に整備するのに如何なる機構によるか ？ 例えば道

路の如く，国，都道府県，市町村または土地改良区，その他等と施設者乃至

管理者を定め，それぞれに認定または指定させて，従来の施設等を編入した

り新たに修築したりして整備させるのか ？ あるいは水系または地域毎に開

発改良計画を樹て一体的に整備してL、く方法をとるのか ？ それも根本問題

の一つである。

ゆ従来からの水利施設は，いずれもそれぞれに所有者があり，大事な財

産で，権利義務の網で結ばれている。それを如何に処理するのか ？ それは

それとしておいて所有者または関係者等に整備の義務を課するようにするの

か？ いずれにしても国家の財政的措置と監督とが必要であるが，それを如

何に見るか ？

(4) 農業水利に関する国，都道府県，市町村およひ’関係者の責任関係を如

何に見，負担や協力関係等を如何に定めるか ？ これが根本として定まらな

くてはならないが，容易ならぬ問題である。

その他団体整備や水利関係の改編整備等の機構や各種の法制とも併行して

考慮しなければならなL、。
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3. 農業水利の調整機構整備論に関するメモ

農業水利の調整については， 開拓等土地改良について農地法， 土地改良

法，土地収用法等によってある程度強制的に水の権利を取得したり，改良事

業を行ない，換地処分，交換分合等によって調整し，改善を加えていくこと

ができる。しかしその他には，不完全ながら水質汚濁防止に関する法律があ

る程度で，ほとんど強制的に農業水利関係を調整し改善を加えていく制度は

ない。そのために次の如き欠陥や立法論が出てくる。

第一に，一般の水利紛争や水利慣行の改善等について前述の昔の農地調整

法の調停や調停に代る裁判が，どれ程解決に役立ったか ？ については問題

はあるが，今日ではそれもなく，関係者の協議やその協議の調わない場合に

新しい水利関係に変改する方法もなく，紛争も訴訟以外には解決の方法がな

L、。市して，特にかんばっ， 水害等の際に一部を犠牲にして他に配水する と

か，従来と異なった配水操作等によって全体の損害を少なくし犠牲地にも補

償するような措置とか，畑地かんがい，田畑輪換， 水稲早期栽培，裏作乃至

輪間作等や長耕の機械化等に必要な水利関係の調整乃至変改等に関する適切

な法制がない。したがって右に述べたような場合の措置についても，関係者

が協議してその合意の下に行なうよりほかに方法がなし、。実際的には緊急の

場合など適当な措置をするようであるが，制度としては確立していなし、。 し

たがって緊急の場合で協議をすることができないとか，例えば利根川の上流

下流を通じて水利の調整をしなければならないような関係者全員が直接協議

をすることができない場合とか，あるいは一部の反対のため適当な措置をと

ることができない場合等に対処できるような制度の整備が要望されている。

なお小規模の開拓や土地改良や牧野改良等の場合，現行制度では強制的に

水の権利を取得したり水利関係を改変するこ とができない場合があるし，ま

た地下水の関係の水の権利の取得や揚水の統制乃至制限等についても，関係

者の協議が調わない場合に対処する必要があるので， その法制の整備も要望

されている。

第二に，現行土地改良法では，国営または都道府県営の事業さえ関係者が

区域，計画および実施機構等を定めて， 3分の 2以上の関係者の調印をとっ

て行政庁に申請するのでなければ行なわれない制度となっている。しかるに
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実際問題として固または都道府県が各方面の権威者を協力させ，大局的に総

合的に調査計画するのでなければ，合理的，能率的な土地水面の開発改良の

計画や水利の改良計画はできなL、。しかるに今日の制度ではその点に関する

法制を欠いているのみでなく，大規模の農業水利施設の整備の根本的な機構

が十分に定ま っていなL、。特に大河川の上流等のダム施設その他関係地が広

大とか，反復利用とか，連関的関係、が波及して関係地の容易に確定し難L、場

合等の機構について適切に整備する必要の緊切なものがある。

第三に，長山漁村においても各地域毎に大小各般の開発改良等の事業を総

合し比較検討して，具体的に水の最高度の活用をするようにする必要があ

る。それには現行の土地改良法等その他の法令では不十分で、，その総合調整

の責任機関や手続等の機構さえ十分に確立していなし、。あるいは水源、関係の

山林，原野等の利用についても保安林制度のみでは不十分である し， また；農

業経営の合理化乃至適応化の確保を図っていく必要もある。それらも法制の

整備の要望される問題点である。

なお近時，あるいは鉱工業用水，水道用水等の需要が著しく増加し，ある

いは農業用水を拡充する方法がない等のため，農業用水を節約して他に提供

させるように法制の整備を図るべきことが要望されている。これは立法的に

は一種の収用法の系統に入るべきもので，難しい問題があるが，これも問題

点とする必要がある。

以上のように農業水利の調整問題等には，いろいろのものがあ り，それに

応じて立法の方式内容等が異なる必要がある。しかし既存の関係は公益のた

め必要がある場合に，正当の対償の下に強制的に変改できるにすぎないもの

であり，それも十分に関係者が協議をつく して協議が調わない場合に行政的

にも司法的にも公正な機構で裁定を行なうようにすべきことが要点である。

もちろんその前提として関係の水の各般の実体と水利関係の実情およびその

改善の具体的な事項，効果等が公正に確定されるように整備することが必要

である。

4.農業水利の保全機構整備論に関するメモ

近時鉱工業，水力発電，都市等の急激な発展に伴ない， その用排水等のた

めに，農業と水産業は水源が制約され， 特にダム敷地，水路用地その他の施
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設等に対して直接各種の支障を生じてくると共に流量の変化，水質，水温等

の悪化，地下水の酒渇，排水不良等の悪影響を受ける傾向が顕著となって

きた。これはますます激増の倶れがある。他方第2次世界大戦後わが国情は

一変して， 食糧等の不足が著しく，その輸入の防逼，生産費の低減，国民の

食生活の改善等のため開拓，土地改良等の必要性はますます増大すると共に

農業経営の改良発達に応じて農業水利の拡充，転用，改良等がますます必要

とされてきた。而して今後商工業や都市の所得に比し農林水産関係の所得が

ますます低下する慎れがあるので，その生産性の向上のため，水利の拡充，

改善等が一層必要となる。しかるに現行制度では， 水質汚濁防止関係の若干

の立法があるほかには，農業や水産業のために水利を保全するような制度は

ほとんどなL、。

また従来から河川法の適用または準用に関して農業水利等との聞に問題が

あったが，第2次世界大戦後治水問題が一段と発展し，洪水調節ダム，多目

的ダム等が大規模に行なわれると共に河川法の適用または準用の範囲もます

ます拡充され，砂防法等もだんだん山林等に深入りするようになって，ある

いは農業用水のためのダ、ムの敷地，構築，維持管理，操作等の関係とか，水

流の調整，分配等の関係，その他水利施設の構築，維持管理等に関し，いろ

いろ交渉や紛議が繰り返される傾向がある。特に 「河川法の適用または準用

によって元来長山漁村の専用とみられる中小の水流まで厄介な許可，届出等

が必要となり，関係地方の農林水産関係、の実情に通じない建設当局が， 治水

上の見地に立って干渉などして長山漁村の秩序を紛更し，長山漁村民が自主

的に実情に即して開発振興を図るのに障碍となる危険がある。また往々にし

てこのような水流に，建設当局が独断的に治水上の工作物を構築したり他の

用途に水の使用や排水等を許して問題となる傾きもある。また近時実体にお

いて農林水産関係の施設または事業と認められるものを河川の改修，災害復

旧等として実施する場合に，農林水産関係の施設または事業として行なう場

合に対して，固または都道府県の負担を多く し， 関係受益地等の負担を皆無

または著しく軽減し，不公平な結果を来たし，あるいは建設当局の事業また

は施設とする ことを望んだり運動する向きも生じいろいろの問題を生じて

いるから， それに対し何等かの適切な法制の整備が必要である。」という議

がある。
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そのほかにも長山漁村の内部においても，あるいは水源関係の林野の利用

が不適当となって水源に悪影響等があるとか，溜池その他施設の維持管理が

悪いとか等のため問題を生じたり，悪水の放流や地下水の揚水が過度のため

澗渇する等の問題もある。貯水池や水路，揚排水機場等の用地ゃあるいは水

それ自身等を他に転用する等して問題を生ずる場合もある。ことに平野部に

おいて，いろいろ他の用途に土地水面等が利用される地方にその傾向が見ら

れるが，今日の制度では対処する方法が十分でなし、。また長山漁村の住民や

関係者において協議し保全を講じようとしても，その機構等に関する規定も

なく ，その協定ができたとしても，場合によって訴訟によって確保する可能

性はあるにしても，簡単に行政昨の監督的措置等によって実施を確保するよ

うな途もないので，そういう点の法制の整備も望ましL、。

なお右については，各般の方面から具体的に関係各種の法令等を検討して

適切な立法措置を講ずる必要があるが，特にわが国の土地水面，水利等の制

度を通じた基本の機構を十分よく検討して見る必要がある。而して，

第一に，今日の国土総合開発法等の関係は，まだ全国に亘って農林水産の

各般の関係ならびに鉱工業，都市その他の関係を具体的に各地域について確

定するに至っていなL、。また河川法もまだ十分に関係各機関共通の河川，水

流等の総合的な制度になっていなし、。少なくとも水利に関してははなはだ整

備されていなし、。しかるにこれを上に述べたような機能を果し得るようにす

ることは容易でなし、。否それに非常な問題があるので，それらを補うような

立法が考えられなくてはならなし、。

第二に，農林水産関係のみの範囲においても，まだ全国各地域について具

体的に土地利用区分，開発改良計画，したがって水利計画等を定めて確固と

し，実施するというのには制度が整備していなL、。否もっと広い基本的な国

営または都道府県営級以上の基幹的な事業についてさえ， 十分に調査や計画

ができているとは称し難L、。少なくとも全面的に確定計画とし関係各機関と

の協議を遂げ国家として決定を見るに至っていなL、。したがって河川法その

他の法令の運用の関係も，それらに即して行ない得る基盤は完全にはできて

L、ない。よって適当にこれを補うように法制の整備を図る必要がある。

第三に，しかしながら長山漁村においては，まだ法制的には農山漁村の各

地域について開発振興の計画を樹て，各水流について治水や水利の開発利用
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の改善等に関する具体的事項を定めて実施する機構は十分には整備していな

いが，新農山漁村建設総合対策等により着々進みつつあるし，また森林法，

農地法，土地改良法，牧野法，漁業法等で大体農山漁村の土地水面等の全般

に亘り，大体河川法，砂防法等で期待している措置ができるようになってい

る上に，半lj例等で認められている通り，慣行や関係者の取定，諒解等で相当

具体的な秩序や措置が形成実施されている。問題はそれらの整備と保全で，

むしろ河川法や砂防法等とは異なった体系で法制の整備を図るべきである。

而して法制の整備に当っては，今日農地法，土地改良法等で都市計画の区

域については，その制度の本旨に合致するように特別の運用を図っているよ

うに，鉱工業関係の法令とか河川法等の法令も農山漁村地域においてはその

地域の特性にしたがい，農業水利計画等を尊重し侵さないように規定すべき

ものである。但し，それには農山漁村地域乃至農林水産業地帯と都市計画地

域乃至は鉱工業地帯等との区分，重要河川とその他の河川等との区分等につ

いて関係各機関がよく協議しかっ民意にも即して適切な決定が下されるよう

に機構を整備する必要がある。

なお諸外国， 特に西欧において， 一般河川はその最も関係の深い農林水産

行政部の所管とし， 関係長耕地等の水利と保全に遺憾のないようにしている

が，わが国においてもその点を参酌する必要があろう 。

5.農業水利団体機惰整備論に関するメモ

農業水利は団体関係のものが多く ，しかもますます団体の力によらなけれ

ばならなくなってきたので，農業水利団体の整備が問題とされるのは当然で

ある。但し，その考え方にはいろいろあり，それぞれに問題がある。

(1) いわゆる農業水利の調整乃至統制を目的とし，直接水利事業を行なう

ことを本旨としない統制団体機構を整備する考え方がある。もっとも水利事

業を兼ね行なうことを排除しない考え方もある。その場合最も問題となるの

は，各種の水利事業団体等との関係である。それを構成員とするか，直接土

地所有者等を構成員とするか ？ また各種の水利事業団体は改編整理するの

か ？ その役割はこの統制乃至調整団体と如何なる関係があるのか ？ いず

れにしても区域と組織員と統制乃至調整を受ける各種の団体および施設等と

の関係は，権限との関係もあり，難しい問題である。
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なお市町村とか都道府県等の地方公共団体またはその長との関係にも問題

がある。確かに農業水利のような問題が政治的に左右される行政機関によ っ

て決定される とすれば問題である。ことに市町村の段階でも区域が広大とな

り，地域も住民も多様となってきたので，何等かの公正に専門的な知識，経

験をもって判定する機関を設けることが必要となってきた。それには農業委

員会や農山漁村振興協議会等の機関を整備するのでは十分でないのか ？ 団

体としなければならない点は，財政的自主性にあるのか？ その団体は計画

の策定や調停斡旋等の非権力的活動に限られるのか ？ もし強制的権限を持

っとすれば，構成員，区域，各般の手続，経費等の関係において難しい法律

的論議が生ずるであろう。

また「部落の区域であれば，大体事情や職業等は等質乃至共通的であ り，

元来各般の関係を連絡調整して自主的に処理する必要もあるし，また事実今

日まで水の関係でもそうし、う処置をとってきているので，団体機構を整備し

てその機能を果たさせることができるのではないか ？ これに反して広大な

区域では自主的な団体で調整や統制をするような理にはいかない。」という

見解や問題があるのである。

(2) また土地改良事業を中心に農業水利団体を整備して水利改良事業等を

円滑適正に実施し， それを通じ関係地域の農業水利の改良を図るとL、う考え

方があるが，それにもいろいろの考え方や問題等がある。

農業水矛lj事業も広大な区域のものなどは，いわゆる農業水利団体でこれを

調査計画したり実施するのには適しなし、。大体においてその場合には国営ま

たは都道府県営事業の協力乃至維持管理程度に止まるべきであろう。したが

って今日の団体営の土地改良の事業程度の区域乃至範囲の団体整備が問題と

なるにすぎないであろう 。

では既存の各種の水利団体はどう するか？ 小規模の団体などは，他に実

体の水利関係を改善する方法があれば，強いて改編整備などする必要がない

のではあるまいか ？ あるいは統合整理するとすれば弊害のある場合もあろ

う。 そうであるとすれば，やや広区域の既存の水利団体と今日の土地改良法

の団体機構が問題の中心であるが，これを如何に改善，整備しようとするの

か ？ もっとも今日の土地改良法の団体機構に欠陥がないとはL、えなし、。こ

とに大規模の水利事業の土地改良区の如きは， 事実只今の機構通りではよく
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運営することは至難で，むしろ農業水利区として特殊な農業水利団体の連合

体乃至公社とした方がよいではないか ？ とか， 水利施設等の維持管理機構

の整備乃至基金制度等の問題はある。

(3) なお旧来の慣行水利団体を統合整備するとしても実体の水利関係の改

編整備と同時に併行して行なうのでなくてはできないであろう 。また＊喧嘩

その他農業水利の問題の多いのは，農業水利回休相互の間である。これは何

か他の行政的措置とかより広い水利改良事業等と併せて行なうのでなくては

解決できない。而してまた，農業水利団体内部の水利関係の改変も，如何に

その団体機構を整備しでも，その団体の議決のみで強制することは許されな

し、。必ず公益のために各般の事項を参的して公正に判定する行政機関等の決

定によるように法制の整備を図る要がある。而して団体機構の整備は，行政

機構の整備と併行して考慮すべき問題でもある。

6.立法の方式その他に関するメモ

農業水利乃至長山漁村の水の関係の法制の整備についてはいろいろの方法

が考えられる。

そのーは， 「長山漁村の開発振興または農林水産の基本法のような法律を

制定して， 国土総合開発計画，都市計画その他各般の関係を総合的に勘案し

て，国，都道府県，農山漁村等の農林水産の基本方策を定め，土地水面等の

開発改良の計画を確立し，その一環として水の関係についても各般の事項を

定めて実現を図る。」というのである。 その際各種法令等はそれにしたがっ

て運用するのであるが，しかし，必要に応じて法令の整備をむなうことはも

ちろんのことである。あるいはこれは理想的な案かと思われる。

そのこは， 「工業用水法とか水道法，下水道法等の整備に対応し，また河

川法の改正等に対応できるように，農業水利法の如き法律を制定し，必要な

法制の整備を行なう 。」とし、う考え方がある。 但し， その内容その他につい

ては，立場立場でいろいろの考え方などがあり得る。確かに一つの立派な見

解で，そのような立法をすれば，それで非常に有意義な法律ができるであろ

う。しかし， 農林水産の基本法とか長山漁村の開発振興の基本法のような法

律があって，農業水幸ljの基本となる事項が確定している場合には，法規の制

定も運用も容易であろう が，それが整備していない場合には，その点をどう
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するか？ 土地改良法で定めるのか？ それとも農業水利法のような法律で

そう L、う関係まで定めるのか ？ それは非常な問題である。

その三は， 「農地法，牧野法，土地改良法，耕土培養法等を統合し， J農業

水利等の関係も併せて農用地関係の総合的な立法を行ない，もってその総合

的，合理的な開発改良を図る。」とL、う考え方である。 確かに農業水利法の

如き単独法を別に制定するのと対比すれば，法令は整理統合され，行政の分

化，複雑化は防止できるのみでなく合理化，能率化されるが，それでも山林

等との関係もあるのでよく十分に基本的関係の整備確立ができるか問題もあ

る。

なおいずれの方法をとるにしても，河川法，砂防法，森林法その他各種の

法令との関係ならびに各種の行政機構等との連絡調整等の問題がある。その

点に関して適切な法制が整備されるように期することが必要である。

しかしながら農林水産の基本法とか農山漁村の開発振興の基本法は，なか

なか成立しないのではあるまいか？ とも見られる。また成立するにしても

その内容は，前述の如きものとなるか？ 否か？ も不明である。而してま

た農地法，牧野法，耕土培養法，土地改良法等を統合して農業水利の関係も

併せた農用地法制の整備を見ることも容易で、はないであろう 。

したがってそれ以外の方法によって農業水利の制度の整備を図ることが必

要である。但し，いわゆる実体規定の整備も考える必要があるが，重点は農

業水利の調整，保全等を含めた；農業水矛ljの改善におくべきであろう。幸いに

新農山漁村建設総合対策その他の施策も発展してきているので，たび、たび述

べたよう に必要な地域から体系的に農用地の開発振興を図り，水利の開発改

良を図るような立法が不可能とのみ断定すべきではあるまし、。

その立法の構想は，各般の事情を判断して決定する必要があるが，一応大

きな特色を簡単に表明するものとして， 例を名称にとって比べて見ると，あ

るいは前述の水道法，下水道法，工業用水法等に対応する農業水利法の如き

考えもあろう 。あるいは都市計画法的なものとか，工業地帯の整備に関する

立法に対応して農村計画法乃至農山漁村振興計画法とか，あるいは農山漁村

整備法とか農林水産地帯整備法の如きものも一つの考え方である。あるいは

もっと簡単明瞭に，土地改良法と森林法を大幅に改正して必要な関係を規定

し，なお必要に応じ漁業法とか水産資源保護法を改正するに止めることもー
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つの方法である。もちろん愛知用水の前例もあるよ うに重要な流域等につい

て特別立法をすることも必要であろう。

L、ずれにしても農業水利は農地の生命であり，既存の秩序や関係が広く複

雑に存在して， 農山漁村がそれで動いているのである。それをよく尊重し，

関係者が協議をつくし，公益のため必要に応じて強制的措置も講じ得るよう

にしなければならないが，しかし正確に，科学的に各般の関係を調査考慮し

て公正な裁定を行ない，真に農山漁村関係者が積極的に協力してその実現に

努力するようにすることが根本である。もちろん，工鉱業，都市等長山漁村

乃至農林水産業以外の諸関係と緊密な協議を行ない，治水その他建設関係方

面とも一体的となって，合理的，能率的な，国家的に見ても公正妥当な長山

漁村の水利関係を建設し，維持発展することを本旨として立法する必要があ

る。それには単に法案の整備のみでなく，中央，地方を通じそれに相応する

機構を整備するこ とが必要で、ある。特に内閣および地方庁等に公正妥当な決

定を行なう委員会等の機闘を置き，また公団，公社，各種団体等も関係各機

関すなわち農林，建設等の行政機関が協力できる ように制度を考えていくの

でないと所期の成果は期し難いであろう 。

以上農業水利立法問題に関する若干の主要な立法論等を中心にメモを記し

てみたが，誠に不出来で，抽象論に終った憾がある。もしそれでも何かの役

に立てば仕合せである。何よりも，あの長い経緯の問題がちょっとでも改善

の方向に進み，農山漁村の開発振興と国家の建設発展に向い得るよう ，適切

な立法のなされることを切望するものである。 （総理府土地調整委員会委員〕
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