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私は昭和10年(1935年)に 入省、当時経済更生部副業課配属 となっ た。

その頃は経済の不況が深刻で、と くに農家の負債が重圧 となって東北では借金 さえ もで きな

い貧農層は娘の身売 りが日常茶飯事化する事態が続いた。われわれ農学部門の学生 も農村調査

などを通 じてそのよ うな実態を見聞 していた し、いかにこれ らを考えいかに対処すべきである

かなどについて、毎日論議をたたかわ していたのであった。少 くとも農村農業の改善や農民の

地位向上についての使命感を当時の学生 はもっていたし、 したが って学生運動 も亦熾烈をきわ

めたのであ る。

したがって私の卒業論文 も 「日本における農家副業問題」をテーマに し、農業経営における

副業の位置づけは生計補充的意義が大 きく、副業を奨励することよりもむ しろ農業専業で十分

生計が賄えるような経営に改善すべ きであるという論旨だったように思 う。 ところがすでに経

済更生事業発足以前から副業奨励が実施 されてお り、そのような事情か ら多分農村副業に関す

る事務取扱を私は命ぜ られたのであろう。当時見習だっ たせいだろうか読書や議論 と出張の有

難 い日課が続き、1年 ばか りたつて総務課に配属替 とな り農山漁村経済更生に関す る事務取扱

を拝命することになった。 したが って経済更生事業の重要事項 に参画す るというようなことは

雲の上の ことであ って、以下の思い出はかけ出 しの使い走 りの体験に過 ぎないけれど も、 この

期間は以後30数 年に及ぶ私の役人生活のバ ックボーンがつ くられたように思 う。

それは経済更生運動が上は大臣 ・次官 ・部長 ・課長や技師 ・事務官か らわれわれのような最
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下僚に至るまで一致 して、農村の改革 に情熱を注いだ雰囲気の中で仕事に打込んだことだけが

記憶に強 く残っている。昭和10年 か ら12年 前後の経済更生運動はおそ らく最高潮に達 した時期

であっ たと思う。農村窮乏対策 としての経済更生運動の初期 は、少 くとも農村改革のための純

粋の組織活動であったよ うに考える。それ以後戦争の激化につれて組織活動は変質 したが、昨

今大学などの研究で論議されているような当初か らファシズムの農村版育成を意識的に企 図 し

ていたとは到底考え られない。む しろ昭和12年(1937年)支 那事変以降戦時国家総動員体制の

強化に伴 って経済更生運動 と しての農村組織活動が、その体制の中に押込まれて 自主性を喪失

して行ったとみ るべ きであろう。 この頃になって くるとわれわれのような者に も権力による強

圧が 目にちらついて、仕事 に対する情熱を失わせるような ことが、 しば しば起 ってきた。だか

ら経済更生運動をは じめか ら農村ファシズムの組織化であるとす る見方には、何 とはな しに違

和感をもつ。

また昨今の農政の動向をみても依然 として金や物に重点が指向されてお り、農民の意思を尊

重す るような心構えは感 じとられない。上は大臣か ら下僚に至るまで、われわれがその昔経験

したような農業農村 に注 ぐ情熱が薄れて しまって、何だか さくば くたる雰囲気をか もし出 して

いるようにさえ思える。 このような情勢のなかにあ って正 しい経済更生運動史をまとめて、現

在の関係当事者に対 して提供す るという今回の企画は、当時仕事 に携わったわれわれの義務で

はなかろうか。

以下最下僚の感懐 として と くに胸中に強 く残 った ものについて、思いつ くままに述べてみた

い。

O小 平経済更生部長の無言の指導力

当時われわれは経 済更生運動の実践本部(経 済更生部総務課)の 末席にあったが、胸中は常

に農民に対するま じめな奉仕の精神が心のどこか に宿 っていた。 このよ うに一種 の使命感 を

もっていたので、現 実の仕事にふれ るようになるとさらに一層激発 された。その根源 ともいう

べきものは、小平経済更生部長の行動力と人格によ るところが大きかった。

(1)部 長みずからが書記役

世相に敏感であり批判精神 も旺盛だった20才 代の青年期にあって 、入省後の1年 間は前述の

ような読書 と議論にあけ くれていた私は、総務課に きてみると連日多忙な仕事で全員がいやお

うな しに立働か されてい るのをみて多少当惑気味だ った。 とくに予算編成時や打合せ会議の前

などには毎晩といっていいほど12時 を過 ぎ、官用車で自宅に送 って もらっていたよ うに思 う。

連 日のガ リ版切 りが続 くといささかうんざりして、今考えると申訳ないことだが川井技師に不

満をぶちまけた りしでいたが、それで もひどくおこられ もせずむ しろ放 っておかれるような状
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態であった。だからやむをえずまたその日出勤 しなければ分 らな いような不特定の雑務を続 け

ざるをえな くなる始末であった。それほどに上層部はわれわれ若輩を指導する時間がな く、余

りにも多忙で極限の仕事に倒れる人がいた位であった。 したがって各人は与え られた仕事を独

自でまとめて仕上げるほかはな く、自分の仕事 は自分で処理する力をいやがお うで も身につ け

ざるをえなかっ た。

その頃漏れ聞いたことだが、小平部長御 自身が会議などで各人の意見を聞かれ、これに御 自

身の見解を加えて一文を草 されていたとのこと。大体会議は夜までかかるし部長が まとめられ

るのが夜半を過 ぎるのであ るか ら、御帰宅は夜明けになることが多か ったようである。翌朝草

案がガ リ版等になって上層部に配布され、それにもとず く具体的な仕事に取かかるのであるか

ら上層部 もうか うか しておれない。 この ように部長みずか らが書 記役に任 じ、超人的な活動の

毎 日が続いたのである。由来更生部育ちは人使 いが荒いといわれていたが、みずか らに厳 しい

部長の行動を前にしては上層部は勿論下僚の末端のわれわれに至 るまで、おのずか ら厳 しさを

身につけざるをえなかったのではなかろ うか。

今でも当時の職員だった人達に会えば、息を もつけなか った多忙の追憶をなつか しむ風で さ

えある。それはこのように行動を もって示される仕事のや り方はなかば職人風ともみ られたが、

強 く叱責 され ることもな く仕事 に熱意をもつ まであるていどの自発性を期待されていたので、

何 とはな しに血の通 う雰囲気を肌に感 じていたのではなかろうか。まさしく小平部長の人柄の

下層部への影響によるものと考え られる。結局関係者がやる気を もたなければ、組織的な仕事

はスムーズに進展 しないものだ という極めて当然の ことが証 しとなったのである。 しか も取ま

とめの管理責任者である部長がみずから書記役 となって(今 もそ うだが当時 も一般には下僚が

会議の記録をメモする慣習だった)、 メモをとり草案を作成 して下僚に示すということは余程

頭を切替えて精力的でなければで きないことである。その後の私 も時折不十分ではあったがま

とめの段階の書記役をつ とめてきたが、これ は関係者の意識統一 に役立ち仕事の段取 りが容易

になるばか りではな く、早期に仕上がる効果があ ることをたびたび経験 している。

(2)不 言実行

小平部長 は仕事の鬼となられ る情熱家で木で鼻をくくった味気 ない対話の持主であるとみら

れているが、われわれのような若い者 に対 して も気を くば られる方で もあ った。一つの思い出

がある。

入省直後未だ最初の給料をもらわない前に、近県農村における経済更生事業の実態調査を さ

れる部長のお伴を数名の同僚と共に仰せつか ったことがある。時 間に制約 を受ける汽車を嫌わ

れ、関東地区の農村視察はすべて乗用車であっ た。部長のお宅は下落合だったので朝7時 目白

駅の橋上で待合せ、1～2時 間後 に茨城 ・栃木など予定の数か村を訪ね、 たんねんな質問をさ
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れ配布の資料等に綿密にメモを書込 まれたりす るので、調査は夜の8時 頃までみ つちりかかっ

たようである。その頃の車中でふ とわれわれにもらされた ことは、 「課長が君達を指導 しない

か ら、自分が直接に教えることにしたいのでつきあって くれ」という意味のことをお っしゃら

れた。われわれ若者は部長ぢきぢきの御指導に大いに感激 したものである。

調査 を終 って宿につ き、一同は早速酒な しの会食で話はその日の調査についての部長の短評

と雑談が しばらく続 き、終るのが10時 過 ぎであるからわれわれは疲れていることではある し直

ちに就寝。 ところが部長はそれか らが大へんで、調査 されたメモや資料の整理を他人にまかせ

ず御 自身でおおよそ夜中の1時 ない し2時 頃までや ってお られたようである。それで翌朝 は7

時に宿舎出発であるか ら、当時部長付の北村運転手でなければつとまらないといわれ、われわ

れのような若者で もよほど気を張 っていなければ、つ いて行けないような風であったのである。

この ようにどんなに忙 しくても調査資料の整理を下僚にまかせず部長御 自身が間髪を入れず

おや りになるやり方を、私 はその後学 びとり今 日も続けて いるが、単 に資料等にメモするだけ

にとどめて おかず整理することで、頭の中に系統的に記憶が残 るという妙味を身につけること

ができた。

(3)暖 か い思いやり

このよ うに自己に厳 しくされ、冷徹な しんの強い信念を貫徹 される反面に、思いや りを もっ

てお られる性格の方で もあっ た。ある時 こんなことがあった 。私事に亘ることであるが、部長

のカバ ン持を して軽井沢の万平ホテルに泊 った翌朝、未だ就寝中の私 に部長みずからが ドアを

叩いて食事の誘いに来 られた。大へんあわてて青 くなって洗面 もそこそこに大急 ぎで食堂 に

スッ飛んで行 くと、部長はすで にテ―ブルで待 ってお られたので深 くわびたが、別段おこられ

もせず共に食事をさせて頂 いた。私は食事 ものどを通 らず先に失礼を してフロン トにかけつけ、

会計を頼んだ ところがすでに部長が私の分 までを含めて支払 を済まされているとい うことで

あった。どちらがカバ ン持であるかわか らない私の重ねが さねの失態にいやな顔 もなさ らずた

んたんと してお られたので、却 って穴あ らばはいりたいほど恐縮 したのであった。

このように部長は言葉で はなく、すべて御 自身の行動を もってわれわれに教示 されるので、

無言の御指導 はわれわれの胸に常に焼付けられるのであった。以上のよ うなことは外目にはコ

キ使われているのだというふ うに受取 られが ちであるが、決 して強制 されることがないか らつ

いて行 く者 は得るところがあっただろうし、つ いて行けない者はその ままになってしまったの

であろ う。結局自分で 自分の処 し方を決めなければな らな くなる民主的雰囲気をかもし出 して

いるよ うで、今ふ りかえってみ るとこれこそ真の民主的な無言の指導 といえるものではなかろ

うか。
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○ 若手 に責 任を持たせる

われわれが入省 した昭和10年(1935年)と いえば、経済更生運動 も高潮への道をたどりつつ

ある時期だ ったのである。昭和11年(1936年)に 、経済更生計画樹立町村 の中か ら町村指導者

達の協カー致 や積極的熱意などの度合 と計画内容のユニー クなものに対 して、毎年1,000町 村、

1町 村平均当時の金で約3万 円相当(助 成金1.5万 円 ・低利融資1.7万 円)の 特別資金(い わゆ

る特別助成金)を 交付す ることになった。 この特別助成金は町村が総意を もって計画 した建物

や施設 ・機械 などの装備に特定の ものを指定せず、総合計画その もの に助成する方式であった

ため関係方面の共感を呼び助成希望町村が多かった。

この特別助成指定候補町村の選定 は総務課の総力をあげたが、なお不足するので各局の兼務

者 も動員 され、われわれ若手のもの も若干加え られた。 この選定調査 は始めはわれわれは上司

のお伴であったが、習熟す るにつれて単独で調査させ られることになった。あ らか じめ県から

推薦の候補町村の資料にもとずいて選定調査を行 うのであるが、これ らの町村にとっては事業

計画の内容の総合性を認められていたので、かな り自由裁量のゆとりをもった計画だったため、

町村の当事者は指定を受けるのに懸命のようだ った。 したが ってわれわれ若輩にとって も責任

の重大 さを痛感 したのであるが、何分 にも経験 は浅い し若い しなめ られる心配 もあっ た りして

心が落着かなか った。

あんの じょう事態は早 くやってきた。数 回に亘って川井技師をはじめ他局の事務官 ・技師な

どのお伴を して調査方法等を一応のみ こんだつ もりであっ たが、候補町村 にお もむ くと校長を

はじめ農会長 ・産業組合長 ・小学校長等いわゆ る村の4本 柱のほか、村会議員 ・部落組合長や

婦人会代表など相当年配の有力者数十名が見守 る中での調査である。調査の力点は、4本 柱が

協力一致 しているかどうか、計画の重点 とそれに伴 う総合性が十分つき詰め られているかどう

か、等であ った。 ところがいささかあがって順序を とりちがえた質問を したり、村政要覧など

見ればわかるていどのことを尋ねた りして、かなりつまらない思 いを村人 にさせたよ うであっ

た。あ くびや眠 りがでてきたのである。致仕方な く早々に切上げて、後は県庁の特別助成主任

官の教示 と助言によつて調査結果をまとめるよ うな始末であ った。

しか しなが らだんだん調査の場かずを踏むよ うになつてか らは、調査内容と方法につ いての

要領を身につけ大ぜいの前での聴取はいくらか楽になって きた。ある時バ スで村役場前 に到着

すると、大ぜいの人達が整列 していた。誰か偉い人を迎えているのかと思 って県の主任官にき

くと、 「あなたを迎えているのだ」 ということでこれ また大へん に恐縮 した。広い講堂 に婦人

まで も交えた村の人達が40～50人 以上 も集 まっている前 に引出 され、歓迎の辞を受けるに及ん

で落着 いて いた筈の この若僧ますますあが って しまって、頭が混乱 して しどろもどろの調査 と

なっ て しまつたこともあっ た。ある同僚の話によると花火を打上げての村 びとの歓迎 もあった
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とかで、一 見この大時代な過剰サービスともみえる村当局者の対応 は、補助金獲得 もさること

なが らその頃中央官庁の役人が村まで調査などに出かけることは殆んどな く、大抵県庁ですま

せることが多かったか らであるとみ られる。経済更生運動はこのように して、農林省の役人を

町村民 にじかに接触 させる契機をつ くったのであり、われわれは出張は村まで行 って親 しく村

民に直接会 って話を聞いて くることだということを叩 き込 まれた。 この ことはその後 も私は続

けてきたし、事務連絡や会議のあとは必ず村や農家を訪ね るくせがついて しまった。だか ら農

林省在任中に少な くとも2度 は全国道府県を くまな く訪れ、とくに経済更生関係の仕事では県

内すみずみまで足を運ばざるをえなかったのである。

行政施策の実施状況や新 しい方針を決め る前に、現場を訪ねて実情を把握することは官吏た

るものの義務ではなかろうか。 とくに上層部 は信頼す る下僚に事務をまかせて、常に農村を視

察 し農民の話に耳をかたむけることが今日ほど大切なときはない。また出張 して帰庁 した時は

少な くとも1週 間以内に復命書の提出を義務づけられていた し、その後の私 は復命書の形 はと

らないに して も重要な調査は文書にまとめてお くことに していた。この ことは前 にも云 ったよ

うに、単にメモ帳に書留めてお くことではな くて問題点を整理 して文書にまとめてお くことは

系統的な記憶とな って心に残るものである。

このよ うに入省間 もない若手に、人手不足 とはいいなが ら今 日だったら課長 クラスがや るよ

うな助成金の対象となる町村の選定 という重要な仕事を与えていた。一歩誤れば若い当人の無

自覚か ら間違 った方向へ進みかねないのであるが、当人達を感激 させ るような雰囲気の中で責

任 とあ るて いどの権限をもたせる指導の仕方 は、経験の浅 い青年層にとって は私心な く熱意を

もって事に当る気概を植付けられたように思 う。

○ 役人に対する実践本位の指導

農業恐慌の荒波に耐えて食糧生産を堅持する農民魂を強化するということで、昭和9年(1934

年)か ら農村中堅人物養成機関として農民道場が逐次各県に設けられ、中央訓練の場として長

野県八ケ岳山麓にも農村更生協会が経営する中央修錬農場が設置された。各県の道場には各町

村より推薦を受けた農村青年達が、中央道場にはさらに各県から選抜された心身共にすぐれた

青年が、主として開墾作業を中心とするきびしい訓練を通 じてより一層の鍛練を受けたのであ

る。

今日でいえば農民教育であるが、当時農村中堅人物養成のための主管課である総務課では、

日本国民高等学校の教師であった西垣喜代次技師を首班に迎え野田哲五郎氏 ・増田盛氏 ・山崎

延久氏など新進気鋭の士が業務の中心となり、その他の者は必要に応じて随時これに協力をす

るような体制がとられていた。中心の人達は巻脚絆、リュックサック姿の異様な姿を時折職場
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に現わ し、何 となく緊張感を一同にただよわせていたのであった。道場での鍛練は来 る日も来

る日も重労働の農作業の連続で、頑健な若い諸君 もかなりあごを出 したようである。 しか も新

しく入省 した新人職員達 も技術 ・事務担当の如何を問わず、まとめて1か 月近 く中央修錬農場

で同様なはげ しい重作業によって思わざるきび しい鍛練を味わ されたのだっ た。 ところが この

ような激烈な肉体労働に加えて学科は精神主義的な側面が強か ったので、多 くの若者達は批判

的であったようである。 そのような渦中にあ ったわれわれ とて も同 じ考えをもっていたのであ

るが、業務上 やむをえないもの と観念 していたのである。 しか しなが ら終始極限に近 い状態で

心身をすりへ らしている窮乏農民のことを考えると、思いあがった考えか も知れないがそのよ

うな農民の もつ苦 しい状態をいささかで も経験す ることは、経済更生運動に挺身する者にとっ

ては避 けられないことだ と私は思 うよ うになつた。

今 にして当時をふ りかえってみ ると、戦前最後の相対的安定期だ った昭和初期の いわゆる

「古 き良 き時代」を過 した若者達にとって、心身共にかなりの束縛を体験せ られることに対 し

ての当然の反接だっ たのであろう。 しか しなが ら前に も述べた ようにこの頃は農村調査などで

農民に接触す る機会が多かったし、農林省で も大臣出席の もとに地方の精農家を集めて懇談会

をたびたび開催 して、地方の事情や農民の見解に耳をかたむける風潮が強かった。だか ら農林

省上層部 もこれ らの農民と親 しくなりしば しば訪問を受けたりして、戦後 も引続 き交渉を もつ

ことが多かったようである。 したがって今日み られるような官吏に対する農民の疎外感は、当

時は薄か ったのではないか と思われる。

最近ある農民が訴えるには、旧知の農林省の人に相談に行 ったところ多忙な事務に追われて

いたせいかそっけない話で、とて もゆっくり話を聞いて もらえるような雰囲気でな く致仕方な

く帰ってきたと嘆いていた。また昔の言葉で言えば牧民官であるべ き県庁で も、技術者である

にもかかわ らずポス トの交替が早 くて2年 位 たつと全 く専門外の別の人が坐 っているような状

態である。だか ら仕事につ いての説明は新規 まき直 しということになって、訪れた農民の失望

を招いているよ うであ る。当時は技術系統の者であれば同一ポス トで少な くとも3年 乃至5年

が普通であって、長 い人 になるとこの倍以上 も在任 してその道のべテランとなって、そのまま

担当部門の責任者となることが多か った。小平経済更生部長の如 きは、長 くて2年 位の在任が

普通の局長級でありなが ら在職6年 の長期に亘 り、農業 ・農民行政の大ベテランとなられた。

次官に就任された時私が部長室 に別れの挨拶に伺 ったところ、いかにも心残 りの ように 「仕方

ないよ」とひとことつぶやかれたのが印象的だった。昇格による出世が眼中にない心の現われ

である。だか らこそ各局別のタテ割行政 を長い在任期間中に、不十分ではあったけれ ども各局

か らの更生部兼務者を ヨコにつ らねた有機的総合的行政にかえたばか りではな く、 「物」本位

を 「人」本位の行政 に重点を切替えることがで きたのであろ う。このような行政責任者こそ、
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ハ ッ トで はな く真のヘ ッドというべきである。 しか しながら 「人 」本位の行政 は必ず しも省内

の共感を得ず不徹底だっ た し、戦争で もろくもついえ去 った。

前述の ように役人が農民に対す るそ っけない態度をとらざるをえな くなっ た要因は、昨今の

ように僅か1～2年 の在任期間で上級職 に昇格 させなければ給与 をあげることがで きない職階

制度の もとでは、当然の帰結かも知れない。昇任という出世のエサで まどわされ、仕事に打込

んでいる当人の熱意を喪失 させ ることになるのだ。一方助成金等を含めた 「物」本位の行政で

は単純な事務で十分間に合 うだろうが、農民の重点 とする 「人」本位の行政となるとどうして

も現場をふまえての実践的業務 とならざるをえまい。やたらに数多 くのハ ッ トがっ くられてい

る現状を思 うにつけ、殊更昔の制度がなつか しまれる。

だから教育だとか指導がとかい うことは、先生や指導者か ら 「知識」を書物や口頭などを通

じて当人達が学びとることも必要であるか もしれないが、より一層重要なことは実践活動の体

験過程で 自らが苦心惨たん しなが らポイン トを 「体得」することではなかろうか。体験を通 じ

て得た もの は終生心の中か ら離れ ることはないが、単なる知識 と して得た ものは長い時間がた

つと忘れて しまうものである。また知識のみが過剰になると、著 しく行動力や決断力をにぶ ら

せることにもなる。 したがっ て教育や指導は実践活動に適切な 「場」を当人達に与えることが

大切なように思 うが、昨今の現状は 「知識」の切売が教育や指導の根幹だと錯覚 している人が

多い。

○ 勇気ある行政責任者

経済更生部では恐慌下における農村の動向をはじめ経済更生運動の実態を把握す るため、昭

和7年(1932年)暮 、各府県毎に県下農山漁村か ら20～30名 の地方事情調査員を全国で1,117

名委嘱 し、本省か らその時々の課題について調査票を送付 し回答 を求めていた。この地方事情

調査は農民か ら政策等について率直な見解をじかに聞くのが主要 目的であっ たため、県庁や町

村役場を経由 しないで本省か ら委嘱 した農家に直接質問を発 しそれぞれの回答をまとめて公表

していた。かなり確度の高い レポ― トで今日みられるモニター制度の如きものだったのである。

なかで も地方事情調査報告と して著 しい反響を呼んだものに、 「わが国農家の適正経営規模に

関す る調査」がある。当時全国1戸 平均1町 未満の零細経営を、農業で生計をたてるためには

2町5反 を必要とするとい う報告があった。この地方事情調査を丹波正明氏 と私が担当 してい

たのであ る。

これ ら地方事情調査の うち公表できなか った 「極秘」の ものに、昭和12年(1937年)に 調査

した 「戦時農業労働力調査」があ る。 これは日支事変が始まって間もない頃、応召され る人や

徴発される馬など動員が急激に増加 し農業労力不足が食糧生産に支障を生ず るので、労力対策
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として人 と馬の不足の動向資料をまとめる必要上、調査員所在の部落における動員状況を調査

したのであ った。 ところが調査が進行す るにつれて各地の憲兵隊にかぎっけ られ、ある日東京

憲兵隊の少尉 が来て、 「軍事機密にふれるおそれがあるので、取止めてほ しい」とい うことで

あ った。 これに対 して私は、「当方では食糧生産のための労力対策 として緊要の ものであ って、

単に調査員在住の部落か ら調査票を回収 しようとして いるので総動員数をまとめるものではな

いか らよいと思 っていた。」旨をつげた。 ところが憲兵少尉 は、「部落別であって も専門家が

みれば、全国の動員数が推測で きる。と も角陸軍省の岩畔軍務課長のところに行 ってほ しい。」

とい うことであった。

そ こで三浦一雄総務課長の指示を仰 ぎ、後 日竹山祐太郎技師のお伴をして軍務局の岩畔少佐

に会い、竹山技師より要件をつげたところ、 「この調査は軍事機密に関することであるか ら、

軍機保護法に抵触す る。即時調査票を回収 して焼却 して もらいたい。そうすれば この件 は不問

にすることにす る。」 ということであった。帰庁後竹山技師とともに三浦課長 に復命 したとこ

ろ、「折角調査 したことではあ るし、現状ではなかなか貴重な資料であ るか ら調査票を回収 し

て一応取 まとめ、機密資料 として一連番号をつ け配付先を明 らかに して、残部 は金庫に厳重に

保管せよ。」という命を受 けた。そ こで課長の指示通 り送付 してきた調査票の動員数や農民の

労力不足に対する処置の仕方等をまとめ、 この 「戦時農業労働力調査報告書」に 「機密」の赤

いハ ンコを押 して一連番号毎に関係部局長 ・課長や関係者に氏名を記入 して配付 した。別途に

配付先表を作成 して、残部 と共に課長のもとで保管 して もらうことにした。

その後 この調査資料は関係者に役立 つたことと思われるが、 ものが ものだけにこれを基礎に

しての具体的対策はそれぞれ密かにたて られたことだ っただろ う。昭和12年 といえば国内の政

治に行政に軍部の権力がだんだん強 くなりつつあ る時だっただけに、軍事機密 というか らには

軍の要求通 り焼却 しなければな らない筈の ものだ ったのである。 このような情勢の中で三浦課

長の とった処置は、相 当に勇気がいることであっ たにちがいない。 この勇気ある決断 も当時緊

迫する食糧増産を維持 強化す る責任を強 く自覚すれば こそ、たちどころに軍機保護法 も恐 るる

に足 らずそのような危惧 は頭か らす つ飛んだのであろ う。当時の役人の上層部 にはこのような

硬骨の人が多 く、われ われ若年の下僚 も大 いに勇気づけられ心お きなく仕事を続ける ことがで

きた。

○ ラインとスタッフによる組織活動

昭和7年(1932年)9月 農林省に臨時に設置された経済更生部の組織 は、町村の経済更生計

画の樹立指導を中心に関連する業務を担当す る総務課、産業組合の育成と強化に関する業務を

担当する産業組合課、負債整理事業を主とす る業務担 当の金融課、農家副業 ・農村工業の指導
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業務を担 当する副業課等当初4課 を もって編成されていた。その後経済更生事業の進展に伴 っ

て、農産物の販売統制が必要 となり昭和10年(1935年)8月 に販売改善課が設け られ、 この5

課が行政事務の直接的ラインとして整備されたのである。 この5課 を統轄 して事務の総合調整

をするカナメに小平更生部長がいて、系統的な行政上の運営がなされていた。 また経済更生事

業は計画 された農林漁業に対 して総合的な経営と技術の指導の実をあげるために、省内の農務

局 ・米穀局 ・蚕糸局、畜産局 ・山林局 ・水産局等各局 から十数名のベ テラン技師が兼務者と

なって加わ り、必要に応 じそれぞれ原局の所管業務を通 じて協力する間接的ラインの行政体制

が とられていた。

これより先石黒忠篤氏が次官 になる久 しい以前の時代から、民間の農民研究者グル-プ であ

る柳田国男 ・渋沢敬三氏や矢作栄蔵 ・安藤広太郎 ・那須皓氏等の学者 、農民教育者 としての加

藤完治氏などとの間に研究の相互交渉が もたれていたようである。 これ らの人 々の中にはクリ

スチャンもいたようだ し、当時青年の善意をかきたてた小説家 トルス トイの信奉グループで も

あ ったそうで、小平権一氏 も亦 このメンバ-の1人 だったと伝え られている。 この学者や民間

農民研究者の知見は当然のことなが ら行政ラインに反映 され、石黒農政の貴重なスタ ッフとし

てその後の小平部長に も引継がれて、 これ らの人達は経済更生事業の最高方針を決定す る中央

委員会の有 力メンバーにもな っていた。経済更生運動が拡大強化 されるようになると、スタッ

フも逐次増強されて多 くの人達が直接経済更生部の嘱託に任命 された。 たとえば長島貞(兵 庫

県農会幹事 ・自力更生運動指導)・ 小林篤一(北 海道産業組合連合会常務)等 の諸氏、大学方

面か らは東大の本位田祥男(協 同組合理論)・ 東畑精一(農 業経済学)・ 京大の橋本傳左衛門(農

業経営学)・ 大槻正男(農 業簿記学)・ 蜷川虎三(水 産経済学)等 の諸教授、地方 自治団体か

らは宮脇梅吉(長 野県知事)・ 加納久宣(鹿 児島県知事)・ 岡崎勉(岡 山県西大寺町長)等 の諸氏

がそれぞれ もつ学識経験による寄与が期待されたのである。

このようにラインの頂点に位する行政責任者は、その周囲に有力な専門的スタッフを もち業務に

ついての貴重な知見を摂取する能力をそなえてこそ、巾広 くしかも緻密な実現性のある仕事に打込

むことができるのではなかろうか。元来ラインは行政をはじめ民間企業などにおける業務の系統的

な実務組織体(部 ・課)で あり、スタッフは研究機関 ・大学の研究者 ・学者や実践的活動家など特

定人であって 、ラインがスタッフのもっ知識や知見を活用 し先取り的業務によって事業効率を高め

ることにある。ところがいかに有能なスタッフをかかえていて も、これを運用できるラインの責任

者は少なくスタッフの力をフルに活用できない者が多く、とくに最近甚だしきはスタッフさえもち

えないような責任者が少な くないように思われる。さきにものべたように小平氏はこの点抜群の能

力を もつてお られたように思 うし、また石黒氏といえども次官時代からすでに前述のスタッフの

方々とは緊密な交渉をもち、これ らの知見を先取りして行政上に活用されていた先駆者である。
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概 していうならばスタッフには研究的理想主義的型の人が多 く、ラインには実践的活動 タイ

プの人が多いが、少なくともラインの責任者はスタッフの知識知見を消化 して実践の妥当性か

らみて業務の先取 りを判断す る能力を身につけてお くことが必要なのではなかろうか。ライン

の最高首脳であった石黒 ・小平両氏は共に行政の適切な運営をされていたところをみ ると、こ

の両氏はスタッフの要素である研究的側面をも兼ねそなえてお られたように思 う。だか ら両氏

はスタッフの見解を尊重 されたばか りではな く、 これ らの人達を丁寧に処遇 してお られた。昨

今のよ うにラインがスタッフをイチ ジクの葉 としか考えないで己れの下僕化 し、スタ ッフ も亦

ラインに自己を売込むような風潮は当時 はいささかも見 られなか つたのである。

農 山漁村 経済 更生運 動1
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