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Ⅰ はじめに 

 

 本稿は、中山間地域に卓越する棚田の水利システムを解明し、その現代的意義を考察するため

の基礎的研究として実施したものである。事例として、棚田卓越地帯の１つである吉備高原地帯

のなかで、現在も固有の水利システムにもとづいた棚田の灌漑がなされている岡山県久米单町北

庄地区を取り上げることにしたい。 

 棚田の水利に着目した地理学的研究として以下の研究があげられる。まず竹内（1984）は、わ

が国の主要な棚田地域の水利状況を明らかにした。この研究では、戦後、棚田地域の灌漑は天水

に依存しているという短絡的な立場に疑問を抱き、実際にはため池やそこから引かれた水利網に

よって灌漑がなされていることが示された。また、奈良県生駒山地の棚田地帯において強固な番

水制による灌漑の実態（中島、1999）や、小豆島中山千枚田の棚田独自の配水系統（田越し灌漑）

やメカニズムを明らかにしたもの（篠原、2000）がある。 

一方、山本（2003）は、滋賀県大津市の棚田地域において、地区（字）ごとで連続して成立す

る水利システムをオヤ、コという関係でとらえなおし、その現代的意義をおもに社会学的立場か

ら考察した。 

 水田の開発、灌漑用水の開発は、目に見える形として土地に刻まれることになるため、水路に

注目して地域の開発史を考えることも可能である（日本村落研究学会編、2007）、このため、棚田

の水利システムや構造の解明は、棚田の開発を歴史的にとらえていく視点としても有用であるこ

とが以下の研究においてみられる。海老澤（1997）は、九州豊後国大野荘を例として、中世から

近代を通じた棚田の開発と水資源に焦点をあて、その景観的変遷を論じている。水資源の観点か

らは、19世紀以降の尾根中腹、頂上の水路開削によって展開する「長水路型」と、13世紀以降の

狭い谷間を這うような棚田、湧水点がある場合に発達した「迫田型」の２類型に分類した。一方、

飯沼（2003）は、星野村における棚田開発において、川や支流に流れ込む沢水の出口の平坦地を

第一段階と位置づけた。そして、この自己完結的な灌漑卖位を横に連結する本川の長距離水路が

造られ、第三段階として沢水の水源で日当たりのよい单向き斜面で棚田が開かれたとし、今日成

立している棚田は幕末から近代にかけて作り上げられたと考察している。また、田村ほか（2003）

でも、水路、畔越しの水田のまとまりが詳細な系統図によって示されており、丸山千枚田の場合、

水路を兼ねた水通し田の残る沢の下流一帯から開発が行われ、人手を要し水路の開削などの技術

力が不可欠な井堰や石垣の田は近世になってから開発されたとしている。さらに、高度な技術を

ともなうトンネルや水路の開削にあたっては、鉱山技術が応用されたことに注目している。 

 このように先行研究から詳細な棚田の水利の実態に迫ったものが出されており、本稿において

も固有の水利システムの解明は意義あるものと考えられる。また、農業生産の効率性追究のなか

で棚田農業を不効率としてみなすのでなく、その土地条件のもとで当地の人々が培ってきた知恵



およびその継承を読み解き、後世へ受け継ぐ資料とする必要があると思われる。 

 本稿で取り上げる久米单町北庄地区は、ため池灌漑を中心にした水利システムが構築されてい

る。それは棚田地域の土地条件によるところも大きいが、制度面ではため池を多く有する地域特

有の維持システムにもつながる。たとえば、兵庫県稲美町の加古大池および周辺地域では、水の

管理に専門の水守を置くなどして細心の注意を払いながら行われてきたことが報告されている

（单埜、1990）。さらに、久米单町（久米郡域）の棚田の水利や農地整備の史的展開を取り上げた

ものとして、西川（1996）や先述の竹内（1984）の業績がある。しかし、これらの研究では、具

体的な水利組織や制度といった内面にまで踏み込んだものではなかった。 

 そこで本稿では、棚田の乏水地域、ため池灌漑地域においてあまり明らかにされてこなかった

水管理の実態、すなわち組織・制度の内面、およびこれらと配水系統も含めた水利システムと位

置づけて検討を行うこととしたい。 

 まず、対象地域の営農状況、中山間地域直接支払い制度の概要、土地利用、棚田の開発を行政

資料や現地調査、ヒアリングによって明らかにする。開発については『誕生寺耕地整理組合誌』

を利用する。次に、用水源となるため池や棚田の主要な水路、およびそれらの維持・管理を取り

上げ、当地で成立する水利組織の取り決めや水番制度、およびそれと関連する賦課金算出法など

をもとに水利の仕組みを読み解いていくことにする。そして、北庄地区における棚田の水利シス

テムがいかに維持されてきたかを、今後の動向も視野に入れて、現時点の調査結果より小括する

こととしたい。 

 

Ⅱ 棚田の農業・土地利用と開発の歴史 

 

１．対象地域の概要 

 久米单町は、岡山県の中北部に位置し、北は美咲町（旧中央町）、单は岡山市（旧建部町）に接

し、町の中央部はＪＲ津山線と国道53号線が单北を横切っている。町域面積は78.6k㎡、人口は約

6,100人である。川柳の町として知られ、町内の誕生寺は、法然上人ゆかりの地として有名である。 

中央部平地は、旭川とその支流である誕生寺川が单流し、その両側の平地を挟んで東西は丘陵

地となっている。標高は100～500ｍと高低差はみられるものの、全体として吉備高原地帯独特の

小起伏のなだらかな山容が広がっている。この一帯は瀬戸内気候に属し、冬の積雪は尐ないが、

降霜期間が11月初旬から翌４月下旬と長いのが特徴である。水田についてみると、国道、ＪＲ津

山線沿いの谷底平野に広く分布している。この山地を下刻する谷では、北東―单西方向の構造線

に沿うものが特徴的である。なかには、細長く刻まれた谷にも水田が緩やかな傾斜をともなって

開かれている。このような支谷を一般にサコとよび、長峪など当地では多くみられる（久米单町、

1984）。 

 対象地区の北庄は、久米单町の北西部で美咲町（旧中央町）と接し、３つの集落（東、中央、

西）で構成されている。北庄を含む旧誕生寺村一帯には大小のため池が多く、これらのため池は

棚田の水掛りとして重要である。北庄の棚田（棚田百選の認定は88ha、2,700枚）は、標高200～

450ｍ付近の深い谷やその支谷の斜面、山の稜線部などに展開している（第１図）。 



         

第１図 北庄の棚田 

資料：筆者撮影（2007年11月） 

 

 2005年の農業集落カードをもとに北庄中央集落の場合をみると、農家数は32戸、うち販売農家

30戸（専業14、Ⅱ種兼業16）であり、自給的な農家はいたって尐ない。当地では、県北のDID都市

の津山市や岡山市へ１時間圏内にあるため、通勤兼業も多くみられる。１戸当たりの経営耕地面

積は90ａ程度、農産物販売金額第１位が水稲作の農家は21戸（70％）、他に露地野菜３戸などがあ

げられる。 

 中山間地域等直接支払い制度（第１表）の協定参加数は、第１期と２期のものを比べると、北

庄東が9.4％減、北庄中央が9.8％減、北庄西が21.4％減となっている。面積は、それぞれ8.5％減、

15.8％減、9.6％減となっており、参加数は北庄西、面積は北庄中央の減尐率が高い。以上の減尐

率から耕作を維持できず、脱退した農家の存在を読み取ることができる。交付金額は、北庄西が

東の２倍以上となっているが、これは北庄西が体制整備卖価となっているためである。 

 

第 1表 中山間地域等直接支払い制度の概要（2006年） 

       

  北庄東 北庄中央 北庄西 

協定参加数 29 37 39 

面積 248.160㎡ 313.111㎡ 403.634㎡ 

  田：96.3％ 田：99.4％ 田：100％ 

  畑：3.7％ 畑：0.6％ 畑：なし 

田・畑・傾斜 田・畑：急傾斜 田：急傾斜 田：急傾斜 

    畑：急 0.674㎡   

      緩 1.348㎡   

交付単価 基礎 基礎 体制 

交付金額 4,099,016円 5,236,269円 8,536,314円 

備考   2007年度から体 農事組合法人北 

    制整備へ移行 庄ファーム設立 

資料：ヒアリングによる。   



 

第２図 北庄の棚田（北庄中央） 

資料：久米单町平面図２、現地調査（2007年）による。 



 北庄中央集落の土地利用において、筆者の以前の調査（神田、2003）をもとに2007年のデータ

と比較すると、休耕（耕作放棄、不作付）、転作が以前より目立ってきているのがわかる（第２図）。

とくに図の北西側は、そのことが明瞭にあらわれており、水稲の作付けはほとんどみられなくな

っている。これは、農道の未整備のため機械の移動が困難であることや、急傾斜の場所に立地し

ていることなど複合的な要因が考えられる。集落カードによると、当集落では耕地および耕作放

棄地を３ａ以上所有している農家が３戸のみであることを考慮すると、このような休耕地は非農

家のものが多く含まれると考えられる。当地では、転作作目として大豆が奨励されており、５年

前よりもその作付けが顕著になっている。大豆には転作奨励金として10ａ当たり上限13,000円、

地区達成加算として同3,000円が助成される。 

 なお、神ノ渕池北側の川の合流する周辺では、地区外からの支援者を募り、10枚ほどの耕作放

棄された棚田で、地元住民と協働による草刈り活動がなされたことをつけくわえておきたい。 

 

２．棚田、水利施設の開発の歴史 

 旧誕生寺村一帯は、大正期に耕地整理や水利施設整備を中心とする一大事業が実施された。事

業以前の当地の農作業は「牛鍬の床ずり」、「水ために松明」ともよばれた。すなわち、挿秧前の

水溜めには、畦畔沿いに何回も往復して牛鍬で土をよく練り、一度溜めた水は尐しでも漏水する

ことがないようにした。時間的にも急がねばならぬことから、作業が夜を徹して行われることも

あった。 

大正期には、地元発案者の福田久治が農民に耕地整理の必要性を説いてまわることとなった。

この見解には、賛否両論があり協議は難航した。だが、1924（大正13）年には甚大な干害被害を

受け、これが契機となって同年９月に旧誕生寺村を対象とする誕生寺耕地整理組合が設立される

こととなった。耕地整理の総事業費は1,001,090円、その規模は当時中国地方１位、全国で４位の

大事業であった。ちなみに当時、米１俵の値段が13円、工事人歩は男１円/１日、70銭/１日であ

った。いかに大規模な事業であったかがわかるであろう。事業資金の借り入れには、財政計画書

を組合関係者が作成し、山陽銀行や誕生寺信用組合から可能なだけ借り入れた。また、岡山県農

工銀行や日本勧業銀行から賦償還の契約で事業資金に充てたほか、農林省を訪問するなどして何

度も嘆願したという経緯もあり、このことから当時の関係者の並々ならぬ苦労がうかがえる。 

事業は、全組合を９区に分けて施行され、ため池の新築が10、増改築11、水路、サイフォン34

ヶ所、隧道14ヶ所（水路延長は合計で50㎞を超える）、道路約30㎞の新設と改良、開田105ha、開

畑14haなどが整備された。水路は、承水溝、用水路、放水溝である。池、水路の築造は、用地関

係が複雑となり各区とも調整が困難であったようである。開田については、畑地はもちろんのこ

と、周囲の開発可能と思われた原野、山林なども開田されることとなった。隧道は、水路のトン

ネルとして傾斜地の克服や灌漑距離の短縮を図ることが目的である。また、サイフォンの整備に

あっては、その施行の多さから当地が「サイフォン村の父」ともよばれた。道路は、集落道とし

ても重要な役割を果たすこととなった。なお、ため池は明治・大正期に築造されたものもあるが、

旧村域の西側、標高450ｍにある是里池と域外の誕生寺池はいずれも河原善右衛門（1631－1685）

が築造したといわれる（第３図）。 



 

 

 

 

 

 

 

第３図 誕生寺耕地整理組合の対象地区 

資料：『誕生寺耕地整理組合誌』より引用。 

 

 

 

 

 組合機関の役員構成は、組合長、組合副長、庶務・会計、監査、評議員、組合会議員などであ

った。初代組合長は福田久治が就任し、２代目、３代目と続いた後は、誕生寺村長が兼任するこ

ととなり、組合改組まで計８人が就任した。組合副長は各区長が就任した。 

全事業は1936（昭和11）年に完了した。換地処分では、1946年10月～1952年５月の約７年にわ

たって、国庫補助を得て関係地域の現地測量、地番、地目、字の確定が実施された。 



耕地整理組合は、1952年に土地改良区に改組し、その３

年後の1955年４月に解散した。そして、ため池や水路の管

理は、現在の水利組合の原型へと継承されることとなった。 

 北庄地区のため池についてみると、現在16を数え（個人

所有を含まない）、貯水量、受益面積ともに神ノ渕池がも

っとも大きい（第２表）。神ノ渕池の築造は、堤を築くの

に埋没していた巨大岩を利用できた。また地形的にみて、

やや平坦で谷の入り口付近であるため、貯水に有効であっ

たと思われる。当時、築造にかかる用地取得は、地権者６

人の調整が１年ほどかかったようである。是里池は、もっ

とも標高の高い場所にあり、この池が水利の基点となる。

弁天池は、そのすぐ横に築造されその関係上から重ね池と

もよばれる。是里池の水を貯水する以外にも、広く北庄中

央の棚田へ灌漑するための貯水機能をあわせもっている。

また、風呂下池のように貯水量1,000㎥程度のものも４つ

みられる。 

 

Ⅲ 水路・ため池の維持・管理とその動向 

 

１．配水系統と水利組合 

 北庄地区には、ため池を主とする水利区分から６つの水利組合が存在する。すなわち、是里池

水利組合、中部水利組合、東部水利組合（神田池）、水越池水利組合、赤田池水利組合、神ノ渕池

水利組合である。本稿では、このうち中部水利組合に焦点をあてて検討していくことにしたい。

中部水利組合は弁天池、北逧池、真古茂乢池（風呂下池）の灌漑域に属する組合である（第４図）。 

 第５図は、中部水利組合の管理下にある棚田の配水系統を模式的に示したものである。はじめ

に第４、５図をもとに配水系統をみていくことにする。標高450ｍ付近にある是里池を基点として、

その池水が堤下の分水路によって２：１の割合で北庄西方面と弁天池に流入する（第６図）。弁天

池の池水は、標高430ｍ付近の水路を通って北逧池、あるいはその直下の分水路によって①西の谷

集落と②平尾集落（いずれも小字）の方へ流入する。①方面の水路は、西の谷集落を通り神ノ渕

池あるいは真古茂乢池に流入する。真古茂乢池の池水は、行友集落と誕生寺川の方へ流入する。

②側の方面に伸びる水路は、神田池に流入するものと平尾集落に流入するものがある。 

 池ごとの灌漑区分のことを当地では「田土」という。中部水利組合の田土は、本谷、真古茂、

中奥の３つに分かれる。さらに田土は真古茂３、中奥２に細分されている。 

 

 

 

第２表 北庄地区のため池 

      

ため池 貯水量 受益面積 

  （千 m3） （ha） 

是里池 64.8  20.0  

弁天池 41.0  38.0  

北逧池 4.0  38.0  

真古茂乢池 13.0  38.0  

風呂下池 1.0  3.0  

神ノ渕池 106.0  45.0  

神田池 39.0  19.0  

友藤池 8.0  5.0  

石井池 1.0  1.0  

西奥池 3.0  2.0  

赤田池 44.0  3.0  

小深田池 31.0  10.0  

広友池 26.0  2.0  

水越池 62.0  24.0  

矢谷池 1.0  5.0  

穴畑池 1.0  2.0  

資料：久米南町役場建設課資料による 

    （2006年 12月現在）。 



   

第４図 北庄中央集落の配水系統 

 

            

第５図 配水の模式図 



 

        

第６図 是里池下の分水路 

資料：筆者撮影（2007年11月） 

 

 

中部水利組合は、現在39戸が属している。北庄中央集落の戸数より多いのは、当地の水田所有

をもとに水利組織が構成されているので、もちろんそれが集落外の農家の場合も存在するからで

ある。役員の任期は２年であり、その構成は組合長１人、会計１人、副会計２人、水利委員３人

（各田土ごと）、理事３人、監査３人である。定期の出役として、３月第１日曜日に行われる池の

土手刈り、５月第３日曜日の水路掃除（井手浚い）、昼からの総会がある。不参金（出不足金）は

5,000円/日となっている。不参金は、出てもらうことが第１条件なので高く設定されている。 

 次に、組合費と使途についてみる。組合費は、大別すると①工事、維持費、②水費、③総会費、

④会議費、⑤部益、⑥その他があげられる。①はため池、水路の維持・管理や災害復旧にかかる

ものである。災害復旧工事では、災害復旧対策事業を受けた場合、一律25,000円となる。②は、

是里池水利組合への賦課金として約76,000円、③はおもに食事などの雑費、④は役員の会議出役

として500円/１人１回、⑤は各役員報酬として約20,000円、⑥は事務経費などである。また、北

庄中央に対する直接支払い助成金のうち、数％は水利組合の維持費として使用されている。年間

の組合費として、合計約25～35万円を後述する賦課金や直接支払い助成金などで賄うこととなる。 

 

２．賦課金の徴収について 

 賦課金は、水利組合に属する者が耕作する水田の状況をもとに算出される、年間に支払うお金

のことである。毎年、年末が近づくとその年の金額が算出され、集金が行われる。 

 次に、この賦課金の算出方法についてみていくことにしたい。まず、賦課金は田の耕作状況と

その等級をもとに算出される。そして、田一筆ごとを基準に考える。田にはそれぞれ１～４の等

級が決められており、等級ごとに以下のようにして評価係数が設定されている。 

 



等級   係数 

１ → ４ 

２ → ３ 

３ → ２ 

４ → １ 

 なお、１等級ほど反当りの水を多く必要とする。このため、田の耕作面積が尐なくても等級が

高い場合は当然、賦課金は高くなるし、耕作面積が多くても全体として等級が低ければ賦課金は

それほど高くならない。 

 本谷のＮ.Ｔ氏の賦課金を算出してみる（2006年）。たとえば、Ｎ.Ｔ氏の田の１つ「大の鼻」（字）

は3.9ａ、１等級であるので、3.9ａ×４（評価係数）→15.60、これが評価面積となる。また、「山

際」（字）は2.5ａ、４等級であるが、「大の鼻」と異なり水稲作付け分は2.4ａである。0.1ａは休

耕となり、この場合は４等級の半分の評価係数を用いる。計算すると、2.4ａ×１→2.4、0.1ａ×

0.5→0.05となる。このようにして他の田も算出し合計値を求める（算出は省略）。 

 ところで組合員は、１戸当たり1,000円を支払うことになっている（平等割）。このため、1,000

円/１戸×39戸→39,000円が平等割の合計金額となる。2006年度は25万円を徴収する必要があった

ため、平等割以外は211,000円が残りの必要徴収分となる。残り徴収分は休耕を含む全体評価面積

で割り、卖位面積当たりの評価係数を求める。中部水利組合全体の評価面積は4,483.1、休耕は

189.1なので、すなわち、 

 4,483.1＋189.1＝4672.2 

 211,000÷4,672.2＝45.65386528・・・・ 

 次に、求めた値にＮ.Ｔ氏の評価面積（218.95）をかける。 

 45.65386528・・・×218.95＝9,995.9137・・・ 

 だが、このようにして39戸分求めてみても実は必要徴収分211,000円にはならない（近い値にな

る）。このため、合計値をもとにこの係数を上下させることにより、合計値を211,000円に限りな

く近い値にする必要がある（調整金額）。調整金額をもとにして、求めた金額＋1,000円が本年分

のＮ.Ｔ氏の賦課金となる（調整金額の設定過程は省略した）。 

 9,996＋1,000＝10,996（Ｎ.Ｔ氏の賦課金徴収額） 

 以前は、このような調整金額を設定するのに手計算で行っていた。このため、３日３晩行って

も決めることができず、結局誰かが数円多く払うことで決着が図られてきた。それだけ、１円卖

位でも評価面積に応じた賦課金を算出しなければならないのは、お金に対する強固な考え方が根

底にあったものと思われる。 

 10年ほど前にコンピューターで処理するようになってからは、調整金額をすみやかに決定でき

るようになり、以前のような苦労はなくなった。情報革命の波は、中山間地域にも尐なからず影

響を与えていたのである。 

 

３．水番制度について 

 水番制度は、灌漑期間に田土ごと各１名が水の番に当たる制度である。水番は、基本的には６



月から８月末までのおよそ３ヶ月間、時間帯は朝８時から夕方５時までである。各人の水番日数

は、前年度の賦課金の額をもとに算出する。以下、水番日数の決め方、水番のシステムについて

みていくことにしよう。 

 賦課金計算と同様に、本谷のＮ.Ｔ氏の場合を取り上げる（2007年）。はじめに、Ｎ.Ｔ氏の前年

度の賦課金が本谷全体の金額の何％を占めるのかを算出する。本谷田土の前年度賦課金の合計金

額は68,059円、うちＮ.Ｔ氏は10,996円であったので、計算すると全体の約16.2％を占めることに

なる。そして、2007年度の日数92日間の16.15657・・・・・・％を求める。算出すると15日とな

る。 

 ただし、これらの日数を合計しても92（日）にならない場合、日数の多い人を尐なくしたりす

ることがありうる。Ｎ.Ｔ氏の場合、毎年、日数からすれば本谷でもっとも多いので、合計日数が

規定数よりも多い場合は尐なくなることがある（ちなみに14日となっている）。また、水番は前年

度の賦課金をもとに算出するため、本年すべての耕作をやめたとしても１年は出役しなければな

らない。 

 求めた水番日数をもとに水番表が作成される。水番では、世帯主兼業の場合、仕事を休んで水

番に当たらなければならないことも当然ありうる。ただしできるだけ、土・日にするなどの配慮

はなされる。真古茂田土の場合は、開始１週間ほどはすべての灌漑域に水をいれ、その後３日に

１度ずつ３つの小区分で水番を行うことになっている。一方、中奥田土は、開始直後から２回に

１回ずつ水番を行う（第３表）。 

このようにみてくると、真古茂、中奥がさらに細かい田土に分かれているのに対して、本谷は

わかれていない。これは、池の水掛りからみて本谷が弁天池から直接恩恵を受ける部分であるの

に対して、北逧池、真古茂乢池は弁天池を経由してその恩恵を受けていることから、本谷が水利

権の強い名残であるとのことである。 

 水番の仕事についてみていくことに

する。まず、水がどのくらいほしいか必

要な人は当該日の番の人に前もって言

っておく。順序は、まず田土ごとで池の

樋、バルブを外す。そして上流の田から

順番に水を入れる（入ったかどうかはさ

じ加減）。水が入らなくなったら樋を閉

める。尐なくとも夕方５時には樋を閉め

る。 

 留意点は、田の入り口だけでなく、本

当に水が溜まっているか最後まで見る

必要がある。それは、入り口付近で水の

入りが悪い場合があるからである。また、

水路内に木の葉、枝、ごみなどが溜まっ

ていないか注意する。 

第 3表 中部水利組合の 2007年度水番割（例） 

              

田土 本谷 真古茂 中奥 

月 日 氏名 区分 氏名 区分 氏名 

  1   ＨＡ 全   ＭＡ 1   ＮＡ 

  2   ＨＢ 全   ＭＢ 2   ＮＢ 

  3   ＨＣ 全   ＭＣ 1   ＮＣ 

  4   ＨＤ 全   ＭＤ 2   ＮＤ 

  5   ＨＥ 全   ＭＥ 1   ＮＥ 

  6   ＨＦ 全   ＭＦ 2   ＮＦ 

6 7   ＨＧ 全   ＭＧ 1   ＮＧ 

  8   ＨＨ 全   ＭＨ 2   ＮＨ 

  9   ＨＩ 全   ＭＩ 1   ＮＩ 

  10   ＨＪ 全   ＭＪ 2   ＮＪ 

  11   ＨＤ 1   ＭＢ 1   ＮＫ 

  12   ＨＡ 2   ＭＣ 2   ＮＡ 

  13   ＨＢ 3   ＭＥ 1   ＮＣ 

資料：中部水利組合の水番日割表による。  



 次に、時間水について説明する。降雤が尐ない理由などで、池水を配給制にすることである。

組合の臨時会議によって時間水の導入が決定される。各戸の使用水量は賦課金の多尐に比例して

算出され、そのときの水番は各田土２人となる。たとえば、６月10日から導入された場合、この

日は水番表にある10日と11日の人が担当し、以下11日は同様に12日と13日と続く。20日に終了し

た場合、21日からは水番表の６月１日の人から順番に当たることとなる。 

 配水時間の算出方法を、先と同じ本谷Ｎ.Ｔ氏をもとに算出してみる。配水時間割の算出は、前

年度の賦課金を使用する。まず、真古茂田土の配水サイクル３日間（21時間）を当該田土組合員

の賦課金総額（90,078円）で割る。 

 21ｈ×60÷90,078円＝0.01399分/円 

  つまり、1,000円当たりの配水時間は13.99分となる。Ｎ.Ｔ氏の前年度は賦課金10,996円なので、

配水時間を求めると、 

 1,000：13.99＝10,996：Ｘ 

      Ｘ＝153.83404・・・ 

 小数点第１位を四捨五入したもの、すなわち154分が配水時間となる。各田土で個人別配水時間

をもとに２、３日のサイクルで配水する。 

 以上みてきたように、水番制度は賦課金によって日数が決められ、ため池の灌漑域を中心とし

て水の管理がなされているのである。このため、水利組合は、尐なくとも自分の所属する田土に

おいて、各人の水田の所有状況や水もち（保水）などの状態はおおよそ把握していなければなら

ない。 

 

４．まとめと今後の動向 

 旧誕生寺村では、大正期に誕生寺耕地整理組合が結成され、農地改良、水利施設の整備がなさ

れた。サイフォン工やため池、水路は、棚田地域の土地条件を克服し整備されたものとして、そ

の歴史的意義は重要である。 

 北庄地区には、水利区分から６つの水利組合が存在する。そのうち、中部水利組合は３つの田

土があり、現在39戸が属している。水利組合の活動は、池の土手刈りや井手浚い、総会、役員会

などがあり、年間の組合費が計上されている。組合費は、各組合員への賦課金など中心に賄われ

ている。 

 組合費の大部分を占める賦課金は、田の耕作状況とその等級をもとに算出する評価面積によっ

て決められる。組織の重要な役割を担うのが水番制度である。水番は、灌漑期間に田土ごとで各

１名ずつが代表して水の管理を行う。水番は、灌漑期の３ヶ月間、朝８時から夕方５時まで行い、

各人の水番日数は、後述する賦課金の額をもとに決められる。水番の仕事は、該当する田土すべ

ての田に注意を払って行われ、所有状況や田の水もちなどの状態も知りえていなければならない

ため、重要な責務である。また、渇水対策として時間水が導入されることもある。賦課金と水番

日数（時間水の各配水時間）は、各人の評価面積にもとづき、水利用の多尐を反映していること

から、表面上は合理的なシステムであるといえる。 

 北庄地区の中部水利組合では、厳格な水番制度のもとで棚田の水管理が行われてきた。これは、



当地域が水に対して徹底したものをもち、配水が経済行為ととらえられているからである（中島、

2004）。われわれはこれを苦労だといってしまえばそれで終わりであろうが、そこにかかわる人か

らすれば当然のこととして実施されている。このような水利システムおよびそれが厳格に継承さ

れてきたことに、今日的意義を見出すことができるのではなかろうか。 

 最後に、今後の動向についてまとめておきたい。まず、離農による水利組合員の減尐があげら

れる。そのなかで組織が機能していくには、当然、金額の徴収面に影響が出てくる。徴収金額に

は、雑費など減尐させることのできるものとそうでないものがある。そのため、合計徴収金額が

尐なくなることが考えられる。しかし、それは固定費が大部分を占めているため、減尐の度合い

からいえば、１戸当たりの賦課金額が上昇する可能性がある。たとえば、平等割の額が増えるこ

となどが予想される。また人員の減尐は、共同出役などにも影響を及ぼすことになるだろうし、

水番における１戸当たりの日数も増えるだろう。 

 水利の変化については、休耕地も増えており、特別の干ばつがない限りは水に困ることが尐な

くなってきているようである。とはいえ、休耕地が団地化していても、耕作地はモザイク状にあ

らわれているところも見受けられる。このような耕作地の水管理を無視することはできない。ま

た以前ほど水を必要とすることがないため、水番制度を中止することも考えられる。その決定は

総会に委ねられるものの、一方で当制度は干ばつ時の担保的意味合いも無視できないため、今後

の展開が注目される。 

 耕作支援のなかで、水管理を要請したという例は全国的にみても皆無であろう。草刈りなどは

支援を要請することができても、当地のような水の管理はこれに熟達したものでなければならな

いため、管理の委託はいたって困難であると思われる。 

 さらに、ため池への災害対策にも注意を払わねばならないだろう。北庄のため池では、平成期

に入って６件の改修工事がなされている。改修内容は、堤体部分の改修や土砂流入防止であり、

事業費も300万～4,000万円台に及んでいる。ため池の維持管理を含む水利組織の役割もさること

ながら、復旧対策事業が受け入れられなくなれば組合費のみで事業費を負担することになる。た

め池への助成事業は、灌漑区域や貯水量など採択のための多くの用件が付されている（内田、2003）。

ハード面では、かりに農業用水供給の役割が低下しようとも、別の側面である災害対策を考慮す

る必要がある。 

 

Ⅳ おわりに 

 

本稿は、岡山県久米单町北庄地区を事例とする棚田の水利システムを解明するため、その実態

の現地調査を行い報告したものである。 

今後の課題として、水利および組織のこれまでの推移を明らかにすることがあげられる。ヒア

リングによると、対象地域において会議の決定事項等は議事録に記帳されているとのことである。

もしそれを紐解くことができれば、土地改良区解散後半世紀にわたる水利組織の変容過程を考察

することができると思われる。また、それは棚田存在の意義としても、社会的文化的な側面を提

示できる可能性をも示唆することとなるだろう。 



追記 

 調査にあたっては、久米单町役場産業課、北庄地区の皆様にはたいへんお世話になりました。

記して感謝申し上げます。なお、本調査はこれからも継続してまいりますのでこれからもご教示

ご指導のほどをよろしくお願いします。 
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