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【資料解説】

摺池地帯の用水管理形態

一一兵庫県加古郡稲美町野寺部落『水利協議日誌J：二人る一一

家 永泰光

『水利協議日誌』の性格と意義

この『水利協議日誌』は，兵庫県稲美町母里地区野寺部落のものであって，その別

簡は大正14年から昭和22年lこ至る23年間のものであるO この記録中には，水利：二関係

する直接的なものと間接的なものとが混合しているので，ここでは直接的なもの；こ，つ

み限って記しなお誤字や農民の言葉が用いられている。他は省略した。

この稲美町母豆地区は，日本で有名な溜池の密集地域としての兵庫の中央台地のう

ちでも，さらに最も集中的なところである。いわばその典型的なところで，河川濯波

地区に対比される。

河川濯萩に対して，j留池港液はそれなり lこ多くの特質と地域社会の構成と密接な関

連をもっ。配水の合理的な配分は，その地域fこ対応した独特な水利管理方式を発達さ

せる。分配水はこの地方では，水利委員によって決定され「水入」を雇用してこれに

一切の水利管理の代行権があたえられ，個人は水について直接手をふれることは一切

許されていなし、。この「水入」は，いわば水利委員会の代行をなすものであって，個

人はこの「水入」の公平な管理にしたがうことになる。この水利委員の構成をみると

その長は，旧来から部落の最高の地位の人が通常任ぜられ，庄屋，村の総代 （区長）

がそれにあたった。このように水利委員長とLヴ役織が， L、かにこの水利社会で重要

なものであったか明らかであろう。しかし大正10年頃から区長的性格と水利委員長と

が分離してきて，水利部として組織され，小作争議のあった大正14年から水利委員自

体も自小作層から選出もされるようになった。特に小作争議中 （昭和初年）は，自ノj、
作層からも出ている。この小作争議を契機として，過去の水利委員の構成は変革せら

れ，農民自らの代表が大きく参加してきている。この『水利協議日誌』は，この期間

を通じて水利委員会でなされた貴重な記録であって，今日多くの示唆：こ富むも Lつであ

る。

用水については 「水入」に委任して，水利委員はこの「水入」の管理について，厳
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重な取り締が要望されることはすでにふれてきたと ころであるが，この水利社会での

水利秩序の違反Jこ対しては，最も強L、社会的制裁としてはつぎのことが行なわれる。

すなわち給水を断つことである。つぎに謝罪状の提出，罰金などである。 この うち断

水と罰金処分（丈賦課金の未納についても適用されることが決定されている。

配水に対する社会的規制は特に皐越年においていちじるしくあらわれ，「水入」の

用水管理に水利委員：土一定の規制lを付加してし、る。第 lに「コシ回」が許される。「コ

シ田」は水不足の場合は，なるべく用水の節約をはかることが目的となっている。つ

ぎには用水方法乙して， 阜越年［こは， (a ）濯J取水を隔日lこ入れること（例えば， 昭

和15年 6月29ロ決定）' ( b）濯淑用水の使用を午前中に制限し（同上）' ( c ）水不足

時：こは，水田の高いとニろが浸る程度に濯概すること（昭和14年 8月16日） など細か

し、規制が行なわれるτ

末端にお：十る農家c＇）水利用は，種々な側面で規制され，まず麦跡耕起の励行，代後

の強化は勿論，特；二犠牲田の採用がなされている。 これは「歩植jと称せられて，用水

不足時には 5歩植， 4歩植と作付統制が水利委員会によってきめられる。この統制の

強化（こよって泊池の池尻：二近接する耕地が選定され，そこで集団耕作が行なわれる。

この耕地の耕作者の水田は歩植水田として提供を強制される。

つぎに水利規制（土除草についても，その期間，除草用具，作業内容；二L、たるまで行

たわれるc こ，つう ち除草機の使用は，昭和？年 7月の湯合；こ『12日ヨ リ， コロパ・ン，

ヲ)jfゾ，コブリ，又ノ、子二テ除草スノレコト』とあり，生産子段の使用規制を「水」が

行なうことも他にあまり例をみなL、cまた作業内容については，最終回の除草（止め

下車）の場合；ニ「落し替」 が行なわれるc この 「落し替」とは除草兼土用干しの場合に

上の田を落水Lたら，それを下の回で受けて節水をする方法で．これは「水入」の指

揮｛ニしたがって「報事」を水口に立てて行なわねばならない。 除草そのものも厳格を

きわめ，除草を雇用者二よ って行なうときには水利委員会が「草検査」を行ない，除

--r,;：賃銀に格差点：っけられている。

また作付強制もなされ，昭和 3年：こはタパコ，スイカの作付に対し水稲作のl0分の

2の使用が認められ，以後この比率は10分の 6にまで増加している。

ニのよう 1こifil池地域の水利秩序について，大正末から農地改革までの華々しくこ の

地域の小作争議などのあった時期を含んでのこの23年間にわたる記録は，これま でこ

の程の深く掘り下げた長期的な記録；こ基つL、た研究がなかっただけに，その分析の意

義ば決して少なくないものといってさしっかえなかろう。 『水利協議日誌』の分析に

は 多くの検討内容が含まれており，別に詳細な考察を用意している。
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水 利協議日誌

兵庫県加古郡稲美町野寺部落

大正14年？ 月16日～昭和22年 8月21日

大正14年 9月16日

疏水通水支線路修覆及改造ノ件

4番除草ハ落シ水ニシテ 「報事」ヲ水口ニ立テ，水入者ニワカノレヨウニシ

タ「 3目前ニ水入者ニトマケノレ必要カ‘アノレc「水入者ニ交渉ナキ方ハ違犯ト認ム」
(/1') 

5番除草 「落シ替」ノコ ト （大正15年 7月23日ニキメノレ）。

1 水入者ハ 旧6月16日ハ 1日休ミ （オマツリ ） 旧6月23日ハ半日休

（稲荷祭）

1 草検査 大正15年 8月10日

大正15年7月23日 （旧 6月14日j

4番除草ハ落シ替エ

但シ報事ヲ水口ニ立テ 、水入者ノ指揮ニ従フ事，水入者ニハ三目前ニ報ズル

事， 水入者ニ交渉ナキ方ハ違犯ト 認ム

1. 5番除草モ落シ替ノコ ト

ト ！日 6月16日ハ 1日休業 （おまつり）

1. 旧6月23日ハ半日休業 （稲荷祭）

昭和2年 6月22日

(1) 田植相談会本田 6月25日樋貫ト決定 7分植付 トシテ 5分下リ，

但ν降雨アレλ臨時委員会開催ス

( 2 ) 6月28日 樋貫ト決定 6分植付 トシテ 4分下り 但、ノ降雨アレパ

臨時委員会開催

( 3 ) 吉池樋貫ハ 1目前日ニ北側ト石原ノ出水上水由ト樋貫スノレコトニ決定ス

（注） 「落、／替」とは， 上の田の水を下の田に落水して，節水の強化をはかる

慣ij 
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( 4) 水料植付ハ皆植ノ上協議スノレコトニ決議ス侶シ本田部トス

( 5 ) 用水使用権ノ、水入ニ委任、ン厳重水入ヲ取リシマノレ事ニ決議ス

( 6) 昭和 2年度賃銀表

草取賃 上等 7円，中等6円50銭，普通6円

l 秋日傭賃

男入 1円10銭女 入80銭 掛切男 1円50銭女 1円10銭

l. 常日官官賃

男入85銭女入55銭 掛切男 1円10銭女85銭

l. 鋤賃

秋 l jJii 30銭 常 1通 18銭（但シ上方仕事ハ此ノ f刊にア ラス〕

l. 田植賃金 l円50銭但シ茶ノ子共右ノ通リ協定候也

昭和 2年 6月29日 半日

委員出席ー←魚住E蔵以下13名

本田 7分所ノ分増シ B分植決定， B分植ハ 1歩モ増スコトヲ得ス。但シ l）｝：言ハ

7月 1日ヨリ実行スノレコト

8歩ヨリ 1歩デモ超過シタノレ場合切上ゲノレコトニ決定｛豆、／都合ニ依リ反当 l石

ノ科料ニ処スノレコトモアノレベシ

水利監督ノタメ l日1人出面スノレコト田植前後ヨリ実行スノレコト（水利監管ろ

強化をはかり当番でこれにあたることを協定している）

水入レハ各回隔日 入水スノレコト決議ス，穴沢係 7分植ニ協定ス即チ l分，

分増トスノレコト

早苗当日ハ 7月 8日トス，右村中大西義盛ヲシ各戸ニ注意及報告セシム

委員氏名 以上昭和2年 7月3日

7月13日より 7月21日までの水の滅料左の如し

野池 1尺2寸，小池 8寸，経池 8寸，辰己池 l尺 1寸5分

中池 1尺 5分

昭和2年7月21日協議事項

l. 草取取上期間ハ 7月31日限リトス

l. 各国入水勝手シタノレ時ハ其田入口ニ（クギ止ニシ）50円ノ科料ニ処スノレコト

昭和2年 7月27日

2馬力半サムソン式発動機 ト2吋半ノヒユカノレポンプとを三木島町山口鉄工所

ニテ購入スノレコトニ決議ス 364円

昭和2年 8月 1日

l. 雨Zトシテ 1日休業，草取休業
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1. 7花子（部落名の通称）水揚済次第芦池水車ヲ掛ケルコト

1. 機械講習トシテ無賃ニテ希望者ヲ募集ス，但シ購習習得者仕用スノレモノト

ス

昭和2年 8月2日

臨時水利費賦課金

出作田反当 2円 村内反当 1円

通常水利費

出作田 1円90銭 村内 80銭

右水利費ノ、来ノレ 8月5日マデニ納付セシムノレコト，但シ納付ヲ君、リタノレモノハ

宣チニ水ヲ入レヌコト定ム。水入口ニクヒヲウツコト（賦課金滞納者にその後 4

回も督促しており，その 4回目の督促の要項として）

「明 P日正午迄ニ賦課金ヲ納付スノレコト，若、ン之ニ応セサ、ノレモノニ対シテハ断

水スノレコト。但シ之レカ明為ニ被害アノレモ水利部其ノ責ニ任ゼズ」（と記している）。

昭和2年 8月12日

野池掛リノ関係者一同，申出ノ件

l. 野池へ中池カラ補水スノレコト，其前ニ通水路ヲ修繕シタノレ上透水スノレコト

l. 明13日野池掛カラ人夫ノ出面ヲナシ用水路ノ修繕終リ次第中池ヨリ約 3寸

供水スノレコトニ決ス

l. 一文字シャフトを修理、ン拐水スノレコト（この頃小作争議が盛んで地主は賦

課金未納の挙に出る。小作者はこれに対し小作料未納をもって対した。その結果

高額の地主の賦課金のないため溜池の修理不能で危険にさらされたといわれる）。

昭和2年 8月20日

経之池魚入札

水扱不用後ニオイテ取スノレコトニ決議セリ，但シ一応西谷ノ谷筋各位ノ意見ヲ

計 リ其上ニテ実行スノレコト。 (20円75銭にて落札している。あまり入札後日に延

引したる故をもって， 41円50銭で買い取る人が出てきたので，後に20円75銭の入

札決定が無効となって41円50銭氏へわたっている）

昭和3年 6月14日

1. 穴沢池係リニシテ煙草及西瓜耕 I反歩ニ対シテ稲作2散歩ノ水ヲ使用スノレ

コトヲf辱

l. 本村皆植穴沢池係リハ 8歩植トス

草取賃

上等反当 7円也 中等反当 6円50銭 並 等 反 当 6円也

秋口傭賃

入男 1円10銭 入女 80銭

掛切男 1円50銭 同女 l円l0銭



116 

ト

常日傭賃

入男金 85銭 同女 55銭

掛切男金 1円10銭 同女 85銭

ll!IJ賃

秋 1通リ 30銭

常 1淫リ 18銭（但し土方イ士事はこの限 りではない）

田植賃 反当 l円50銭

休日

早苗ボリ 7月 l日 雨祝

水利費フタン一一水利土木費徴収

［出作 反当 1円20銭
本村｛

L村 反当 80銭

昭和 3年

経ノ池立樋ヲ木製ニスノレコトニ決定

昭和4年 3月12日

7月 2日

，＿~f 出作
八沢i村

反当 l円

反当 70銭

1. 小池ノフキ出シヲ石若シクハコンクリ ートニスノレコト

1. 芦ノ池ノ穴止メブスノレコト

鋤賃

秋 l通リ 15銭 常 1通リ 17銭 田植賃 1円40銭

昭和4年 5月27日

5.29～31日疏水ノ水ヲ穴沢池へ切リカへ注グコトc

溝普しん 5月8日

昭和4年 6月22日

樋抜 6月25日 植付本村 7分櫨．穴沢5分植

昭和4年 6月29日

1. 植付反別ヲ調査シ 8分以上ノ極付ニ対シ切上ゲヲナスコト

1 俺草，西瓜／栽培ノ田ニ対シテハ 4分トス， 但シ木年度ニ限

1 早萌登（サナホリ ）ハ 7月3日ト定ム

1. 7j(利権ヲ有スレ共水利費ヲ納メザノレ土地ノ濯萩水使用ハ之ヲ認メス、

昭和4年 7月24日

出水（大西義定裏）ヲポンプニテ揚水スノレコト

1 水ノ経済上コシ田スノレコト差点：ナシ

昭和4年 8月4日

1 雨乞ニ｜渇スノL件

明5日夜ヨリ 3日間街］祈祷ヲナシ 3目白の夜ハ各戸に 1名以上火振 リニ出ノレコ



1. 各池水利量調査

［（。〕7月30日午前10時
経之池｛

l ( b) 7月30日午後5時

［（。）7月30日午前10時
小 池｛

l ( b) 7月30日午後5時

｛（。）7月30日午前 P時
野池 ｛

l ( b) 7月30日午後品目寺

［（。） 7月30日午前 8時30分
辰己池 1 , 

l ( b) 7月30日午後6時30分

［（ 。）7月30日午前 8時
中池 1

l ( b) 7月30日午後6時40分

昭和4年 8月14日

穴沢池ト木村トノ問題ニ付協議ス

昭和4年 8月18日

穴沢池ト本村トノ問題ニ付協議ス

昭和4年？月 10日

穴沢池ト本村トノ問題ニ付協議ス

昭和5年 2月27日

1. 県耕地管理組合ニ加盟ノ件
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水量 2尺 5寸深水4尺 2寸

1尺 6寸？分

水量 2尺

l尺 5分深水2尺

水量 2尺

1尺 5分底水2尺 5寸

水量 4尺

2尺 5寸 5分 I長水5尺 3す

水量 3尺

2尺 1寸 5分

2. 流先，又ハ用水路ノ要所ヲ補修スル件

昭和5年4月5日

1. 耕整組合

昭和5年 6月20日

1. 樋抜ハ 6月23日ヨリ （但シ南谷ノ、22日ヨリ）

1. 植付ケハ 8分下リノコト。但シ南谷及出水係リハ此限リニアラズ

昭和5年 6月26日

1. 明27日ヨリ植付ハ 2分増スコト

1. 8分下リ以上植付ケセザルモノニ対シテハ今後ノ植付水ノ、後廻、／ノ コト

昭和5年 7月15日

1. 降雨ノ際ノ水取リノ責任者ノ指令ハ深溜

昭和5年 8月9日

1. 各地ノ水量ヲ平均スノレコト

1. 水入ニ 一任スノレコト

昭和5年 8月10日

1. 通常費賦課ニ関スノレコト

出作 20町反当 I円10銭 村内 49町反当 80銭
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昭和5年 8月17日

1. 芦池土管ヨリ出水不能トナノレ，今後l0日間，経ノ池ヨリ北侭lj方面ノ濯書記ヲ

ナシ，其ノ後ノ模様ヲミテ芦池へ水カエヲスノレコト

昭和5年 9月11日

1. 9月10日夜野池樋門ヲ植田芳継ガ我田引水ノタメ勝手ニ放抜シタノレニツキ

其制裁ヲ如何ニスノレヤ

本人ヲ呼出シ樋門ヲ抜キタノレ理由ヲタダシタノレニ要領ヲ得ズ 今後ノ誠メトシ

テ水利部ニ対シ謝罪状ヲ差入レタリ

昭和5年 9月9日

1. 雑魚取リ 有料二分配スノレコト

昭和6年 3月7日

1. 経之池満水セノレ故小池へ注水スノレコト

昭和6年 6月22日

1. 水料分ニ対シテハ雨ノ都合ニ依リ植付ケヲ許スコト（時期ハ委員長ニ一任

ス）

1. 樋抜キハ24日ヨリ始ムノレコトc 南谷及出水係リハ二卜三日ヨリ

1. 8分下 リノコト

昭和6年 8月15日

水利賦課金

昭和7年 1月25日

後期賦課ニツイテ

村内 17銭 他村 25銭

昭和7年 6月20日

1. 樋抜ハ23日ヨリ始ムノレコト（イ豆、／芦池及石原出水係ハ22目ヨリ〕

1. 水料ノ回ハ用水ハ後廻シノコト

1. 昨年度水料ヲ納入セザノレ田ニ対、ンテハ植付フ許サザルコト

昭和8年 1月6日

1. 昭和 7年度後期賦課ニ関スノレ件

出作分ニ対シ 反当 50銭 村内分ニ対シ反当 30銭

昭和8年 6月20日

1. 芦池掛リハ23日ヨリ其ノ他ハ23日ヨリ（雨天ナラパ 1日早ク スノレコト）放

抜スノレコト

賃銀

秋日傭 男｛J!~ l 円10 銭銭 -f;:、． { 80 銭
80 50銭

常日傭 男（ヤ 7 0銭銭 -f;:: { 60 銭
55 40銭
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秋鋤賃 l通 20銭 常鋤賃 l通 14銭 田植賃銀 （茶ノ子共）

l円10銭 草取賃 上等 4円50銭，中等 4円，並 3円50銭

昭和 8年 8月20日

1. 賦課金昭和8年ニツイテ本村ト出作ノ賦課金ヲ範以内ニオイテ委員長ニー

イ壬スノレコト

昭和？年 1月9日

l. 後期賦課徴収ニ関スル件

本村 反当 金10銭（出作分ハ前期賦課率ト同ジ）

昭和9年5月日

賃金

秋日傭 1円20銭

90銭 60銭

常日傭 85銭

65銭 女 50銭

鋤賃 秋 1;mリ 20銭

常 14銭

田植賃 1反 1円20銭

昭和？年6月20日

水料米ノ件

水料米ノ、時価ニ見積リ， 現金ニテ水利費前期徴収期日ニ納入スノレコト

昭和？年7月10日

1. 用水節約ニツイテ

（イ） 12日ヨリコロバシヲ廃シコヲ、リ又ハ手ニテ除草スノレコト 又ノ、漏水スル畦

ワヨク塗／レコト

（ロ） 用水ノ便ヲ図ノレタメコシ田スノレコトヲ承知セシメノレコト

（ハ） 委員ハ交替ニテ用水ノ始末ニツキ見廻ノレコト

（ニ） 石原出水ヲポンプニテ芦池へ揚水、ン北側方面ノ用水ヲ補フコト

昭和？年7月22日

均石争議ノ件

「昨21日ノ大雷雨ノ為，ナレ石ノ処ニ於テ草谷大西新三郎ノタメニ梅本辰次氏

打撲サレ一時酒倒、ン，其為ニ腰部ヲ負傷シタリ ，ソレヨリ草谷ノ横暴ナノレ所為ヨ

リ大争議ヲ起シ警察ノ非常招集ニヨリ現状維持ノマ、解散ヲ命ゼラレタリ，其ノ

現状タノレヤ当部落ノ不利ナノレ現状ナリキ

尚，双方代表者2名宛警察官立合ノ下ニ当日事件ノ水利ニ関スノレ協定ヲナシタ

リ （時間22日午前 2時）

協定 22日午前 4時迄ナレ石ノ堰ヲ切リ 野寺ノ方へ下スコト
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草取日切 8月7日に延期ス

昭和？年7月31日

草谷側ヨリ，去21日の均石ノ件ニ付不法ナノレ行為ノ非ヲ諾スノレト共ニ今後絶対

ニ斯ノレ行為ナカラシメノレコトヲ誓ヒ，尚均石ノ堰ノ切換等ニ就テハ将来モ従来ノ

慣習通リニ実行スルコトニ協定ス

昭和9年 8月9日

l. 通常賦課ハ本田ト出作トハ反当30銭ノ差トス

昭和10年 5月23日

上流溝普請ノ件

5月25日ニ実施スノレコト

昭和10年 6月日

回ゴνラエハナノレベク町寧ニスノレコト

l. 潜水ハ各日ニ入ノレ事

l. 芦池庚申淵の樋度々事故起ノレ 右委員長ニオ任セ、ンテ良キ処置ヲトノレコト

池ノ堤防ノ専有権ヲ与エザノレコト

l. 一文字トンネノレ口及野池流溝倹へノレ事ヲ水入3名ニ一任スノレコト

昭和10年 6月28日

l. 水料田植付ニ関スノレ件

植付モ許可スルニ決ス

l. 水料ニ関スル件

池ヨリ西部ニ於ケノレ水料ノ、従来ノ、反当参斗ナリシモ本年ヨリ 5斗ニ決ス

l. 但シ水料ノ、昨年決議セノレ通リ水利費前期徴収期日ニテ検代価ニテ現金ニテ

納入スノレコト

l. 村有地西谷橋本勝太郎ヨリ耕作地棺付申込ノ件水利上不利ナノレ点アノレ為許

可セサ、／レコトニ決ス

昭和10年 7月17日

l. 除草ハ 4番， 5番／ 2回ハ落シカエニスノレコ卜こ但シ 2, 3日新Jニ水人レ

ニ答エノレコト

昭和10年 7月29日

l. 除草後水ノ始末ニ付テノ件

水戸ハ必メ堰良ク乾カサナイコト

昭和10年 8月 3日

l. 前期賦課ニ関スノレ件

反当 村 50円 i也村 70円

昭和10年 9月23日

l. 地方振興事業道路ノサイ溝渠ハ 2尺ノ 土管フ敷設シ 3ヶ所ノ泥沼リヲ設ケ



1レナラバ道路ノ拡張ヲ承諾スノレコトヲ議決ス

昭和10年9月29日
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1. 経ノ池ノ西堤防ノ漏水工事ノタメ試験掘リヲシテイル

昭和10年10月6日

1. ソノ結果，尻ョリ掘リ上ゲタノレニ難工事ナノレニヨリ 1時芝ギヲナン来年度

ニ於テ完全ニ修理スノレコト

昭和10年10月28日

疏水支線路ノ一部要所ノ修繕ヲ必要トスノレ旨加古新ヨリ中越アノレニ付同意スノレ

カ否カニ干スル件

同意スノレコトニ決定

昭和11年 1月16日

10年度後期賦課ニ関スノレ件

出作 10銭 村内 5銭

昭和11年 2月27日

1. 公会堂入費ノ、毎年半額ヲ水利部ニ於テブタンスノレコト

1. 経之池南堤防ノ空地ヲ開墾シ希望者ニ入札ニヨリ賃貸契約ヲナスコ？

昭和11年 6月22日

1. 西瓜栽培園ニ濯水スノレ場合ノ、漏水ノ外ニ池沼水ヲ使用スノレ時ハ良 7鼠視ノ

上不経済ニナラザノレ様注意スノレコト

若シ西瓜不良ノタメ稲作ニ変更セントスル場合ノ、委員長ニ善処スルコト二一任

スノレコト

昭和11年 6月24日

1. 回捺エニ関スノレ件

水持チノ悪シキ旧ハ水入係リハヨク監視シ極J：寧ニ回捺エヲナスコ l

昭和11年7月4日

1. 水料地ニツイテ

（イ） 濯j飯水欠之スノレ場合ノ、何時ニテモ切リ上ゲノレコト

（ロ） 濯水ヲ勝手ニ乱用シタノレ場合ノ、今後一切様付ヲ許サザノレコ卜

右ノ件ヲ条件ノ下ニ値付ケヲ許スコト

昭和11年 7月24日

1. 除草落水ニ関スノレ件

来ノレ27日ヨリ落シ替エニシ落水ノ、 2凶限リトス

昭和14年 6月25日

1. 樋門放抜キハ 6月26日ヨリ芦池

1. 代鋤ハ可成町寧ニスルコト

昭和14年 7月13日
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早天続キニテ福池ノ水量甚減少セノレニ付除草期ヲ早メノレコトヲ協定ス

I. 除草器ヲ使用スノレコトハ17日マデ

I. 17日後ハ手取リヲナシ本月30日限リトス

昭和14年 8月16日

I. 辰己池樋尻ヲ発動ポンプデ揚水シ上溝ノ掛リ方面へ濯j使スノレコト

I. 濯j既水之、／クナリタノレニヨリ田ノ高キ所ノシタノレ程度ニ濯液スノレコト

昭和14年 8月19日

l. 人夫賃

サナポリマデノ分 1人 l円10銭

サナポリ後ノ分 1人 l円20銭。但シ水車踏ハ 1円40銭

I. 上池ニ於テ19日用水終了シタレ共他ノ池ニ於テハ残水終了マデ数日アリ，

ソノ差ニオケル賦課方法ノ、如何、ンテスノレヤノ意見アリ

コレニツイテハ今後降雨ナク被害ヲ生ジタノレ場合ノ、考慮スルコト

昭和15年 6月16日

I. 本年ノ、未曽有ノ早越ニ付溜池ノ溜水ハ約4分程ニ付植付ハ 4分トシ集団的

ニ緋f乍スノレコト

2. 各耕作者ヨリ檀付スベキ田ヲ選定ノ上耕作反別調ヲ提出セシメルコト

3. 右ノ件ニ付目頭会（所有者，耕作者）ヲ開催、ン協議スノレコト

昭和15年 6月27日

田頭会協議事項

I. 本年ハ早魁ニテ；留池ノj留水少量ニ付5分植ニスノレコト

l. 植付ケハ水持ノ良キ所ニ集団的ニ実施シ田ノ交換ハ各自ニ於テ交渉スノレコ

l. 植付区域ハ各池ノ底樋掛リトシ 其中ニテモ水持チノ悪シキ回ハ除クコト

昭和15年 6月29日

I. 樋門抜キハ 6月30日ヨリ

I. 1産j既水ハ隔日ニ入レノレコ卜

昭和15年 7月25日

l. 草取ニ付除草機使用期間 7月26日限リトス

1. 草取期間 8月 5日限リトス

1. 濯j使用水ノ使用ハ午前中トシ 経ノ池ニ注入スノレ場合ノ、夜間ニ出スコト

昭和15年 7月28日

l. 草取ヲ 8月 3日ニ再協定スノレコト

I. 植付田西瓜水入変更ノ件

l. 水節約上水持ワノレキ田ヲ均上ヌリアゲノレコト

昭和16年 6月6日
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昭和16年 6月26日
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l. 草谷倶ijニヨツテ土管ノセンガヌカレ問題ヲオコス

昭和16年 7月14日

調停案ヲ作ノレ

昭和16年7月29日

l. 草取水落シノ件

取上ゲ一日ニ限り落シ替ェヲスルコト

但シ水入レニコノ旨ヲ伝達シ 1目前ニ封ジヲ立テ出来得ノレ限リ注意ヲナシ一滴

ノ水タリトモ粗末ニスベカラザル様一般関係者ニ周知スノレ事

l. 水入レノ給米ニ関スノレ件

従来ノ給米 l7t 4合ヲ 2割ノ増加トシ 1升 7合トスル事（但シ l反当）

l. 水利土木費納付延滞者ハ日歩4銭ノ割ニテ利息ヲ徴収スノレコト

昭和16年 8月10日

l. 賦課金前期分

村内田 反当 1円80銭

出作 反当 2円80銭

無加盟者 村内 85銭

出作 1円20銭

昭和17年 5月22日

l. 部落外関係者（但シ南谷ハ除ク）ハ溝凌ヒニ出仕スノレコト

昭和17年 6月23日

l. 樋抜 6月25日ト定ム

1. 代カキハ丁ネイニスノレコト

昭和17年 7月17日

l. 水量減少の結果草取期間ハ 7月末日迄ニ定ム

昭和18年 6月25日

田植付 8分橿ニ協議セリ

昭和18年 8月2日

l. 雨降リニ付植付全部植付スノレコトニ決議セリ

昭和19年 1月11日

水入ガ辞任ヲ シテキテイル，西サン留任スノレ

水入レ決定出来ザノレ場合ノ、農繁期協同作業ヲ実施、ノ水入レ担当者ノ労力ヲ援護ス

ノレコト

昭和19年 2月24日

水入給料ニ関スノレ件
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現行ノ金銭給与制ヲ 1日制度 1給米制ニ変更シ現行給料 1金 l円20銭也（反当）

ヲ幾分増加スノレコトデ可決ス

昭和19年4月17日

1. 水入レ賃

本給反当玄米 1升 5合及金70銭ナリヲ支払ノコト。

昭和19年 6月24日

1. 早天続キニテ池ノ水ノ、少量ナノレカ。故，植付ハ全耕作反耳iJノ4吉iJ植付ニ決定

ス 前ノ 4割以上積付超過セノレ場合ノ、超過、ンタル反別ノ倍額ヲヒfj上ゲノレ事ニ決ル

1. 樋抜ノ日ハ明 6月30日トシ但シ南谷ハ29日ヨリトス

昭和19年 7月3日

1. 植付 4分値付ト決定セ‘／反別ヲ 6分植付ニ増反スノレコトニ決定

4分植付セシ結果，各池ノ減水量ヲ示シテイル

田植付ニ関シ分増シノ件

6月5日4分植ト決定セシ反別ヲ 6分植付ニ増反スノレコトニ決定ス

4分植付セシ結果各地ノ減少量次ノ如、／

上池 7寸余， 野池 6寸，経ノ池 7寸 5分余，小池 7.8寸余

昭和19年7月7日

1. 本年度ノ植付，充分ト決定セシ苗代反別ハ此ノ 6分ノ外トシ／， 6分 3厘ト

ナス。苗代以外23厘ハ植付ヲ既ニ終ツテ居ノレ者ハ此ノ 3厘植付ニ対シヒリ上ゲノレ事

ニ決定ス。苗代反別ハ 1町歩耕作ニ対シ約 3畝位 ト見倣ス

1. 本年度疏菜反別ニ対シ l反歩疏菜反別有リトスノレナラハる政歩ノ水量ト認

メ4畝歩ハ稲ノ植付出来得／レ様トナノレ所謂品分ノ水量ト認ムノレコトトス

1. 6分植（ 3厘前況ノ通リ ）ノ耕作反別ヲ各戸ニ明日中ニ水利部ニ提出サセ

ソノ調査ヲ至急行ウコト

昭和19年7月10日

1. 1町歩以上ノ耕作反別ニ対シテハ 1畝歩以内ノ過櫛ノ分ハ認メノレコト

昭和19年7月13日

1. 植付過植ノ部分ニ対シテハ反当 リ7斗 5升 （石60円価格j ニテ科料トシテ

徴収スルコト

1. 草取ノ期間ハ 7月25日限リ止メノレコトトス

1. 石原，出水関係ノ植付回ハ水料トシテ 2斗 5升宛ヲ徴集スノレポトス （但ν

過植ノ分ニ対シテ）

昭和21年 5月26日

1. 6月 l日ヲ溝淡ニ決定ス

昭和21年 6月21日

1. 績付ハ各池水量ト検討シテ？割植付トス
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l. 約十I樋抜当日ハ 6片25日ト定 メ但シ南谷ハ24日ト決定

昭和21年 6月21日

l. 本年度柏付ハ？分植ト決定シテ居タガ疏水線路が降雨ノ為修理笛所全部遣

崩シ為ニ疏水ノ来ノレ見通、ンツカヌ為， 8分極ニ定メノレカ，元ノ？分極トスノレカト

ノ協議セリ，結論トシテ既定方針通リ 9分権 ト決定セ リ

昭和21年 7月2日

1. 水稲植付？分植ニ付キ l分，分調ハ各 3部落農会ニオイテ「分調査」スノレ

コトニ決定ス

I 但シ過植分ニハ反当 5斗，玄米 2斗 5升， 2斗 5升ハ金納収入ハ後期徴収

スノレ事

昭和21年 7月22日

1. 草耳元期限ハ今月中トス，但、／淡河川災害復旧工事ニ出役セノレ者ハ 1日期限

外ニ草取スノレコト

昭和21年 8月2日

I. 本年度組付過植ノ分ニ対シテ水料トシテ反当 500円也ヲ徴収スノレ事，出作

ハ半額物納トシ半額金 250円也ノ、金額ニテ徴収スルコト

昭和22年 6月27日

I. 樋抜日決定ノ件

A；日降雨アリ，樋抜ハ 6月28日ニ決定スノレ事

I 桓付ノ、 5分植トス，但シ苗代ハ此ノ 5分以外植付スノレ事トス

昭和22年 7月1日

I. ぷ年度ハ 5分植ニ付若シ過植／分ニ対シ水料トシテ 1敵ニ対シ金 l,000円

也ヲ徴収スノレ事Iこ

イ旦γ半宮町歩｛立ノ、認メノレ事（而シ実地踏査ノ事）

I '/lリモ超過極ノ分ニ対シテハ右水料ヨリ 累進的ニ水料ヲ徴収スノレ事

昭和22年 7月3日

池ノ水量ヲ各池ニ付キ実施検見シタノレ上植付分増、ンノ、行ハザノレコト

但シ近々ニ降雨ヲ見タノレ時ハコノ限リニアラメ

商代後ノ植付ハ変更ヲ認メザノレコ ト

イ目、／特殊／事情ニアノレ場合ノ、委員会ノ認定ノ上変更ヲ認ム

1. 槌付分調査ヲ 7月 5日午前 8時ヨリ実施ス

7月 4日二耕作者ョリ耕作反別ノ内訳表ヲ提出セシムノレコト

昭和22年 7月5日

I. 過納分ノ微笑金額ハ Ii欽ニ対シ金 1,000円也トス，但シ Ii数歩ヲ超過スノレ

場合， i l以科ニ金 100円ヲ徴収スノレコト

水入料（22＇手作主ノモ／ i 
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水入給料

反当ニ付 米 1升7合，麦 1升 （金 l円15銭）

反別70町歩 本村 805円

出作

80日トシテ 1人目当

昭和22年7月10日

9町 101円

906円

1円75銭ノ別

1. 降雨ニヨリ植付増加ノ件

木目ヨリ 2割増、ン植付スノレ事ニ協議決定ス

昭和22年7月15日

1. 溝普請ノ件

耕作者全部出役 18日午後ヨリ行ウ

昭和22年7月28日

1. 過植ノ分ニ対スノレ水料徴収ニ関スル件

過植ノ分ニ対シテハ反当 2斗 Sfト現物ニテ水利部ニ収穫ヲ見テ納入スノレヲトニ

決定ス

出作モ同様ナノレコト

昭和22年 8月21日

水利部総会

f授業技術研究所経’主土地利用部）
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