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農業用水における分水方法と従量制について（下）

浅 井 昭三

4. 那須疏水における分水の意義

これまで述べてきた溜池や立科三寝における分水方法にくらべると，栃木

県那須疏水のそれば，時代としてもずっと新らしL、だけに分水施設 ・管理方

法共lこより完全であり， わが国：こ古くからあった分水方法の伝統をうけつぎ

発展させたものとして注目に値する。

那須疏水位 I）は，今から約70年前g 地元の人である印南丈作， 矢板武の

2人の提唱によって聞かれた用水である。それ以前，つまり明治初年までの

那須野ヶ原約 1万 ha：土， その大部分が雑草木の茂るにまかせた荒野であっ

た。印南， 矢板の 2人は早く から この那須野ヶ原の開拓に目をつけていた

が，それにはまず何とレっても用水の開盤が先決であった。彼等は，明治1l 

年には自費でもってs この用水開墾の，こめ測量を行ない，政府，県令に対し

て工事費助成の陳情3 誇願の行動を開始すると共！こ明治13年には開墾を目的

とする那須開墾社なるものを設立した。

明治15年，政府から約 5万円の助成があり，まず飲用水生目的とした疏水

が完成し三3 しがしp これだ！十ではと うてい念願である水田化が望めなかっ

たばかりか3 開拓が進む；こつれて飲用水にすら事欠くようになったので，更

に再三政府（こ助成を願い出た結果p 明治19年に至って，現在のごとき那珂川

から約 200個の7］くを取り入れる那須疏水を完成させることができた。 このと

きの工事費は約15万円，金額国からの助成によってし、る3

その概要：土3 まず黒磯町岩崎地点の那珂川に取入口があり p ここから約

200mを隠道， それ以下は土水路の幹線約 l5km によって木の葉状の那須野ヶ

原を横断させている。途中 3ヵ所の樋門，蛇尾川を横切るサイ フォンおよび

四つの分水工がある。それぞれの分水工からは幹縁にほぼ直角に支線が設け
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られ，長いものは 21kmにおよび那須野ヶ原の末端にまで及んでjL、る。が，

このことは次にみる面積でもわかるごとく ，那須疏7）＜が名称通り那須野ヶ原

全体を濯概しているとし、うことではなし、。濯j使区域は，分散した罪》也となっ

ている模様てらこのことはまた後に述べる分水の問題と関連して，那須疏水

の特徴を形成するー要因となっている。

面積については正確な数字はわからない。 2年前の33年頃で約870hロ以上

といわれてレる。きわめて莫然とした話であるが，元締ともいうべき土地改

良区においてすらこの面積は正 那須疏水略図

確に把握し ていな L、。 最近で

は，更に港紙面積は増加してお

り，1,200ha以上はあるだろう

といわれている。

つまり，ここでは， 7K利費が

水量割てーあるため土地改良区が

受益面積について，こまかく把

握する必要がなく ，それぞれの

受益者が所定の水量をどれだけ

の面積に泌殺するかは自由であ

る。受益者はまた所定の水量を

伸ばして使＼， ＂附近 の畑を開国

していくことが可能なのであ

る。現在のように水田が有利で

あれば年と共に濯紙面積が拡大

していくのは必然の方向といえ

ょう 。

この那須疏水の骨格となっている分水方法について述べるためには，やは

りもう一度開盤当時の事情をふりかえってみる必要がある。疏水が，いよい

よ開撃され始めた明治18年， 具体的な配水3 支線計函を立てる段階になって

から，一体どの程度を開国するか，できるか3 ということが関係者の聞で問

題になった。 この点については3 今日と違って最初から確たる方針はなかっ

たのである。
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取水量は 200個しかなし、。 これだけでは誰がみてもととうてL、1万ha全部

を開因する こと はできなし、。その上，事業を推進しようとする地主，開墾社

はかなり広 く点在してレる。 このよ うな事情から当初の予定では得られるだ

けの水で，できるだけ多く開国したし、 とし、う希望だったこと は次の陳情警か

らも知る ことができるが3 果して笑際にどれだけの開田が可能かという こと

は確定していなかったのである。

「－日lj紙，那珂川水量 l秒 250個3 蛇尾川同 1秒100個，合 1秒 350悶，7Jく

量アレノ九数千町歩ヲ濯淑スノレハ疑ヲ容レズ ・・」
かりに水量 350個としても数千田j歩 というのは少し大げさであり，まして

表層（主火山灰，下層：土礁である この地域では無理な計画であるが，それは日I]

として3 とにかく水源である那珂川は何らかの理由で 200個しかとれず，蛇

尾川は全く伏流河川で取水不能，結局水量は 200個に落着いたものと思われ

る。

このよ うな現状から集まった関係者は評議の結果3 次のごとき基本方針を

立てた。

イ．政府より貸下を受けた総：反日IJの1/3を？佐渡面積と仮定する。

ロ． イによって仮定した面積に対し3 疏水金水量を反別に応じて配当す

る。

ハ イおよびロによって決定した各社の水量を各社の所在地によって3 そ

れぞれの支椋に毘属させ，その支線の総；水量とする。

この基本方針による各支線毎の水量，面積所有者（立次表の通りであった3

明治18年の疏水分量表

氏ロ水分 名 ［： 反 自 Il /3 反別｜分水呈

モ 不リ フE 敏 906町 302可 18.86個

第 西 山 外 5 名 373 124 7. 74 

石 九 タト 6 名 233 78 4.84 

I菜 Jll タト 13 名 254 85 5.31 
分

ノ士t、 墾 社 108 36 2.24 

水 中 村 フE 保 128 43 2.68 

計 2,002 668 41. 70 
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氏口
’V
A
 

－，，
 分 総反別l: 1/3 反別｜分水量名 l拝借 1

第
東 耳墨 認十 社 683可 14. 30個

岡 政 次 239 80 4. 99 

那須来原開墾社 985 328 20.49 
分

青 木 周 蔵 582 194 12. 11 
水

言十 2,389 830 51 89 

苦是 1井 社 1, 037 346 21. 61 

第 力日治屋開墾場 300 101 6. 26 

鈴 オζ タト 15 名 300 10 0. 62 

細小路外 5 名 40 13 0.81 
分

jJぷ 回 久 A 28 9 o. 55 

水 郡 司 タト 15 名 50 17 1. 06 

1, 485 496 30.91 

第 梨日 須 日月 墾 社 3, 419 1, 140 71. 22 
四

加治屋開墾場 200 66 4. 17 
分
水 言卜 3, 619 1, 206 75. 39 

ノ、
S」 言十 9, 595 3, 210 199. 89 

ここ にし、う1/3反別が水量から規制された開田予定面積であることはし、う

までもない。当時まだ用水は完成していなかったのて、あるから，この面積は

全く仮定のものであった。このことは上記の事情からすれば3 やむを得ない

ことであったが，それは結果的に那須疏水を著しく特徴あるものにした。

すなわち，その第 lは水利費を反別割でなく水量割とせねばならなかった

こと。この当時現実には受益面積 0であるはずだから 3 当然疏水の維持管

理費は前表に示した分水量て－割当てざるを得ない。第 2にはその裏付けとし

て，分水方法を原則として利用者毎に 1人 1分水口とせねばならなかったこ

とである。つまり評議によって決定した分水量を所定通り「正確」に分ける

ために一般とは違った分水口の構造が必要だったわけである。

このこつが表裏一体となって3 那須、疏水の骨格をなしてレるのである。

分水口の組織3 構造についてみよう。

略図にみるごとく ，約 l5kmにわたる幹綜には 4ヵ所に分水門があり ，前

表による水量が分水されてそれぞれの支線に流下している。この分水門は石
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張り の水路式分水工て’あるが，現在も開盤当時そのままのものであり，精度

につし、てはそれほど期待できなし、ょうである。むろん，分水量を7］く路の幅で

割ったと L、う原理においては立科三涯のものと変りなし、。

この幹線から分水された支線3 小支線の段階になると，分水口の数 ・配置

状況は支線開でかなりの相違が人られる。すなわち，ふるくから耕地を個人

所有に割りふった第4分水 （那須開墾社が大部分），昭和 7' 8年頃までに徐々

に農地を解放してきた第 3分水に含まれる三島開撃地区が3 個人個人の末端

道

湾畔

末端分水口の構造
（木造）

水口（こまで分水口が完備してし、るのに対して，戦

後の農地改革まで地主制の強かった第 1，第 2分

水の地域U：，まだこのように末端水口までの分水

口が完備しておらず，従前地主の所有していた一

つの分水口を何人かが共同で使用している。した

がって後に述べる ごと く水利費も共同で分担して

レる。

第 4分水の配水方法！之，那須疏水の中でも最も

完備したものであるが，ここ では支線一一個人水

口と水はすべて3 分水工を遣って割られていくよ

うになっている。つまりさきにふた八重原堰と租

那須疏水の末端分水口 織的には全く同じ仕組λになっている。 こ

れらの11恒が厳格に規定されていることはL、

うまでもなレ。

第 4分7J<.が，このように分水口を完備し

たのは，明治27年：二大部分の土地を所有す

る那須開墾社が解散し，耕地を個人に割当

てた時からのものであるが，これも最初か

ら完全な分水方法がとられたわけではな

い。はじめは 71.22（固の水を約束だけで割

りあて，分水口を完全に設置 しなかったた

め，上下流の対立や「正直者がノイカをみ

活輸相棚 田園田野ザ且 る」とし、う結果になったので，明治33年に

（辰近の改良された分水口である） なってようやく現在のような分水施設の完
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備をしたものである。

第 4分水に限らずすべての末端分水口は，おおむね，前図および写真3に

示すような形の水路式分水工である。これらの分水工は時代が進んでし、るだ

けに立科三堰のそれと比べると，原理は同じでありながら精度におレては正

確なものとなっている。むろん今日の射流分水工とは比較にならないが，写

真にみるように木造からコンクリ ー 卜造りに改良されてL、く中で，地元では

今後木格的射流分水工に逐次切 りかえてし、く方針といわれるから将来は分水

量もより正確なものとなっていくであろう 。

次に水利費の水量割についてみよう 。

那須疏水は完成後， 県より 6,000円の助成金を受け，これを維持管理の基

金として那須水組を結成，明治36年には那須疏水普通水利組合となり，さら

に戦後は那須疏水土地改良区となったが，水利費の水量割という点は一貫し

て変えられてし、ない。たとえば，普通水利組合時代の規約で、は，次のごとく

定められた。

第39条 本組合ハ，配水量；，多寡ニ応ジ組合ノ決議ヲ経テ土地ニ賦諜y、。

現在の土地改良区定款では，次のように定めている。

第42条 m 4条の事業その他必要の経費にあてるための賦課金及び夫役現品は予算

の定めると ころにより ，規約で定める配水表によって組合員に賦課するものとす

る。但し， この土地改良区の 1地区の組合員が，その西日水を共同で使用している

ものについては賦課金はその地区に賦課する ものとする。 この場合においてはそ

の地区の組合員は 1名の代表者を定めて届出なければならない。

この水量割による料金についてみると， 昭和32年度は 1個当り 4,000円3

33年度は 6,000円，35年度は 8,000円とな っている。 このほか＇ 33年度の例に

よると戸数割として 1戸当り 100円を徴集しているが3 これは那須疏水が濯

概だけでなく，雑用水，防火用水など多目的に使用されている点から各戸毎

に割当てたものであって，その効用からも一応水田の水利費とは別途のもの

と考えてよく ，総額においても水量割の10%以下である。だから那須疏水は

完全な水利費の水量割て、あるといえる。

1個当り 6,000円なり 8,000円とし、う水利費が， 他の土地改良区と比較した

場合どの程度かということが問題になるが，これは既にみてきた点でわかる

ように，水の使用方法如何によって大きく左右される。次表は一応33年頃の

受益面積といわれる 87lhaについて， 7.k利費を 1個 6,000円として各分水毎の
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平均反当水利費を算出してみた表で、ある。

那須疏水の平均反当水利費

分 水［ミ益面積 ｜水 量 11附り I~3 ~m: I 1JCfij針
面 積以吋水tu資

第 1分水 41 70個 3. 11 ha I 193円 100. 0 % 

第 2 分水 170. 3 51 89 3. 28 183 94. 8 

第 3 分 1.k. 153.6 30. 91 4.97 121 62. 7 

第 4 分水 417. 5 75. 39 5. 54 108 56.0 

これによると 1個当り平均濯概面積は一番少なレ第 1分水で 3.l ha，一番

多い第 4分水で！二5.5 ha, 7.1<.手lj費はこれと逆比例して反当り それぞれ 193円，

108円と なって第 4分水は第 1分水の約半分となる。

これは平均的な数字であるが，さらに立入 って 3 個々の例でみるともっ と

大きな水利費の差がでてくる 3 たとえば中には 1個の水で l～2反しか濯淑

してし、ない人もあるかと思うと，一方では計算上 1佃で 17hロも濯減してい

る場合もある。この場合， 同じ疏水の水でも水利費（之， 前者が反当り 3,000

～6,000円 （33年度）となるのに対し， 後者では約35円（同） とL、う著しい差が

でてくる。

このような水不I］費の差がどうしてでてくるか。他の原因もあるが，分7］く施

設の完備如何にその直接の原因があることは3 前表の平均的な7](手lj費が，そ

れを如笑に示してL、る。

すなわち，分水施設の完備している第 3，第 4分水と，そうでない第 l'

第 2分水の平均水利費：こはあきらかな断層がある。つまり分水施設が完吊し

ているところでは同じ量の水をできるだけ広く漉概してL、る日ら3 結果的に

水利費が安くなっているのである。

同じ一定の量の＊を広くのばして濯概することは，つまり節水である。こ

れが第 3，第 4分水では白然：こ笑施されているのであるう

さきにみたように那須疏水は全体を濯j慨するのには水量が乏しく 3 且受益

地域は散在しているから，附近隣接地に開田可能地はかなり広く 存在する。

水を伸ばして使おうと思えば，その余地は十分にあるわ：ナである。水口と水

量が完全に個人所有となっていればこのことは全く白由であり，畑はどんど

ん水田化していくわけである。
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ところが＇7.f<口を共同でもち個人毎に水量が分割されていなければ3 よほ

どの協力精神がない限り相互に：すん制し合ったり紛争をおこしたりしてうま

くいかないのである。 したがって節水もできないのである。

つまり，那須疏水の現状で：立水口を個人に分割し，完全な分水方法が行な

われるならば水田の面積はまだまだ広がっていくということはあきらかであ
守

のつ

このような点から3 最近第 l，第2分水地区内農民の聞でも若い層から分

水を完全にしたI,,c_ ~＇ j声がおこり，土地改良区でもこれをうけて逐次分水

口の完備を計画している。このことは水田を多くしfニL、と L、う農民の希望を

満たすこともできるし，一方土地改良区としても単位当りの水利費を低下さ

せることであるから好都合であろう 。

しかし，この地域の土質は水も ちが悪 く3 ほとんどが 自然のま までは

l OOmm/day以上の減水深であるために l水量を伸ばして使用するには相当の

工夫が必要である。栽培面だけの努力では限度があるので＇ff'-締が各所で競

って行なわれている。現在西那須野町では町営事業として，この床締を構造

しており，町当局がロ ーラー・ ブノレ ドーザーをもちp 反当り 1,000円くらい

の費用で請負ってくれることになっている。

こうしてかりに 1個の水てや lOho潜淑ができるとしても，200個では全体で

2,000 haまで面積を拡げることが可能であるはずである。疏水開盤当時の

3,000町歩濯淑というところにはむずかしL、としても，まだまだ濯級面積は

伸びていくであろう 。

これまでみてきた点でもわかるごとく ，那須疏＊においてその分＊・方法が

果して主に役割は大きい。そしてこのことは，同じような形式をとりながら

も前項てa述べf二塩沢堰3 八重原t匿の場合とは全く違った内容をもっていると

いえよう。

地形的に多少の難点はあるとしても，塩沢3 八重原の両堰では那須疏水と

同様開田しうる土地はL、くらでもあり，げんに地元の農民はしきりと水回化

を望んでいるのである。土質的には問題なく両堰の方が有利な条件をもって

いゐ。そ うでありながら那須疏水のごとき発展の方向をとり得なかったので

ある。

この相違点はどこに求められるだろうか3 取水量と面積の比率の相違とい
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うことはたしかにある。八重原堰の場合だと前にみたように平均0.029町秒

尺 （但し，これは地区内の最上流部），那須疏水はか りに面積1,000町歩としても

0.2町秒尺 （但し，これは純然たる取水量で，地区外の水路ロスは引かれていなしう

とし、う相違はある。しかし これも八重原堰が 3寸水が 2～7日ももっとい

う有利な土質をもつこと 3 および実際にも地区外分水とし、う制度をもつほど

余水があることを考えると必ずしもこの点だけが相違の原因だとは思えな

あきらかに違うと思われるのは開豊富当時の社会的な背景と事情であるコ八

重原堰てやは，水田 l枚 1；枚についてその減水深を測ったこと は既に述べた。

このことは一面では当時としてきわめて新しいことであるが， しかし一方で

はこのことは水量を土地：こ固定してしましv農民の自由にはなり得なかった

ということである。できるだけ多くを開国し，年貢収入を多くしたL、という

領主なり開撃者の意図の表現であったのである。つまり開撃当時既に水はこ

れらの人の手でできるだけ伸ばされるべく 工夫され3 そのまま土地に固定さ

れたのである。 ここではその後開国し得る水量があるとかないとかいう 問題

ではなく， 7.K（立最初から土地に附属したものとして固定されてきた点が問題

で~る。

明治維新と し、 う新しし、時代を背景として聞かれた那須疏水の場合， 7j(（之領

主のものでもなく開撃者個人の所有物でもなかった。さらに偶然とはし、え受

益者間で水そのものとして公平な分配をなし，受益者の自由な使用に委せる

形で分配されたことが，今日の疏水の発展に大きな貢献をしている ものと思

われる。そして，こ のことは同時に疏水の中での第 l，第2分水と第 3，第

4分水聞の発展の相違とみる ことができょう。

（注 1）那須疏水について詳しく舎かれたものは，次のようなものがあるので参考

とされたい。

イ． 「那須疏水」 （那須疏水土地改良区刊）。

ロ． 「那須疏水の開発とその展開」 （『水経済年報=11958年版）。

ハ 「那須疏水の水車j構造」 （『土地改良』1959.6)0

5. 積算流量E十の適用と従量制の出現

( 1) 奈良県倉橋溜池における積算流量計設置の事情

大和平野はふる くからひらけた水田地帯で、あるが，同時に干ばつのひどい
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こと＇ i留池の多いこと， したがって水利慣行の複雑なことで有名なところでト

ある。

倉橋j留池はこの地帯 2,035hoの用水補給源として3 昭和初年から計画され

14年に若手， 31年に完成した溜池である。 この事業の概要は次のごとくでら

る。

貯水池 貯水 量 l ,7 l 4,000m3 

堤 高 31 Sm 

流域面積 l ,220ho （直接，間接）

用水路 県営分 l 7,295m 

団体営分 30,520m 

事業費 県営分 379, 943千円

314,000千円

ところが3 もともと水量については関心が強く，従来も 1項で述べたよう

な溜池の用水を売買する慣行のあった地帯だけに，この倉橋溜池の事業費は

水量に応じて負担する方針でもって笑施された。すなわち，溜池の計画に当

ってまず受益区域内64の大字毎に反当り 1寸7.kとか2寸水とかし、う形で希望

水量を申込み， この量に応じて事業費を負担するのである。現在の土地改良

区の定款ではこのことを次のように定めている。

第43条 第 4条第 1：項第 1号第2号及び第 4号の事業に要する絞Tiに充てるため

の賦課金は，予算の定めると ころにより ，左記の基準により賦課するものとす

Oo  

反当 り水位

1寸水

2寸水

3寸水

4寸水

2項以下略

反当り賦課基準

10 

12 

15 

18 

さらに事業費だけではなく維持管理費も，たとえば3 次の昭和34年度の例

にみるごとく水量に応じた額となっている。

昭和34年度補給水に対する水量割金額

l. 申込水量を送水する場合

1寸7.k1反歩当り 金50円也

2. 申込水量以上に補給した場合
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イ 当初満水時の場合［送水して減水したままの時）

1寸水 lv:当り 金150円也

ロ 補充の貯水が水面 l尺以上増水しf二場合

1寸水 11支当り 金130円也

ハ 補充の貯水力：満水面とで増水した場合

1寸水 1v:当り 金100円也

このように関係各大字：二倉橋溜池に対しそれぞれ申込み7］＼.量分を権利7}:と

してもっており， これ；土 1寸 ll文当り 50円とし、う相対的に安い金額て買う こ

とができる。しかし，それ以上の水量を要する場合：こ：二その時の貯水？っ状態

によって値段の異なる＊を買う ことになってレるのである乞 こ れ；ょ既：ニ単~よ

る水量害jの制度て‘はない。作j寸水何反歩ということ ：二示5れるように水量そ

のものを問題とする従量制であり，水の売買である。この地方こも古く才、ら

あった水の売買を形の上て‘発展させたものであると L、えよう 3

このような方法を行なうためには相応の施設や管理休制が必要なこじれ、

うまでもなL、。倉橋溜池でご3 この点を22名の用水調整委員 f規約第28条：二よ

る）による分水量の管理と，施設としては各大字の専用水路お上 び大字毎二

1～3ヵ所，合計84ゥ所の短7fM見縁堰による分7Jく口と；二二 って分7］く量の完全

イヒを：立かる ことにしてトるョ

しかし，この分水堰ど．ナで：二正確な：分水量の積算が困難且つ面倒であ，）' 

その結果が耕作者や代表者である水利調整委員を満足させる ニとができず，

当初は「常；こ申込水量の 2！吾， 3 f去の＊を送水してにじゐて納得オる柏末J

（注 I）であったコ

その，とめ土地改良医や これを指導している県当局と Lて ら二.：....う庁＊：豆ニ

誰 もが納得し得る積算流量計を設置する必攻ーにせまられ，ふる 4ーヴ一二ニ

れを試作させて， 2' 3年前二設置した。

この積算流量計は，既；二述べに短形鋭縁堰をそのまま t包L水路，流量6二よ

って 7種煩あったものを堰幅30cm, 60cmの2種に統一）利用し3 その7k位を特殊

なフ ロー ト：こよ って水深の出乗に比例せしめて流量とし， ζ れを積算させ

るようになっている。

このよう な近代科学を応用した流量計の設置により，流量の正確な把握コ

完全と なる こと はし、うまでもなし、。所期の 目的を果したわげである。 し；，、
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し3 分水問題全般として3 倉橋i留池をみた場合はどうであろうか。

己 L二ではp この完全な従量制も大字までの段階である。那須疏水のごとく

各個人にまで分水が徹底しているのではなL、。正確に計量され専用水路で流

下してぎに水も，大字までくると，やはり共有のものとして従来のものと何

ら変りないものとなる。ここからは少なくとも那須疏水のごとき発展の方向

はでてこないであろう。

現在のような個別経営の下では，ニ のような割られてきた水を，もう一歩

進んで末端ーまで整備し，個人の段階にまでおし進めてもよいのではなかろう

J, 
／） ・0

( 2) 相模原畑地法j僚と農業水道

神奈川県相模原畑地濯級事業は3 相模川河水統制事業により 3.75m3/secの

水量をうけ，三れによって相模原台地約 2,700hoの畑地濯翫を 目的として，

昭和23年に着手，現在も進行中の県営事業である。現在は導水幹線を横浜水

道と共同の水路により地区内に導入，約 l,200 hoの滋illt可能面積となるまで

事業は進行しているが，周知のようにこれが昨年から農業水道として切りか

えられ，事業費の地元負担分を県当局で負担し3 つまり施設そのものを県の

所有とするこ乙により ，その代 りとして農民には水を売る とL、う制度に切り

かえる、ことになった。

このように3 従来の方式を切りかえたのは次のごとく事業費の負担に主な

原因がある。

l）ニの地域一帯は年々拡大する ・方の東京都の影響をうけ，住宅や工場

の建設が著しく進んでいる。二のため地価は上昇する一方で，農民の問

にも少なからず動揺がある。

2）これに対して畑地池波の事業法10年以上もたつのにまだ完成せず，そ

の上水は得てもこれを使用する農民は畑地濯淑に 卜分なれていない。そ

こに専用幹線水路の建設が必要となり事業費負担は一層増加するように

なった。

3）これを契機として， 地元に負担金の増額反対，計画の縮小運動がおこ

った。

県としても このような情勢から将来を見通して，いち早く これを農業水道

として前記の形に変えたのである。



142 水利科学 第 4巻第3号 （1960)

従量制による水利費は 1m3当り 70銭，このねだんは一般の水道工業用水の

料金とはもちろん比較にならない。 同じ要素をもっ倉橋溜池の場合と比べて

も，この場合は申込み水量で 1m3当り約 l円70銭， しかもとれl’こ事業費分が

加算されるから，相模原のそれは格段安いといわねばならなし、。むろんこれ

は経済計算によるものではなく，政治価格だとし、われてし、る。

ねだんはどうであれ，従量制である限り水量は明確に把握されねばならな

い。もとも と相模原では上水道と共同できた水の幹線分岐点には量水寝があ

る。これにさきに述べた堰用積算流量計を設置し，全体の使用水量を計る．こ

とにしているので，全体の水量担J屋は問題ない。

しかし，それ以下になると全く倉橋溜池の大字段階と同様である。しかも

畑の場合は＊量は少なくてもその使用はノイラエティ：こ富んでおり，また，昼

夜？佐渡することもで主なし、から，未利用のまま流下させる量も多L、。 この無

効放流分については一応除外して，流量は24時間の2んとして費用計辞は行な

われるが，それにしても不合理の点はまぬがれない。

現在のように事態が当初から予測されたものならば多少のコスト高となっ

ても管渠方式を採用するなりして現在とは違った計画が立てられていたであ

ろうが，今となってはどうすることもできなL、。結局必要なことはできる限

り笑情に合った料金の徴集をするため，できる限り多くの哲算流量計三ど設置

する以外に方法はない。

34年度ではまだ支線段階にも積算流量計は設置されていなかった。そのた

め大休4回かん水している模様であるが，料金の徴集（工会流量約250万m3と

L寸分岐点でおさえた水量の 2/3を規定通り 1打13当り 70銭として棺；額を算出

し，これを全濯ill:t可能面積900haに平均して割当てる結果となったのである。

この金額は反当りにすると 130円となる。他になんら支払う金：立ないヵ、ら絶

対額としては高額なものでぱなし、が，結局かん水の有無にかかわらず反別割

となっていること，およびさきにも述べたごと く，この金額はその基礎にお

いて経済性を無視しているのだから，どこでも この程度になるとはし、えない

ところが問題である。

事業を担当する県としては主婆な支線には積算流量計を設置する方針であ

り，本年は試験的にスパーリンク ・メーターが設置されたはずである。

このスパーリング ・メーターは現在のと ころ米国からの輸入品であるが，
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開水路用，低圧管用とある。その原理は平均流速を回転に変え流量を指示す

ると同時に積算できるようになっている。ただこれも前の壊用積算流量計同

様 l台数万円以上とし、う高価なものであることが難点である。

開水路のまま末端までの従量制を笑施するにはどうしてももっと安価な流

量測定器具が工夫されることが必要である。

( 3) 農民からの従量制に対する要求

このように県当局なり土地改良区としての必要から支椋段階にまでの分水

を完備したり従量制を採用した地区はまだこの他にも多くある。しかし，支

椋段階までが如何に完備していても，現在のような個別の経営形態の下では

完全なものではなし、0 0必要なこと は従量制ではなくても分水が個人段階にま

で徹底していることである。

今 日， 部分的ではあっても既に従量制を要望する声が農民の聞からおこっ

ている ことは注目すべき問題であろう。

たとえば，その一つに長崎県小迎地区の例がある。ここは 日本一の橋とし

て有名な西海橋の西岸にあり 3 面積 115ho，将来柑橘の導入を前提とした畑

地濯瓶事業であるが，現地の技術者の話では，農民からの要望によって従量

ilJlJをとる方針だ とい うことである。こ この畑地溶液はスプリンクラ 一方式が

とられる予定であるから，従量制をとるにしても技術的には容易である。

さらにここで注目すべきは畑地濯殺だけでなく区域内にある約10%の水田

にも農民の側から従量制にしてほしいといわれている点である。なぜこのよ

うな要望がでてくるのであろうか。従来これらの水面は古い溜池によって濯

減していた。しかし，溜池も水路も古いままでありかっ面積も小さし、ので僅

かの水量を得るための年 の々市出寺管理費は莫大なもの となってレたらしし、。

こうした点から農民自身が今までの費用の支弁や出役に負担を感じ，従量制

を希望してきたものといわれている。

要するにこ こでは畑地滋畿の場合も合めて，水量に応じて費用を支払うな

ら，それが一番し、L、ときわめて割切っているので為る。同様に従量制を要求

する声は山形県の国営最上川右岸水利事業地区にもおこっているとし、われて

いる。ここではこの要求を もっ農民は現在進められている事業の方向には反

対であり，実施するのならば従量制にまで徹底せよと強く要求しているとい

われる。



144 水利科学第4巻第3号（1960)

（注 1）「農業用水の使用方法（分水j についての 試案」（「土地改良」 1957.6)

による。なおこの論文には倉橋千百地の分水事情がくわしく述べられており ，参

考とさせていただいた。

むすび

分水施設や分水方法が3 現ffどこにでもみられるようなぎわめて不確定fー

ものでいいのか2 立科三堰や那須疏水のごとく末端まで3 これを完備し3 さ

らに水量割とすべきなのか，あるし、は更に進んで従量制とすべきなのかは，

水の性質とし、う原則的な問題とは別にそれぞれの条件二よ って異なる問題で

あり，こ こでー概：こし、し、主ることでなL、問題であるー水量が豊富で施設が末

端で完備している場所では，分水ということはそれ：三ど問題にならないであ

ろう 。また，将来農業経営が大規模な共同化にとるような場合には，殆んど

問題にされなくなることはあきらかであるc

もともと水利開発を考える者にと っても，分水という こと は第2義的な問

題であり，資源としての水を如何にして得るかが第 1の目的であるつ

しかし3 また一方てeは，現在のように水利費が高騰し3 さらに栽培方法の

変化による水使用が複雑化してし、く条件の下では3 農民の中からこれら分水

の完備や従量制をも要求する戸が大きくなっていくことも十分考え られるェ

このこと白休は決して否定すべきことではなL、。

要するに耕作農民の自覚された意志によ って3 それぞれの方法がとられる

ことが大切である。 （農村、省pljl¥局研究訴；）

T訂 正J

i¥IJ号（第 4巻第 2f｝）掲載の，百本慾三「水資源とう；力発電供給力につい

てjの文中，下記の誤りがありましたので訂正いたしますュ執筆者 ・読者に御

迷惑をかけた こと をおわびいたしますc

43頁 8行自 「9月」を「8月」に訂正

49頁 10行目 （第 9図の説明に関連して）「 この図において黒く縁を

とった部分」を 「・ 斜 線の 」に訂正
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