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調査報告

矢作川とひとの暮らし
Change of the everyday life in the Yahagi River Basin

２．矢作川の変化とアユ漁の移り変わり

２．Change of the Yahagi River and Ayu Fishing

芝村 龍太

Ryota SHIBAMURA

はじめに

アユは日本では古くから人々に親しまれてきた川魚で

ある．漢字では「鮎」と書く．「年魚」「香魚」という字

をあてることもある．それぞれが，なわばりをもち，海

と川を行き来して一年でその寿命を終え，スイカのよう

な香りがするアユの特徴をうまくとらえていて，人々が

アユに寄せた愛着の深さがうかがえる．しかし近年，そ

のようなアユに異変がおこっている．なわばりをつくら

ずに群れる，アユ独特の香りがしなくなったなど，人々

が愛してきたアユの特質そのものが，うしなわれつつあ

るのである．これは矢作川にかぎらず，程度の差はある

にしても全国的な現象である．その原因についてはアユ

自体にかかわるものと，アユをとりまく河川環境の悪化

とが，まるでからみあうように関係しているようで，はっ

きりしたことはわからないのが現状である．ただ，いま

までは見えにくかった川の傷みが，アユの異変として顕

在化しているというのが，川と長年かかわってきた漁業

者の実感としてある．

これまで河川の歴史は，おもに利水と治水の歴史とし

て語られてきた．しかし，荒野を田畑に変え，さらに田

畑を都市や工場地帯へと変える利水の発展の歴史は，河

川と河川漁業者から見れば河水の搾取の歴史であり，洪

水がどれだけ減ったかを誇る治水の歴史は，河川環境破

壊の歴史でもある．利水と治水の歴史の裏側で，河川漁

業者にとっての河川の歴史は，いったいどのような展開

を見せたのだろうか．この章では，矢作川の漁業者と矢

作川漁協とが，アユを媒介として矢作川と取り結んでき

た関係の変遷をおってみたい．

１．アユ釣りの黄金時代

１）高値で売れた矢作川のアユ

集める人がおったわけ．藤井さん，ちってね．そ

の人が，時間になると川へ行って「おおい」って声か

けてねえ，ほするとみんな一所懸命たたんでね，売

りたい人はだよ，売りたくない人は行きゃへんもん

で，ね．値がええときで当時でも一匹100，200円ぐ

らいしよったでね．200円ちゃ大きいよ．そんなやつ

ばっか，20匹も釣りゃもう，えらい金だもんね，あ

の当時の金で．それで夏中の生計たててた人もおる

もんね．（築山巌 昭和３年生まれ）

とにかく，一番下の「小」が一匹30円という覚え

がある．大きいやつは7，80円した．これが，昭和

30年の前．俺がトヨタに入ったのが33年だ．トヨタ

で308円だったもんで，一日が．アユを十釣ってみ

い，そんなものすぐ300円くらいとれた．一日働い

て，酒やって，晩方行くと調子がいいだ．それで，

あんまり釣師がいないから，あそこ行けばぱっと釣

れて，ここいけば三つぱっと釣れる．ええアユが．

ぴょんって入れるとひゃっとくる．十くらい釣れる

から，また（お金が）貰えた．一週間ごととか五日

ごとに勘定貰える．楽しみだったなあ．平均すると

50円．一日とると…

アユがよく売れるようになったのは（昭和）25年

頃だわな．景気が段々出て．戦後のどさくさは，ま

んだそこまで行かなんだわな．こりゃ料理屋向きだ

からね，ほとんど．その頃なんかねえ，アユを一五

釣ればもう，十分．（外狩久男 昭和６年生まれ）
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夏中は本職でやってる人が二人おったわな．ほと

んどの人が会社なんてあらへんもんでね，農家だも

んで．雨降ったりそういうときには仕事が無いもん

で，川へ出ちゃあ，アユ釣りをやる．商売でアユを

買い集めてる人がおるわな．ほういう人に売って，

小遣い稼ぎ…．僕なんかはねえ，30くらいの時かな，

三栄竹材におったもんで，百姓もずっとやっとたも

んでね．ほで朝川へ来ちゃ…，橋の下へ行くとさあ，

どえらいアユが釣れるだわ．こーんなアユ．会社の

社長が橋の上まできてさ，「やーい，アユ釣っとっ

ちゃあかんで，はよ会社へ来い」って呼び戻されて．

（村山秀夫 昭和２年生まれ）

昭和30年代半ばまで続いた，アユ釣りの黄金時代に話

がおよぶと，話し手の顔がきらめいてくる．この時代を

語る話者の目の前には，私に見えない古き良き矢作川が

流れているかのようだ．「細かくて打たれとる」川の水は，

そのまますくって飲めたので，釣りに行くのに水筒は必

要なかったという．昭和30年代半ばまで，矢作川流域に

住む人々の主要なライフスタイルは，養蚕・林業・材木

運搬・炭焼き・竹材加工・砂利採取などの地場産業と，

農業との組み合わせでなりたっていた．とりわけ耕地の

少なかった古鼡地区では，養蚕や竹材加工など，農業以

外の稼ぎの依存率が高かった．月給をもらう勤め人はま

だ少なく，当時の矢作川には，仕事の合間に川によって

アユを釣り，お小遣いを得るというような川漁の日常性

がまだ息づいていたのである．釣り人たちの記憶に強く

印象づけられているのは，日常的な金銭感覚とは別次元

の値段で，自分の釣ったアユが売れていったということ

である．アユの値段は，その時々で変動しており，物価

の変動も激しい時代だったから一概にはいえないが，大

物のアユ一匹の値段が，一日分の日当に相当したことも

あったようだ．

集荷と出荷の仕方は支部によって少しずつことなるも

のの，アユを大きさごとに四つの等級にわけ，名古屋・

東京の市場もしくは近くの料理屋や旅館に出荷してい

た．平戸橋支部では，「アユ持ち」と呼ばれる専属の集荷

兼出荷係が，定刻に川をまわって釣り人からアユを集め

ていた．築山巌さんが語るように戦後，アユ持ちを務め

ていたのが藤井銀松さんだった．息子さんの茂男さんも，

父の代理で何度かアユを運んだことがある．茂男さんに

よると，大体7，8貫のアユを載せて午前４時か５時に出

発し，広瀬，川口のアユ持ちの人と三人組で挙母街道（現

国道153号）を通って名古屋まで運んだ．昭和27，8年

以降，平戸橋支部で集めたアユは，挙母市街にあった魚

屋兼小鳥屋に卸すようになったという．

２）川が良かった頃

矢作川のアユは高値で売れた．「益々水産事業の進展に

務め以て農村副業の発達を期する事となった（1933年３

月20日）」，「組合員の内でも腕のさえたるものは日当四，

五円に充当し農家副業として優秀な成績を収めている

（1933年８月７日）」など，アユ釣りについてふれた加茂

時報の紙面からも，アユ釣りが生業の複合的サイクルの

一部に組み込まれていたことがうかがえる．しかし，ア

ユ釣りが他の副業と同じような，たんなる生業だったか

というと少し違う．多くの人にとってアユ釣りは，それ

がなければなりたたないような生計をたてるための稼ぎ

とはことなり，生業でもあり，道楽でもあるような微妙

なポジションを占めていた．またそれは，より多くの「商

品」を効率よく「生産」するという事業の論理ともこと

なっていた．

たとえば，高値で売れたアユを矢作川沿岸の住民がこ

ぞって，より多く釣ろうとしたかというと，どうやらそ

うではないらしい．まず第一に，アユ釣りによって「小

遣い稼ぎ」をする人の数は，多くはなかった．生活世界

における河川漁業の社会的地位は決して高いものではな

く，ある陰影を伴っていたのである．村山秀夫さんがア

ユ釣りを始めた戦後間もないころ，アユ釣りをする人は

古鼡地区の中でも十数人，夏場にアユ釣りだけで生計を

立てるものは二人だった．アユ釣りはいい小遣い稼ぎに

なったが，江戸時代，河川漁業が「殺生」と呼ばれてい

たことを引きずるようにして，川の魚を捕る行為は「あ

まりええ目」で見られることのない，「道楽」と考えられ

ていたのである．「殺生」に対する忌避感に加えて，好不

漁や株のように変化する相場に左右される不安定な稼ぎ

であったこと，しかし場合によっては日常的な金銭感覚

をはるかに上回る収入になったこと，ときに農作業や他

の生業がおろそかになることなどが，そのようなまなざ

しを生み出したのだろうか．築山巌さんは子供のころ，

魚捕りをしているのが親に知れると，竹の鞭で尻を叩か

れたという．

また，釣り師はより多くのアユを捕るよりもむしろ，

コンスタントにアユを釣ることを心がけていたようであ

る．当時のアユ釣りはよそから釣りに来る人は少なく，

顔見知りの地元の人々ばかりで，「パラン，パランとしか」

いなかったので，毎日同じ量が釣れた．

芝村 龍太
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昔はホント一瀬に一人おっただけだ．ほだもんで，

ええポイントポイントをまあ，今日はここまでにし

ときましょうと，こんだけ釣れりゃあまあええわ，

それから次のポイント行ってまた四つか五つ釣ると

か，ほだもんで，とことんまで攻めなんだもんで，

ひととこのいいポイントを．（築山巌）

あれがここに来るなって，この人この人で，だいた

いの場所はあるぐらいなもんでね．晩方行っても

あっこ行きゃあ二つや三つ釣れるワイ．昼から出て

行っても十くらいはあっことあっこ行きゃ釣れるっ

ていうぐらい．（外狩久男）

また，ここでもふれられているように，漁業者たちは，

より多くの漁獲を求めて広い範囲を釣り渡るのではな

く，その行動範囲はかぎられていた．これはp.130の「川

の地名地図」を作成するために，聞き取りを行った際に

も目立ったことである．矢作川漁協の管理区域は，矢作

川の全長117キロのうち，約半分の55キロにおよび，八

つの支部にわかれている．組合員であれば，管区内のど

こで釣りをしても構わないわけだが，実際に地名を列挙

できるほど地理にくわしいのは，所属する支部のなかで

もさらに，自分の居住する地先のごくかぎられた範囲で

ある．そしてアユを釣って稼いだ金の多くは，生活費に

まわされるよりも遊興費に使われたという．

このように当時の矢作川の豊かさとは，生計をたてる

ために不可欠な稼ぎであったわけでは必ずしもなく，よ

り豊かになるために，より多くの漁獲を得るといったよ

うな事業の論理によってなりたっていたわけでもなかっ

た．それは希求すべき豊かさというより，ごく身近に当

たり前のように存在する豊かさだった．

しかし，この「当たり前のように存在する豊かさ」を，

彼らがなんの努力もなしに享受していたかといえば，決

してそうではない．そもそも彼ら地元の漁業者が所属す

る矢作川漁協も，河川開発に漁業者が抵抗するなかで，

いわば反作用として成立してきた歴史があった．矢作川

の歴史を俯瞰してみるならば，昭和30年代半ばまでのア

ユ釣り黄金時代は，河川開発に彼らが抵抗するなかで勝

ち得た一瞬の均衡点にすぎなかったのである．

２．河川開発と漁業権の生成

１）漁業保護組合の誕生

明治期の矢作川のようすを，うかがい知る資料はそれ

ほど多くない．特に漁業にいたっては皆無といっていい．

比較的まとまった資料としては，農商務省農務局から

1894年（明治27年）に出ている『水産事項特別調査』が

ある．これには，明治二十年代前半の漁獲高増減の原因

について県別に記した項目がある（農商務省，1894）．漁

獲が増えた地域の原因としては，禁漁区あるいは禁漁期

を設定したり，特定の漁具・漁法を禁じたため，という

のが多いようだ．鮭川では人工孵化も一因に挙げられて

いる．一方，漁獲が減った地域では原因として，新規の

漁法や漁業者の増加による濫獲，鉱毒，工場排水など，

さまざまな原因が挙げられている．愛知県はどうだろう

か．

河川漁業ハ別ニ指摘スヘキ程ノ重ナルモノナシ僅カ

ニ木曽川，矢作川，豊川等ニ於テ鮎，鱒ノ漁獲アル

ノミ其増減ニ付テモ列挙スヘキ原因ナシ偶々減少ア

ルモ概ネ天候ノ如何ニ因ルモノニシテ養殖或ハ濫漁

等人為ニ出タル結果ナシ他ノ河川魚類ニ於ケル亦同

一ニシテ理由ノ記スヘキモノナシ

つまり愛知県の河川漁業はそもそも盛んではなく，また

天候によって年ごとの漁獲に変動はあるものの，人為的

な原因では増えも減りもしていない，とある．これを見

るかぎりでは明治20年代の愛知県下の河川では，さした

る問題もなく平和に漁業が営まれていたと言えそうであ

る．この状況が大きく変わるのは1901年（明治34年）

12月，中流の西加茂郡今村（現豊田市水源町）地先に明

治用水の横断堰堤ができたときである．

明治用水の矢作川からの取水は，当初，河川を閉めき

る堰堤ではなく，上流に長くのびた導水路によって水を

引き込んでいた．しかし潅漑地の増加に伴い，より効率

的に取水するための横断堰堤の必要性にせまられたので

ある．水害によって工事は難航し，予定の1901年５月か

ら七ヶ月遅れて12月に，ようやく竣工にいたった．「こ

うして，明治用水にとっての空前の大工事は完成し，以

後およそ50年，この堰堤は渇水時には矢作川の全流量を

明治用水に送る役割を果たしつづけた（明治用水史誌編

纂委員会，1953）」のである．

しかしこの堰堤には魚道が設置されておらず，そのた

めに主要な漁獲対象であったアユが遡上できなくなっ

た．危機を共有した上流の漁業者たちは，翌1902年（明

治35年）一つの組織へと結集する．それが現在の矢作川

漁協のもととなった，矢作川漁業保護組合である．漁業

保護組合をとりまとめ，組合長に就任したのは，矢作川

矢作川とひとの暮らし２．矢作川の変化とアユ漁の移り変わり
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の上流，旭村小渡の鈴木茂樹である．この組合は，矢作

川上流の旭村から中流の猿投村までの六か村からなる，

流域連合型漁業組合だった．堰堤下でのアユ掬い上げを

組織する一方で，鈴木は堰堤の魚道設置運動を展開する．

しかし，岐阜県を含めた矢作川沿岸10か町村連署の請願

書を，農商務大臣に提出するなど再三の請願も，利水者

の反対で結実しなかった．そこで鈴木は一計を案じた．

水源地の乱伐による減水を防ぐために，造林投資をかね

た水源涵養林の確保を明治用水側に勧めたのである．鈴

木の斡旋によって明治用水は1000町歩余りの水源林を

確保し，その見返りとして，1916年（大正５年）に明治

用水頭首工に魚道が設置された（日本水産新報 1933年

日付不明および名古屋新聞 1934年２月11日）．

２）漁業権設定の経緯

矢作川漁業保護組合を組織した鈴木茂樹は，1926年

（大正15年）５月，挙母町と高橋村にまで地区範囲を拡

張した矢作川漁業組合の設立を県に申請し，同年６月に

認可される．その後も下流域の減水，砂利採取など天然

アユの遡上が難しくなる条件が増えてきたことから，今

度は増殖事業を目的とする漁業組合を設立したのであ

る．

この組合規約の冒頭，第一条には「本組合ハ漁業權ヲ

取得シ又ハ漁業權ノ貸付ヲ受ケ組合員ノ漁業ニ關スル共

同ノ施設ヲナスヲ以テ目的トス」と記されている．これ

はこの組合が，地先専用漁業権の受け皿となるべく設立

されたことを意味している．地先専用漁業とは，明治35

年の漁業法制定に伴い，定められた免許漁業の分類の一

つである．

そもそも1902年（明治35年）の漁業法では，漁業権

を与えられる免許漁業は大きく四種に分類された．簗な

どの漁具を定置して行う定置漁業，養殖を行う区画漁業，

鯨漁など特別に許可を要する特別漁業，水面を専用，つ

初代組合長 鈴木茂樹（鈴木昌弘氏所蔵）

矢作川水系水力発電所一覧

名称
発電

開始年
取水地点 取水河川

最大

許可量

(m/s)

最大

出力

(kw)

提高

(m)

岩津発電所 1897
岡崎市

日影町
郡界川 0.37 125 4.55

川下発電所 1900 小原村川下 田代川 0.40 400 1.00

盛岡発電所 1907 足助町戸中 巴川 3.86 970 2.47

東大見

発電所
1911 足助町大野 神越川 0.56 500 5.20

賀茂発電所 1914
足助町

山ヶ谷

神越川

大見川
0.78 530

3.33

(神越川)

1.82

(大見川)

巴川発電所 1916 下山村平瀬 巴川 2.80 1900 6.30

足助発電所 1919 足助町川端 巴川 3.46 2000 5.79

白瀬発電所 1920 足助町則定 巴川 5.57 1119 4.00

串原発電所 1920 串原村福原 矢作川 11.54 6240 4.85

下村発電所 1920 上矢作町島 上村川 6.68 4200 7.12

飯田洞

発電所
1921 上矢作町鎌 飯田洞川 1.95 630 4.70

押山発電所 1922
稲武町

大野瀬
根羽川 3.62 3200 9.40

和戸発電所 1922 旭村田津原 段戸川 1.20 1200 4.24

時瀬発電所 1923 旭村閑羅瀬 矢作川 16.70 6200 13.64

真弓発電所 1923 稲武町川手 名倉川 3.90 5100 5.50

上村発電所 1925 上矢作町海 上村川 4.09 9600 4.85

百月発電所 1926 小原村簗平 矢作川 27.83 5500 13.81

万根発電所 1926 旭村万根 阿摺川 0.28 140 1.37

島発電所 1927
上矢作町

田子沢
上村川 4.17 1600 31.70

三濃発電所 1928 明智町矢伏 明智川 0.45 100 5.20

越戸発電所 1929 猿投町越戸 矢作川 51.06 7500 18.33

阿摺発電所 1934 足助町月原 矢作川 40.90 4500 13.03

明治用水

発電所
1934

上郷村

広畔新郷
明治用水 10.57 289 ―

黒田発電所 1934 稲武町黒田 黒田川 1.81 3100 28.00

笹戸発電所 1935 旭村小渡 矢作川 25.70 9000 3.00

明智川

発電所
1935 三濃村横通

明智川

(高波川

大平川)

1.70 1510

2.50

(明智川)

2.72

(高波川)

3.48

(大平川)

『昭和34年度矢作川水系農業水利実態調査書』「関連事業悉皆調

査」から作成．

数値及び名称は昭和34年当時のもの．

100kw以上の発電所のみを対象とする．
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まり排他的に利用して行う専用漁業である．養殖を行う

区画漁業を例外として別にすれば，専用漁業以外の漁業

が，漁具・漁法・魚種など，許可を必要とする対象によっ

て特定されているのに対し，専用漁業はそれ以外の，もっ

ぱら場所によって特定される諸々の漁業である．

矢作川漁業組合が実際に地先専用漁業免許を申請した

のは1931年（昭和６年），農林省から認可されたのは

1936年（昭和11年）になってからである．つまり，矢作

川漁業組合は，組合設立から10年以上の間，漁業権をも

たない漁業組合だったことになる．組合設立から漁業権

設定に至る背景には，この時期急速に進められた河川の

電源開発と，それと呼応するかのように全国で広まりつ

つあった稚アユの移植放流技術の発達がかかわってい

る．

３）電源開発と稚アユ移植放流

矢作川水系につくられた最初の水力発電所は，1897年

（明治30年）の岩津発電所である．その後も水力発電所

は建設され続けるが，大正末期から支流だけでなく矢作

川本流にも，規模の大きな水力発電所がつくられている

ことがわかる．電力需要の増大を背景に，平水時だけで

なく，渇水時にも安定した電力を供給できるよう，大規

模な堰堤をもち，出力の高い水力発電所が増設された．

矢作川でも1923年（大正12年）の時瀬発電所，1926年

（大正15年）百
どう
月
づき
発電所，1929年（昭和４年）越戸発電

所，1934年（昭和９年）阿摺
あずり

発電所など，堰堤の高さが

10メートルを超す発電所がこの時期に建設された．1935

年（昭和10年）にできた，堰堤の高さが３メートルの笹

戸発電所をふくめると，現在矢作川漁協の漁場内にある

五つの水力発電用堰堤のうち四つまでが，大正末期から

昭和初期にかけての10年間に建設されたことにな

る ．

水力発電をはじめとする大規模な堰堤の建設と，稚ア

ユの放流事業には，密接な関係がある．河川を横断する

工作物によって魚族が減少し，それに対する補塡として，

アユを主とする放流が行われるのである．愛知県では

1926年（大正15年）に，愛知県水産試験場が琵琶湖から

の稚アユの移植試験を行い，矢作川本流岡崎電灯第五発

電所（現中部電力百月発電所）堰堤上流に三万尾の稚ア

ユを放流している．移植試験に至る経緯について，試験

場業務報告書では以下のように記されている．

近時水利事業殊に水力発電事業の勃興に伴ひ河川工

作物の設置せらるるもの増加し，而も之等堰堤の魚

道はその設備不完全なるか或は全然その設備なき状

態なるを以て，鮎の遡上に甚大なる影響を及ぼしそ

の跡を絶つる部分きわめて多し．茲において本場に

おいてはその補充の一端として，滋賀県水産試験場

の斡旋により同県米原町朝妻，川森幸次郎氏より琵

琶湖産小鮎を購入しその移植を実施せり（愛知県水

産試験場，1927）．

この試みは「岡崎第五発電所堰堤は大正十四年秋竣工

したるも魚道不完全にして遡上するに至らず．而も大正

一五年度は稀有の不漁にして天然物は殆ど遡上せざりし

を以て漁獲せられたる鮎は放流のものと見做し（水産試

験場，1931）」という限定つきながら，捕獲率70パーセ

ント強（２万1105尾）と良好な結果を得た．稚アユ３万

尾とその運送経費の総額が594円に対し，売上高は8019

円で，事業としても十分投資に見合うものと考えられた

のである．翌年の1927年（昭和２年）からは，矢作川漁

業組合が県の補助を受け，早速事業化を開始している．

以後，年によって増減がみられるものの，稚アユの放流

量は増加し続けていく．

４）水力発電会社と漁業組合との摩擦

稚アユの移植放流によって，漁獲の減少に歯止めをか

ける目途がたったものの，それで水力発電会社と漁業者

とのあいだの摩擦が解消されたわけではなかった．既設

発電所の弊害が明らかになるにつれ，あるいは新たな発

電所が建設されるにあたって，水力発電会社と漁業者は，

はげしく対立するのである．特に1933年（昭和８年）の，

東邦電力の子会社，三河水力発電所（現中部電力越戸発

電所）をめぐる争いでは，漁業者400人が発電所を取り

囲み，大規模なデモに発展した．

地元紙の報道によると，事件のいきさつはこうだ．1928

年（昭和３年）発電所建設の際に，堰堤の築造による漁

獲の減少を慰藉するため，三河水力が1000円の寄付と毎

年200円の補助を漁業組合に約束した．しかし堰堤完成

後，アユの遡上がとみに減少したため，1931年（昭和６

年）２月27日，鈴木茂樹組合長が組合員を代表して親会

社の東邦電力と交渉し，魚道の延長をさらに要求した．

この交渉では魚道の延長工事は認められず，代わりに小

アユの運搬捕獲施設費名目の補助，毎年200円が上乗せ

されることで妥結した．しかもこの契約は，会社が今後

堰堤工事をなす場合，それによって漁獲が減少しても会

社はその責任を負わない，という条件と引き替えであっ

た．
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その後組合役員側から一般組合員に対して，十分な結

果報告がなかったこともあり，組合員の不満が鬱積して

いたのだろう．1933年２月１日，三河水力が魚道の通水

を止めたことを発端に，「組合員有志は藤岡村上川口福岡

建治氏方に会合し，過去に於ける手ぬるい方法では吾々

漁民の目的は達成されず，直接行動に出る可しと，旧正

月の七日酒の勢い加わって，役員に対する不親任（ママ）

と会社の横暴を絶叫し」ながら，発電所を取り囲むにい

たったのである．

組合員四百有余名は，一日午前十一時頃猿投村越戸

平戸橋に集合し，実に物凄い勢いを見せ，ややもす

れば暴動化さんとする形勢を示すに到り，挙母署よ

りは寺本署長以下二十有

余名の警官現場に急遽し

て之が鎮撫に務めたが，

容易に立ち去らず，組合

代表者は発電所に押しか

け前島主任と大暴論．発

電所に押しかけた代表者

は，主任に対し放水量を

強く詰問し，あわや血の

雨が降らんとする有様で

あったが，主任は直ちに

陳謝の意を表して左記の

如き声明書を差し出した

ので，代表者側は激昻も

やや収まりデモ隊五百有

余は仝日午後十一時頃凱

歌を挙げて解散した．

発電所の主任は「目下漁族遡

上少なきため通水停止するも

支障なきものと思考致し」た

ものの，「爾後は大正十二年五

月二十八日付県庁の命令どお

り五十ヶ通水致す可く候」と

回答し，その場はとりあえず

おさまった．

一方，突き上げられたかた

ちの漁業組合役員，松井寿夫

ほか17名は，翌２日に名古屋

の東邦電力と県水産課に出向

き，組合長が会社と交わした

覚書の破棄と，再度の魚道延長をもとめた．結束のおぼ

つかない組合側とは対照的に，会社の対応は至極鷹揚

だった．「組合多数が魚道口の堰堤の延長をほんとうに必

要とし，県もまたその延長をやれというのなら何とか考

慮してみよう」．県もまた「改修の実施については会社側

と組合員と県当局とが立会って遺憾のないようにしたい

と思う」と前向きな態度をしめした（加茂時報 1933年

２月６日）．しかし加茂時報の続報によると，組合員の不

満を反映してか，組合はその後一転して要求を大きくす

る．「毎年二百円宛放魚費支出の契約書は組合長独断のも

のなるにつき破棄し，本年から二千円にされたし」と主

張したのである．魚道の改築と旧契約の破棄は了承した

東邦電力も，毎年2000円の支出には絶対拒絶の姿勢を見

愛知県河川漁業組合一覧

基 本 事 項

名 称 事務所所在地 設立年月日 区域 組合員数 免許出願年月日
慣行・
地先

免許施行年月日

園村大字
東西園村

北設楽郡園村 明治36年6月19日 二字 142

慣行 明治42年3月17日

昭和11年12月24日 地先
昭和13年5月26日
(地先専用漁業権へ切り替え)

御殿村 北設楽郡御殿村 明治42年6月23日 一村 38 慣行 明治44年11月30日

下川村 北設楽郡下川村 明治42年6月23日 一村 40 慣行 明治44年11月30日

本郷町 北設楽郡本郷町 明治42年6月23日 一町 42 慣行 明治44年11月30日

豊富村 額田郡豊富村 明治45年7月11日 一村 34 地先 大正4年9月27日

河合村 額田郡河合村 大正元年12月31日 一村 20 地先 大正4年9月28日

大入川 北設楽郡豊根村 大正4年3月26日 一村 120 地先

寒狭川 南設楽郡長篠村 大正14年6月12日
三町村
十字

261 昭和7年11月28日 地先 昭和9年5月16日

下豊川 宝飯郡豊川町 大正14年8月10日 一八字 133 昭和11年5月4日 地先 昭和13年12月9日

豊川上 南設楽郡新城町 大正14年8月12日
九町村
三大字

330
昭和7年11月7日

昭和13年1月19日
地先

昭和9年5月22日(アユ，コイ，
ウナギ)

昭和13年5月26日(魚種追加)

木曽川 葉栗郡北方村 大正14年8月20日 四町村 204

巴川 東加茂郡足助町 大正15年1月14日
四町
二四字

989 昭和10年8月24日 地先 昭和13年5月26日

豊橋 豊橋市関屋町 大正15年2月3日 四町 35

矢作川 西加茂郡挙母町 大正15年6月4日 八町村 1200 昭和6年3月20日 地先 昭和11年6月3日

尾北 葉栗郡草井村 大正15年7月16日
一村
七字

67

尾東 丹羽郡大山村 大正15年9月13日 四町村 20

庄内川 東春日井郡高蔵寺町 昭和2年2月27日 十町村 442 昭和8年3月13日 地先 昭和9年5月16日

立田村 海部郡立田村 昭和3年10月22日 一村 84

名倉川
北設楽郡稲橋村・武
節村組合

昭和3年10月23日
一村
三大字

496 昭和9年3月20日 地先 昭和13年5月26日

大瀧 南設楽郡長篠村 昭和7年11月15日
六大字
五字

665 昭和8年3月11日 地先
昭和9年4月14日
(アユ，コイ，ウナギ)

三輪川下 八名郡大野町 昭和10年1月24日
三町村
二四字

458

昭和10年9月19日
(三輪川本流その他)

昭和10年10月31日
(三輪川支流黄柳川)

地先
昭和13年5月26日

昭和13年5月26日

基本事項は昭和15年刊行『全国漁業組合要覧』より抜粋，専用漁業権関係事項は『農林公文類集』
より作成．
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せた（加茂時報 1933年２月30日）．

駆け引きの決して巧妙とはいえない漁業組合と，大電

力会社との交渉の行方がどうなったのか，残念ながら決

着の詳細については報じられることはなかった．だが，

のちの加茂時報に「県水産課の調停に依り，会社当局と

の折衝も円満なる解決を見るに至った」とあり，また「会

員相互の福祉を求めるべく，放魚費に千五百円を計上し

五万匹を放流し，更に本県より十五万匹の補助を受け，

稚鮎は三河水力堰堤上三水湖を中心に二十万匹を放流す

る事となり」と報じられていることから察するに，稚ア

ユ放流の県費による上乗せを中心に，事態の決着がはか

られたのだろう（加茂時報 1933年３月20日）．いずれ

にしてもこの事件には，漁業組合の「寄り切られ」の方

程式が，如実に表れている．電源開発という公益性の強

い事業がもたらした不可逆的な河川の改変に対して，河

川環境改善のための抜本的解決ははかられず，予測不可

能な結果に対し，時に過大な要求を突きつけてやるかた

ない不満を示しながらも，ついには条件闘争に追い込ま

れていくのである．

５）愛知県下の漁業組合

矢作川漁業組合が地先専用漁業免許を申請し，認可さ

れるこの時期は，水力発電の勃興により河川環境が急激

に悪化し，減少した天然アユを補うべく，全国各地で放

流が始まった時期であった．組合が免許出願を行ったの

は，1931年（昭和６年）３月20日のことである．出願し

た範囲は，挙母町と上郷村の境になる巴川合流点（挙母

町大字今：現豊田市今町）から，旭村大字有間（現旭町

大字有間）までの矢作川本流である．

それより上流は，矢作川が岐阜県三濃

村（現旭町）との県境になっており，

岐阜県との共同漁場だったと思われ

る．

さきに述べたように，矢作川漁業組

合は組合設立から10年以上の間，漁業

権をもたない漁業組合だった．それは

矢作川漁業組合に限らず，「専用漁業免

許ニ関スル陳情」を連名で行った庄内

川，豊川上，寒狭川，大瀧など，愛知

県下の他の漁業組合も同様であったよ

うである．

古来本県各河川ハ漁族ノ産豊富ニ

シテ特ニ其ノ鮎ハ名声嘖々タルモ

ノアリ多数沿岸住民ハ漁業ニ依ツ

テ生計ヲ扶クルコト多大ナルモノ

アリシモ近時水力発電事業ヲ始メ

其ノ他各種水利事業ノ勃興ニ伴ヒ

漁獲高漸減シ生計ヲ脅サルヽコト

甚大トナリシニヨリ茲ニ関係漁民

相計リ漁業組合ヲ設立シテ専用漁

業免許ヲ出願致シタル次第ニ有之

今ヤ県下数千ノ漁民ハ之ガ御免許

ヲ鶴首致シ居ル次第ニ御座候

然シテ近時養殖技術ノ進歩ト一方

琵琶湖産小鮎ノ移植等ニ於テ地ノ

利ヲ有スル本縣各河川ハ養殖成績

ノ顯著ナルニ鑑ミ専用漁業ノ御免

専 用 漁 業 権 関 係 事 項

免許
番号

遡上障害・漁獲減少の原因 稚鮎放流 その他の増殖事業 その他の事業

1845
1846

5618
5619

預かり瀧(元々アユ生息せず) 昭和12年～
預かり滝に魚梯架設，人
工掬上

鮎の共同出荷(昭和11年
～)

4121

4123
4124

4122

4453

4454

5374
鮎滝，水力発電堰堤(3ヶ所)，濫
獲

昭和2年～

アユの人工掬上(大正11
年～)，ウナギの人工掬上
(昭和2年～)，コイの稚魚
放流(昭和5年～)，アメノ
ウオの人工孵化放流(大
正13年～)

アユの共同販売(大正14
年～)

5671
大規模な砂利採取，化学工場の
勃興

上流関係漁業組合と協力
して稚アユ移植事業の完
成に努めつつあり

アユの人工孵化(大正14
年～昭和4年)今後も計画
コイの放流(昭和7年～)

5382

5620

女瀧，シラナウラ瀧(元々アユ生
息せず)
製板工場堰堤

昭和7年～

アユの採卵孵化放流(大
正14年～)
コイの稚魚放流(昭和2年
～，昭和7年から組合経営
の養魚池で孵化放流)

アユの共同販売(大正15
年～)

5617

矢作川本流における砂利採取，
化学工場の廃液，潅漑用水によ
る減水
水力発電堰堤(4ヶ所)

昭和3年～
ウナギ，コイの移植，孵
化放流

アユの共同販売，共同出
荷(大正15年～)

5526
明治用水堰堤(明治35年～)
下流域の減水および砂利採取
水力発電堰堤(3ヶ所)

昭和2年～

アユ掬上放流(明治37年
～)，アユ人工孵化(大正
15年～)
コイ，ウナギ放流

共同販売(昭和2年～)

5373
工場排水，潅漑用取水による減
水，砂利採取，発電用堰堤(大正
9年～)

昭和3年～
コイの移植事業(昭和元
年～)，ウナギの放流(昭
和9年から．計画中)

5624
川手大瀧，水力発電堰堤(元々ア
ユほとんど遡上せず)
矢作川本流の遡上アユの減少

昭和5年～
川手大瀧でアユの掬上
(昭和2年～)
コイ，ウナギ，マスの放流

アユの共同販売(昭和9年
～)

5369
大瀧(元々アユ生息せず)，漁業
者の増加，発電用堰堤

昭和6年～
人工掬上，コイ，ウナギ
の移植放流(昭和8年～)

アユの共同販売(昭和9年
から．計画中)

5621
豊川本流の砂利採取による河床
荒廃，潅漑用水堰堤，工場廃液
製板工場堰堤

本年度(昭和12年)から試
験放流

アユの共同出荷(昭和10
年～)

5622
天然の瀧，製板工場堰堤(元々ア
ユ生息せず)

昭和8年に試験放流
昭和12年放流，以後実施
を計画
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許相受候上ハ大イニ増殖施設ニ力ヲ致シ河川生産ノ

増加ヲ計リ以テ疲弊セル農山村ノ經濟再生ニ資シ度

ク切望致居ル次第ニ候條何卒事情御諒察被下至急實

査ノ爲係官御派遣ノ上可然御取計賜度此段關係漁業

組合連署ヲ以テ及懇願候也

この陳情からは，この時期に愛知県内で専用漁業権取

得の気運が高まっていたことがわかる．また，漁業組合

設立および漁業権申請の動機付けとなったのは，昭和初

期に各河川で次々と展開された水利事業だったことが読

み取れる．河川構築物に対し，漁業権を設定することで

自らの権利を主張する必要にせまられていたのである．

その一方で，ときを同じくして発達した，河川への資本

投下を意味する移植放流が，漁業権取得を正当化する根

拠として主張されている．逆にいえば，それ以前に漁業

権を申請しなかったのは，河川が事実上，地元住民の独

占状態にあり，公共事業や企業による大規模な外的圧力

が，それほど深刻化していなかったからではないか．こ

の時期，未だかつてなかった河川利用が，地元漁業者の

生活との間に摩擦を引きおこしたのである．大正末期か

ら昭和初期にかけて，愛知県では河川漁業組合の設立，

専用漁業権の申請が相次ぎ，しかも昭和初期に専用漁業

権を得たすべての河川漁業組合が，稚アユの放流を主と

した増殖事業を手がけている．

河川環境の抜本的改善をはかることなく，いいかえれ

ば河川改変を伴う公共事業を妨げることなく，漁獲を回

復し，それどころか以前よりも漁獲を上げうる手段とし

て期待されたのが，琵琶湖からの稚アユの放流だったと

いえる．それは，漁業者にとっては，地先専用漁業権を

要求，保持する正当化の根拠となり，農林省にとっては，

公共事業と漁業の両立のための技術的手段であり，河川

開発者にとっては，環境を金でまかなう好都合な解決策

だった．

３．高度経済成長と矢作川

１）破れ挙母が豊田に

終戦後の挙母町や高橋村では，1950年頃まで食糧危機

やトヨタ自動車工業株式会社の労働争議など，敗戦によ

る混乱が続いた．しかし1950年（昭和25年）６月に朝

鮮戦争が勃発すると，トヨタ自工は特需によって息を吹

き返す．

“破れ挙母”がトヨタ自動車工場の出現によって，

たとえ“破れ挙母”にせよ“キョボ”か“コロモ”

と読まれ全国に知れ渡り，終戦来トヨタ自動車は幾

千台海を渡って東亜の世界を疾駆し，さらに朝鮮問

題のぼっ発に伴い特需としてトヨタの存在はさらに

クローズアップされ，トヨタ自動車の名称が挙母の

代名詞にまでなったことは事実である（加茂新聞

1950年10月28日）．

1956年（昭和31年）の経済白書は，「もはや戦後では

ない」と標榜し，60年（昭和35年）には池田勇人内閣の

「国民所得倍増計画」が打ち出される．以後，73年（昭

和48年）のオイルショックに至るまでの高度経済成長期

に，日本の実質経済成長率（国民総生産）は，実質年平

均10パーセントを記録し，68年（昭和43年）には西ド

イツを抜いてアメリカ，ソ連につぐ，世界第三位となっ

た．高度経済成長期は，重化学工業化・都市化・サラリー

マン化の時代であった．第一次産業従事者の割合は，1955

年（昭和30年）の41.1パーセントから75年（昭和50年）

には13.8パーセントにまで落ち込み，構成比で三分の一

に減少した．その一方で75年の都市人口比率は75.9

パーセントに達し，地位別就業者割合の被雇用者の割合

は55年の45.8パーセントに対して75年には70.0パー

セントに上昇した．

結局ねえ，なんにしてもさあ，川じゃなくてもなん

でもほうだ．伊勢湾台風が境だ．「復興」「復興」「復

興」で，それこそ経済成長時代になってきて，もう

その，環境だとか，自然破壊なんてことは毛頭考え

とらへん時代だもんでねえ．（築山巌）

矢作川で地元の人々の昔語りに耳を傾けていると，生

活のターニングポイントとして，1959年（昭和34年）の

伊勢湾台風がしばしば挙げられる．人々の記憶のなかで

は，この災害の強烈なインパクトと，その後のめまぐる

しい社会変化が，わかちがたく結びついているのだ．こ

の地域の発展の中核となったのは，いうまでもなくトヨ

タ自工である．伊勢湾台風の同年には元町工場が完成し，

下請工場の集積ともあいまって，急速に企業都市化が進

んだ．挙母市が豊田市と変更されたのも，この年である．

戦後からそれほど増加がみられなかった市域の人口は，

この時期を境に，挙母，高橋，高岡地区を中心に急激に

増加した．「人口三万（昭和二十五年）のこの小さな町は，

トヨタ自工の発展とともに次々と周辺町村を併合して面

積を広げ，多くの流入人口を抱え込み，わずか四半世紀
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の間に，人口二十五万に迫る中堅都市に育った」のであ

る（豊田市教育委員会ほか編，1977）．当初このような急

激な変化は，新たな産業の成長過程として好意的な目で

見られていた．地元紙は当時の発展の様子を以下のよう

に伝えている．

豊田市が工業誘致を市政策の第一位に掲げて積極的

に誘致を進めてから数年余，幸いトヨタ自動車工場

の元町工場の新設と相まって，僅か数年のうちに，

四十一社の新設と増設七社をみるに至り，その面積

は実に百六十五万平方メートル（五十万坪）の宏大

な工場敷地となり，衣ヶ原，土橋，鴻ノ巣一帯は一

大工場地帯に変貌しつつある．この工場誘致と相

まって，豊田地方の産業とりわけ自動車産業を中心

とする産業は画期的な発展を遂げ，各方面から羨望

の的となっている．（加茂タイムス 1960年８月28

日）

しかし，60年代初頭は同時に，急激な工業化に対する疑

問が芽生え始める時期でもあった．同年10月には以下の

ような戸惑いの声が記事になる．

工場側の恩恵にくらべ，農民は工場誘致によって土

地を追われ，または農地を縮小され幾多の犠牲にさ

らされているほか，これら工場誘致による近代化と

トヨタ自動車工場とその下請工場が吸い込む人の渦

で，昔ながらの米麦農業に励んできた農民の経営や

生活を大きくゆり動かしている．事実この趨勢に押

されて農民は落ちつかずソワソワしているし，最近

兼業農家が目立ってふえていることも見逃せない．

（中略）今後市当局は工場誘致で犠牲となった農業

政策をどのように遂行していく考えだろうか？豊田

市こそはまさに池田内閣の年率９％の経済成長率と

か，工場の地方分散とかはたまた農業就業人口六割

削減とかを一足先に進み，池田内閣に見本を提供し

ているといえるようだ（加茂タイムス 1960年10

月27日）．

さらに翌61年（昭和36年）12月に書かれた次の記事を

境に，工業化のマイナス面，公害に焦点を当てた記事が，

地元紙のなかでも目立つようになる．

豊田市にある六十数社の工場から排水する汚水によ

る被害について地元，工場の間になんの取り決めも

なく，更に，汚水の中にかなり有害な物質も混じっ

ている模様で，工場誘致をした以上，市が責任をもっ

て工場汚水問題に対処すべきだという声が市民の間

から起きている．（中略）工場汚水の問題は，今まで

豊田市ではあまり問題にされなかったが，これだけ

多くの工場が進出した以上，汚水についてのとり決

めを，なんらかの型で行っておくことが必要になっ

てくる（加茂タイムス 1961年12月24日）．

２）矢作川の白濁

1960年代の矢作川で，工場排水以上に目立ったのが，

鉱山のたれ流す白濁水だった．主要な汚濁源と見なされ

ていたのは，猿投以北の西加茂郡で産出した珪砂，蛙目

粘土，木節粘土など，ガラスと窯業原料の採取である．

矢作川の白濁は，1952年（昭和27年）の時点ですでに問

題になっている．漁協は藤岡村の木節山からの汚水で，

アユを初めとする魚の発育が不振になったとして，藤
フジ
源
ゲン

鉱山株式会社を相手に設備の改善と賠償をもとめた．こ

のときは事態を重視した警察と県の土木出張所が調停に

入り，沈殿池の拡張と「寄付金名義」の賠償金11万円で

決着をみている（加茂新聞 1952年９月１日）．しかしこ

れは汚濁の終わりではなく，始まりを意味していた．1960

年代になると，川は絶え間なく白濁するようになる．60

年（昭和35年）には減少したアユを回復させるべく，矢

作川漁協はアユの人工孵化放流を行っている．しかしそ

の見通しには悲観的だ．

同漁業協同組合では戦時中の乱獲や鉱山などから流

す汚水で減った矢作川のアユをふやすため，毎年琵

琶湖産の稚アユを放流しているが，ここ二，三年前

から琵琶湖産の稚アユが不漁続きで，なかなか注文

量の稚アユが入荷せず，特に昨年は伊勢湾台風の被

害を受け，注文量の半分しか放流できない状態，ま

た天然アユも川底の荒れなどで育ちが悪くこのまま

では矢作川のアユがどんどん減っていくというの

で，地元では，なんとかしてアユをふやそうと初め

て人工フ化に乗り出したもの．（中略）順調に行けば

百五十万尾ぐらいフ化する予定だが，同漁協組では

後一，二回フ化を行い，今年三百万尾をフ化したい

といっている．しかし流れが鉱山の汚水でよごれて

いるので，このうち二割程度が育てば良いといって

いる（加茂タイムス 1960年９月25日）．

被害は矢作川から三河湾にも広がった．64年（昭和39
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年）には碧南市と西尾市の４漁協が，猿投，藤岡，小原

の珪砂業者に対し，ノリ被害に対して約３億400万円を

支払うようもとめる騒ぎもおこっている．さらに追い打

ちをかけたのが，60年代半ばから始まる山砂利採取によ

る汚濁である．昭和初期に相次いで水力発電ダムができ

たことで，上流からの川砂利の供給が減少したことに加

え，高度経済成長期の建材需要の増加により，川砂利採

取だけではまかないきれなくなり，山を切り崩して砂利

を取り出す中小業者が乱立した．これにより矢作川を流

れる水の色は，乳白色から黄土色に変わったという．水

産試験場が1968年（昭和43年）に行った水質調査報告

からも，当時の汚濁のすさまじさが伝わってくる．

矢作川水域の主要汚濁源は上中流部沿岸に散在す

る山砂利採取現場と硅砂採取場の排水である．殊に

支流の犬伏川，飯野川，籠川のどろにごりはひどく，

河床は微細な粘土でおおわれており，魚類の棲息に

は全く不適当である．排水処理は大規模事業所数ヶ

所の他は行われておらず，たれ流し状態である．透

視度は支流では常時3㎝以下，全域を通じても20㎝

以下になっており，矢作川の水はにごり水となって

いる．CODは上中流部では0.3～1.8ppmであるが

下流域では1～3ppmとなっている（愛知県水産試

験場，1968）．

３）漁協の反公害運動

矢作川の汚濁に直面して，矢作川漁協がとった対応は

屈折したものだった．人工孵化の再開や海産稚アユの導

入などで増殖に力を入れる一方，汚濁源の鉱山に対して

はマイクロバスを仕立てて抗議に乗り込んだこともあっ

たという．さらに監視小屋を作るなどして監視の目を強

化した．しかし汚濁に対する漁協の孤独な闘いは，充分

な成果を上げることができなかった．補償金最大化のた

めの条件闘争に追い込まれ，しばしば補償金の獲得が自

己目的化することもあった．矢作川白濁の時代を振り

返った『矢作川漁協のあゆみ』には，以下のように記さ

れている．

昭和32年６月27日台風５号により矢作川上流の

岐阜県内の飯田洞が大崩壊した．続いて７月３日と

８月5日，７日，８日と集中豪雨が続き，さらに９

月７日台風10号により矢作川は濁水と土砂流入に

より壊滅的被害を受けた．そしてまだ回復できてい

ない昭和34年９月伊勢湾台風の大被害を蒙った．こ

の間𨻶を縫って工場等は，汚水のタレ流しを行い，

川は荒れに荒れ，矢作川には釣り師の姿もなく，組

合員はわずかに寒狭川や岐阜県の川へ遠征して鮎に

対する熱情を押さえるしかなかった．

川の回復には10年を要した．昭和44年頃釣り師

はそろそろ矢作川に帰ってきた．しかし，昭和47年

７月小原の集中豪雨は以前にも増して矢作川を無残

にも踏みにじったが，この回復には５年を要した．

昭和45年矢作ダムの補償金が入った頃，組合員は矢

作川に絶望しその復元に対する情熱も失せ，ただ補

償金の配分に血道をあげた暗黒の時代であった（矢

作川漁業協同組合，1987）．

反公害運動と補償金獲得の最大化という，漁協の二面

性の理由についてはいろいろと考えられる．当時は水質

汚濁を取り締まるための法規制が不十分で，不可逆的な

河川改変に対する絶望的な闘争であったことも，理由の

一つだろう．また構成員である組合員が，川が生活の一

部であるようなライフスタイルを脱し，サラリーマン化

していったことも大きな要因であったと考えられる．矢

作川の白濁期について，聞き取りを行ってみると，意外

とこの時期に関する証言が少ないことに気づく．それら

を総合してみるとおおよそ二点で「釣りどころではな

かった」という結論にいたる．「川が白濁し，魚が結核に

かかったようになって」「釣りどころではなかった」．そ

の一方で「働けばいくらでも金になる時代だったから」

「釣りどころではなかった」という．ちょうど川の汚濁

が激しくなり始めた昭和三十七年に就職した村山さん

は，当時の様子をこう振り返る．

わしゃ35歳まで百姓やっとった．その時分は35ま

ではねえ，会社でも使ってくれたでねえ．ほれ以上

になっても，もう使えへんもんね．で，豊田の市役

所行ったやつは「まあお前，百姓じゃなんだで，月

給稼ぎになった方がええぞ」ちゅうわけで．トヨタ

自動車のねえ，下請け業者が20社集まってねえ，企

業庁の指導で工場団地ができたとこだもんで，そこ

へポッと入って．アユ釣りは25歳ぐらいから始め

て，40ぐらいまではやっとたかなあ．それから10年

ぐらいは間をおいちゃったわ．会社の関係もあった

しね．（村山秀夫）

現在，矢作川が白濁していたころの話を聞けるのは，

その当時に働き盛りを迎えていた人々である．この時期
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矢作川で日常的に漁を行っていた彼らの多くが，より安

定した収入を求めて勤め人となり，川は遠い存在になっ

てしまった．サラリーマン化した漁業者にとって，川は

日常的な生活の場ではなくなり，遊漁者と同様，休日に

竿を出す非日常的なレクリエーションの場となったので

ある．生活環境を破壊されながらも，同時に彼らの生活

基盤そのものを変容させてしまうほど，高度経済成長期

の変化は劇的だった．

1960年代の後半は，全国的に公害が問題となり，それ

に対する住民運動が活発化した．それを受けて政府は67

年（昭和42年）に公害対策基本法を制定するが，それは

生活環境と産業発展の調和をうたった，規制としては不

十分なものだった．それに対し，東京都をはじめとする

地方自治体では，国の規制を上回る公害防止対策に乗り

出した．また，新潟水俣病提訴を初めとする四大公害訴

訟が相次いで提訴され，72年（昭和47年）から73年（昭

和48年）にかけては四大公害裁判の原告勝訴の判決が下

された．こうした状況のなかで1970年（昭和45年）に

はいわゆる「公害国会」が開かれ，公害対策基本法の調

和条項の削除など，公害規制強化の一連の法律改正がな

された．翌71年（昭和46年）には公害行政を統括する

環境庁も設置された．

矢作川においても汚濁が激しさを増していくなかで

1969年（昭和44年），ユニークな半官半民の組織が誕生

する．矢作川沿岸水質保全対策協議会（以下，矢水協）

である．矢水協は当初，矢作川流域の農業関係団体，漁

業関係団体，地方自治体合わせて19団体で発足した．矢

作川漁協も翌1970年に加入している．矢水協は活動の目

的を「矢作川沿岸および水域の水質保全のために必要な

調査・対策及び運動を行うこと」とさだめ，汚濁源に対

する監視や抗議，関係省庁への水質基準設定の陳情や監

督強化の要請など，活発な反公害運動を展開していった．

水質汚濁防止法が実施された1971年の６月には，矢水協

が特に悪質な三業者を告発，水質汚濁防止法違反摘発の

全国第一号となっている．

４）河川利用の高度化とその管理

これまで見てきたように高度経済成長期は矢作川を取

り巻く環境を大きく変えてきた．同時にこの時期，川そ

昭和30年代前半の矢作川における潅漑用水取水ポイン

ト（『昭和34年度矢作川水系農業水利実態調査書第一冊』

から作成）．

現在の矢作川利水系統図（今井勝美，2000年，「矢作川

の水収支の概要」『矢作川研究』第４号，豊田市矢作川

研究所から転載）．
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のものの構造の改変が相次いで進められている．この時

期の河川改変の特徴をまとめれば，河水利用の効率化と

それを実現するための河川管理の中央集権化である．必

要な水はできる限り多く取水し，不必要な水（洪水）は

できる限り早く海に流す．つまり利水・治水のための河

川改変である．二つの図（p.123）を見比べて欲しい．左

の図は，1959年（昭和34年）現在の，矢作川からの農業

用水の取水ポイントを表したものである．右の図は，私

には集中治療室に横たわった患者のように見えるが，現

在の矢作川の農水，工水，上水の取水・配水システムの

模式図である．左の図のように1959年頃の矢作川水系に

おける潅漑用水は，明治用水・枝下
しだれ

用水の二大用水を除

くと，本川あるいは支川の，比較的小規模な施設からの

取水が主流であった．戦後の矢作川における河川開発は，

農業用水の確保から着手され，続いて治水・利水一体と

なった総合開発によって完成した．

まず最初に行われたのは，1952年（昭和27年）から始

まる矢作川農業水利事業である．この事業は，矢作川下

流低地部水田の排水改良と乾田化によって，潅漑用水の

需要が増大し，しばしば干ばつに見舞われるようになっ

たため，その水源を確保することを目的としていた．こ

の事業によって1963年（昭和38年），巴川上流に有効貯

水量1846万1000立方メートルの羽布ダムが建設され

た．

矢作川農業水利事業に続いて1963年から79年（昭和

54年）にかけて，矢作川第二農業水利事業が行われた．

矢作川流域の地質の78％は，もろい花崗岩でできている

ため，もともとは砂河川と呼ばれる天井川だった．しか

し大正末期から昭和初期にかけて上流部につくられた発

電用堰堤によって砂利の供給が減少したことに加え，川

砂利採取によって，昭和30年代には一転して河床低下が

問題となった．矢作川水系における潅漑用水は，明治期

に作られた明治用水・枝下用水の二大用水を除くと，本

川あるいは支川の，比較的小規模な井堰や自然取り入れ

で取水し，その不足分を上流部に散在する溜池からの放

流で補給していたから，河床が低下したことで，既存の

取水口からの取水が困難になってきた．矢作川第二農業

水利事業は，河床低下による取水困難や取水口の老朽化

に対して，左の図にあったような既設28か所の自然取水

口，井堰等を岡崎市細川地内の細川頭首工（最大18.71

m/s）に合
ごう
口
くち
，乙
おと
川
がわ
，鹿
か
乗
のり
川
がわ
にも頭首工を新設するとい

うものだった．加えてこれらを結ぶ55.9キロメートルの

幹線水路が築造された．

池上甲一は，こうした変化を「大地改造型」農業水利

構造から「構造物集積型」農業水利構造への転換と表現

している．

農業水利システムは，大規模な土木工学的構造物の

卓越，高度施設化，用水源の一元化といった物的な

側面と，用水利用の個別化，国家投資の増大と国家

管理の強化，用水の「資源化」といった利用・管理

面とにおいて，大きく変化してきた．とくに，多目

的ダム群やコンクリート製の頭首工，あるいは遠隔

自動制御・管理棟などの施設システムは，伝統的な

農業水利構造とは決定的に異なった，人工度の極め

て高い近代技術と多額の資本の集中投入によって実

現されている．その意味で，長い歴史の過程で形成

されてきた日本の「大地改造型」農業水利構造は，

「構造物集積型」農業水利構造に転換したといえよ

う（池上，1991）．

このことは単に，近代技術によって施設が大規模化した

ということにとどまらない．人と水との関係を大きく変

化させるのである．農民が自らの労働力を直接大地に投

入することで形成されてきた伝統的な水利システムは，

なかば自然であるかのようにみえる溜池や簡易な井堰，

あるいは小河川などから構成されていた．これが池上の

いう「大地改造型」農業水利構造である．効率的水利用

の追求は，農業用水を生産機能に特化させる．具体的に

は，取水機能を強化するための井堰の統合（合口），末端

水路までの配水の効率化（パイプライン化）によってな

される．それは，管理施設の高度化と用水管理の集中化，

つまり農業水利に対する国の管理強化をもたらし，利用

主体がそのまま管理主体であるような伝統的な一体性は

失われる．用水は，貨幣を対価として国から供給される

生産財となる．効率化の追求は，管理の高度化によって

水と人との直接的で，多面的なかかわりを断ち切り，結

果として濫費型の用水需要を促進するのである．

５）矢作ダム建造とその背景

矢作川の様相を根本的に変えたのは1965年（昭和40

年）に着工し，70年（昭和45年）に完成した矢作川総合

開発事業に基づく矢作ダムの建設だろう．矢作ダムは衣

浦臨海部を中心とした工業用水，矢作川流域諸都市の上

水道用水，矢作川沿岸農地の潅漑用水の補給と，治水，

発電を目的としてつくられた，有効貯水量6500万立方

メートル，堰堤の高さ100メートルの多目的ダムである．

ここではまず，河川行政の変遷を簡単に振り返り，次に

124

芝村 龍太



この時期の矢作川が，どのようなコンセプトのもとにデ

ザインされていったのかを見ていくことにしよう．

1896年（明治29年）に制定された最初の河川法は，「純

粋な治水立法であって，利水行政はほとんど考慮されて

いなかった（渡辺，1959）」．そのため，大規模電源開発

が進められた大正末期以降，治水と利水，あるいは利水

相互の競合が顕著になり，治水に加えて利水の調整が河

川行政の課題となっていた．しかし，治水を受け持つ内

務省と，他産業を所管する農林省，逓信省など，利水各

省との権限争いもあって，河川法の改正や新たな水利法

案は実現しなかった（渡辺，1959）．このような情勢のな

かで，戦後の河川総合開発に受け継がれることになる「河

水統制」が，内務省によって企図される．

その水源たる河水は，洪水の際には，従来は，無為

に海洋に放流されていたものであるが，そのために

は，河幅の増大，堤防の築造によって，いたずらに

耕地・宅地を縮小せしめることになるのであるから，

もし，これを上流において貯留して，洪水量を調節

し，水量の防止軽減を図るとともに，適時，下流の

必要水の需要に応ずることができれば，実に，一石

二鳥の効果があるわけである（大霞会編，1980）．

河水統制の思想とは，治水と利水を一体的に統制する多

目的ダムの建設によって，河川を一元的に管理しようと

するものだった．河水統制事業は1940年（昭和15年）

から実施されるが，その後戦争によって大きな進展をみ

ることなく，戦後の内務省解体を迎えた．

河川行政は内務省から建設省に引き継がれ，多目的ダ

ムの建設が再開された．多目的ダム建設の，費用負担を

規定した1953年（昭和28年）の電源開発促進法，建設

省が多目的ダムの建設・管理主体であることを明示した

1957年（昭和32年）の特定多目的ダム法など，多目的ダ

ム建設のための法整備も進められた．さらに1964年（昭

和39年）には，河川法が改正された．これまでの適用河

川，準用河川の制度は廃止され，一級河川は建設大臣が，

二級河川は都道府県知事が管理することとされた．この

改正によって，「水系一貫」の利水・治水対策が，建設省

の主導のもと，推し進められる．建設省は，「その戦後史

において他の関係省庁を，さらには地方自治体や地元住

民をも排除しつつ，河川を一元的に管理する河川行政の

独占的主体となっていった」（田中，2001）のである．

矢作川総合開発事業は，治水とあらゆる利水を一本化

し，建設省を中心に農林水産省・愛知県・中部電力が分

担して施工する，文字通り総合的な開発事業だった．治

水に関しては６月１日から10月15日までを洪水期間と

し，矢作ダムの有効貯水量のうち1500万立方メートルを

使って洪水流を1000m/s低減させる．電源開発の分野

では，中部電力によって矢作第一発電所（６万kw）と矢

作第二発電所（３万1200kw）が1970年，71年に建設さ

れた．さらに1980年には愛知県稲武町の黒田ダムを上池

とし，矢作ダムを下池として揚水発電を行う奥矢作第一

発電所（31万5000kw）と第二発電所（78万 kw）が建

設された．

（愛知県岡崎農地開発事務所，1981年，「矢作川本川系利水量表」『矢作川の水利用と

農業用水管理』から作成）．

矢作川本川系目的別総利水量

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

工水

上水

農水

年

千㎥

125

矢作川とひとの暮らし２．矢作川の変化とアユ漁の移り変わり



農林水産省は矢作川総合開発事業の一環として，矢作

川総合農業水利事業を実施し，農業用水，工業用水，上

水道用水一体となった開発を進めた．その内容は，既存

の中部電力百月ダムと明治用水頭首工を利用し，取水設

備を拡充して新規取水にあてるというものだった．これ

によって百月ダムの岩倉取水口から，農業用水として豊

田市と藤岡町を対象地域に，最大1.59m/s，工業用水で

は名古屋南部臨海工業地帯に一日20万m（最大2.67

m/s），上水道用水では豊田市，岡崎市，三好町，安城市，

知立市に一日23万1000m（最大3.20m/s）新たに給水

することが可能となった．明治用水頭首工には両岸に取

水設備を設け，農業用水として幸田，吉良，幡豆町に最

大1.43m/sを，工業用水として衣浦臨海工業地帯およ

びその背後工業地帯に一日30万m（最大4.02m/s）

を，上水道用水として碧南市，西尾市，一色町，吉良町，

幡豆町，幸田町に計一日８万9000m（最大1.23m/s）

を給水する体制が整えられた．これら一連の事業の結果，

大規模な取水施設から取水した表流水を長距離幹線を通

じて各地に配水し，水系を総合的に管理する巨大なシス

テムが誕生したのである．矢作ダムの建設により矢作川

本流からの年間取水量は，ダム建設当初の1971年（昭和

46年）の約2.5億トンから80年（昭和55年）には約5.

5億トンと倍増した．

６）矢作川の再発見

矢水協の活躍により，1970年代の後半から，矢作川は

徐々に青みを取り戻していった．汚濁によって釣りがで

きなくなり，他の河川へ遠征していた組合員も，一人，

また一人と矢作川へ戻ってきた．1977年（昭和52年）組

合員を集めて催された座談会で，生田本一はこう語って

いる．「（伊勢湾台風後は）巴川，郡上，長良と，どこへ

でも行くようになったなあ．そいだが，ここ二年は他所

へは行かん．ここで結構やれる．川が悪かったから行っ

た訳だ．」（月刊矢作川同人，1977）また，79年（昭和54

年）の５月には，汚濁以来皆無だった天然アユの大量遡

上が報じられている（新三河タイムス 1979年５月27

日）．その年の解禁日には，組合員以外の遊漁者も多数押

し寄せた．

アユ解禁日の二十四日，史上最高の二千人余（昨年

は千五百人程度か）の釣り師がどっと押し寄せた．

沿道には静岡県内や東京都下のナンバーの車も見ら

れた．県外の釣り師たちが「水枯れの東三河や静岡

県内の川を越えて，水量を誇る矢作川へ来た」もの

と見られている（新三河タイムス 1979年６月28

日）．

川の復調と遊漁者の増加に対応して，矢作川漁協も遊

漁者に向けての積極策に打って出る．1980年（昭和55

年）６月には，組合員による全川一斉掃除を行い，遊漁

者を対象とした中日杯争奪第一回矢作川アユ釣大会を開

催した．81年（昭和56年）の「総代会提出議案」には，

遊漁者重視の路線に転換し，成果が上がり始めた現状に

ついて報告されている．

天然鮎も概ね順調に遡上致しました．放流量を増加

（矢作川漁業協同組合『第18回通常総会提出議案』，『第19回通常総会提出議案』，『第15回総代会提出議案』，『第17回通常

総会提出議案』，『第23回通常総会提出議案』，『第24回通常総会提出議案』から作成）．

漁協の主な収入の推移
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させれば入漁料もその分以上に増加すると云う良い

循環状態になりました．即ち矢作川は名実共に天下

の名川と云う実績の第一歩を踏み出した記念すべき

年であったと思います（矢作川漁業協同組合，1981）．

さらに81年からは漁協によって，河川の改修工事が行

われるようになる．これは矢作ダムが流量を調整するこ

とで，河床が洗われることがなくなり，新しい珪藻（ア

カ）がつきにくくなったため，重機で人工的に川の中の

石を天地返しをして，珪藻の付着をうながすねらいが

あった．この年には750万円を投じて12か所の漁場の改

修を行っている．82年（昭和57年）にはアユのオフシー

ズンの遊漁者を集めるため，アマゴ釣大会も開かれた．

また，遊漁者の利便をはかるため，親アユ売り場の増設，

テレフォンサービスの実施，釣り場ガイドの作成など，

さまざまな取り組みが80年代前半になされた．さらに養

殖アユを使ったおみやげ品の開発にも力を注ぎ，経営の

多角化もはかった．

1975年（昭和50年）には184万円だった漁協の受入入

漁料は，５年後の80年には1318万円となり，さらに５

年後の85年（昭和60年）には3554万円に達した．５年

間で７倍，10年間で20倍近い急激な上昇ぶりである（矢

作川漁業協同組合，1986）．70年代には2000キロ前後を

推移していた放流量は，80年代にはほぼ一貫して右肩上

がりの増加を見せた．増加したのは受入入漁料や放流量

だけではない．漁協の経営体質そのものが，高生産高消

費型にシフトしていくのである．河川の汚濁により，低

調を余儀なくされてきた河川漁業が，ここに来て急激な

「高度成長」を開始するのである．

漁協が高生産高消費型へと転換した背景には，もちろ

ん遊漁者の増加があるが，その他にも1970年（昭和45

年）に愛知県水産試験場の内水面分場が払い下げられ，

漁協が養殖事業を手がけるようになったことも挙げられ

る．73年（昭和48年）からは，コイ・フナに加えてアユ

の養殖を手がけるようになった．さらに83年（昭和58

年）には，稚アユの中間種苗育成施設を増設し，既設の

養殖池の改修も進めたので，養殖事業も順調に伸びて

いった．養殖事業は現在にいたるまで，一貫して漁協の

稼ぎ頭となり，養殖されたアユの多くは，簗や親アユ用

に出荷されている．

1970年から88年（昭和63年）までの，漁協の収入を

見てみると，73年度から80年度の間に，組合員からの賦

課金収入と遊漁者からの入漁料収入が逆転し，それ以降

の賦課金の占める割合は，簗に課せられる特別賦課金を

あわせても８から５％にすぎない．その一方で，入漁料

は全体の収入の22から35％を占めている．80年代の漁

協の主な収入源は，養殖の売り上げ，入漁料，補償金で

あることが分かる．

かつてほどの清流でないにせよ，汚濁時代の去った矢

作川を，人々が「再発見」したこの時期は，漁協が役員

の汚職問題やその体質を批判された時期とも重なってい

る．汚濁時代から組合員の間では，釣れない川を前にし

て，放流費を役員の遊興費に横流しする「お座敷放流」

などの噂が絶えなかった．汚職問題の発端となったのは

1979年，内部告発によって，総代会にも理事会にも報告

されていない漁協のヤミ会計が明らかになったからであ

る．それは業者からの「協力費」名目の公害補償金を資

金源とし，その多くが役員の遊興飲食費に充てられてい

た（新三河タイムス 1979年３月15日）．ヤミ会計の存

在を否定していた組合長は病気を理由に辞任．代わって

交渉部長が組合長となった．

続いて問題となったのは，遊漁料値上げである．1980

年，漁協はアユ年鑑札6000円から7800円などとする，

遊漁料値上げを総会で決定した．漁協としては遊漁者の

増加に対応すべく放流量を増やすために，その費用を調

達する意図があったようである．一方で組合員の賦課金

は据えおかれたため，漁協は強い批判をあびることにな

る．さらに問題を深刻にしたのは，矢作ダムおよび奥矢

作揚水発電所建設にあたって，漁協に支払われた補償金

の大半が，組合員に分配されたり，組合員の旅行などに

使われていたことだった．

漁協批判の急先鋒に立ったのは，『月刊矢作川』の同人

たちである．「補償金は権利的には組合員のものであり，

補償金の一部から放流費も支出しているので，賦課金の

据え置きは問題ない」と主張した組合長に対し，「補償金

は本来，ダム建設によって悪化した河川環境の復元費で

あり，遊漁料の値上げは，組合員の間で分配された補償

金のツケを遊漁者に転嫁するものだ」と反論した．結局

この年の値上げは認められなかったが，翌81年，漁協は

再度アユ年鑑札を8000円とする値上げを再申請し，組合

員の賦課金も3000円から4000円へ値上げすることで認

められた．

漁協批判が頂点に達したのが，1980年８月に問題と

なった矢水協との開発同意の権限をめぐる対立だった

（新三河タイムス 1980年８月31日）．県や市町村は流

域の開発許可にあたって，矢水協の同意を得るように指

導していた．いわゆる「矢作川方式」である．矢水協は

河川の汚濁源に対して，実害補償以外は要求しない方針
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をとっていたが，矢水協の構成団体でもあった矢作川漁

協は，矢水協の事前協議から得た情報をもとに，開発許

可を待つ業者に対して，矢水協とは別に漁協の開発への

同意を与える見返りに，稚アユ放流費名目の「協力金」

を要求したのである．資金稼ぎの対象は，流域に進出す

る企業だけではなく，ダム湖にある漕艇協会の艇庫の建

替えにまでおよんだ（新三河タイムス 1981年７月２

日）．矢水協は事前協議から矢作川漁協をはずし，そのこ

とに反発した組合長は，県や市町村に対して，流域の進

出企業が漁協の同意を必要とする旨，同意をもとめる書

簡を出し，さらなる批判を招いた（新三河タイムス社

1981年７月２日）．この件では81年12月に，組合長が流

域に進出する工場や開発行為に対して，「紳士的な態度を

持して不当と思われるような要求をしないこと」で矢水

協と和解し，一応の決着をみた．

漁協の経営再建の方針は，一言でいえば，第一次産業

から第三次産業への転換だった．アユの放流による「漁

利ノ永続」を目指した初代組合長鈴木茂樹の時代を，第

一の近代化の時代とするなら，遊漁収入を次年度の放流

費に充てることで拡大再生産を図った80年代は，漁協第

二の近代化の時代だといえる．しかし結果的に，放流量

増大による経営規模拡大路線が順調だったのは，80年代

の10年間だけだった．80年代後半になると，カワシオグ

サの大発生，稚アユの冷水病，群れアユの問題など，川

の傷みと魚の病が顕在化してきたのである．それは漁業

組合設立以来，河川環境の改善には手を付けることがで

きずに，稚アユ放流量の増大で累積的な河川環境悪化を

補ってきた増殖＝放流主義の矛盾が，この時期になって

現れてきたことを示している．90年代以降は，河川環境

の改善が漁協の取り組むべき課題として，大きくクロー

ズアップされてくるのである．

80年代後半の矢作川では，川の異常が次々と顕在化し

ていく．川の慢性的な汚濁や大型糸状緑藻カワシオグサ

の大発生，河床が固くなるアーマーコート現象などであ

る．それらは，汚濁一つをとってみても80年代までの汚

濁とは，質的に異なるものだった．矢作川の白濁してい

た当時は，陶土や山砂利の採取工場が操業を停止する盆

や正月には，川は元通りの澄んだ姿を取り戻したという．

つまり汚濁源が取り除かれれば問題は解決するような汚

濁であった．しかし80年代後半以降の汚濁は，とりたて

て明確な汚濁源がないにもかかわらず，川がうるむ，慢

性的な汚濁であった．矢作ダムが建設されたことによる

流水の減少，河川氾濫の減少，ダム放流水の溶存酸素や

水温の問題，さらに水源地である山林の荒廃，下水道普

及の遅れによる家庭排水の問題など，さまざまな要素が

からみあって，川そのものの傷みを引きおこしていると

考えられる．

同時に80年代後半には，アユにも異変が起こってい

る．水温低下によって発現する冷水病や放流したアユが

群れて縄張りをつくろうとしない群れアユの問題であ

る．稚アユの放流は，おもに琵琶湖という日本最大の湖

にその供給源を依存し，稚アユ採捕の効率化を進めた結

果，琵琶湖沖の小さな稚アユを網で大量にすくい上げ，

一定期間蓄養してから各地に出荷するシステムができあ

がった．琵琶湖のアユが冷水病に感染したため，日本全

国の河川で冷水病によるアユの死亡が問題となったので

ある．また，群れアユの問題も，天然遡上するアユとこ

となり，飼料によって人工的に飼育することが原因では

ないかと疑われている．つまりこの時期には，それまで

河川をデザインしてきた利水・治水本位の効率的な河川

システムと，それによる損失を補うべくして対抗的に開

発されてきた稚アユ放流システムの両方が，問題を抱え

ていることがわかってきたのである．

４．矢作川漁協による再生の模索―「寄り切

られ」の歴史からの転換

これまで見てきたように矢作川の漁業者と矢作川漁協

の歴史は，河川開発に絶えず寄り切られ続けてきた歴史

であった．そしてその損失を，放流の量的拡大によって

補おうと努めてきた歴史であった．その矛盾が顕在化し

たのが80年代後半から90年代にかけてである．90年

代，漁協はこうした状況のなかで抜本的な方針転換を行

う．それは環境保全主体としての漁協の再定義である．

この転換は，余儀なくされた転換とも，漁協という組織

の生き残り戦略とも考えられるが，たんにそれだけでは

ない．そこには，寄り切られることで手放さざるを得な

かった汚濁以前の，ごく当たり前のように存在した川の

豊かさを，再生したいというモチベーションがつらぬか

れている．

河川環境悪化に対する漁協の対応も，特定の汚濁源に

対する抗議から，河川のありようを支配しているシステ

ムへの異議申し立てへとシフトしていく．矢作川漁協の

方針転換を象徴するのが，1971年（昭和46年）に建設計

画が明らかになった，矢作川河口堰をめぐる一連の対応

だろう．漁協は矢作ダム建設の際に補償金を組合員に分

配したことが問題となってから，河口堰の補償金を，魚

族の保護繁殖費に充てることを表明していた．つまり，

128

芝村 龍太



補償交渉が始まる前から，補償金による決着を想定して

いたのである．しかし1989年（平成元年），漁協は河口

堰問題について補償金確保ではなく，河川環境改善を要

求する方針をかため，91年（平成３年），建設省豊橋工事

事務所に対して，魚道の改良や環境維持流量の設定など，

「川本来の姿を取り戻す」ための最優先課題七項目を提

示し，これらの解決なくして河口堰建設事業の進展は困

難，と訴えた．さらに96年（平成８年）には，上中流部

に大規模な取水設備のない長良川と矢作川とでは，河川

利用率が大きく異なることを理由に，河口堰建設そのも

のに反対する総代会の決議を行っている．

漁協の「寄り切られ」の歴史を振り返ってみると，補

償金による決着を余儀なくされることが常であった．河

川環境の悪化を漁獲高の減少という問題に縮減し，補償

金によって解決を図ろうとすることもまた，結果的には

川の持つ重層的な意味を否定し，切断してきたといえる

だろう．補償金の条件闘争から，環境改善の条件闘争へ，

さらには河川環境の視点からの建設計画の否定へという

漁協の方針転換は，そうした「寄り切られ」の構図から

の脱却を目指し，失われた川との多様な関わりを回復し

ようとする試みだといえる．

注

⑴ 河川法では，河川を閉めきる構造物のうち，堰堤の高さが一五

メートルを超えるもののみをダムと定義している．その一方で，

中部電力ではそれ以下の高さの構造物もダムと呼んでおり，また

潅漑用水の取水設備は頭首工と呼ばれている．ここでは河川を閉

めきる構造物を一括してダムと表現している．時瀬発電所の取水

施設である時瀬ダムは，1971年の矢作ダム建設により，時瀬発電

所が矢作川第一発電所を介して取水する構造に変更されたため，

現存しない．
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