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木曾三川水源造成公社と水源林

宮沢清 二

昨年 1月岐阜県に「木曽三川水源造成公社」と呼ぶ公社が誕生した。

設立の趣旨は 「中部圏の中心をなす東海 3県は産業文化の発展と人口の急増IC伴っ

て水の需要も飛躍的に増大するものと予怨される。

これらの水需要に対処し水源のi函養を図ると共に併せて災害を防止するためには木

曽三川上流部の造林事業および治山事業を推進する ことが極めて重要である。よって

公社を設立し木曽三川の主として主要ダム上流に造林および治山事業を重点的に実施

しようとするものである」 である。

趣旨の示す範囲では何の変哲もなく他の造林公社と変る ところがないが，当公社の

特異性というか他と異なる点は木曽三川の水源とは言え， 事業地は岐阜県内で，そこ

で施行される森林保全の事業に対 し県境を超えて下流愛知，三重両県並びに名古屋市

が公社の社員となり，構成メンパーとなってまた資金面においても協力 して貰えるこ

とになったこと，言い換えれば水源地帯の荒れた山々の復旧のために，流域を挙げて

関係県市が提携，協力の体制jを布くことになったことではなL、かと思われる。

従来治山事業に しても，造林事業にしても上流地域で施行されるとき，それによる

水源酒養あるいは流域保全の効果が施行地周辺に止まらず下流に及ぶことは論を倹た

ないが，それにもかかわらず事業自体が行なわれる府県において一切の財政的負担が

為されるのが建前となっている。

ここで地方自治体としての府県の現状は如何で為ろうか，上流県即ち河川の上流に

位置する県は勢い山が多く山林県などと呼ばれる場合が多L、。このような県において

は産業的に見ても一次産業の比重が高い。さらに最近においてはわが国の工業化の急

速な発展に伴い労務は都市平坦部に吸収され，人口の流出甚しく過疎対策に悩まされ
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る。このようにして，自治体の財政力は自然弱体化を余儀なくされるわけである。

これに対し治山砂防等公共事業の事業量は下流県に比し山林県の方が多いのが常で

あって，弱L、財政力に過大の負担がかかるので，それだけに負担が大きく感じられる

ことlこなる。

社会情勢がこのまま推移し，制度も変わらぬ場合には下流県との較差はますます開

き公共事業の施行に，財政商からしても支障を来す虞れがないか，と憂慮するもので

ある。

さて余談に及んでしまったが，幸いにして今回前述のような広域的な考え方による

公社が下流2県 1市の深い理解によって，厚い壁であった府県の枠をこえて成立した

ことは道州制も論議されてる際とはいえ重要な意義があったように恩われる。

特に愛知 ・岐阜両県の聞には湾政時代より長い間にわたり種々の葛藤があり，なか

でも慶長14年（1609年〕御親藩である尾張藩愛知県側が自国を守るため，木曽川左岸

に延々 12里に及ぶ見事な堤防「御回堤」を築き，爾来高さにおいて 3尺低いことに定

められた右岸岐阜県側の堤防を超えて洪水の被害は岐阜県が常に被ったという史実も

あって，こと水に関しては両県民の閥に今もなお感情的なものが残っているという 関

係であるが，今回その姿勢を変え協調されたことは注目されてよいことと思うのであ

る。

つぎにこの協調を生み出した背景ともいえる水の問題に少 しく触れてみたいと思

う。

その前に木曽三川について説明しよう。

木曽三川とは当地方では木曽川， 長良川，揖斐川を称している。それぞれ水源を異

にしているが，三JI！とも濃尾平野に流れ込み，殆んど同一地点に集まって海に注いで

いる。このため流域の人達は一本のJI！と考え木曽三川と呼んでいる。

さて木曽三川の水は古くより余り利用されていなかった。吉野政時代には流域は洪水

の脅威にさらされることが多く， したがって治水に重点が置かれ，利水の面では農業

を中心として利用するに過ぎなかったが，明治に至り経済の変遷は木曽三川の性格を

変えた。 水利用についても発電に意を注ぐようになり，したがってこの頃からダムの

築設相次ぎさらに近年に至っては名古屋市を中心とする中京工業地帯が日本の四大工

業地帯として振興するに伴い，工業用水，上水道用水の需要が増大し，木曽三川の水

利用の形態も大きく変貌した。

現在の経済圏としての伊勢湾工業地区はいうまでもなく東海道メガロポリスに属

し京浜阪神の中聞に位し， 豊富な水資源，余裕のある用地， さらに名古屋，四日市の

良港をもっとい うきわめて優位な条件にあるので国の成長率を大きく上回るめざまし

い発展を遂げたが，若い経済閣として，さらに今後の躍進に期待をかけられている。

しかしその反面， 工業発展の鍵を握るといわれる水資源の開発は既得水利権，地方

公共団体相互間の競合等種々の難問題が多く，水の需給の調整解決には木曽三川とい
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えども苦慮、し前途IC容易な らぎるものがあるのである。

木曽三川協議会が現在中部地建を中心として愛知，三重，岐阜，長野県の聞に結成

され，利水の恒久対策の樹立，および治水利水の合理的開発管理の実施について連絡

協議を行なうとともに，円滑な需給の調整についても努力されている。以上述べたよ

うに時代の推移とともに水に対する観念も転換し地域産業の振興には欠かすことの

できない重要な資源となった。その資源を培養する水源地域の山の問題もこのような

観点から見直された感が深い。

日を逐い年を逐って水の需要はますます増大するであろうし，水資源の確保はさら

に深刻の度を加えつつある状況であって，このような背景があったれ（まこそ，水源造

成を目的とする県域をこえた公社設立も実現出来たものと思う。

それではつぎに当公社の事業対象となる木曽三川｜の水源林について述べよう。

対象地域は木曽川上流（木曽川の本流並びに小支流湾合川， 中津川，阿木川，付知川〉

流域と飛騨川，提斐川の水源地域で，流域内の林野面積は16万 633haである。民有林

面積のう ち普通林8万3,992ha，保安林が3万5,262haで民有林の29%を占めている。

第 1表 地区別森林面積表 （単位：ho) 

林野面積 ｜ 民有林面積
地域区分｜該当市 町村 ｜ I 

国有利民有林｜ 計 ！普通林｜保安林（ 計

揖斐川上硫｜徳山坂内 藤橋 I 4吋41,772146,64ヤ832,18ベ41,772 

飛騨川上硫 ｜高根，朝日，久々野 I 19,787] 29,0681 48,855 25,883 ~ . 

l加子母，付知，福岡，Jll上， ｜ I I I I I 
木曽川上硫｜坂下，中津川，回｜｜，恵那 116,724148,4141 65, 138! 35,2門13，日71

計 I 141.3791119.2541160.633183”山叫 119，山

以下それぞれの地域についての地況林況を説明しよう。

1. 木曽川上流

〔地勢〕 北部から東部の長野県境には南北に飛騨山系が走り， 三国山，小秀山，

奥三界山等の山岳が連り， また木曽山系が恵那山を中心に広がり西方へ漸次海抜高を

減じている。

さらに西北部には高時山，二ツ森山，笠置山等があり傾斜は一般に急峻である。

河川は長野県に源を発する木曽川が落合川，中津川，付知川，阿木川等を合して西

流する。また北部の加子母川は白川を経て飛騨川に注いでいる。

〔地質土壌〕 地質は加子母村，付知町から福岡町，西部蛭川村一帯および恵那山

を中心とする地域並びに恵那山南部に広く石英斑岩が分布し，それ以外の地域は黒雲
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母， ；｛-E商岩，花胤斑岩が分布している。

土療はこれら基岩の風化生成物からなり壌土乃至砂壌土が多く，地味は一般に中庸

であるが南部中津川，恵那市一帯は媛生の松が生立し良好でなく，治山砂防の重点地

区である。

〔林況〕 この地域の民有林面積は 4万8,000haで，うち人工林は 2万5,000haを占

め人工林率51%と県平均30%を上回っている。当地域の南部に蛭川村有林，定、那市東

野生産森林組合有林等にひのきの優良人工造林地がある。

天然針葉樹林はあかまっ，ひのき，もみ等が8,000ha分布し哀木曽地区にはひのきを

中心とする天然針葉樹林も見られる。

2. 飛騨川上流

〔地勢〕 北部l土乗鞍岳より西へ日影平山，牛首山の山々が速なり，分水嶺をなし

日本海流城と墳をなし，東部は乗鞍岳，野麦峠から御岳山に至る飛騨山系により長野

県と境している。南部には御岳山より分岐する支脈が通り西へ海抜高を減じている。

飛騨川の源はこの地域で秋神川を合 して西流し久々野町で無数河川を合して南流す
ヲ

0。
〔地質土壌〕 地質は乗鞍岳および御岳山を中心とする地域は安山岩類，高根村東

部および朝日村北部の高山市境は秩父古生層に属し，その他の地域は石英斑岩より成

っている。

土壌はこれら基岩の風化したものからなり，一般に砂質礁質壌土で地味は良L、。

〔林況〕 この地域の民有林面積は 2万9,000haで人工林は7,000haを占め人工林率

26%で県平均30%を下回っている。

天然針葉樹林はあかまっ，もみ，つが等で 2,000haを占める。

3. 慢斐川上流

〔地勢〕 北部福井県境には標高 l,600mの能郷白山，冠山，金草岳等の山々が東

西に速なり，西部には標高 l,200mの美濃俣丸，土蔵岳，金糞岳，貝月山等の連山に

より滋賀県と境している。 傾斜は全般に急峻である。

揖斐川は徳山村の冠山に源を発し，藤橋村横山にて坂内村を水源とする支流広瀬川

を合して南流している。

〔地質土壌〕 地質は大部分が秩父古生層で，一部能郷白山地域にジュラ層，南部

の員月山から金糞岳に至る一帯は花尚岩が分布している。

土壌は砂質壊土，臣事質壌土からなり，地味は一般に良い方で林木の生育に適してい

るが積雪量多く， しかも湿雪で，造林技術上むずかしし、問題がある。

〔林況〕 人工林は 2,000ha余で人工林率 6%に過ぎず，県下でも特に人工林化が

遅れている。 樹種は杉が約 8苦言jを占めている。



130 

第2表 一般並びに公社造林計画表 （単位 ha)

造林 10ヵ年計画

地域区分 ｜民有林面積 ｜（昭和2年末）
一 般 造 林 ｜｜ 水公源社造造成林 ｜｜ 弘計

揖斐川上硫 41,772 2,653 3,900 2,800 6,700 

飛騨川上硫 29,068 7,569 2,300 1,700 4,000 

木 曽川上硫 48,414 24,726 3,800 500 4,300 

計 119,254 I 34,948 I 10.000 I s.ooo I 15,000 

天然針葉樹林は尾根筋にわずかに分布するのみで広葉樹林（！88%にあたる 3万7,000

M が全域に分布している。

以上概況を述べたが，総括的に事業対象地について共通して言えるこ とは，各河川｜

の水源に位し，自然的にも経済的にもきわめて悪条件の下に置かれている。すなわち

標高はし、ずれも高く，気象条件も厳しく，地味も決して良好でない最奥地であ るか

ら，地利的に見ても不利である。

従来より人工林率が低く造林が進展しないのも ここに理由があると思 う。

しかも各地域とも同様に台風ゐるいは集中豪雨により大災害を受けた。木曽川上流

は昭和32年の集中豪雨，36年の第二室戸台風，飛騨川は33年の集中豪雨，揖斐川は被

害額 5,000億に及んだ伊勢湾台風により ，未曽有の大被害を蒙っているのであるが，

荒れた森林をこのまま放置したのでは復旧は望むべくもないしさりとて現経済情勢

下にあっては森林所有者の造林意慾に期待をかけても早急な森林の造成と林地の整備

はむずかしく， したがって公的機関による代行策としての公社造林並びに治山推進の

構想、が生まれ，それが実って社団法人，木曽三川水源造成公社が誕生 したのである。

社団法人木曽三川水源造成公社定款

第 l＇章 総 則

（名称〉

第 1：条 この法人は，社団法人木曽三川水源造成公社（以下「公社」という。〉とい う。

（事務所〉

51'~ 2条公社の事務所は，岐阜市司町 1番地に置 く。

（目的〉

第3条 公社は，木曽三川等の水源地帯で業務方法書に定める地域の拡大造林及び治
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山事業を推進し，飛躍的に増大する水需要に対処し，産業，経済の発展に資するた

め水源の酒養を図るとともに，災害の防止に寄与することを目的とする。

（事業〉

第 4条 公社は，前条の目的を達成す るため， j¥IJ条に定める地域において，次の事業

を行な う。

( 1 ) 造林に関する事業

( 2) 造林の受託に関する事業

〔3) i台山事業の促進に関する事業

( 4) その他公社の目的を達成するために必要な事業

2. 前項に規定する事業の実胞については，別に定める業務方法書による。

第 2章社 員

（社員〉

第 5条 公社の社員となりうる者は，次の者とする。

( 1〕 岐阜県

〔2) 愛知県

( 3〕 三重県

( 4〕 名古屋市

( 5〕 業務方法舎に規定する市町村

( 6〕 業務方法苦手に規定する市町村の区域内に所在する森林組合

（届出〉

第 6条 社員l土，次に掲げる事項について変更が生じたときは遅滞なくその旨を公社

に通知しなければならない。

( 1〕 名称又は主たる事務所の所在地

( 2) 代表者の住所又は氏名

（退社〉

第 7条 社員は，次のいずれかに該当する場合は，退社することができる。

( 1 ) 脱退の申出をし，理事会の承認を得たとき

( 2) 解散したとき

2. 社員は脱退しようとすると きは，脱退屈をその30日前までに理事長に侵出しなけ

ればならない。

（出資〉

第 8条 社員は，出資 1日以上を有しなければならない。

2. 出資 1口の金額は， 1万円とする。

3. 出資は，現金をもって出資の各口につき，その全額を払い込むものとする。

4. 社員は，出資の払込みについて，相殺をもって公社に対抗する こと ができない。



132 

5. 社員の責任は，その出資額を限度とする。

〈出資の払戻し〉

第？条 社員が退社したときは，出資額の全部又は一部の払戻しを請求することがで

きる。ただし，退社の時から 2年以上経過したときは この限りでなL、。

2. 前項の規定により請求があったときは，公社は，請求のあった日 の属する事業年

度の終りにおいて，出資額の全部又は一部を払い戻すものとする。

第 3章 役 職員 寄与

（役員〉

第10：条公社に次の役員を置く。

理 事 P人以内

監 事 4人以内

2. 理事ft，次に掲げる者をもってあてる。

( 1 ) 岐阜県知事（以下「知事」という。〕の職にある者及び知事の指名する者 l人

〔2) 愛知県知事の職にある者

( 3) 三重県知事の識にある者

( 4) 名古屋市長の殺にある者

(5) 業務方法書に規定する市町村長の職にある者のうちから総会において選任さ

れた者 2人

( 6〕 業務方法蓄に規定する市町村の区域内に所在する森林組合の長の殺にある者

のうちから総会において選任された者 2人

3. 理事のうち， 1人を理事長， l人を副理事長， 1人を専務理事とする。

4. 理事長は，知事を もってあてる。

5. 副理事長は，理事のうちから互選する 0

6. 専務理事は，理事長が任命する。

7. 監事は，学識経験を有する者のうちから，総会において選任する。

8. 理事及び監事は，相互に兼ねることができない。

（役員の職務〉

第11条 理事長は，公社を代表し，社務を総理する。

2. 副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故があるとき，又は欠けたときはその

職務を代理する。

3. 専務理事fi，理事長の命を受けて日常の業務を処理し，理事長及び副理事長とも

に事故があるとき，又は欠けた ときは，その職務を代理する。

4. 理事は，理事会の構成員として公社の業務を審議決定する。

5. 監事は，民法第59条の職務を行なう。

6. 役員は，無給とする。ただし，専務理事は，有給とすることができる。
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（役員の任期〉

第12条役員の任期は 4年とする。ただし，再任を妨げない。

2. 補欠役員の任期は，前任者の残任期間とする。

3. 役員は，任期満了の場合においても，後任者が就任するまでは，前任者がその職

務を行なわなければならない。

（顧問〉

第13条公社に顧問を置くことができる。

2. 顧問は，理事会の推せんによって理事長が委嘱する。

3. 顧問は，重要な社務に関して理事長の諮問に応ずるものとする。

（事務局及び職員〉

第14条 公社に事務局を置き，事務局に必要な職員を置く。

2. 事務局の組織及び職員の定数，職制等は，理事長が理事会に諮って別に定める。

3. 職員は，理事長が任免する。

第 4章会 議

（会識の種類〉

第15条 会議は，総会及び理事会とし，総会は，通常総会及び臨時総会とする。

2. 通常総会は，毎会計年度終了後遅滞なく開くものとする。

3. 臨時総会は，次の各号のーに該当する場合に これを開く ものとする。

( l ) 理事会が必要と認めたと き。

( 2) 総社員の 5分の 1以上の社員から会議の 目的たる事項を記載した書面を添え

て総会の請求があったとき。

( 3) 民法第59条第 4号の規定により敗事が必要と認めたとき。

（総会の招集〉

第16条 総会は，前条第 3項第 3号の規定により監事が招集する場合を除き，理事長

がこれを招集する。

2. 総会の招集は，少なくと も期日 の5日前までに文書をもってその会議の目的たる

事項，日時及び場所を通知 して行なうものとする。

3. 総会においては，あらか じめ通知 した事項に限 り議決する ものとする。ただし，

緊急事項であって，出席社員の 3分の 1以上の同意があるときは この限りでない。

（議決権の数〉

第17条 総会における社員の議決権の数は，出資 1口につき 1個とする。

（代理人による議決権の行使〉

第18条 社員は，代理人をもっ て議決権を行使するこ とができる。

2. 代理人は，代理権を証する害面を表決前に，理事長に提出しなければならない。

〈書面による議決権の行使〕
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第19条 社員が前条の規定による代理人をも って議決権の行使ができない場合にあっ

ては，あ らかじめ通知された事項についてのみ書面を もって表決する こと が で き

る。 この場合においては，会議に出席したものとみなす。 ただし，第16条第 3項た

だし書の場合にあってはこの限りでない。

2. 前項の規定による議決権を行使する社員は，書面にそれぞれ賛否を記入してこれ

に記名押印のうえ理事長に提出しなければならない。

3. 前項の書面による議決権の行伎は，その書面が総会の開催 日の前日までに公社に

到達しないときは無効とする。

〈総会の議決事項〉

第20条総会は，次に掲げる事項を議決する。

cl〕 事業計画及び収支予算

c 2) 業務報告及び収支決算

c 3) 定款の変更

c 4〕 業務方法書の設定及び変更

( 5) 役員の選任及び解任

( 6〕 基本財産への繰入れ及び基本財産の処分

( 7）解 散

c 8〕 残余財産の処分

（？〕 その他本会の運営に関する重要な事項

〈総会の定足数及び議決）

第21条 総会は，社員総数の 3分の 2以上が出席し， Eつ，その出席社員の有するよ義

決権数が総議決権数の 3分の 2以上でなければ開くことができない。

2. 総会の議事（ま，出席した社員の議決権数の 5分の 4以上の同意を得なければなら

なL、。

（総会の議長〉

第22条 総会の議長は，総会において その出席者のうちか ら選任する。

2. 議長lま，その有する議決権を行使することを妨げない。

（総会の議事録〉

第23条 総会の議長は，次に掲げる事項を記載した議事録を作成し，議長及び議長の

指名する社員 2人以上が これに記名押印しなければならない。

( l〕 開会の日時及び場所

( 2) 社員及び議決権の総数並びに出席した社員及びその議決権数

( 3) 議事の経過の要領及びその結果

（理事会の招集及び議決事項〉

第24条 理事会は，次の各号に掲げる場合に理事長が招集する。

c l ) 理事長が必要と認めたとき
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( 2) 理事の 3分の l以上の者から会議の目的及び理由を示 して請求があったとき

2. 理事会は，次に掲げる事項を議決する。

( l ) 総会の招集及び総会に提案する議案

c 2) 総会で委任された事項

( 3) 公社の運営に関する事項

c 4) 前各号に掲げるもののほか理事長が必要と認めた事項

（理事会の定足数及び議事〉

第25条 理事会は，理事の過半数が出席しなければ，関くこ とができない。

2. 理事会の議事は，出席した理事の過半数を もって決 し，可否両数のときは，理事

長の決するとこ ろによる。

3. 第18条の規定は，理事会について準用する。ただし，この場合において，同条中

「社員」とあるのは「理事」 と読み替える ものとする。

4. 前条第 4号に掲げる事項については，書面による表決をもって理事会の議決に代

える ことができ る。

5. 監事は，理事会に出席して発言することがでさ る。

6. 前各号に定めるもののほか，理事会の運営について必要な事項は，理事会で定め

る。

第 5章資産及び会計

（資産〉

第26条公社の資産は，次に掲げるも のをもって構成する。

( l ）出 資 金

c 2) 事業に伴い取得した財産

( 3〕 資産から生ずる果実

(4) その他の収入

〈資金の借入れ等〉

第27条 公社は，事業を行なうために必要な資金の借入れをすることができ る。

2. 公社は，寄附を受け，又は寄附を行なう ことができる。

（資産の種別〉

第28条 公社の資産は， これを基本財産と普通財産とする。

2. 基本財産は，第26条各号に規定する資産のうち総会の議決を経たものをいう。

3. 普通財産｛主，基本財産以外の資産をいう。

〈基本財産の運用〉

51'J29条 主基本財産It，総会の議決を経なければ，これを処分することができない。

（経費の支弁〉

第30条 公社の経m主，普通財産をもって支弁する。
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（資産の管理〉

第31条 公社の資産は，用事長が管J'Jlし，管理の方法は，理事会の議決を経て定め

る。

2. 基本財産のうち現金は，確実な金融機関に預け入れなければならない。

（会計年度〉

第32条 公社の会計年度は，毎年 4月 1日に始ま り， 翌年 3月31日に終る。

（業務報告の承認〕

第33条 理事長は，毎会計年度の終了後，次の各号に掲げる書類を作成し，滋事の意

見を添えて，通常総会に提出し，その承認を受けなければならなト。

( l ) 業務報告書

( 2 ）財産目録

( 3) 貸借対照表

( 4) 損益計算書

( 5) 剰余金の処分案又は損失の処思案

第 6主主 雑 則

（定款の変更〉

第34条 この定款は，総会の議決を得て，知事のた、可を受けなければ変更すること が

できない。

（解散〉

第35条 公社が総会の議決により解散しようと する場合Ii，知事の承認を得なければ

ならない。

（残余財産の処分〉

第36条 公社が解散した場合における残余財産：ま，出資金の額に応じて出資者に返還

L，出資額を こえてなお残余財産があるときは，総会の議決を経て産業，経済の発

展に寄与す るため， 水源の7函養を図ること を目的 とす る事業の資金として地方公共

団体に寄附するも のと する。

（理事会への委任）

第37条 この定款に定めるもののほか，公社の運営に関レi':、要な事項：1理事会で定め

る。

付則

この定款は，主務官庁の設立許可のあ った日から施行する。

（主務官庁の設立許可のあった日 l昭和44年 1月23日〕

付目I]



'&;i1' 木曽三川水源造成公社と水源林 137 

この定款の一部改正ot，岐阜県知事の認可のあった 日から施行する。

（岐阜県知事の認可のあ った日 昭和44年12月4口〕
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