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水と農民

一一 水利と補償金をめぐってー←

高松圭吉

水（土万物を化育する。 この名言は，いささか補償金と縁のない話であるが， 水を語

るに当ってぜひ紹介したい言葉である。これは兵庫県氷上郡鴨庄村の山奥の湖のほと

りに立つ記念問に刻まれている字句というよりはきわめて簡単な一文である。

これをしたためた人は吉見伝左衛門という人。この人は小学校訓導，校長，村長と

歴任してひたすら村治の基礎を固め， 昭和27年70歳をも って残した人である。

訓導時代（ま青年の生産活動指導を，校長時代は広く婦人青年学級を作って社会教育

に尽したが，その趣旨［土「学校は苗代である。苗代で健苗を育てても本国が悪げれば

何もならない。だから私は私の育てた苗が健全にのびられるように社会教育をする」

というのであるから，農村の教育者としての面白躍如としているコ

もっとも ，そのころは鴨圧といえば，この地方きつての貧乏村で，経済厚生運動で

も，こんなところに助成しても，何もならないだろうと為政者逮を嘆かしたくらいで

あった。 何しろ役場吏員に月給が払えなくて，村長が l人で事務をと ったとさもある

というから，その貧乏ぶりは推して知られよう。

そういうところで，吉見翁は昭和 3年46歳の時村民の衆望によって村長になった。

村長になってからの事蹟をここにいちいち紹介するいとまはない。笑（主片言でかたっF

くものではない。実に深慮遠望，この温厚な 5尺足らずの小躯の，どこにこれほどの

気味と勇気があるであろうかと思われるくらい事業が次々になされ，それが相関連し

てことごとく成功した。さきに，山奥の湖のほとりといったが，正確には貯水池，そ

の貯水池も実は翁の残した大きな業績の一つである。

翁（主教育でも村政でも，ひたすら生産増強の線を打ち出し，道路と水については特

に徹底した話しぶりであったようである。

今日，農業構造改善云々 と識者はその方策についてかなり やかましいが，翁（土道路

と水によって，立派に構造改善をなしとげたといってよ L、。いわば，日本一貧之な村

を， 日本一豊かな村にしたのであるから。 日本一豊かとは大げさにも聞こえようが，

その頃の農政家や農業経済学者は大ていこの村を訪ねて睦目していたから，あながち

誇大な評価ではなかろうと思 う。
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ここに，その水だけをとって「水は万物を化育する」所以にふれねばならない。

翁は揺鉢の底にあるような村で水利の便が悪いことをなげき，村民を説き伏せて央

地に貯水池をつくることにした。奥地というと，揺鉢のふちに当るところで，いった

ん堤防が欠填すると，村全体が湖底に沈むと 1ぜ、うきわめて危険なところである。これ

には，京都の某大学工学部や工兵隊の幹部が，その相談にのったが，みな一様にその

無謀を説いて翁に思いとどまらせようとしたそうである。

翁が何故そうし、う危険なところに貯水することを固執したかは，後でおいおいわか

ってくるが，この無謀といわれたところに，大堰堤を築いて完成したのは昭和16年で

あった。

戦後，ここを見学した中園地万のある村長が，翁の業績にならって自村にそれと同

じことをやろうとしたら，官民の反対をうけて，駄目になったというようなことを聞

いた。実はそれほど危険に思われる天井の大貯水池である。翁はこれを完成するに当

って，深夜ひそかに父祖の位牌を堰堤に埋めたとしづ。子供さんだけしか知らなかっ

たこのことを私は時代主義とは思わない。村l二対する翁の悲願の何であったかを知る

よすがともなろう。この貯水池は深さ70尺，広さ 7町歩，鴨庄村 300町歩の水田をう

るおして，なお倍の水量が池に残った。これは勧業銀行から融資をうけてやったので

あるが，完成した昭和16年，関西は異常な乾燥に見舞われた。近隣国りぬいていた時

幼穂形成の時期を外さずこの堰が切られた。乾田に慈雨とはこのことであろう。しか

も，水は鴨庄だけに止まらず，近傍 3ヵ村におよんで，大豊作になった。そのため，

勧銀の借金をいっぺんに返済してしまったそうであるが，地形に無理を承知で，これ

だけ大きな池を造った一つの意味はそれでわかると思う。

翁の政治理念は，自村だけの繁栄を図るようなけちなものではなかった。自分の村

をよくするための施設は，できる限り近隣の村々も利用でき，近隣と白村が同時二繁

栄することを考えていたのである。このことは他の事業や施設を見ても容易にうなず

ける。ところが翁の理想はまた別なところに向かつても燃えていた。

池が完成した翌年から水路のつけかえ工事が始まった。一度は落水口からまっすぐ

下に落としたが，翁：z水路を山の中腹にとった。いわゆる宿鉢の周囲の六分目くらい

のところにくるりと講をつけるわけである。とはし、え，自然の地形（土揺鉢のふちのよ

うに整然となってはL、ない。谷あり，丘ありで，この工事はかなり難儀したらしい、

たまたま夏のさなかにかかって村民は少々いやになり ，遂にこの工事ば八分完成のま

ま中絶してしまっfこ。

何故そんなところに水路をひいたか，村の人達は一様に不思議がった。翁は決して

自分の意思を無理押しすることをしない人で，基本的なところに手を打っておけば，

後は村人が考えてくれるといって楽観した人である。今日の評価をもってすれば，最

も優れた民主政治を行なった人といえるだろうと思う。

はたせるかな，戦時中の食糧増産期に，村人は山を開墾して，麦や甘藷を作った。
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雨のない時は葉がやける。百姓の叡智はこれに水をかけることを考えついた。さてそ

の時，翁が水を山の中腹にひいたことに村民は一様に目をみはった。その時の不審や

夏の暑さのことは忘れて，誰もがこの中腹の溝から水をひいた。

その前年，ある著名な農学者が翁を訪ねて，あんな山の上に水をひいてどうするの

だと聞いた時，翁は水を高いところにおいておけば，何にでも利用できると答えたそ

うであるが，水は万物を化育するとL、う理念に徹していたから，こう簡単に答えられ

ただろうと思う。

それはともあれ，畑地濯殺に先鞭をつける結果になった。当時農政の神様といわれ

ていた石黒忠篤氏が，このことを知って手を打って感心したとLづ ε 勿論，石黒氏も

何度か翁を訪ねて旧知の間柄であった。農林省内に畑地濯淑の研究熱が盛んになった

のは，その後である。山腹に水をひいたことについては，翁はさらにもう つの望み

をかけていた。いや，貯水池を村の天井と思われるようなところにおいた最大の理由

は，そのためであっただろうと思う。その理想とは，実は将来起こるであろうと考え

られた食事電化への備えであった。すなわち自家発電である。亡くなる 2年前に討会

いした時，翁が誰にも言ってないが，そのうち誰かが気づいて子るごみうとひそかに

期待していたのはこのことである。その時，私は電化するとすれば， i可から手がける

べきだろうかと問うたところ，翁は台所の電化と即答された。いささか私にアッと思

った。山村といわず，わが国の農業は婦人の手に頼るところが大きL、ごその婦人の労

力の軽減から考える町村長を私は翁の他；こf土知らなL、。まして，これf二（十遠大な理想、

をもって水行政と真剣に取り組んだ人も他には知らない。

まんまんとたたえられた山奥の大貯水池のその傍に，水（土万物を化育するという翁

の筆跡は，おそらく永遠に光昭を放つであろう。
＊ 

ーヒ ＊ 

吉見翁の水行政とあわせ考えられるのは，横浜市の水行政であるご二しか横浜の水

道は明治43年の完成だと思っt::.iJ;-（技師の名も改めず申訳己、がj一一東京乞初

め，多くの都市がすでに水不足に悩む実情を見て，横浜で［主ドイツコ、ら技師を招L、て

設計をたててもらった。その時，技師l二県下をくまなく踏査して，水ごと相模川の与i頼

から取り入れることを主張した。かなりの識者でもこれには驚いたと！、う 3 そうたろ

う。あんな山奥からどうして水を引っ：土。るのだ，自の前の川から水をひJれまよいぐ：z
ないか，異論喧々の中で遂にこれが決定したが，以来，横浜でに水行主主：二国ることば

なかった。のみならず，取入口からの長道中，相模原を水路が突っ走る関係で， この

麦と甘藷と桑以外に生産のあがらなかった地帯の農業構造を急激に変えていったし，

戦後近代工業都市への転換を容易ならしめた。実は，それだけでなく，遂二東京都へ

分水するほど，豊富な水量を確保しえたのでゐる。

私はこの話を思い出すたびに，水を治むる者：ま云々と開き直るわけではないが，水

に対する対策は大きすき、るということはないであろうと思う 。さきの吉見伝左衛門翁
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といい，都市，農村の如何を問わず，構造改善はまず水行政に始まるといってよいで

あろう。
＊ 

＊＊  

ところが，水行政によって繁栄するものがある一方，このような人造湖の場合，土

地を追われ，産を失う人達が一方にし、ることを注意しなければならなし、。勿論，それ

らの人々には正当な補償金が支払われているはずである。しかし，それですべては解

決ーするものであろうか。農民は土地を離れては生活しがたL、。その土地とは，経済学

でいう土地ではない。あえていえば，社会学的土地である。

茂良（ま，その郷土の社会紐帯の中でお互いに協調し合ったり，し、がみ合ったりする

が，その紐帯からはなれてはきわめて無力なものである。これはあえて農民に限らず

日本人共通の意識形態であるが，生活慣行の根強さ，社会観の偏狭さに見られる地域

差が如実に示してL、るであろう。まして，農業は前資本主義の段階にあり， 土地は生

産資本の形というよりも，臼己の存在そのもの として意識されてL、る。したがって土

地が金に代った時，多くの農民は，まさに自己改革を余儀なくされたとして うろたえ

る。

土地を離れて無力：こなり，自己改革の混迷の中に失g落とされた農民は，最早，白

己主：守る者は自己あるのみだと考えつくであろうが，資本主義乃至合理主義に馴れて

いとい放に，その保身の術（土ナンセンスである。

補償金を出す者はそれを農民の無知だと笑う。しかし彼らが自己とともに，守り還

してきた土地を離れてどう生きるべきかを教えうる人が幾人いるであろうか。勿論，

それは容易な業ではない。農民の意識を変えること，独立から合理へ，その明確な近

代化の方向は，簡単に金をやってすます補償方式では解決のつかないことである。し

かし，こうした基本的乃至妓本的対策を講ずる必要がありはしないか。一方に万物を

化育する水を貯えて，地域産業の構造を改革しようとするなら，その土地を追われる

者の頭の構造改革を考える こともまた治水の責にある者のっとめではあるまいか。頭

のよし者，金のある者だけがまかり通って，混迷のふちに日向き祉ながら冷笑を うける者

が一万にいる，そういう世のひずみを早く直したいものである。
〉供

＊本

突はそのことを私が最初に気づL、たのは，この相模川の周辺を歩いた時て、為る。相

模湖駅の酋Jヒに「与瀬88軒持ちの山」というのがある。実はその88軒のうち，湖の周

辺に現存しているものが半数足らずである。与瀬の隣りが吉野で，吉野に宿場，与瀬

に本障がおかれて両村ともに古くから栄えたところである。その与瀬の本百姓88人の

うち，農耕地が街道下にあった者はほとん ど四散して，その跡をたずねることができ

なL、c まして湖底に沈んだ勝瀬部落80戸のうち，3分の l程度が与瀬に移った以外，

いまもって移住地で農業を営む者は10指に足らないと聞いて心寒く感じた。

こうして家が，土地点： 3 湖底に沈んだ人達力、右往左往している聞に，相模湖町はど



高松水と農民 107 

んどん新しくなった。その原動力になった人達は，山梨出身の人が多かったそうでゐ

るが，その商才によるところが大きかったようである。一例を旅館業にとれば，水沈

補償金をもってここに旅館を開いたもの 6軒で，そのうち 3軒は宿場当時からの料理

屋やはたごだったらしいので，それはそれなりの商才や資産を持っていたと思われる

が，外部からきて旅館をひらいた 7軒は全部観光とは無関係の前職にあった。こうし

て相模湖町は観光地に変わっていくが，家や農地が水沈した人達のその後を噂で聞け

（工，ほとんど哀れな結果になっている。
＊ 

＊＊  

日本最大を誇った飛騨の御母衣ダムもまたそうである。白川周辺200余戸が水没し，

その補償’は近隣を陸自させる額に達し，なお陳情の規模は前代未聞といわれた。 l戸

平均 2,000万円の補償金をもらった人達は，いまどこでどうしているのであろうか。

ダムが完成してすでに 6年，それぞれ新しいところで生活の根を張ったはずである。

しかし結果はやはり理想通りにはいっていなし、。その行先をいちいち訪ねるわけには

L、かないが，たまたま白川へ行く富山の薬屋2人に，そのおとくいの行先と現状につ

いて話してもらったところでは，実に惨憎たるものである。

水没者の行方については，元役場でも明確にはわからなL、。ましてその後の状態に

ついては噂以外にないが，生活の機微については，毎年訪ねる薬屋がよく知っている

ようである。彼らのおとくいの約 7割は高山へ移住した。残る 3割の人達の半数以上

は替地を求めて農業に入り，残余のもの，したがって l割余の人達は，自分達でも後

を訪ねることはできないそうである。

農業に入った人は，いずれもそのまま農業を続けてL、るが，高山に出た者の生活は

日を追うて窮迫が目立つ。現在，白川当時より生活程度の落ちた者が，約 8苦手jではな

かろうかということであった。そうすると，水没者の半数余の者が下降線を辿ってい

るということになるが，町に出た者はほとんど事業に失敗したらしいということであ

るから， おそらく行く ところまでL、かねばならない運命にあるのであろう。

事業の内訳を統計的に聞くことはできなかったが，失敗したらしい例がほとんど飲

食業で，成功したらしい例がアパート経営に多いことは面白いと思う。

多 くの農民（土営々と働くことに馴らされ，その必要な食糧の生産に励む。基本的に

（；；：，それはきわめて個人主義的であり，家内工業（園芸）的である。だから菜園と称

する闘場には万般のものが栽培され，隣家がL、くらトマトが好きでも，わが家に食う

ものがなければそれを栽培しない。そう L、う感覚が，そのまま飲食業に通ずるのであ

って，何でも作るが，すべてが独善的に味つけされて，何を食っても同じだというこ

とは，ち ょっと旅なれた人なら誰でも感ずるだろう と思う。しかも農民は自分の感覚

なり，自分の味覚なりを非常に大事にする。大事にするというより固執する。

それは彼らの経験世界が狭いということにもよるが，むしろ体験の世界に生き続け

てきた結果であろう。したがって彼らが，そう L、う体験の世界から脱して，未知の世
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界に人生を創造することは，きわめて冒険といわざるをえなL、ところが，数百万と

いう金がころがり込むと，冒険を意識せずに新しいものに子を出すのは，あるいは人

情といえるかもしれない。しかし農業生活で，労賃費も，資本利子も，減価償却費も

すべてをゼロにしてようやく儲ったと喜んでいた人々が，独力をも って商業が営みう

るであろうか。想像するだに失敗は明らかである。

農家は今日，大概 100万円以上の資産をもっている。しかしそれを意識している農

民はどれほどいるであろうか。ましてそれを活用する農民はきわめて少ない。そのよ

うな人々に，水没補償金はどのような形で受け取られるであろうか。
＊ 

* * 
前項の相模湖の下流に東京，川崎，横浜の共同水源として城山ダム／J；作られるよう

になったのは最近のことであるが，都市近郊なるが故に日本最高の補償がなきれたと

L、われてし、る。

坪当りで耕地 3,000円，宅地 5,000円，住居推定再建築費5万円が大体の相場であっ

たようだが，昨年の暮から今年の春にかけて，水没予定地の各農家（主大変な現金を懐

；こした。前々からこの地帯の農業経営の調査をしたり，いささか経営の相談にのった

りしていたので，若干の人々がその金の使い方と移住地の相談にきたので聞いてみた

が，大体これはと思われる農家なら 2,000万円くらいを子にしたようさある。と ころ

が，ここの場合，すでに何かの週刊誌にのったのではなかろうかと忠、われるような，

出来事の連続であったようである。筆者はここで酔狂にも，さまざまの取沙汰をまと

めてみたいと思う。

この日本ーといわれる補償額が決定されたについてl土，勿論正当な評価があったこ

とに認めねばならなL、。だがこういうモーメントがありはしなかったかどうか。交渉

が長びき，この程度（まもらえるらしいとL、う想像から，それだけの金な借りて使った

ため，いきさまL、もっと高額の補償金をもらわなければならない。そ γ、川、たちごっ

こが次第に交渉を遅らせ，金額をつり上げていったと考えるのは早汁であろうか。そ

れを感じるのは，どうも私だけではないようである。補償金が支払われる時，すで；こ

その大半ば債権者の手に渡った人もいたというから，地元の人々にもそれがそのよう

な形でないにしても，若干感じられたようである。

事実，水没の噂が出はじめた頃は，私は非常に多くの人々からその後の営農につい

ての相談をうけた。ところが補償が具体化するにいたってそのような相談（土（fったり

と止んだ。そして金の使い方のすさまじさが次々と伝えられた。電気製品がどんどん

入り出した。し7トも電気屋の持っていった最高値のものが売れた3 家具調度品が都会

並になった。もはや焼酎は売れなくなった。二級酒から一級酒，最近では特級かビー

ルでなければ売れないことになった。親父ば町へ，息子はスキー：二娘は温泉にと乱舞

を続けてL、るという話が，寄るとさわると語られた。青年が 4, 5人熱海かどっかの

歓楽街で札ビラを切るのを怪しんだ警察が， 自供Jこ基づ1、て問L、合せてきたら親父が．
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それくらいの金を持たすのが，何故悪いといって怒ったという話もあった。

こうした乱舞のかげで，おかみさんが相変らず頭を松かさのようにしていたのも印

象的だが，ある魚屋の話もまた印象的であった。彼は補｛賞金を貰った家々を旧家とそ

うでないも のとに分けて考えていた。旧家も この辺では，山林を持っているので補償ー

額はそうでなL、者より少ないという家はめったになかった。ところが魚を持っていっ

て，ほとんと、の家がやれ刺身，ピ，タイだといって，差当り値のはるものを買うのに比

べて，旧家では相変らずアジ，サンマであったそうである。

そこで魚屋は，！日家の生活には根があるとし、う表現をして，ほとんどの農家は根な

しかずらではなかろうかといった。はたして水没農家のために県て寸主相模原の台地を

準備し，営農指導の体制も整えた。しかしまず驚いたことには，元の住居を移築した

者がほとんどなく，大抵は純住宅として新築したものである。ましてや，ここに移っ

て農業を続けよう とする者は全くないといってよい。

相模原が工業都市化するのを待って，その工員の下宿をし，子弟をまたその工場に

通わせる心算であることは明らかであるが，はたしてそううまくいくものかどうか。

会社には会社寮ができ，入社には厳正な試験があって，農民の期待は裏切られたとい

う，悲喜劇ば県下隠所に起こっている。

いままで；主炭民 1)1人や 2人溺れかかれば，それを救うだけの力（エ，その土地にそ

の社会構造の牛二あった。しかし補償金は彼らのそうした紐帯を断ち 3 新 しい土地に

1人 l人；土独立し 三ごその独立した l人が困ったからといって，それを助ける力は誰

にもなL、c 金かたくなれば，水気を失ったかずら同然で，奇しくも魚屋は彼らを根な

しかずらと評Li三言葉（土当っていよう。
神ぞ

決ギ

ささやかながら彼らはその生まれたところに根を持っていた。それが水没補償をも

って断ち切られたといってよ L、。その根がもっと強靭なら，

例を紹介しよう c

ここにもう一つの実

新潟県小出の奥 tこ湯の谷村があり，その奥に銀山平というところがあった。あった

というのは，そこが今日では只見ダムになっているからである。この銀山平には湯の

谷村から上った50余軒の農家が養蚕をやり，わらび，ぜんまいを採り，新潟県下有数

の種蚕地であった。そこが水没するというので，補償の調印がなされたのは昭和29年

であったと記憶するが， 1戸当り 1,000万円余を受けたはずて、ある。その補償金があ

った時，彼らはまず生活の本拠となるべき湯の谷村に水道をひき，農家商家の如何を

問わず，軒並みにその余沢をおよlました。ついで，補償金を貰えない里の人達に，取

りあえず5万円ずつ心づけを送った。その直後私はこの地に行ったが，その後，ある

いはその額は追加されたかもしれない。おそらくそうするであろうということであっ
_,,_ 
I~ 。

補償金の個別使途の傾向が， 3分の lは家の新改築， 3分の 1｛土有価証券， 3分の
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lは子息の分家資金とし、う傾向をもっていたが，それはともかくとして，この思いが

けない金をまず地域発展のためと，村落共同利益のために使われたということは注目

してよいであろう。彼らには，村落を離れて個人の幸はないということが実にはっき

りわかっているのである。それは先祖代々持ち続けてきた銀山平の入会山は，里で生

活ができなくなれば，誰でも山に入って炭を焼~，わらびを採ってよかったからであ

る。親父が長病した結果，幼い者を残して死んだ場合，主婦は山に入って子が成長す

るまで細々と現金収入の道を講じたし，里で火事になった家が，銀山平から木を伐り

出して家を建てることに村人はむしろ進んで協力してきた。そうしてお互いに思い合

い，そのような保険的な意味をこの山に持たしていた，先祖代々 の習しを知っている

彼らは補償金を額面通りとは，とても考えられなかったのである。こうした意識が根

となって農民の生活を支えている。こうした村落共同体に水没補儀’金はあまりに合理

を押しつけてj急である。合理化が近代化への道であるとするならば，合理観をどのよ

うにして持たぜるか，それは補償額の算定よりはるかにむずかしい問題である。しか

し，それをゆるがぜにしてほんとうの補償’はないと思う。

さらにそれを推論する余裕はないが，補償金さえ出せば，万事解決すると考えて：工

大きな間違いであること，そして水利が万般の産業の基礎とすれば，それによって浮

き沈みする入閣の生活についても ，また一考を要するというに止めよう。

（財団法人 林業金融調査会・理事〕
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