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河川法施行と農業水利

長野直臣

はじめに

新河川法の施行に伴ない，長年懸案になってし、た治水と利水との調整論争

が，ここに一段落した感じがする。しかし利水の大半をしめるとL寸農業水

利の場合は，新河川法の制定を契機としてますます他種水利との調整が必要

になってきた。

顧みるに，明治の初期あるいはそれ以前から河川の利用といえば，舟運と

濯J現用水以外には考えられなかったのが，社会の発展とともに舟運はL、つし

か陸上交通機関にかわり，残された濯瓶用水に対しても，水力発電，都市用

水などの水需要が増大して，これら新規利水の水源としては，ダムその他水

資源施設の建設もあるが，農業用水の合理化による余水の利用という 点に批

判の眼が集中されるにL、たった。農業用水は， 一躍利水仲間の寵児となった

のである。ところが， ニの農業用水は，他の発電その他都市用水と異なり，

濯滅期聞が年聞の 3分の lしかないこと，天候の如何によって用水量に増減

があること，水田の土質および取水施設の良否により用水量を同一基準で定

められないことなどの事情があって，一定した必要水量の把握がきわめて困

難である。最近の早期栽培，田畑輪換，畑地濯殺など、農業経営の方法が変わ

ってくると，いよいよ従来の用水量が変わってきて，一概に農業水利の合理

化とし、し、ながら，農業水利の内部においてさえ，この必要水量の把握は困難

であって，このことは，多目的事業実施の場合，農業関係の調査がし、つも遅

れて他種水利に迷感をかけている実情からも判断される。

新河川法を機として，治水と利水との調整規定は整備されたとはし、え，農

業水利内部におけるこれらの実体把握の困難性， とくに慣行水利に依存して

いる農業水利の内容の不明確は，調整に当っても問題を起しやすく，法的規
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制に基づく整備がのぞまれるが，農業水利を所管する農林省、でも，この立法

措置については，従来から不断の努力が払われ，各種の調査研究会も とにし

た幾種かの法案，要綱案が作成検討された過程があるので，河川法制定を機

会；こ，その経過の概要をまとめ，あわせてその実態を認識してもらうことに

より ，農業水利への一層の理解を仰ごうとするものであるc

l. 旧河川法施行までの農業水利

明治初期における河川の利用は， 舟運が唯一の交通機関であったことから，

低水路利用が多く，政府の河川対策の重点も，河川の低水工事を中心に行な

l ＇＇ 高水対策は，なおざりにされがちだった。と ころが明治14年から洪水が

ひん発 L, とりわけ明治18年，22年の大洪水となるや，世間の要望は洪水対

策に集中し河川対策のあり方について検討を要する時期になってきた。し

かも鉄道の設置や道路の発達（土，河川｜から交通機関としての利用を少なく

し，政府としてもこのような情勢の変化から洪水防除のための高水対策に転

換を余儀なくされるにし、たっfニ。

ここで喜んだのは，農村の地主である。当時の河川対策に最も関心の深か

った農村の地主たちで，洪水の発生による小作料の減収や，河川維持修繕に

使用される府県税の増大は，深刻な問題であり，地主制度はそうでなくても

後退 してL、た時期であったので，政府の低水政策から高水政策への転換は，

工事費用の国家負担と相まって，とくに歓迎され，自己負担の軽減と国費依

存は，小作料収入の安定：こもつながり，地主制度安泰の面からだけ見ても命

拾いの政策だったわけである。

明治29年，このような背景のもとに制定された旧河川法は，強力な国家権

力のもとに，河川の管理を政府任命の府知事県令に委ね，財政的負担を裏付

けされた純粋な治水立法であったのであり，間接的には地主ょう謹の立法で

あった。すなわち，中央集権的な河川管理体系をもち，従来の慣行的な農業

の水利用の形態は，法定許可水利権と同じに見なされ， 法的保護を受けたの

で，当時の地主としては，自分たちの所有区域にできるだけ有利になるよう

に国の直轄河川工事を誘致 L，できるだけ多額の国庫補助金を負担させれ

ば，それだけ自己負担の軽減となり，収穫はふえて， しかも地元民には感謝

され，地主制度ょう護のためには，つとめて活発な政治活動を展開させて護
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身につとめた。当時の河川法は，地主制度の救世軍的働きをしたといえに

しかしながら， ニの旧河川法は，大河川主義を採用していて，小数の大、河

川については，国の直接の補助と積極的な河川工事を実施して，これらの河

川に沿った地主らには，大きな利益を与えたが，残った中小、河川にたよる者

は， ニの恩恵に浴することがなく，依然として自らの手で維持管理，改修そ

の他の対策を立てねばならなかったので，その地域の農民や地主ーたちの苦し

みは，河川法には反映されず，空白な状態で放置されたのであり， J去の恩恵

会受ける者との聞には，大きな差があった。

また， ニの河川法は，治水立法といわれるだけに，農業水利権についての

規定も詳細を欠いた。すなわち適用河川｜と準用河川については，地方長官の

許可処分によって水利権が認められ，普通河川その他の公水の使用は，地方

自治法第 2条第 2項および第 3項の規定により地方公共団体の条例により，

公法上の許可処分として認められたが，水利用の大半を占める慣行的な農業

の水利用形態（よ，慣行水利権の伝統的事実の尊重に重点をおき，その内容が

きわめて不明確なままであった。 したがって，古い農業の水争いとなると，

法の解釈をめぐって意見が対立し，数多くの大審院判例を残している。一例

をあげると，河川法と同じ年に制定された河川法施行規程第ll条には「河川

法ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政庁ノ許可ヲ受クベキ事項ニシテ其ノ施

行ノ際ニ現存スルモノハ河川法若ノ、之ニ基キテ発スル命令ニ依リ許可ヲ受ケ

タルモノ卜見倣ス」と規定し，流水の利用は行政庁の許可を受けたものとみ

なされるだけで，をの権利の内容は確定されたものでなく， 実定法上の権利

としては一定したものとし、うことはできないとしている。その点大審院判例

(j:，向上施行規程第11条の「現存スノレモノ」の解釈について「所謂現存スル

モノトノ、単ニ事実上現存スルモノヲ指称シタノレモノニ非ズシテ許可若ノ、慣行

ニ依リ権利トンテ存在スルモノノミヲ指称シタルモノ卜解スノレヲ相当トスJ

と判示し，事実たる慣習または慣行であるにとどまることなく ，慣習法とし

ての自己の存在を証明しなければ伝らないことを示した。また流水占用の範

囲については，各自の必要を充す程度に止まることを要すとしたものもあり

注目される。このように農業の水利用は，憤習というものの複雑性を物語る

もので，あえてそれにメスを入れようともしなかったのである。
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こうして旧河川法は，問題として提起した事項を，関係各省閣で検討され

たが，遂に大きな改正もなく， 70年の歴史を歩み始めたのである。

2. 水利団体

旧河川法制定までの背景は，以上のようで為るが，農業水利権の主体たる

水利団体の規制の仕方についても，見のがすわけにし、かない。

水利団体として，始めて法的規制ができたのは，明治13年の大政宮布告に

よる「区町村会法」である。すなわち，その第 8条によると，府知事県令裁

定のもとに「水利土功に関する集会」の規則を設けることができるよう規定

された。これは，中央集権的な国家形成過程における末端組織で，町村連合

会のようなものであり，国家権力が農業水利秩序を把握してゆく最初の形態

の lつであった。そして水利団体発展の経過からいっても，当初から地方行

政組織のなかに吸収されて，別個の地位を占めることは許されなかった。

翌明治14年大政官布告により，始めて農商務省が設置され，農林行政が独

立したが，当初の耕地行政は，単なる耕地の拡大のための開墾政策であっ

た。明治17年「区町村会法」が改正され，第14条で 「府知事県令ハ水利土功

ニ関ス／レ事項ニシテ区町村会若ハ連合区町村会ニ於テ評定スノレヲ得サノレモノ

アノレトキ特ニ其区域ヲ定メテ水利土功会ヲ開設スノレコトヲ得」と規定し，ここ

に水利土功制度が確立 Lた。同会は，区町村会に準じ．その議員は満25歳以

上の男子で地租を納入するものに限られ，その意味では用水管理機構は，地

方行政権力によって完全に掌握されるにL、たった。明治23年には， この基盤

の上：こ新たに水利組合条例が制定され，市制町村制の実施（こより従来の行政

単位としての町村が，より大規模のものとなって，水利土功会と地域的に一

致することが困難となったので，始めて水利団体と行政組織とが分離され

た。しかし，組合管理者は市町村長や郡長がなり，主務大臣は内務大臣とさ

れていたので，分離されていたとはいえ，完全なものではなかった。ある意

味では，この分離は法制的にはじめてのものであり，画期的なものであった

といえよう。しかし，水利組合の設置が，関係土地所有者の請願によってで

きるばかりでなく，郡長や市町村長の具状により設置できることにしたの

は，行政組織の香りが残っているといえよう。また，この分離は，同一市町

村内の土地所有者と非土地所有者との分離をもたらした。不在地主が，自己
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の居住村の行政組織を通じて，他村lこし、る小作人を支配することは．困難で

あり，また上流村に住む地主が，下流村に住む小作人を支配することも困難

で，逆に下流他村の利益をょう護しなければならないこともある。在村地主

と不在地主は，それぞれ立場を異にし，大地主の用水管理形態が，行政組織

支配から水利組合を通じての支配へと変化していくことになったコしかもそ

の水利組合は，大地主の用水管理機構として，水利組合法のもとで保護され

ることになっていくのである。

この頃になると，政府の耕地行政も，単なる所有地の拡大だけでなく，生

産性の向上と農業経営の合理化の要求に応じるため，耕地政策から耕地水利

政策へと移行し，水利行政が農商務省でも取り上げられるよう二なった。こ

のような背景のもとで，明治29年には河川法が，また32年lこは耕地整理法が

制定され，北海道には， 35年とくに北海道土功組合法が制定されて，特別に

土功組合を設立 L，組合事業に国庫補助を行なう措置が講ぜられた。ニの組

合は，戦後の土地改良区に引き継がれるまで存続したのである。

河川法で，治水対策が重点的にとり上げられるや，明治41年水利組合条例

に代わるものとして水利組合法が制定された。この法律は普通水利組合の他

に，水害予防組合の設置が規定され，両方の組合が規制されることになっ

た。しかし，普通水利組合は， j藍瓶排水事業を実施する団体として，内務省

の所管であったので，農政面からの批判はきびしくし， この矛盾を解決する

ために， 42年耕地整理法の大改正を行ない，耕地整理組合が農商務省所管の

もとに耕地整理を実施する道を拓いた。すなわち，耕地整理組合は， j産；既排

水事業の実施を，市町村または普通水利組合は，事業完了後の維持管理をす

るということになった。本来一体であるべき事業実施と維持管理が， このよ

うな妥協の産物として二元化されたことは，正しい解決とはL、えず， ニの変

則な状態もまた，戦後の土地改良法の制定まで存続したのである。

水利団体の性格については，いろいろの見方がある。しかし，水利団体と

は，農民がその私的農業経営に必要欠くべからざる農業用水とその施設の利

益を享受し，農家経蛍を経済的に成り立たしめる団体である。その成立も農

民の下からの意向なり，農民自体の必要に迫られて発生すべきものであり，

その意味で戦前のように，行政組織に類似の形態を保って存続したニとは，

いくら国家投資と Lづ財政的テコ入れを必要とした形態で，公的法人として
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の監督統制を強化する必要があったとはし、ぇ，多くの問題を内包しており，

土地改良法は，その面からみると，問題の何割かを解決してくれたと人てよ

かhう。

3. 大正初期までの農業水利

旧河川法の規定（人慣行水利権についてはきわめて消極的であり，何らの

変革の手もつけえなかった。前述のように，河川法施行規程第11条では，慣

行水利権は許可水利権とみなされただけで，従来の実態を明らかにすること

なく．主7二立法当時の事情からしても，利水側の権利を保護するに十分な規

制もなかった。

農業水利の面から人ゐと，明治中期以後は農業水利の開発改良管理を国家

的行政の観点から推進する必要に迫られ，河川法体系とは別個の体系とし

て，明治32年耕地整理法が制定された。当初は，主としてトイツ連邦諸州の

耕地整理が輸入されて，碁盤自主義の区画整理や交換分合を主目的とした体

系で間に合ったが．次第に水利施設の改良や生産性の向上が当時のすう勢と

して台頭してくるや， 38年には同法の一部改正が行なわれ，「濯液排水に関す

る設備並びに工事」が対象に追加され，濯減排水事業がj斬次その中心となっ

ていった。水利組合法の制定により，普通水利組合が，内務省所管のもとに

水利事業の実施団体となったので，明治42年には，農商務省は， j産萩排水事

業など水に関する事業を目的の中心とした耕地整理法の大改正を行ない，耕

地整理組合が，農商務省所管のもとに濯j既排水事業を行なうことになり，水

利事業関係の法制上の整備は，一応なされた。

しカミ L，水に対する認識は，次第に拡大された。資本主義の発達における

必然的すう勢としての人口の増加は，耕地の拡張，食糧の確保を重要な問題

として提起した。また，発電，工事用水の増加や，農業内部の構造の改革等

による農業用水の需要量の増加は，常に慣行水利権との調整という形で検討

を強いられ，噴行水利権の明確化のための調査は，時代の要請となった。そ

こで農商務省は，大正 2年農業水利慣行調査を実施し，同 6年道府県から集

められた結果を整理し，「農業水利慣行調査」として刊行した。同じく内務省

も調査を実施し， 7年「農業水利ニ関スル慣行等調査書」をまとめて刊行し

たc 同年農商務省は，農務局長通達として「農業水利ト農業以外ノ目的ヲ以
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テスル水ノ使用卜ノ調和ニ関スノレ件」を発し，当時激化する発電と農業用水

との調和を見出しうるよう指示した。

これらの競合は，帝国議会でも建議案としてとり上げられ，大正 8年，第

41帝国議会二おける水利法制定に関する建議案が議決されるや， ニれ：ニ基づ

いて内務省土木局は， 水利法案を立案した。これは， 45ヵ条から成り，もち

ろん私案であって成立しなかったが，第 4条で地方長官が水の使用に関する

許可基準を示 L，第22条では，

地方長官ノ、利害関係人ノ申請ニ依リ必要アリ ト認ムルトキノ、慣習ニ基キ

水ノ使用ヲ為スモノニ対ン其ノ使用ノ水量及時間ニ付必要ナノレ限度ヲ定メ

之ヲ制限スルコトヲ得4

として， l賀行水利権に制限を加える条項を用意していたことは，意欲的であ

り，注目：二値する。

内務省の水利法案Jニ対抗して，農商務省は，大正 8年1畏業水利法案を用意

したが， これは省議決定に持ち込むことはでぎなかった。そして，第10回帝

国農業会総会［ニ 「農業水利；二関する法規制定に当り，規定を要すべき重要事

項如何ーとLづ諮問事項を諮問し， r"1年10月答申があり，その前文で 「農耕

地の改良並び：ニ拡張を奨励し，農産物の増殖を期するには，農業水利の関

係，殊；二重大なるを以て，之に関する特別法規の制定を必要とす。而 して右

法規制定：ニ当 I），左の事項を最も重要なりと認む」（i主絞書）として， l農

業の濯瓶排水：二関する行政の統ーをなすこと。2水の利用（こ関しては，農業

利用：二其の優先権を付与すること。 3.官民合同の審査機闘を設置すること。

4.農業水利法の下に強制的農業水利組合を設けること。 5.農業水利権（と土地

と離るべからさ‘る関係あるを以て， 当該農業水利関係者以外には之を認めざ

るを原則とす。6法律上， 7］（利権の性質を明確ならしむること。の6項目の

答申があった。この答申を尊重して，翌 ？年に前の農業水利i法案を改訂して

作成したが，内務省案との対立もあり，やはり省議決定：ニL、たらず．廃案

と＋－ _,_ 
／る、 ／＂） I －ーっ

ニのヲ年案（ム全 4章52ヵ条からなり，第 l章総則，第 2章農業水利権，

第 3章農業水利組合および農業水利組合連合会，第 4章罰則となっている。

なお第 2章の条文の一部を引用すると，

（農業水利権ノ窓義）
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第 7条 本法ニ於テ農業水利権ト称スノレハ農地ノ用水又ノ、排水ノ為一定ノ設

備及方法ニ依リ一定量ノ水ヲ引用又ハ排池スノレノ権利ヲ謂フ

（農業水利権ノ性質）

第？条 農業水利権ノ、物権卜看｛故シ土地ニ関スル規定ヲ準用ス

（農業水利権者）

第10条 本法中別ニ規定スル場合ヲ除ク外農業水利権ノ、土地所有者又ハ農業

水利組合ニ非サレハ之ヲ有スルコトヲ得ス

第11条地上権，永小作権又ノ、土地賃借権ヲ有スル者ノ、土地所有者又ノ、賃借

人ノ同意ヲ得タノレトキノ、農業水利組合又ノ、農業水利組合ノ組合員卜為ルコ

トヲ得

（水利権／移転）

第13条 農業水利ニ関スノレ権利義務ハ土地ノ所有権，地上権，永小作権，賃

借権又ハ国有林野法若ハ官有地取扱規則ニ依jレ権利ト共ニ移転ス農業水利

権ハ其土地ヨリ分離シテ之ヲ譲渡シ又ハ他ノ；権利ノ目的卜ナスコトヲ得ス

（水利権ノ新設申清）

第16条 新ニ用水文ハ排水ヲ為サントノレスノレ者ノ、用水又ノ、排水ノ設備方法水

量及区域ヲ定メ農業水利権ノ設定ヲ地方長官ニ申請スへシ

（水利権ノ設定）

第17条地方長官ノ、職権又ハ土地所有者其ノ他ノ利害関係人ノ申請ニ依リ本

法施行ノ際現ニ用水又ハ排水ヲ行フ土地所有者又ノ、其組織スノレ農業水利組

合ニ対シ其用水又ハ排水ノ設備方法，水量及区域ヲ定メ農業水利権ヲ設定

スノレコトヲ得

用水又ノ、排水ニ関シ前項ノ処分アノレ迄ハ侃従前ノ例ニ依ル

（農業水利審査会）

第19条 地方長官前 3条ノ処分ヲ為サムトスノレトキノ、農業水利審査会ノ議ヲ

経Jレヲ要ス

とあり，第17条で慣行についても，農業水利権の設定を要求している点注目

：二値する。

序に，大正15年 l月内務省土木局は，「旧慣ニ依リ河川｜ヨリ引水ヲ為スモノ

ノ整理ニ関スル件」としづ通達を出し，不明確な権利関係により，紛争が生

ずる ときは，慣行水利権の水量および期聞を明らかにし，かっ相当の条件を
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付して，すみやかに整理することを要求している。しかし事実はあまりなか

ったようである。というのは，慣行水利権を整理するための合理的科学技術

上の基準が難しくてできなかったこと，整理するためには，巨額の損失補償

を用意しなければならなかったこと，水利権者としての地主層は，小作料徴

収lこ精一ぱいで，水利を改良整理する意欲がなかったこと等の理由によるも

のといえよう。また新規の許可に際しては，常に既存の水利権を侵害しない

よう条件を付されるので，慣行水利権は，ほとんど問題とすることがなく，

常：こ｜日慣の一定の形式で変更する必要がなかったことも，整理を妨げた理由

の lつに考えられる。

4. 戦前までの農業水利

大正 7年日本全土を襲った米騒動以来，小作争議は，飛躍的：二増大したた

め，地主は自らの手で積極的な農地の拡張改良が行なえなくなったので，農

商務省としては，用排水事業を通じて，何らかの手を打たねばならなかっ

た。

大正10年の臨時治水調査会において，第 2期改修河JIJ57河川を決定する：二

当り，会長の内務大臣から農商務大臣あて，中小河川に対する農業水利改良

の建議があり， 「治水ノ効果ヲ挙クルニハ河川｜ノ改修砂防ノ工事ト共ニ農業水

利ノ改良ヲ併セ行フヲ必要トス政府ハ今回ノ計画ニ伴ヒ農業水利ノ改良ニ関

スノレ実施方法ヲ確立シ治水ノ効果ヲ完カラシメンコトヲ」望まれたので，ニ

の建議に基づき，大正12，農商務省は，食糧局長通達で「用排水改良事業補

助要項」を定め，同年度より農商務省で府県営の 500町歩以上の用排水幹線

又は用排水設備の改良を行なうため，用排水幹線改良事業を開始し，三c と

ころが， この事業は，中小河川を対象とする場合が多いため，内務省の河川

改修工事とぶつかり，両者の権限問題となった。内務省は，この改修事業を

一種の河川改良事業とみなし，内務省に移管するよう，強L、要請があった3

これが後まで尾を引き，大正14年の行政調査会，昭和 2年の行政制度審議会

にそれぞれ取り上げられ，昭和 3年間審議会は， f用排水幹線改良事業助成

事務は．農林省所管とするも，河Jilt三重大なる影響あるも のについては，内

務省と合議すること」との決定を下し，政府もその線で閣議決定（こもちこ

み，この件は解決した。しかし，内務省は，これを機として，新たに府県の
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河川改修事業に対して国庫補助を出すことになり，少数直轄河川改修維持の

従来の河川行政に，一大転機をもたらした。この意義は大きく評価すべきで

あろう。

この時期になると，発電その他の利水事業が盛んになり，農業水利との接触

は，ますます増大しfニので，他種水利との調整は，い よいよ重要な課題とな

った。大正13年小作調停法が制定され，小作争議の調停は，同法lこより行な

われたが，農業水利については，十分でなかったので，昭和？年に農林省農

務局耕地諜案として，農業水利調停法案が作成された。同法案は，全24ヶ条

から成り，目的として第 1条に， 「農業水利団体相互間において農業水利関係、

（こっき争議を生じたるとき は地方長官は当事者の申請により調停委員会を聞

き争議の調停を為さしむることを得」とあり，特に既成田における伝統的な

水利慣行が，早害を契機として，小作争議という形の農民運動に巻き込ま

れ，破られる傾向が増大していたので，そのときの処理を調停（二重さをおい

て規定したのである。しかしこの法案は，局として成案は得られなかった

が その思想の一部は，昭和13年の農地調整法に引きつがれ，農地の利用関

係の一環として農業水利関係の紛争は，同法により処理されることになっ
_,._ 

・－。
昭和12年目支事変が始まり，戦時体制が強化され，戦争遂行と食糧増産，

食糧の自給化が叫ばれ，農業水利の調整の問題も放置しておくことができな

くなったので， 15年 8月，国家総動員法第 8条に基づく臨時農業水利調整会

が制定された。 これは，臨時農地管理会と臨時農地価格統制令と並んだ統制

法規で，全18ヵ条から成り，その目的とするところは，第 1条：二 「食糧農産

物の生産を確保するための早（まつ等に際し臨時応急の処理として行う農業水

利調整は木令の定むるところによる」 として，関係者の申請又l土地方長官の

意見：こ基づき，水利権水利慣行の実体を根本的に変更することなくして，あ

る期聞を経過すれば従前の状態にかえることを条件に，農業水利内部で合理

的に調整し，水田の共に枯死するのを防止し，被害を最小限度にくい止め主

うとしたのである。農業内部の調整に止め，他種水利との調整；こまで入らず

に，現実的妥協の方法により解決しようとしたことは，賢明な策ともいえる

が，その裏には農業水利の内容を明らかにするのが極めて困難で、あり，その

改革を意識的に行なうことが困難で、あることから，応急措置として講じたも
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ので，農業用水の配分を一方の犠牲において解決すると Lづ調整 のやり方

は，一考を要する。ただこの方法は，手続が困難なため，現実の稲の枯死を

防ぐには時間的に間に合わず，ついに適用を見ることなく終戦となり，廃止

されてしまった。

5. 戦後の農業水利

戦後の疲弊の中で行なわれたのは農地改革と食糧増産対策である。食糧事

情はきわめて悪く，食糧配給制度の中でも闇米が各所で人命を救ったといわ

れるが，この食糧増産：こ一役買ったのが，農地改革である。地主制度を崩壊

し，土地の所有形態が，地主から小作人に移ったこと lよ，農村の支配形態を

変えてしまった。水に関してし、えば，今まで土地に付随して地主が支配して

いた農業水利秩序が，新しい自作農の創設によって，新しい土地所有者の支

配下に移り，新しい水利秩序ができ上った。土地の解放は，農業用水の解放

となり，水利用の効果も正当iこ享受することができた。自作農創設特別措置

法第15条の規定により，国；こ買収されて新自作農に売り渡された数量は，昭

和25年 8月の実績によると， 7j(の使用に関する権利一一147件，池沼，溜池

←一一2,169.9町歩， 水路等一一365.7町歩，堰堤一一114.8町歩となっており，

現在は水系統ごとに，共同管理されている例が多い。

この農地改革による社会構成の変化に応じて，農業水利主体である水利団

体も当然変わり，昭和24年には，従来の耕地整理法，水利組合法および北海

道土功組合法を廃止して，新たに土地改良法が制定され，土地改良区一本：こ

整理された。

農地改革で従来の耕作者が土地所有者に変わり，あらゆる問題解決の糸口

をつかんだが，土地改良法も，団体の性格が土地所有者中心であっ了このを耕

作者中心：こ転換させ，耕作農民の自主性lこ基づいて土地改良区を結成させ，

官僚的統制からある程度離脱し，水利施設への投資も耕作者の自由意思：二よ

って動けるようになった。農業経営の担い手である耕作者が，水利用の合理

化に参画できるようになったのは， 当然の結果が到米したものといえ主う。

次には，従来濯減排水事業の実施と維持管理する団体が異なっていたのを

法制的に一元化したことである。耕地整理組合が水利施設の建設事業を実施

し，普通水利組合がその維持管理を行なっていて，同ーの濯淑排水事業を実
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施しながら，耕地整理法と水利組合法および北海道土功組合法の 3法律が I

つになって，初めて完全な制度となるよ うな体系になっていたのを，土地改

良法により統一的制度に改め，上記組合が土地改良区に組織変更されて，一

括処理でさることになった。

かくして制定された土地改良法は，その後幾度かの改正が行なわれたが，

土地と用水との実質的な改良整備に関する事業法規として，時代の要請に応

えてきたものである。

昭和25年，建設省河川局は，監理課試案として，河川法とは別個の利水を

規制する単独法として，利水法案を意図した。同案の構想、をみるに，「利水と

は，濯i陵，発電，動力，鉱工業，上水道，船運，運河，漁業，流筏木等のた

め公水を使用することを」いい，濯淑用水利権，発電用水利権，鉱業工業用

水利権，水道用水利権等の水利権とは，「公水を引用して，それぞれの用に供

する権利をいうJ として， 水利権の設定を受ける場合には「建設大臣又は

公水管理者 〈都道府県知事）の特許を受けねば」ならず， この特許処分は，河

川法第17条，第18条，第19条の許可を受けたものと見倣すとして，河川法の

特例を認めた。また特許の基準として，公水管理者が利水審議会に諮って定

めた利水計画に付合しているものである ことを要するとした。しかし，この

案も成案：二L、たらなかった。

農林省：z，これに対抗して，昭和26年 4月農業水利法の立案を企画し，そ

の基本方針として，「農業水利制度確立に関する基木方針Jなるものを，局議

で決定した。その内容を概略記すと，

現在の水利権r:., s年以内に水系別に一定期間日までに一斉に消滅さ

せ，新たな水利権の設定を行うこととし，このための農業水利計画や損失

補償の規定を設ける。

2. 農業水利権の主体は，土地改良法により土地改良事業を行ないうる都道

府県，市町村（組制 ，協同組合，土地改良区（連合）等の諸国体でなけれ
,.:i;＇＿；..一 、 ι ，
LふsふV_)Iふ、、。

3. 農業水利権の存続期聞を50年とし，物権に関する請求権の規定を準用す

る「

4. 農業水利権は，あらかじめ都道府県知事が水系別（こ定める農業水利計画

：二基いて，設定の許可をする。
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5. 農業水利権の管理は，公平かつ合理的に管理計画により行なわれねばな

ら日三0

6. 農業水利調整会を設けて，農業水利相互間の調整を行ないうるようにす

る。

7. その他地下水保全の問題， 他種事業との調整の問題を規定する。

というもので，これらの多くの問題について，その基準となるべきものを検

討する資料として，同年制定された国土調査法lこ基っeく国土調査に期待した

が，現実に行なわれた調査は，その内容と進度の度合において，役割を果す

べき何物ももたなかった。しかしながら，この方針は，水利改革的意図をも

ったものとして，おそらく最後のものであろう。

次に，戦後の農業水利に変化を与えた第 2の問題は，農業水利自体および他

種水利において現われた水利用のいちじるしい増大である。そしてその契機

となったものは，おそらく治水面での河水統制事業の進展と，国土総合開発

の進展によって現われた水資源の開発で、ある。中でも最も大きいのは，電源

開発である。戦後の電源開発は，電力再編成によってその体制を整え， 27年

の電源開発促進法によって電源開発株式会社を設置し，政府の直接投資によ

って電源開発体制を確立した。まずこ水力開発も，従来の流れ込入方式から，

水利用度の高い貯水池方式に切りかえられたが，これに対応して，農業水利

事業も大型化し戦後の農業土木技術の進歩と相まって，大規模な土地改良

事業が計画され（両総用水，愛知用水，豊川用水など）水需要は，ますます増加

した。これら利水事業の増大に伴なう利害の調整が必要であるにもかかわら

ず，河川法は治水立法のため不適で、あるとして， 27年建設省は河川法改正案

を，農林省は統一的水法としての公共水法案を立案した。前者は，治水法形

式を捨て利水の規定を整備し，水系主義を採用して治水利水に関する総合的

河川計画を樹立するものであり，後者fi，治水利水を調整し，水資源の高度

利用をはかるため関係各大臣を構成員とする水委員会と称する行政委員会を

設置し，水の特別使用の許可権をもたせ，その許可に当っては，治水利水事

業の総合的調整を考慮して決定すべきものとした。水に対する行政の総合化

をはかろうとする点では，注目に値するが，実現しなかった。

農林省は，さらに河川法改正案要綱改訂案，農業水利法案要綱案および農

業水利調整法案要綱案の 3本を準備したが，いずれも河川法改正案との関連
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があって成案を得ず，わずかに前述の電源開発促進法のみが，成立をみたの

である。

この河川法改正案をめぐる治水側と利水官庁との対立を解決するための27

年 8月国土総合開発審議会の中に水制度部会が設置された。この設置の目的

は，「総合開発上の基本問題である合理的水制度確立のために，何よりも先ず

各機関によって行なわれている水に関する諸調査研究の成果をこの際体系的

に集積し，これを分析解明するとともに，さらに詳細な調査研究をなし，水

の利用管理に関する諸関係を規律する基本的原則を明らかにするj というに

ある。この部会は，問題が現行水制度の改革に関するものであり，各省の権

限にふれるため，最初からはげしく対立し，最後の報告でも，全員一致とい

うものでなく，採決によらざるを得なかったほどであった。

しかしながら，審議された過程で、示された方向は，相次いで法律として実

現している。すなわち，水制度についての行政機関相互の連絡の必要性は，

多目的ダム法と河川法の改正とLヴ形で実現され，工業用水法，工業用水道

法にも，その趣旨はとり入れられた。

農業水利法要綱案は，公共水法案以降，昭和29年， 30年， 32年の 3回にわ

たり作成されており，基本的構想に変更はないとしても，若干ずつ相違してい

る。まず水利改革的な思想から，農業水利の保全，開発および利用の高度化，

水資源の合理的利用とし、う方向にその内容が変化している。また他種水利

との関連が重視されたせいか， 32年案になると，むしろ，農業水利の内部の

令理化に自が向けられ，他種水利からの侵害を防衛していくように考えられ

た。これは農業技術の進歩に伴なう農業経営の変化により農業水利慣行の不

合理性が具体的に認識され，その是正が強く要望されてきたことにもよる。

法案の目的を，他種水利との調整におくか，農業水利内部の合理化におくか

は，その当時の状況に応じて決めなければならないが， 29, 30年案は，河川

法改正案を対抗的に意識したことがみられるが， 32年案になると，農業水利

の合理化の方向に変わっており，水制度部会の影響が現われてきたといえよ

う。

昭和33年には，農地局案として農業水利法案が立案された。これは，今ま

での各種意見方針を集大成させたもので，目的，農業水利基本計画の作成，

農業水利権の登録，農業水利の管理，工事の制限，農業用地下水の保全，水
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利官によるあっせん調停，農業水利調整審議会等10章62条から成り，農業水

利の合理化と農業水利秩序の確立を図ろうとしたのであるが，成案までには

いたらなかった。

このように農業水利法案は，過去何回となく検討されたが，制定すべき諸

条件は，まだ完全に熟したとはいえなかった。そこで農業水利の最も必要と

する部面，すなわち，水利施設の管理方法の合理化の方向を見出すため， 33

年度から農業水利資産調査会に検討を求め，また水利調整を最も必要とする

利根川水系について具体的調整の方向を見出すべく， 34年から利根川農業水

利調整協議会に検討を依頼し報告を求めた。 これらの面から農業水利制度の

新しい方向を見出し，逐次解決していくことが，当面の課題であろう。

最後に，水資源開発についてふれておく。昭和35年自民党内に設置された

水資源開発特別委員会で，水資源開発予算の検討の過程で，期せずして各省

が，予算法案として公団構想をもっていることが披露された。農林省の水利

l開発管理公団，通産省の工業用水公団，厚生省の水道用水公団，建設省の水

資源開発公団と 4公団ばらばらの構想だが，農林省は，総合開発機関とし

て，統一的な水資源の開発管理を行なうための公団を設置し，愛知用水公団

の人的物的機能を中核体として活用することを主張した。利水3省は，利水

側の意思統ーの必要を感じ調整の結果「用水事業公団」として 1；本化した

が，建設省には同調を得られなかったので，上記特別委員会は， 2本建の方

針を決めた。しかし，大蔵省は， 1；本化を主張して調整がつかないので，首

相裁断により，水資源開発公団案の 1；本化を決定した。そしてこの事業の中

で，多目的ダムの利用にかかる施設で，濯j銃排水事業の用にもっぱら供する

施設の主務大臣は，農林大臣とすることも決定された。よって成案を得て，

.36年11月，水資源開発促進法と水資源開発公団法が成立したが，農業水利面

としては，従来の国，県営土地改良事業の他に，水資源開発公団が実施する

事業がでてきたため，現実の事業主体の決定については，はっきりとした基

準がなく，運用面で問題が残ってし、ることを，余談ながら付記しておく。

6. 新河川法施行と農業水利

新河川法および一連の法令は，関係各省との聞で長く調整がかかり， 39年

ょうやく国会で成立し， 40年4月から施行になったが，こ れら法令の制定
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は，近年における社会経済の進展に即応し，河川管理体系の抜本的改正を内

容とするもので，農業水利を担当する農林省としても，その運用の如何が農

林漁業に与える影響の極めて多大であることを考慮し，立案の過程から，農

林省は終始建設省河川局と密接な連絡をとり調整につとめ，農業水利等利水

に関する部分，利水と治水との調整を要する部分については，利水関係行政

機関の意向が十分反映されるよう配慮を払って農業水利の保護に万全を期し

た。その結果，河川法上各所に利水関係行政機関に対する協議の規定を設け

た他，農林建設両事務次官聞で「河川法制定に関する党書」，「河川法運用に

関する了解事項」および「河川法施行令の制定に関する覚書」等の覚書を交

換し，条文の解釈の不明な点を統一し，必要事項についての協議事項の方法ー

を明確化し，河川法令の適正な運用をはかり，農林水産業従事者の利益の保

護をはかることにした。さらに建設省の河川法施行通達に関連して，農林省

も河川法関係事務の取扱いについての通達を施行し，地方農政局および都道

府県農林主務部局を指導することにした。ここにその内容の主だったものを

記しておく 。

1. 都道府県土木担当部局が， 2級河川の指定，河川区域等の指定，河川工

事の実施，河Jil＇こついての工事基本計画の立案 ，河川管理施設についての

操作規則の策定およびダム操作規則の承認をするに際しては，都道府県農

林水産担当部局に，それぞれ協議することにした。

1級河川については，建設省は農林省と協議することになっている。

2. 地方建設局が発電，上水道，工業用水道，濯翫用のため，水利使用につ

いて申請を受けた場合で，その 1級河川の特定水利使用の場合は，河川部

長からあらかじめ都道府県の土木担当部局長に協議することにし，その協

議にかかる内容が農林水産業に影響をおよぼすおそれがある場合は，さら

に土木担当部局長は，農林水産担当部局長に協議し，また 1級河川のそれ

以外の場合は，河川部長は，直接都道府県農林水産担当部局長に協議を

し，地方建設局長が建設大臣に申請書を進達するに当り，必ずこれら協議

の経過および結果を記載して書面を添付するようにして，農林水産業者の

立場を保護することにした。

3. 都道府県知事が，許可処分権者となるべき l級河川の指定区間と 2級河

川について，水利使用について許可処分をし， または建設大臣に認可申請す
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るに当り，その水利使用が農業水利権，漁業権等に影響をおよぼすおそれ

のある場合は，都道府県土木担当部局長は，2の場合と同じ趣旨で応らか

じめ，農林水産担当部局長に協議をしてからすることにした。

4. 協議を受けた農林水産担当部局長は，協議内容が国営土地改良事業に影

響をおよぽすおそれのある場合とか， 1級河川の土地掘さくで農業水利権

に影響をおよぼすおそれのある場合等は，地方農政局長に連絡した上で回

答するようにし，申請書の写，許可指令書案，協議経過の結果を記し，農

林省に報告をするようにし，慎重を期した。

5. 河川管理者が河川工事を実施するに当り，協議すると同様に，地方農政

局又は都道府県農林部が河川について土地改良事業を実施する場合は，あ

らかじめ計画の策定について河川管理者に協議することにし，相互連絡を

することにした。それによって，水利使用に関する許可処分の円滑化をは

かるよう配慮したものである。

6. 土地改良事業実施に当り，流水占用，土地占用，工作物設置の許可（図

の場合は協議）は， その事業主体である国（地方農政局）または都道府県で、

一括とることを原則としているが， 事業の内容が，災害復旧や補償工事で

あって，既得水利権者たる農業水利団体が流水占用権の主体として適当で

ある場合は，その団体に権利を取得させる。また国が既に取得している流

水占用権で，国営土地改良事業完了後地元農業水利団体が譲受を希望して

いる場合は，譲渡の道合拓くことにした。

7. 流水占用の許可申請については，

い） 濯j銃用水以外の農業用水（冬季の雑用水など）が必要な場合は，その農

業用水についても河川法の手続をとらせる。

（ロ） 時期別取水量は，従来旬別とか月別に細分された水量で、許可をとるた

め，それに縛られていたので，弾力的にできるよう首代期，代掻期，普

通濯萩期程度に区分し，その期別の最大取水量を申請する。

等農業水利が，他種水干ljと異なる特種性を十分考慮にし、れて処理し，逆に

河川法に反した取水をしないよう厳に注意した。

8. 新たに土地改良事業を実施する場合の新規流水占用の申請にあたり，既

得の水利権と重複するような場合は，既得水利権の変更または放棄を必要

とするので，その旨水利権者たる水利団体から同意を必ずとり，問題を起
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さないようにした。

新河川法は，河川が適正に利用されるよう管理する規定が各所にみられる

ので，利用相E聞の調整を行ないつつ，公共の目的に沿う河川の利用を増進

するか否かは，ーに今後の法の運用如何によるといってよし、。利水側として

も，河川を治水利水両面から見守って，協力する必要があろう。

おわりに

以上河川法と農業水利について，主として農業水利制度の面から制度的検

討を中心に述べてきた。従来河川法体系は，農業水利法体系と両立しないま

ま展開してきたのが，治水と利水の調整を推進することによって，漸次その

溝を埋め，新河川法になって関係各機関等の協議規定の整備により ，当面す

る問題の解決はなされつつある。われわれは，戦前より検討されてきた農業

水利制度について，新河川法との調整をとりつつ，より新しい制度確立のた

めに，その基礎となる農業水利の実態を正しく把握していることが必要で、あ

る。 （農林省農地局総務課）
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