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ひとこと

本資料は、戦後 において大学や民間研究者が農 山漁村経済更生運動を、戦前及び戦

時中の権力の末端 支配の問題 としてまた農民組織の問題と して とらえ、山形県 ・栃木

県 ・群馬県 ・長野県などの経済更生指定町村 につ いて丹念に記録を調査 したり聴取を

した りして、取まとめた ものをそれぞれの機関誌 に発表 していたので、編集委員廣野

正一がその うちの若干の ものについて取材 し、改めて編集 した ものである。

編集 に当 っては、と くに経済更生事業の実績 とその成果を中心にまとめ ることと

し、執筆者の経済更生運動に対す る評価などにつ いてはそれぞれに見解のちがいがあ

ると思われるので割愛 させて頂いた。悪 しか らず御諒承を頂き、執筆者各位の労を多

としここに改めて深甚の謝意 を表 したい。なお 「ある山村指導者か らみた経済更生」

は、神奈川県下において廣野みつか らが聴取を行い取まとめたものである。

1.山 形県における農村経済更生運動

本稿は・森芳三氏稿 「昭和初期の農村経済更生運動 につ いて-山 形県の場合」(東 北大学

経済学部研究年報 「経済学」1968(昭43)年8月29日 巻3～4号 合併号)よ り取材 した。
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1.農 村恐慌の実態 と小作争議

(1)恐 慌 の深化と負債の増大

昭和初期 に相次 ぐ不作に加 えて、1930(昭5)年 には米価も繭価 も共に暴落 し農産物の収入

減によって一挙に負債額ははね上 り、1930年 度の本県における負債総額は1億2千 万円、農家

1戸 当 り1,250円 と推定 された。「農村疲弊 ノ状況」(東 村山郡農会)は 、米を生産 しなが ら食

うことがで きず ・灯油がなくて暗黒の夜を過 し ・諸現金が支払われず無尽は停止され ・納税 さ

えも滞る状態であった。負債の多 くは個人 よりの借入で、1戸 平均1,000円 の利息は1割 で90

～100円 の支払 も思 うにまかせぬ有様であった。

自作農 は好景気時に土地を購入 し、代金を2、3年 にて返済するつ もりのところ、予想に反

し1,000円 の負債 は2～3,000円 と借財は増加 した。 養蚕農家の負債 は1戸 平均50円 で利息

1割 、耕種農家より借金 して いる者が多か った。また副業農家は平均2,200円 の借金で利息1

割、土地家屋を抵 当とした個人借入が多い。1934(昭9)年 はとりわけ東北地方は未曾有 の凶

作となり、ますます負債額は増大 した。

(2)失 業の増加

東村山郡農会の調査によると、ある山間地帯代表村の倒産は30戸 で男47人 、女12人 計59人 で、

これ らの人々は季節的日傭に出るほかは失業状態にあ った。またある村では倒産12戸 で失業者

男72名 、女47名 計119名 、他の村で も倒産8戸 失業者は男女合せて約100名 に達 したというか ら、

郡内では倒産農家2～300戸 、失業者1,680名 ～2,400名 位だったと推定される。

これ らは不況期か ら就業の機会 もな く、殆ん ど完全失業者とみなされていた。 しかるに農家

1戸 当 りの家族人数は不況期必ず しも減少せず、大正期以降漸増 していたのであるから、いわ

ゆる2・3男 問題が前面に姿を現わ したわけであ り、また当時喧伝 された娘の身売 も個人借金

のための必然の結果であるとみ られ、救助を必要とす ると訴えていたのである。郡内全体 とし

て1町 村平均20戸 として も500戸 位が救助の必要があったとみ られ る。

(3)農 村恐慌に伴う小作争議の激化

明治以来打続 く凶作に加えて昭和初期の農産物価格の暴落は、とくに東北農村を恐慌の渦巻

にまき込み小作争議 は年々増加 し(昭1・22件 、昭2・32件 、昭3・92件 、昭4・142件)、 全

国第1の 争議県とな った。(注1)と くに1929(昭4)年 以後急増 し、「1924(大13)年 ヨリ

1926(大15)年 迄13年 間ハ総テ団体争議ナ リシヲ以テ1件 ノ関係者数100人 、反別100町 歩二亘

リ、調停モ小作調停法施行当時ハ解決困難デア ッタ。然ルニ法律施行後ハ個人的解決 ヲ調停二

侯 ツ状況ナル ヲ以テ、争議件数著シク増加セルニ拘ラズ人員及 ビ反別ハ寧 ロ減少 シ調停モ殆ン

ド1回 ニテ解決」(山形県 「小作 争議二関スル状況」1929(昭4)年)と いうよ うな事情になっ

た。
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小作争議の主原因は、小作料軽減 と小作地返還要求に対する小作継続にあったが、経済的不

振と争議激化等 によつて地主の土地売却による小作の移動を伴 う争議になることが多か った。

これ らに対処 したのがいうまで もなく小作調停 と自作農創設だ つたのである。

(注1)1930(昭5)年 における山形県の地主 ・小作人団体 は、小作人団体64・ 団員4,537

人、地主 団体11・460人 、地主 ・小作協調 団体9・390人等であった。同 じく農民団体は、

全国農民組合山形 県連(労 農系 ・12支部 ・組合員446名)-西 村山郡谷地町中心に村山

・西 置賜郡一帯、無産民県統一同盟(労 農党系1支 部 ・81名)一 束田川郡中心、山形

県農民組合(日 本大衆党系26支 部 ・1,630名)-酒 田 ・飽海 ・東 田川 ・北村山一帯、全

日本農民組合系(2支 部 ・139名)--遊 佐八向 ・飽海 ・最上 中心、無系統(22支 部 ・

2,016名)一 束置賜 ・南村山郡一帯

2.恐 慌対 策

山形県は1931(昭6)年 「農村改善奨励計画」を策定 し、「最近農産物価格ヤヽ騰貴 シ来 レ

リト錐生活 ヲ維持 シ更二巨額 ノ負債 ヲ償還スルハ頗ル困難ニ シテ之 ヲ放任センカ農村経済及 ビ

思想等益々悪変 ヲ免 レズ」と憂えた。「県ハ昨春不況対策協議会ヲ県下三方面二開キ、又産業

調査会 ヲ設ケテ対策」をはか り、三方面から各1町 村宛 を選定 し町村又 は部落を単位と して 「改

善計画」をっ くり、予算3千 円を もって①農家負債の整理②農業組織の合理化③農業経営の経

済化④農業生産物の商品化⑤消費経済の刷新などを実行することにな った。

1932(昭7)年 経済更生運動発足 と同時に、県振興委員会を組織 し経 済更生計 画方針の作成

と町村選定 に入 り、翌33(昭8)年5月 「山形県農山漁村経済更生計画樹立方針」を発表 した。

その内容 は、第1方 針 ・第2農 林漁業の要素整備 ・第3経 営組織 ・第4生 産方法の改

良と生産統制 ・第5生 産物の販売統制 ・第6産 業用品の配給統制 ・第7生 活改善 ・第8

備荒共済施設 ・第9自 治教育衛生社会施設の改善 等をあげて いる。か くて経済更生計画

をたてた町村は、1932(昭7)年 から1939(昭14)年 までに224町 村であ った。このよ うな更

生計画樹立町村の事例をあげると、

○ 東村山郡出羽村の場合

本村 は1933(昭8)年 経済更生村と しての指定を受け、4月 に更生委員会を組織 し、同時に

農事(養 蚕)実 行組合長 をは じめ農家小組合代表を指導員にして計画作成にとりかかった。一

方農家は土地 ・労力 ・生産 ・消費 ・販売等の年間実績を記帳 し、年末に村の基本調査と経済更

生計画書が出来上 った。 これ らの計画書は村の実情にそ うようにとの指示があったが、後 にな

ると実際には印刷 された計画書の配布を受 け数字を書 き込めば足 りるまでになった。

1933(昭8)年 の出羽村経済更生計画書によると、更生委員会(会 長一 村長、副会長-
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農会長 ・小学校長、委員一 村会議員10名 ・部落総代副総代15名 ・組長14名 ・納税組長5名 、

計47名 、幹事一 役場吏員5名 ・小学校教員2名 ・農会書記2名 、計8名)に 、総務 ・産業 ・

経済 ・教化の4部 をお きそれぞれ役場 ・農会(経 済は産組でな く農会が兼ねて1本 となる)・

小学校が業務を分担することにな った。

更生計画の内容を簡単に示すと、挙村一致自力更生の観点から、「① 自力更生信念ノ確立②

生産能力ノ拡充③自給生活ノ充実④経営組織 ノ改善⑤協同組織 ノ整備 」等を目標 としてかかげ

ている。 と くに経済状態 として全村1戸 当 りの収入は603円 、支 出738円 、差引赤字135円 、負

債475円 、公租公課63.5円 を明示 し、その改善対策を全村的に取組む 旨を強調 している。 まず

①については1934(昭9)年 初頭全村学校を開設 し計画実行宣誓式を行い、年2回 各組毎に組

合長宅に集 って計画実行の周知徹底を計 り、村歌 「自力更生農家小歌」を高唱 し、娯楽大会や

村報発行などを行 うことに した。②にっいては米 ・小麦 ・大豆 ・裏作大麦ナタネの増産改良を

5か 年で目標を達成する。産米改良 と3等 米合格11%を50%に 引上げ さらに3%の 増収をはか

る。桑園の改植整理で作目を転換するほか買薬をやめて 自力 自桑につ とめる。金肥4割 をへ ら

し自給肥料を増産する。③については小麦 ・大豆による自家用味噌醤油を醸造するほか、生活

用品の共同購入による出費の節約をはかる。④ につ いては有畜農業 ・副業 ・園芸作物の導入増

産等商品作物の奨励をす る。⑤につ いては稚蚕共同桑園 ・共同飼 育、冬期農作業の共同化 と水

稲の共同採種圃や副業のための共同作業場を設置す る。農産物の共同検査 ・出荷、資材の共同

購入をする。

3.実 績

山形県 「農山村経済更生資料一1935(昭10)年 」によると、

(1)郷 倉と備荒田の設置

1931(昭6)年 の凶作を契機に1933(昭8)年 か ら大字(部 落)単 位に郷倉を設置 しはじめ、

1934(昭9)年 の大凶作 に際 して内帯金で各部落に大々的に建設することになった。既設新設

を合計 して県全体で1,046棟 延9,168坪 の恩賜郷倉をつ くり、農事改良実行組合を母体 と して郷

倉組合を組織 し運営に当 らしめた。また報恩備荒田は139か 町村に723個 所設け、実行組合又は

郷倉組合の共同経営とした。

(2)共 同作業場の設置

県内227か 町村に771個 所設 置されたが、三井 ・三菱の義損金によるもの227か 町村689個 所、

凶作地方助成によるもの45町 村46個 所、農山漁村共同施設補助によるもの26町 村27個 所、副業

共同施設補助 によるもの9町 村4個 所 とな った。

(3)負 債整理
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農家負債については、 とくに1934(昭9)年 の大凶作以後一層深刻さを加え総戸数108,040

戸のうち負債戸数は97,235戸 ・負債総額9,424万4千 円 ・1戸 当り約970円 となり、負債整理事

業が始め られた。

1934(昭9)年 か ら1938(昭13)年 まで5か 年間における負債整理組合の事業状況をみると、

184組 合 ・組合員5,370人 ・負債総額880万7千 円 ・資金所要額256万5千 円で、1936(昭11)年

迄の資金供給決定額 は65万 円となっ ている。(「山形県 ノ負債整理事業」昭13)

(4)成 果

1934(昭9)年 駒沢大学笠森伝繁教授 によ る 「山形県経済更生指導調査-1932～1934年 」

(山形県内務部)の 結果によると、①生産条件 ・生産組織では実効をあげ、有畜多角経営への

進捗 もみ られる。開拓や自給肥料の増産 も進んだ。だが共販体制は整っても販売価格の改善は

で きなかった。②生活改善は産業組合の利用 によって共同購入 はで きて も、価格の改善がで き

ず消費節約はで きていない。③負債整理 は実効があが っていない。農家簿記 も殆ん ど普及 して

いない。

笠森氏は 「消費の工夫、自給自足の拡充、個別経済の充実、簿記の励行などは、意思さえ強

ければ思 うままにできる性質のものであるが、意思弱 きが故に実効があが らぬのであろう。精

神更生 が必要な る所以である。」 「青年の一部 は緊張 して いるが大部分 はそ うで はな く、 とく

に戸主 ・主婦が駄 目だ。」「したが って経済更生は、経済面のみでな く精神面 ・健康面の3支

柱によって達成 されるものである。」と結んでいる。

(6)特 別助成

山形県で は1936(昭11)年 に8か 村、1937(昭12)年 に9か 村の特別助成 を行い、1936年 に

は総額40万 円のほか隣接町村 との関連による別途助成35万 円計75万 円(注2)が 交付された。

その主なる内容は、家畜増殖 ・共同利用施設 ・作道改修 ・堆厩肥舎 ・農産物集積倉庫 ・苗代改

良等の共通施設と当該村に独特の採草地整備 ・共同開墾 ・溜池改修等である。別途助成は耕地

拡張 ・牧野改良 ・暗渠排水 ・林道開さく等他町村 との関連施設であ る。

(注2)1936(昭11)年 の特別助成事業75万 円の内訳は、①町村 ・産組 ・農会等団体の現

金支弁額17.2万 円②低利資金等の借入金10.3万 円③国庫助成1.2万 円④別途助成34.8万

円⑤奉仕人夫3,9万 人(1人60銭 として)2.3万 円⑥土地 ・木材等の寄付0.3万 円等現物

を含めると約78万 円となる。

○ 西村山郡大谷村(1936年 指定)の 特別助成計画事例

各町村独 自の特別助成計画の内容 は下記の如 く、きめ細かいものである。

① 一般経費770円

実行督励費200円(振 興委員会費 ・指導委員会費 ・全村学校 ・共進会 ・中心人物養成講習会
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費 等)、 伍 人 組 拡 充 費50円(全 村 加 入2か 年 計 画)、 中 堅 青 年 養 成 費120円(1年 に2人 を10か

年 継 続 して 国 民 高 等 学 校 に入 学)、 部 落 角 力 道 場400円(精 神 修 養 の ため 神 社 中 心 に8か 所)

② 施 設 費286,261円

水 路 改 修5,629円(受 益86町 歩 ・320戸)、 作 道 改 修1,619円(受 益76町 歩 ・260戸)、 溜 池 改 修

2,331円(受 益15町 歩 ・35戸)、 農 繁 期 託 児 所500円(5部 落 ・250人)、 トラ ホ ー ム 洗 眼 所

1,640円(作 業 場 中 心 に7個 所)、 耕 地 拡 張(別 途 助 成)220,000円(開 田100町 歩 ・開 畑60町

歩 ・200戸)、 牧 草 地 整 備20,000円(受 益100町 歩 ・100戸)、 自作 農 創 設 維 持3,000円(全 農 家

の5割 年3人 宛1人1,000円)、 負 債 整 理 組 合 設 置200,000円(負 債 総 額55万 円 ・14,500戸 加 入

・要 整 理 額3万 円1946(昭21)年 継 続)、 共 同 炊 事 ・加 工 場820円(女 子 青 年 学 校)、 移 民 計 画

(別 途 助 成)5,000円(5戸 ・1戸 当 り旅 費 支 給1,000円)、 共 同 利 用 機 械 設 備9,285円(精 米 ・

脱 穀 等150坪 ・200戸)、 共 同 利 用 種 畜 舎5,305円(豚 ・緬 羊 ・牛 ・兎 の 購 入 畜 舎 サ イ ロ)、 共 同

利 用 噴 霧 器500円(8部 落500戸)、 畜 産 加 工 場7,200円(250坪 ・機 械 等)、 生 活 改 善 設 備660円

(結 婚 式 具 ・葬 具)、 自家 用 醤 油 麹 室610円(50坪)、 農 林 産 物 保 管 倉 庫4,255円(本 屋 ・土 蔵)、

共 同 苗 代800円(大 谷 部 落2か 所 ・受 益150戸)、 共 同 採 種 田750円(各 部 落 組 合1反 歩 ・500戸)、

堆 肥 場1,500円(全 戸 目標1カ 年25戸 分)、 家 畜 共 同 購 入16,195円(牝 牡 牛 ・緬 羊180頭 分)、 サ

イ ロ1,000円(200戸 分 、1940(昭15)年 迄 継 続)、 疏 菜 苗 代 温 床182円(甘 藷 ・ナ ス ・ トマ ト

500戸 分)、 最 上 川 漁 場2,480円(中 沢 部 落 梁 設 置)

以 上 の よ うな 事 業 項 目が 村 の 自 発 的 創 意 に よ って 計 画 さ れ 、 特 別 助 成 総 額287,031円 ・別 途

助 成225,000円 合 計512,031円 、 当 時 と して は か な り高 額 の 事 業 が 遂 行 さ れ 一 応 の 実 績 が あ げ ら

れ た。

4.戦 時下の経済更生計画

日中戦争が本格化す るにつれて農村か らは人馬 と資材が戦争のために動員 され、特別助成予

算 も削減 されて1939(昭14)年 度の経済更生計画 は全 く様相を一変す るに至 った。1939(昭14)

年2月 の町村 に出された県通牒によれば、郡 ・町村振興委員会 は改組 し 「中央二於ケル農林計

画委員会 ト同様ナル事項 ヲ審議スル」と して、全面的に国策に1順応することとな り農家の私経

済の改善 を目的とする経済更生運動 は変質を迫 られた。すなわち委員会は、経済更生計画部 ・

生産計画部 ・肥料配給統制部 ・資材配給統制部 ・労力需給調整部等をお くことになった。

山形県では当初(5月)25町 村を指定 したが、8月 には33町 村を全 く別に指定 しなお した。

それは支那事変勃発によって 「人馬 ノ応召徴発 ・軍需工場労務者等 ノ送 出ニヨ リ労働 力ノ異常

ナル減少」に伴 い、県は1939(昭14)年7月 「時局下農山漁村労働力調整計画樹立方針」を発

した。つ まり労働者 ・移民 ・青少年義勇軍を送 出 し生産を維持するために、総合的な労力調査
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を行 うこととなり各農家に調査表を配布 し記入結果を部落毎に集計 して同年8月15日 迄に報告

を求めた。調査 内容は労働人員の月別過剰 ・不足時期 と理由 ・その量及びその対策などであっ

た。

労力対策 において過剰の場合は、満洲農業移民分村計画をたてて実施す るほか軍需労務者 と

して送出の可能性を検討す る。季節的過剰の場合は、副業農産加工を指導するほか移動労働班

をっ くり集団的移動労働を行い、農閑期出稼 ぎをすること等であ った。また不足対策と しては、

農繁期に工場か ら一時帰農せ しめる、他地方か ら臨時雇を入れる、集団的移動労働を利用する

等。労働 力は自給自足を原則とす るが、雇入に当っては労賃や待遇は県や農会で統制的に実施

することにな っている。

労 力需給調査を行い対策をたてた実例 を、東置賜郡亀岡村(昭13年 指定)に つ いてみ ると

(1940(昭15)年 調査)、

① 年間労力状態(男 女計)

② 労力の需給

③ 軍需工業其他への転出

1940(昭15)年 以降労力調整計画樹立助成金の交付(1村 当り50円)を 希望す る町村 は、 「労

務者提供率(時 局重要産業及 ビ満洲移民 ・青少年義勇軍)ハ 当該町村二於ケル16才 ヨリ35才位

迄 ノ農林漁業従事者(兼 業従事者 ヲ含ム)中 、男女共全国市町村平均供出率(注3)ノ 夫々2
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倍程 ノ率二於テ計画 スルコ ト」を義務づけられ、2か 年間継続助成 されることにな った。供出

は既に1939(昭14)年 緊急対策 として実施 されていたが、1940(昭15)年4月 「農林漁業労力

調整施設助成金交付要領」によって強化された。

(注3)

男

女

平均

農 従16才 ～35才 市 町 村

平 均 数 二 対 ス ル 割 合

7.2%

3.3%

4.75%

本 施 設 ニ ョ ル 供 出 男 女

割 合 ハ 左 ノ2倍

14.4%

6.6%

9.5%

このように経済更生運動は前後10年 間に亘 って展開されたが、前期と後期では随分ちが った

性格を もつ ものとなった。1932(昭7)年 ～1935(昭10)年 の初期、1936(昭11)年 ～1938(昭

13)年 の最盛期、1939(昭14)年 以降とくにこの最後の段階で は農民の生活と生産のためとい

うのではな く、戦時政策のための機能に変質 して しまった。

○ 山形県西村山郡三泉村の場合

本稿は、森武磨氏稿 「東北地方における農村経済更生運動 と翼賛体制」(駒 沢大学経済学会

「経済学論集」8巻1号 一1976(昭51)年4月)及 び中村政則ゼ ミ3年 稿 「昭和恐慌下の東

北農村」(一 橋大学学生研究誌 「ヘルメス」26号1975(昭50)年3月)よ り取材 した。

(1)三 泉村経済更生計画の樹立

本村(注4)は1933(昭8)年 の指定村であ るが、翌1934(昭9)年1月 に樹立 された経済

更生計画によると、

第1に 教化事業。第2に 農業経営改善事業。第3に 産業組合普及事業。第4に 家政改善事業

(戸主会 ・婦人会が中心 となる。)

このうちとくに農業改善事業においては、①従来の無計画無記帳農業を記帳によつて計画農

業に改める(記 帳奨励)。 ② 自給肥料増産を計 り金 肥施用量を減少 させる。10年 後の 目標 とし

て金肥施用2,400円 を1,500円 にへ らす。③食糧増殖10カ 年計画の実行等。に主力を注 ぐことに

な った。

一方負債整理事業が本格化 したのは遅 く1937(昭12)年 に入 ってか らで、それは負債の大部

分が地主や高利貸など個人か らの借入金であり、また当時農民組合は恐慌下僧金棒引斗争を主

張 していた ことな ど、村当局 は負債整理 に積極的た りえなかった もの と思われ る。1933(昭8)

年の負債額は1戸 当 り1,800円 で、貸付金 ・貯金を差引いて も1戸 当り954円 の負債 となってい

る。 これを1934(昭9)年 の年間所得1戸 当り351円 と比較すれば、負債がいかに多 くその深

刻さがわかる。従 って1戸65円 の赤字を10年 後には111円 の黒字にす る目標と して、5年 後に

は産業組合員を23人 か ら315人 にふや し出資総額10,120円 を12,000円 に増額 し積立金20,119円
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を25,000円 に貯金37,970円 を50.000円 にそれぞれ増額 す る。 また全然取引の ない販売 高を

56,000円 に購買高を15,000円 に、改めて計画をす ることに した。

また貧農対策事業 として例えば1932(昭7)年 に救農土木事業が計画実施 され、道路改修工

事 ・寒河江川護岸水門工事 ・暗渠排水工事などに就労の機会均等のため工夫名簿の作成やと く

に生活困窮者を優先 させることなどが実施 された。工夫名簿記載の79名 についてみると、すべ

て年間所得700円 未満で うち60名 は200円 未満の最下層であった。 延3,221人 の平均 日当72銭 の

3～4カ 月の従事日数で、1人 平均労賃額は9円83銭 とな り末端では微少の効果 しかあげえな

かった 。

(注4)旧 三泉村は現在寒河江市に属 しているが、左沢(ア テラザワ)線 寒河江駅か らバ

ス20分 の山間に広が る平坦村で最上川と寒河江川の合流地点。水田222町(水 田化率82

%)・ 戸数254戸870人 ・草履表兼業336戸538人 ・養蚕兼業70%・ 小作85%1人 平均3.7

人の地主から小作料率44%で 借りている。圧倒的多数が零細農で隣村谷地と異 り大地主

が存在 していなかつた。

(2)経 済更生事業の実績

まず簿記の記帳運動は、農会が主宰 して農事実行組合の指導者を中心 に農業経営研究会を組

織 し、簿記をテコに した経営計画 ・収支計画等の研究を行 った。その結果、1935(昭10)年 中

に総農家の30%98名 が記帳するようになり、平均年令30才 で1933(昭8)年45戸 のほぼ倍以上

となり、極貧 ・地主層は皆無で所得100～500円 層(中 間層8反 ～1.5町)が 大部分であった。

つ ぎに主なる作目の増産 は1933(昭8)年 に比べて1936(昭11)年 には、水田堆肥反 当り19

貫→40貫 ・水稲5,889石→5,919石 ・桜桃1,036本 →2,550本 ・役肉牛38頭 →74頭 ・鶏1,053羽 →

1,730羽 。 しか し村 当局の評価によると、「理想 トスル目標二到達セズ、遅々 トシテ進マザルヲ

遺憾 トス」 としてその要因を 「村民 ノ税観念ノ欠除及 ビ蓄積セル負債」にあるとして、「如何

トモナシ難 ク困窮シオル次第ニテ、良キ方法ヲオ聞キシタキ次第ナ リ」と指導部を嘆か しめて

いる。

さらに負債整理であるが、山形県における負債整理組合は1町 村平均4組 合、1組 合当 り31

戸であ る。負債整理の方法は、収支の剰余捻出を基本と して償還条件の緩和(個 人借入金 は年

利息1割2分 を1割 に、1割 の ものは無利子に、勧銀は6分2厘 を5分6厘 に下げ、産業組合

は8カ 年賦 に延期)と 預金部資金による低利借替が実施された。収入 は反当 り3石 を3.2石 に

引上げることと、開 田開畑による増産、副業 ・畜産による増産 と自給肥料の増産 などを行 う一

方、支出は金肥の節約、生活用品の共同購入、極力予算生活を行うことなど。 このような県の

方針に対 し、本村で は1935(昭10)年3月 末に三泉村報徳更生負債整理組合が1組 合だけしか

設 立 されなか った。10名 の組 合員(注5)で すべ て要負債整理 者で、1938(昭13)年 預金
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部資金4,800円 ・利息3分8厘 ・15カ年賦償還で借入れ、組合の担保物件はAが 耕地1町4反

9畝 ・Tが2反2畝 ・Wが4反1畝 を提供 し、中農3名 が資金導入の中心 となっ ている。 これ

ら担保物件の時価は3,085円 で借入金額の64%に 当り、上位中農は借入金の半分を占めていた。

条件緩和による減免額 は1,652円 で負債整理額の9.2%(山 形県平均は29.4%)に しか過 ぎなかった。

た。 このよ うに本村 における負債整理事業が低調であっ たのは、さきにも述べた通 り個人負債

が多かったことによる。

(注5)10名 の1934(昭9)年 の所得高は最高1,639円 台1人 ・500～1,000円 台4名 のほ

か200～400円 台が5名 で、村内階層 としては上ない し中層で償還能力のある者 といえよ

う。

負債整理の結果 は、年422円76銭 を計画通 り償還で きた年 は1944(昭19)年 だけで、

あとは1939(昭14)年 を除 けば200円 台 にとどまっている。1941(昭16)年 政 府は県を

通 じて繰上償還を呼かけたが、本村では不能通知書を出している。かな り償還能力があ

りそ うな本村の中上層農でも、繰上償還 はできなか ったようである。

(3)翼 賛壮年運動

山形県における翼賛壮年団は、「部落会 ・町内会 ・隣組は国民組織の基礎であ り建設的団活

動の拠点である」 との認識の もとに、とくに翼賛会の世話役 ・世話人に委嘱される部落会長 ・

隣組長の選出に当って次の指針を指示 した。 「①部落会長 ・町内会長 ・隣組長ニハ形式的二地

域ノ長老 ヲ祭上ゲ惰性的二漫然顔役 ヲ選任スル様 ナ弊風 ヲ改 メ、真二実力アル指導的人物 ヲ選

任スル様、又若 シ事情止ムヲ得ズ長老乃至顔役的人物 ノ選任 ヲ必要 トスル場合ニモ之 ヲ補佐ス

ベキ世話係等 ノ地位ニハ真二実力アル者を選任スル様斡旋 スルコ ト。②旧態依然 トシテ情弊 ノ

多イ人物や充分二職責 ヲ果 シ得ナカッタ人物ハコノ際絶対二之 ヲ排除 シ、時局認識二徴 シ翼賛

体制確立二熱意 ヲ有 シ、之等国民組織 ノ育成強化二遭逢スル如キ人物 ヲ選任スル様斡旋 スルコ

ト。③選任ハ飽迄人物本位二公正二広 ク適材 ヲ物色 シテ翼壮団員ノ ミが排他的二之ヲ独 占セン

トスルが如キ態度八戒 メネバ ナラヌ。殊二分団長 ・班長等 ノ中二適材ガアッテ衆二推サルルナ

ラバ快 ク就任 シ大イニ国民組織 ノ強化二努メネバナラヌ」このことは従来の伝統的な村落支配

体制に変化を与え るものであることは明らかで ある。

そこで本村の翼壮団員 は21才 以上の青壮年と規定 し自発的意思によって部落会長に申込がな

され、34名 の農民と5人 の吏員 ・2名 の商人 ・銀行員と工業者1名 宛の43名 が きまった。 この

うち銀行員の初代団長は村内第1の21町 歩地主の息子Aで 満洲農業移民推進の中心人物、2代

団長0は 土地をもたない草履表取引の商人であっ た。農民団員34名 の内訳は地主2・ 自作6・

自小作5・ 小作21名 で小作人が多 く、また部落会長8名 の うち翼壮幹部2名 ・6名 は従来の名

望家で、隣組長62名 のうち小作人36名 が選ばれ過半数を占めるようになった。つまり小作人の

93



政治的社会的地位が高まり、戦後の農地改革の前提をなす地主体制の解体の準備がなされてい

たとみてよかろう。

本村の翼壮は、1942(昭17)年5月 の一斉地方選挙に村会議員候補者を 「国家 目的を基調 と

せる自治行政に最 も適当なる人物を選ぶ」 として、「国策二違反 スル罪二間 ワレタル者又ハ嫌

疑濃厚ニ シテ取調中 ノ者」を排除することを大前提とした。 さらに 「①底流二個人主義 ヲ抱キ

ナガラロニ新体制ヲ唱フル時局便乗者、②貯蓄及 ビ国債償還二理解貧 シキ者、③物資配給等二

殊更二不平 ヲ宣伝スル者、④階級的以外二拘泥スル者、⑤名誉欲 ノミニ コダワリ何等建設的意

見ナキ者、⑥役場吏員ヲ自己ノ使用人 ノ如 ク考ヘオル者、⑦軍事援護二熱意 ヲ有セザル者、⑧

選挙民 ノ甘心ヲ買ウ為地盤培養二汲々タル者、⑨部落根性 ヲ発揮 シ全体的発展 ヲ阻害スル者、

⑩曽テ経済事犯 ヲオカシタル者、⑪徒 ラニ批判的言動二走 リ自由批判的言動アル者」は不適格

者 として翼壮より排撃の条件 として指示された。か くして当選 した翼壮推薦候補者は12名 中11

名であ つた。このよ うに翼賛選挙 において も若干の問題はあるが、倫理的思想がかな り貫ぬか

れているようである。

Ⅱ 栃木県における農村経済更生運動の展開過程

本稿 は玉城 昌幸氏稿 「首題」(栃 木県史料編 さん専門委員会 「栃木県史研究第6号 」-

1973(昭48)年)よ り取材 した。

1.昭 和農業恐慌下の県内農村

昭和に入 って農産物価格 は漸次低落 し1930(昭5)年 以降急激に下落、米は1925(大14)年

の石当 り41円71銭 か ら1930(昭5)年 には24円93銭 、1931(昭6)年 には17円77銭 に激落 し、

繭 も1925(大14)年 の貫当 り11円25銭 か ら1930(昭5)年 には4円 、1931(昭6)年 には3円

8銭 に暴落 した。1932(昭7)年 の農林省農務局調査によると、農家の負債総額は47億1千

7百 万円、1戸 当 り837円 に達 し、 これ は当時の自作農の農業収入に相当す る額である。本県

農家の負債は1930(昭5)年8月 現在で約1億1千 万円、1戸 当り966円 となっている。

1930(昭5)年5月1日 の下野新聞 によると、「米価下落のため生活 困難 となり耕地を売却

せん とする者相当あれど買手がな く、価格は昨年以来急落 し田は2割 内外、畑は1割5分 落ち

た。農村の余剰労力 も従来 は、佐野 ・足利地方の機業や栃木地方の副業山村の 出稼 ぎ等相当

あったが、今 は激減 して農家収入 は皆無に近 いといわれている」。また1932(昭7)7月16日

付 は、「上都賀地方農家は、大挙 して鹿沼市に野菜を売 りに来るが大茄子20個5銭 ・胡瓜3本

1銭 ・大根2本2銭 という安値で1籠 背負 って も30～40銭 にしかならぬ。考えぬいた末飯米を

手放す ことと し、それ も俵の まま出す と未納小作料を催促され るので2～3升 を空籠に忍ばせ、
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野菜がいらぬ となれば米を3合 で も5合 でも売 り歩 くという有様であった。」

小作争議 も1927(昭2)年 には16件 だ つた ものが、1930(昭5)年 には38件 ・1932(昭7)

年88件 ・1934(昭9)年209件 と急速 に多 くな り、特定地区に限 られた ものが全県下に及 び、

小規模の ものが頻発するようになる。発生原因 も不作は一貫 して増加 しているが、恐慌の深化

に伴 って小作料の滞納や小作地の取上げが激増 して過半 を占めるようになった。 これは中小地

主が負債整理のための土地処分で 自作農の没落の結果であると、本県の小作官は報告 して いる。

小作人側か らすれば、地主の土地取上 げに対抗 して小作継続の要求が強 くなり、次第に小作争

議は階級斗争的性格をおびるようになっ てきた。

2.農 村救済と経済更生運動の展開

1930(昭5)年5月 宇都宮市において農会大会を開催 し、「基準米価 ノ設定二関 シ農林大 臣二

建議」 「刻下蚕糸業 ノ難局二対シ農会並二養蚕家 ノ執ルベキ方策如何」などの決議が行われた。

同 じ年の11月 には県公会堂において町村長大会が行われ、不況対策と して公費負担の軽減 と負

債整理の方策を第1義 と し、 さらに各種団体を統制 し産業の合理化を図ると共に資金の融通を

潤沢に し内地産業の振興を策 し、地方開発事業を振起す る等国民生活の安定をはかるべ きだ、

と要請 した。

このように して農村救済運動は展開 してい くのであるが、 これに対応 して栃木県ではいち早

く栃木県地方更生委員会を設 置し、1932(昭7)年9月 に地方更生計画要綱 を決定 し各市町村

長に通知 している。すなわち、まず町村単位 に計画を樹立 しこれを部落実行組合に割当て村民

大会等を通 じて趣旨徹底 をはか ったが、うま く行かず1933(昭8)年 に入 って部落単位 に計画

の基礎をつ くりこれを村で統制 して行 う方法に変更 した。村民への浸透 も青年一夜講習会や部

落常会等を利用することとなった。1932(昭7)～1934(昭9)年 にかけて、県下各地で国民

更生に関する講演会 ・農学卒業大会で更生運動の第一線 に立つ ことの誓約 ・自力更生体験講習

会 ・農事実行組合競技会等が相ついで行われた。いうまで もな く本県における経済更生運動 は、

「自力更生」を基調としなが らも政府の方針に もとづき県庁の統制と管下諸団体の協力の もと

に推進 された。

3.経 済更生事業の計画 と実績

本県では1932(昭7)年 より5か 年計画により毎年20か 町村の経済更生計画町村を指定 し、

1937(昭12)年 迄 に県下町村数の67%に 当る119か 町村が指定 され、指定 は1940(昭15)年 ま

で続 く。計画の内容は町村によって精粗まちまちであるが、1932(昭7)年 指定1934(昭9)

年9月 迄の実行状況を、芳賀郡水橋村(注6)につ いてみればつ ぎの通 りである。
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(注6)旧 水橋村は現在芳賀町に合併されている。

(1)村 民の収支と負債

(2)更 生計画の要旨と所要経費

(3)

自力更生講習会の開催-男 女青年団共催による更生計画を基礎 とす る講習会を7月 中3日

間開 き、164名 の受講者があり青年 には村勢基本調査を分担 させ る。

堆肥積込週間の設定-3月 中1週 間積込を実行、農事組合単位の堆肥品評会を開 き反当 り

3百 貫施用 を目標と したが計画前より2割 の増施となった。

田畑黎耕 の普及一一1932(昭7)年 より牽耕伝習会を開 き、年60名 を習得 させ2か 年間実行

した。

事業の実績
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副業の奨励-1戸 当り鶏30羽 豚1頭 以上 の飼養計画の下に産業組合が飼料の共同購入 ・鶏

卵の共同販売を開始。

共同作業場の設置-東 水沼信購販利組合は大字一円区域129名 で30坪 の作業場を設 け、籾

摺 ・圧麦 ・精米麦 ・大豆粕削 ・製粉 ・縄仕上等の機械を備付け好成績をあげた。

負債整理委員会の活動一 本村は負債整理組合を設けず村長 自らが委員長 となり、役場に於

て債務者と債権者の調停に当りすでに10数 名の整理を完了 した。

4.経 済更生運動の効果

経済更生運動の効果の第1は 、農 山漁村における組織の整備 と各種団体の連絡協調が強化さ

れたことで、役場 ・農会 ・産業組合 ・小学校を中心に部落組織が整備された。本県の調査町村

75か 町村の うち65か 町村の経済更生委員会が、総務部 ・産業部 ・経 済部 ・教育社会部などの部

制を とり各種団体との連絡統制をはかっ ている。(注7)こ れ ら機関の活動 も経済更生運動の

期間中はかなり活発であ った。

これ ら町村の更生計画樹立当時か ら1937(昭12)年10月 迄の間に、農会事業費は18.4%・ 産

業組合員は28.7%に 増加 し、組合員の加入率 は71%に 達 した。 また経済更生運動の末端実行機

関である農家組合 も前 と同 じ期間に事業的組合は77%・ 地域的組合は11%と 増加 し、加入戸数

もそれぞれ24.2%・16.4%と 増加、総農家戸数の60-8%・78%に 達 した。 これは県が1927(昭

2)年 か ら5～10戸 を標準 とす る農事組合の組織化を奨励 して きたことにもよるが、更生運動

の過程では全農民を組織化 した部落実行組合の整備が進め られたのである。

第2は 農村負債整理の進行で、計画当時の負債総額は3,543万 円が1937(昭12)年10月 には

2,861万 円に減 じ、整理組合 も29か ら63組 合にふえ組合員は503人 か ら1,370人 に増加 した。 こ

のように負債が減少 したのは、 インフレ政策 による景気回復の影響 もあったと考え られ る。

第3は 部落計画及び個人計画の進展である。県当局の指導督励 もあって部落計画を樹立 した

部落 は当初に比べて約2倍 の406部 落に達 し、個人計画につ いてみると記帳農家は当初の6,719

戸が14,603戸 にふえ、経営計画をたてた農家 は3,317戸 か ら8,410戸 と2.5倍 に増加 した。

しか しその成果 は必ず しも上 った とはいえず、農家所得 にはっなが らなか ったようである。

それは農産物の販売統制を期待 したけれど も、わが国経済の構造的矛盾に起因する農産物価格

の下落は如何 ともな し難か った。 ともか くも農業恐慌期における経済更生運動の効果は、農業

経営の集約化と自給 自足主義による生活の切詰をすすめることによ って恐慌を切抜けさせ たが、

戦争の深化に伴って労働の強化のみが残 ることになって しまった。

(注7)県 下の指定町村において は、経済更生委員会を設置 し基本調査によって町村の実

態を明 らかにし、 これに即応 した計画を樹立する建前をとり、下記のような部制 と実行
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の分担制をとり各種団体の連絡協調の下に事業が進められた。

(経済更生計画実行の分担)

Ⅲ 恐慌下の群馬県勢多郡芳賀村の経済更生運動

本稿は森武磨氏稿 「昭和農業恐慌下の農村」(現 代史 シンポ ジウムー 藤原彰 ・野沢豊編)

及び同氏稿 「日本 ファシズムの形成 と農村経済更生運動」(歴 史学研究1971(昭46)年 度別冊

特集)よ り取材 した。

1.昭 和恐慌前後の農村

(1)養 蚕の不況

芳賀村(注8)は 典型的な養蚕畑作地帯で、1928(昭3)年 の畑地の うち桑園の割合は88.6

%で 圧倒的に高いが、昭和恐慌後の1934(昭9)年 には41.2%ま でに急減す る。養蚕の打撃は

1931(昭6)年 ～1934(昭9)年 が著 しく、とくに1934(昭9)年 は6万 円台と恐慌前の3分

の1以 下に落込んで いる。農蚕物価額の構成比でみると、恐慌前には養蚕が50%で 第1位 ・米
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が35%・ 大麦9%・ 小麦6%だ つたのが、恐慌後 は米が50%・ 養蚕が34%と 逆転す る。養蚕戸

数 も1929(昭4)年 か ら1932(昭7>年 までは減少 して534戸 か ら502戸 に、産繭高 も1万7千

貫か ら1936(昭11)年 には9千 貫に半減する。

養蚕所得への依存度は貧農 ・中農下層ほど大きく、中農上層は土地経営で所得が最 も高 く農

業生産の担 い手である。 自作地主は貸付所得が 自作地所得 よりも多く山林所得 も高い。寄生地

主は貸付地所得ばかりではなく貸金収入が これ についで多い。1町 歩耕作の自作と自小作の所

得を比べれば、前者は所有が経営に対 して優位 に立つのは当然であるが、これが2町 歩以上に

なると所有地の貸付化が進み同一所有規模の 自作農経営の所得を下廻 ることになる。何れに し

ても2町 歩の自作農経営の所得500円 が耕作の分岐点となる。

一方米価 ・繭価の低落に対応 して農家経済の変化は畜産化の傾向が現われ、養豚は1927(昭

2)年 の78戸 か ら漸増 し1934(昭9)年 には288戸 とピークに達 して全農家の4割 を占め、養

鶏 も1931(昭6)年 に全戸の7割 に達 している。 しか しこれ らも1933(昭8)年 を ピークに下

降 し、一時的な恐慌対策に終 ったようである。

(注8)旧 芳賀村は現前橋市に属 し赤城山南麓の洪積台地か ら沖積平野に広が る地域で、

御料地の開墾によって畑地 は明治末期よ り倍増 し1936(昭11)年 は583町 歩 とな りその

9割 近 くが桑園である。昭和11年 に経済更生指定村 となる。

(2)小 作争議より自作農創設へ

群馬県では恐慌後急速に小作争議が広が り、1936(昭11)年 には232件 とピ-ク に達 してい

る。芳賀村の争議は1930(昭5)年 に2件 ・1931(昭6)年 に5件 と以後 は少 く1934(昭9)

年か ら1936(昭11)年 の間は1～2件 ていどであったが、1930(昭5)年 恐慌直後の争議 は前

か ら各部落毎に農民組合が結成されており、小作料減免要求 に伴 う不納同盟を結んだ。 この時

の参加小作人は24人 で1町2村 に亘 り、組織の中心 は全国農民組合群馬県連合会であった。対

する地主側は12人 で5人 が芳賀村、関係土地面積は約8町6反 で芳賀村は70%を 占めた。地主

側は小作人の強い結集に対 して、小作料の減額を絶対認めないことを確認 して結束を固めた。

結局1931(昭6)年 前橋地裁で調停が成立 し、小作地は引続 き小作人 に賃貸 し小作料の分割納

入は認めたけれ ど減額要求は敗北に終 った。

これより先1924(大13)年 か ら群馬県は自作農創設資金を設け、芳賀村で も自作農創設資金

貸付規程をきめて毎年数人の対象者を選定 して いた。 この主導的役割 を演 じた者 は大地主で

あ った。自作農創設戸数 は1930(昭5)～1931(昭6)年 に15戸 、1935(昭10)～1937(昭12)

年に32戸 で、1戸 当 り面積 は2反6畝 、貸付金440円 の小規模だ つたので一挙 に自作農 を創設

するには至 らなか った。だが本村での対象者 は1924(大13)年 か ら1940(昭15)年 まで延100

人 に達 し、自小作 ・小作の20%近 くを占め、33人 の開墾創設を含めると25%位 になる。創設地
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売却の土地所有者 は10町 歩以上 の大地主が主力で、3～10町 歩未満の小地主は1名 もいない。

また創設農家は小自作45戸 ・自小作12戸 ・小作8戸 計65戸(1924(大13)～1937(昭12)年)

で、経営規模は5反 ～2町 に集 中(56戸)し 中位農家が多 い。

また1930(昭5)年 の小作争議指導者3名 は自作農創設によ り何れ も2町 近 くの小 自作2名

と8反 歩の小 自作 となり、その後農事組合を組織 し農民組合を背景に村議に当選 し、農事改良

と購販事業を中心 とする協同組合の推進者 となって行 った。

2.経 済更生運動の構造

芳賀村においては、1934(昭9)年 ～1936(昭11)年 にかけての小作争議の激化に対応 して、

村内有力者65名 の決議によって村 当局か ら経済更生計画の奨励金交付の申請が出され、昭和11

年度 の経済更生指定村 となる。計画の中心 とな る事業 とこれを推進す る中堅層 は次の如 くで

あった。

(1)産 業組合の設立 と拡充

群馬県では1932(昭7)年12月 に産業組合拡充5カ 年計画の細目が具体化されたが、芳賀村

は1936(昭11)年5月 に産業組合設立され しか も3年 後の1939(昭14)年9月 にやっと小自作

層の専務理事がきまって運営が軌道 に乗 る始末であった。組合の役員は、自作 ・自小作を中心

と し経営規模平均1.6町 歩の上層農で、組合長は2.3町 歩経営の自作農で農会長をかねて いた。

(2)中 堅人物の養成

1937(昭12)年 の群馬県における中堅人物の平均階層は、経営面積1町3反(県 平均9反5

畝)の 中農 自作層が49%で あっ た。 これに対 して芳賀村では、 自小作層が65%・ 自作農が27%

で、前進型中農で しか も小作争議の指導者や青年団の幹部経験者が多数を占め、これ ら中農層

の子弟は戦時下になると農事実行組合長や在郷軍人分会長などになることが多かった。 これら

中堅人物の実践活動は、系統農会に指導されて農家経営改善事業と取組んでいた。すなわち自

らが20～30名 の村内経営改善実施指導農家となり、農家経営研究会を通 じ記帳能力を身につけ、

自己の経営改善計画書を作成 した。

(3)農 事実行組合と部落会への再編

芳賀村においては、1910(明43)年 に在村中小地主によつて部落別(大 字別)産 業組合 と任

意農家小組合が肥料購入を中心 に組織されたが、大正初期 に殆んど機能停止の状態に陥 った。

大正後期以降小作争議の展開に伴い、今度は農村の安定 と小作人への対応として農家小組合の

設立が積極的に推進された。群馬県では1922(大11)年4月 農事改良奨励規程が公布 され、農

家小組合は農事組合とな り芳賀村では1925(大14)年 に5つ の農事組合ができていた。 これ ら

の農事組合の目的は融和親善 ・農事改良 ・福利増進で、事業内容は小作料協定 ・親睦会 ・視察
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・用水配給 ・肥料木炭蚕種等の共同購入 ・改良農具の利用等であ った。

これ らの農事組合が1930(昭5)年 になると急速にふえ、旧来の区二大字=部 落が細分化 さ

れて5組 合が12組 合 となり、1組 合の員数 も50～90～170人 から30～50～100人 となった。 しか

も組合長は区長 と分離する傾向がみ られた。その後1932(昭7)年 産業組合法の改正を受けて、

1934(昭9)年 か ら農事組合はすべて農事実行組合に改組された。更生運動の第2期1938(昭

13)年 にな ると戦時体制 に応 じて村の経済更生委員会は、重要農産物の生産計画 ・肥料資材の

配給計画 ・労力の需給調整計画等が主目標 となって計画委員会に変 った。農事実行組合 も12組

合か ら19組 合 となって 全農民が組織化され、ここに至って農事実行組合長 と区長が完全に分離

された。組合長の6割 は自作農で自小作農を含めると9割 を占めることになり、しかも地主層

が抜落ち純小作が進歩するなど、所有に対す る経営の優位となり生産的農民が支配的位置につ

くよ うになった。

っぎに部落再編の第2と して部落会(町 内会)の 結成が、内務省の指導による市町村 自治振

興委員会の手によって行われた。部落会とは区域を協同生活上最 も緊密な関係を有す るものを

単位として区域内金住民を組織 し、その任務は毎月定例会合を開 き示達 ・協議 ・申合を行い、

①敬神崇祖精神の発揚②隣保共助公民精神の振作③選挙の粛正 ・自治の刷新④公租公課の完納

⑤産業経済の改善発達⑥勤倹貯蓄生活改善⑦保健衛生 ・社会施設の整備充実等をはかるものと

された。

芳賀村において も1936(昭11)年 更生運動開始の翌年経済更生委員会が振興委員会の役割を

兼ね、1937(昭12)年 部落会を設置 し29に 統制 されたが8大 字(行 政区)の 範囲内には合致せ

ず生活共同の単位(自 然部落)と して結成されて いる。部落会会長の構成は、自作54%、 自小

作23%・ 中小地主20%・ 商人3%と な って自作農の比重が圧倒的に高 く、農事実行組合長の構

成 と全 く同様であるが、注目すべ きことは29部 落会 と19農 事実行組合の地域的 ズ レは村民に

とってわず らわ しいことだったにちがいない。

3.経 済更生運動の成果

芳賀村における経済更生運動の成果について、取材者の見解を述べればつぎの如 くである。

自作 ・自小作農及びその子弟の圧倒的多数が農村中堅人物として実力派農民 として区長とし

て各種団体の役員 として、従来の地主階層にとって代 られた。 しか も経営が土地所有に優位 し

っっあ ったことは、戦後の農地改革の下地が この時すでにつ くられつつ あ ったとみてよかろ う。

このよ うな農民階層の変革を もた らした経済更生運動は農林省の主導によるものであ って、農

村指導者が農林省の指示によつて動 く状勢になってきたので内務省と して も地方制度の改革 に

手をつけざるをえな くなっ たのである。
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部落会 は内務省の指導による町村長主導の地方自治再編成の一環であ って形の上では行政上

のルー トによる上意下達、一方の農事実行組合 は部落民の経済活動の拠点で一応系統的には区

別 されている。 しか しなが ら二途に分れた中央の示達を受けて実施を督励する末端の指導者 は、

似たよ うな指示に戸惑 うことも多かったであろうが、他面またこれ らを巧に調整 して立派な運

用を した者 もあっ た ことと思われ る。芳賀村の新 しい指導層はおそらく後者であったにちがい

ない。

Ⅳ長野県小県郡浦里村における農村更生運動の構造

本稿 は上條宏之氏稿 「恐慌下農民運動 と経済更生運動の実態」(季 刊 「現代史」No.2-

1973(昭48)年5月)及 び中村政則ゼ ミ稿 「養蚕地帯 における農村更生運動の展開 と構造」ヘ

ル メス8号-1977(昭52)年3月)よ り取材 した。

1.農 村恐慌の実態

(1)恐 慌下農村の実状

1930(昭5)年11月 、長野県会で知事の昭和6年 度県予算編成方針 に対する質問に立 った県

会における宮下周議員は、「私共ハ日夕農村ノ疲弊 ノ真只中デ……能 クソノ真相実状 ヲ知ツテ

オル ト思 ツテイルガ、常二衰亡 ノ道ヲ辿 りツツアツタ農村が本年二至 リ繭糸価ノ大暴落米価ノ

大惨落ニヨツテ……到底形容スルコ トノデキナイ困窮 ノ ドン底二陣吟 シツツアル状態デアル。

而モ公費ノ負担パー向二減 ラズ、徒二過重ナル重圧 ヲ加ヘ ヨウ トシテイル。 ココニ憂 フベキ思

想問題や幾多 ノ不詳事件が相次デ起キハ シナイカ トイフコ トヲ憂慮 シテイル。……多 クノ消息

通 ノ言葉 ヲ見マシテモ、 コノ不況ハ決 シテ一朝一夕ニ退散 スルモノデハナイ ト思ハ レル。故二

私ハ此 ノ難局二処スル6年 度ノ予算ハ、其 ノ編成 ノ方針 ヲ県民負担 ノ軽減ニ一切 ノ方針ヲ置イ

テ編成スベキデアル ト思 フ。……」と、県予算の編成方針の転換を強 く要求 した。

1930(昭5)年 の農業恐慌 は浦里村(注9)に 深刻な影響を与え、一般農産物価の下落殊に

繭糸価の暴落により従来1戸 当り1千 円の農家収入 は一転 して550円 とな り、6・7年には400円

に激減、8年 に突発的な値上 りを した ものの9年 には380円 と破局的 とな った。か くて1932

(昭7)年 の負債総額は115万 円、負債農家708戸 の1戸 当り負債額 は1,582円 とな り、債権者

別では個人借28%・ 無尽21%・ 産組18%・ 銀行会社16%等 とな ってお り、この時浦里村民が設

立 した越戸銀行や浦里倉庫は倒産 し、頼母子講は全面休止 となった。か くて信用組合や銀行か

ら借金 した地主層 も、企業の破綻や小作料納入の悪化などで負債償還を困難 にし、一方金融機

関の貸付金の強制回収 は一部地主の没落を招 き銀行の土地所有 は増大 し1930(昭5)年 か ら

1934(昭9)年 にかけて小県郡では5倍 にふえた。
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(注9)旧 浦里村は現在上田市に属 し、当時5集 落か らなり1929(昭4)年 の農家戸数は

660戸 で全戸数の8割 を占め、自作223戸(34%)・ 自小作280戸(42%)・ 小作157戸(24

%)。 耕地面積は田140町 ・畑297町 で畑の うち294町 を桑園(99%)が 占める養蚕専業村

であ る。従って養蚕収入は農家収入の8割 に達 し、1戸 当り年間1千 円を越え村民の生

活は極度に向上 していた。

(2)村 民 の社会不安と指導者の対応

県民の経 済的破局 は、全県下50余 校に起 った教員の給与不払や各町村の税金の滞納280万 円

などの問題、各地に現われた夜逃げなどの事実 によって、県当局 に負債取立の休止政策を実施

す るよう要求が行われた。このような社会不安 は村民の間に急速 に拡がって行き、当時村長を

兼ねていた宮下議員を して前述のような発言を させたものと思われる。

これより先、1925(大 正14)年 宮下氏は浦里村助役となり、実業補習学校講師 ・青年会長 ・

小県郡連合青年団長を兼ね、皇国農民の大使命を説 く立場から資本主義の改革を利己主義 ・個

人主義の排斥、全村の一円融合、協同社会の建設に求めた。そ して個人経営の不合理是正 と称

して、農家23戸 を糾合 し越戸共同経営組合を設立 したのであ った。養蚕を除いて一切の共同化

をね らうこの組合は、各組合員が耕地を提供 し耕作 ・施肥 ・除草 ・収穫などを共同作業で行っ

た。更生運動において共同化を推進 した宮下村長は、既にこの時点で共同化に対する熾烈 な関

心を もっていた ものと思われる。

しか し労働生産性のみを高めることにのみ力点をおいたこの共同経営は、す ぐ行詰 りをみせ

た。か くて 同組合を視察 した別所温泉居住の文学者高倉輝氏の影響か ら、浦里村に農民組合運

動が次第に活発化す るのである。1927(昭2)年 越戸区の青壮年50余 名 は大霜害のため打ひ

しがれた養蚕の窮状打開のため、自治研究会 を組織 してお り農民組合の受入体制がすでに出来

ていたのであった。

2.農 民運動と経済更生運動

(1)恐 慌下農民運動 と青年組織の再編

小県郡浦里村 は深刻な不況を反映 して、最 も尖鋭 な農民運動 ・無産政党運動が展開 した地域

であ った。上小(上 田小県)農 民組合連合会 ・全農全国会議派 ・長野県労農協議会 ・労農党上

小支部 ・日本共産党上小地区委員会な どは、常に県下最左翼の無産戦線を形造 って活動 してい

た。1929(昭4)年 村長に就任 した宮下氏 は県会議員を兼ねていたので、 さきに も述べたよう

に 「憂 フベ キ思想問題其 ノ他幾多ノ不詳事件」の惹起 につ いて県会で憂慮を表明 した。1931

(昭6)年9月 満洲事変勃発後、農民組合員達は出征兵士の壮行会で反戦演説を行 い不況対策

会をつ くって税金 ・負債の不納を目標とす るモラ トリアム運動を展開 した。
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1931(昭6)年12月 度会長 ・産業組合長 ・耕地整理組合長を兼ねていた宮下村長は浦里村経

済改善委員会を組織 して、役場 ・農会 ・産業組合 ・学校 ・消防組 ・在郷軍人分会 ・青年団 ・産

青連 ・主婦会 ・村名誉職などの代表者を構成メンバーとした。実行機関として5部 落を更生区

としその下に農事実行組合を置き、 さらに下部組織 として5戸 平均の実行班がつ くられた。一

方農村更生の基本を青年教育におき、農民運動で有名無実とな った青年訓練所を通年制 ・宿泊

制の村補習学校 として再建 し、小学校卒業後2カ 年少年少女のすべてを夜間登校させて宿泊の

上夜学 ・朝学の教化を受けさせた。補習学校3学 年(18才)に なると青年会(25才 迄)・ 処女

会(結 婚迄)に 入会 し、それ以後 は男子 は産青連に女子 は主婦会に入会させることとした。

ところが1933(昭8)年1月 労農運動弾圧事件 ・2月 教員赤化事件 ・6月 上田駅員検挙など

が相つぎ、すべて共産党や全農全国会議派関係者が懲役刑を受けた。5人 の控訴公判の 日、宮

下氏は特別弁護人を願出て却下 されたので、在廷証人として 「彼等の罪は重 く且大 きい。 しか

し彼等 は純情な青年達で この運動に入ったの も、村の窮乏を救わんが為に外な らなかつた。 け

れ ども時代の傾向は道 を誤 らせたのであるが、 これ も村長たる自分に指導力 と愛情が足りな

か ったか らである。」と弁護 し5年 間の執行猶予 となった。5人 は帰村後農民組合 を解散 し、

以後農民組合員の多 くは1933(昭8)年9月 に組織 された産青連の主導 メンバ ―に転身 して

行 った。その後 も宮下氏 は「村の更生について」(「産業の礎」273号1935(昭 和10)年3月)

と題 し、「関東大震災後の東京は見事に復興 したが依然 として物質文明の世界で、そこに 「魂

の声」を聞 くことがで きない。農村の更生は都市の復興 とちがい郷土の歴史と自然の中に農民

の魂を洗い清め、金の中に故郷を求める巧利打算の利己主義者 とな って失 って しまった故郷を、

愛 と勤労の協同で建設 し直す ことだ。」と説明 して次代を担 う青年層に訴えていた。

(3)経 済更生計画とその実績

1932(昭7)年 に経済更生指定村 となり、さ きに整備せ られた指導体制の もとに1933(昭8)

年3月 経済更生5か 年計画をたて、食糧 ・飼料の自給を目標 として桑園を1割 整理 し養蚕偏重

を是正す ること、浦野川の改修と貯水池の築造で旱ばつを防 ぎ荒廃地を復旧すること、自給肥

料施用 ・深 耕 ・排水などによる土壌改良や農道改修などの促進を骨子とす るものであ った。 と

くに村民の金融は村 自体が行 うことを目標に産業組合金融を中心 に、貯金を励行 して池貯金な

るものを設 け新たに築造 した溜池工事に出役 した村民の賃金を直接支払わず一旦各 自の組合口

座に振込ませた。1936(昭11)年 に特別助成村の指定を受け、個人的利 己主義を脱却 させ る全

村一家の思想を酒養 し農民精神の更生発展を期するために、河川敷の開墾 ・自作農の創設 ・1

50万 円の負債を整理する組合の設立 ・満洲農業移民の遂行 ・生活改善(禁 酒 ・託児所 ・食生

活)の 徹底などが各方面に亘 って着手 された。

経済更生運動の実績 は着実に向上 し計画樹立当時か ら1932(昭7)年 ・1935(昭10)年 ・
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1939(昭14)年 までの経過をみる と、米は3,727石 ・4,423石 ・5,661石 、小麦は376石 ・676石

・1,041石 、大豆61石 ・191石 ・249石 と増収 し、養蚕は桑園の減反にもかかわ らず反収は16.2

貫 ・17貫 ・18.8貫 と増加、牛 も12頭 が1939(昭14)年 に は79頭 、鶏 は2,800羽 ・2,875羽 ・

12,557羽 に増加 し食糧の自給 は確立 した。産業組合では販売購買事業の90%が 統制され農事実

行組合が団体加入 して緊密な連けいを保ち役場農会の指導のもとに、生活用品の共同購入 ・共

同桑苗園 ・共同収益地(注10)・ 共同作業場 ・屑繭ワラ加工の副業奨励やツイス トドリル工場

など下層農対策などによって、余剰労力を資金化 した。

つぎにこの村 の特色 として負債整理と自作農創設を巧に連動 させた。すなわち負債整理組合

員の負債整理法 として緩和免除 ・財産処分 ・特融資金借入の三方法があ った。 この うち緩和免

除は負債の元金や利子の一部乃至全部を免除 して もらうことであって、債権 ・債務者が組合を

通 じて話合い額がきめ られる。官庁の監督下 にあ る勧銀が債権者の場合は零、産業組合の場合

は12%と 少 く、銀行 ・会社 ・頼母子講 ・商店 ・個人の債権者の場合は56～69%と かな りの高率

であった。財産処分において組合員の地主が所有地を処分する場合は小作人に売却す るか、組

合員がその土地を小作す ることを条件 として他に売却 してその代金で負債を整理する。財産処

分の殆んどは田畑であるからその多 くをもっ上層 ・中上層が負債償還にあてることがで き、ま

た将来買戻す ことができる方法と して田畑を一時産業組合に売渡 して産業組合との債務を相殺

す るか、現金化 して他の債務関係を清算 した。そ してその田畑を将来自作農創設資金を使 って

買戻すので、そのために産業組合への財産処分 は多か ったよ うである。1934(昭9)年 から

1944(昭19)年 の間に創設資金による田畑の販売量 は約31町 だ ったが、産業組合で取扱 った も

のは約18町 で殆んど負債整理事業に関連 した土地であっ た。

特融資金 は村が大蔵省預金部か ら年利3分8厘 で借 り負債整理組合を通 じて4分1厘 で組合

員に貸出したが、これは地主や商人のために焦げつ き債権の回収に役立 ったようであ る。特融

資金を借入れるため には負債償還計画 ・借入資金償還計画 ・経済更生計画を作成提出 しなけれ

ばな らないので、償還能力のあ る安定 した収入の者 に限定 され組合員680名 のうち僅か62名 に

しか過ぎなかった。 このよ うに特融資金は償還能力のある者が対象とされたので資金の償還は

確実であ った。

以上要す るに負債整理の重点は、政府 ・銀行 ・会社の債権を確実にしか も早急に回収す るこ

とにあった。か くして負債の整理が残 ったのは、産業組合 ・頼母子講 ・商店 ・個人等であって

これ らに対 しては無利子長期年賦償還が行われたのである。

(注10)浦 里村の共同収益地 について、同村越戸第3農 事実行組合の事例をみるとつぎの

如 くである。※

組合員20戸(自 作6・ 自小作11・ 小作3)は2反5畝20歩 の水 田を借 りて共同苗代と
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し、稲作作業の一部 ・病虫害予防蚕籏消毒 ・山林手入 ・味噌醤油麹酸造等は全戸又は10

数戸の共同作業を実施 して いる。経営維持困難の応召農家は1戸 で残された母と妹で田

4反4畝10歩 ・桑園1町 歩 は無理なため、水田1反7畝5歩 と桑園1反6畝20歩 を組合

の管理下に桑園作業は勤労奉仕をす ることに した。組合管理下の水稲は玄米収量3石8

斗4升 の うち、2石(当 該水田の普通小作料の4割 増相 当)を 応召農家 に配分、残余で

諸経費を賄った。勤労奉仕 に対 しては村より補助があ ったので、35人 に1日 当 り40銭 を

支払 うことができた。

※ 帝国農会 「不能耕作地解消を中心とする長野県の農家組合活動事例」一 昭和14年3月

(3)実 績か らみた経済更生事業の効果

農産物の実績につ いてはさきにのべたように著しい向上を示 しているが、この村の中心課題

である自作農創設と負債整理事業についてみるとつ ぎの如 くである。

自作農創設事業は1934(昭9)年 ～1944(昭19)年 までの11年 間実施されたが、1934(昭9)

年～1942(昭17)年 までの9年 間に貸付けた人員116人 ・金額88,400円 ・創設地 田229反2畝

17歩 ・畑74反1畝18歩 計303反4畝5歩 とな って、田の増加は11.5%、 畑 は2%で あった

その結果創設前の小作農26戸 は創設後零とな り小自作は54戸 か ら39戸 に、 自小作は33戸 か ら59

戸 に、 自作農は1戸 か ら17戸 に変 り、小自作 ・自小作層が中心で同 じ階層の全体 に対 し5人 に

2人 が 自創 資金を借入れている。 資金借入農家を耕地所有規模別にみると、土地購入前に過半

数だつた0～3反 層が半減 し農業だけでやっていけるといわれる8反 以上層が3名 から27名 に

9倍 もふえるなど、経営の拡大がみられ る反面、土地購入後 も5反 未満層が依然61戸 と過半数

を占めている。土地購入の1戸 当 り平均は2反8畝27歩 に過 ぎないが、村の1戸 当り平均耕作

面積7反 余からみればかなり大 きい経営規模になったといえよう。

っぎに負債整理事業であるが、 この村には5つ の負債整理組合があ り全村民加入が原則 とさ

れ、組合員 は680名 で このうち非負債者は227名 で33%と 比較的多い。それは組合の活動が組合

員の負債償還計画 と経済更生計画を表裏一体のものとし、とくに更生計画につ いて は生産面で

は農業の改良増産 ・副業の促進 ・土地労力の集約利用により収入の増大を計 り、消費面では収

支記帳 ・予算生活により支出の節約によつて経済の合理化を図ることにあった。このような各

戸計画を確実に実施 させ るために、上層及び中上層が多 くを占め る組合役員によって常時組合

員の業務 と家計の状況を調査 し指導督励が行われた。その結果1932(昭7)年115万 円(1戸

当り1,437円)の 負債額は年々減少 し10年後の1941(昭16)年 には39万 円(1戸 当り505円)と

なって着実 な成果をあげ、1946(昭21)年2月 には農産物価格の高騰 による貯金の増加などを

理由に一斉 に繰上げ償還を したのであった。

浦里村の経済更生運動は全国の模範 とされたが、その偉大なる成果は献身的な宮下周村長を
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中心 に指導層が率先 して協力体制を敷 き、共同観念によつて下層農をも包み込み、農事実行組

合 ・産業組合への全戸加入を主柱に負債整理 ・自作農創設事業を更生計画の中心課題に位置づ

けて、 しか もこれ ら双方を連動 させ、自給経済の確立 と換金生産物の増産をめざ し、明確な目

的意識を もって実践 したか らに他ならない。

Vあ る山村指導者からみた経済更生

本稿は神奈川県足柄上郡旧三保村村長だった山本十九三氏から聴取つたものをまとめた。

山本十九三氏の略歴:1896(明29)年8月 生。小学校高等科卒業後農業に従事 し、さらに司

法代書人 ・銀行書記を経て1932(昭7)年 三保村信用購 買販売産業組合長 となる。1935(昭10)

年三保村村長とな り、1939(昭14)年 か ら1955(昭30)年 まで酒匂川森林事務所に勤務 し、同

年県会議員に当選、1973(昭43)年 県会議長をつ とめて退職、現在山北町名誉町民となる。な

お村長時代の1935(昭10)年 末地区の集団放火事件の嫌疑(火 災保険の代理店を していたがた

めに)を かけ られて5カ 月余拘禁を余儀なくされていたので(後 に免訴)、 その間更生事業に

直接ふれなか つたようであるが留守中は産業組合専務が中心 となって事業は進められた。 この

事件のため村長はやめたが、その後 も村の指導者と してと くに林業行政 につ いての指導をつづ

けていたようである。

(1)村 の概況と山村経済の窮乏

旧三保村は丹沢山塊の奥深い孤立 した山村だつたが、現在は足柄上郡山北町に属 し部落の大

半は三保 ダムの建設 に伴 い水没 して丹沢湖の湖底に沈んでいる。この湖水 は神奈川県における

重要な用水源の一つであると共 に、中川温泉を中心とする美 しい渓谷や輝 く湖面に加えて急峻

な山肌の うっそうたる森林は県民の憩いの場であり、 まさ しく新興観光地に変 りつつ ある。

経済更生運動の昭和初期は、村民の殆んどが炭焼専業などの山仕事によって生計を支え られ

細 々と暮 していたよ うである。 とくに丹沢の急な峯々は豪雨のたびに出水 して甚大な損害を河

川や部落に与え、災害復 旧は容易ではなく、 さらに木炭価格の下落などによって村民は立直 り

のいとま もな く、年々借金は増えるばか りであった。か くて全村の負債は約30万 円に達 し村税

の滞納は2か 年に及び村 は困窮のどん底にあった 。当時農会長 と産業組合長を兼務 して いた山

本氏 は政争のため望まないことであっ たが、村の有力者にすすめ られて1935(昭10)年39才 で

村長 となり、村における三位一体の権力を握 ることとなった。 とくに曽ての銀行書記の経験を

生か し、先ず最初に取組んだのが滞納村税の処理であった。

(2)経 済更生事業のね らい
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旧三保村の経済更生の第1は 村税2か 年分の滞納を解決す ることであり、そのためには経済

更生指定村 となることであるとしてこれ にカを注いだ。 これより先村長就任をすすめ られた時、

県の援助な しには仕事がで きないと思 って、県の大津経済部長に村長受諾について相談 したと

ころ、1か 年で村を更生 させよ、と却 って激励を されたいきさつがあ った。早速経済部長を村

に迎え、各部落 ・各職域の代表を集め村民大会を開いて経済更生樹立の方針を打出すことに し

た。

その主要点は、経済部長と座談会を したその話題を骨子とした ものであった。すなわ ち①ま

ず2か 年の村税の滞納 を処理すること。②煙草 は巻 タバ コを刻みタバコにかえる。③魚類は週

1回 とす る。④学童の弁当は自家生産の ものを使 う。⑤履物 もワラジなど自家生産品で間に合

わせること。などであった。

当時の村税滞納額は年額1万 円以上で、これを処理す るために俗に見立割とい う富裕者には

思切り割当する方法をとった。毎夜各部落で整理のための座談会を開いて、実行の趣 旨説明に

歩いた。部落集会は1人 で も参加 しないと開かないといつて太鼓をたたいてふれ廻 り、夜10時

開会夜明けの2～3時 頃に終 ることが多か った。そ こでは差押をされると公民権停止になるの

かという質問を受けたので、検討 して後程回答す るといったことが噂となってかな り村民に大

きな影響を与えた。 これが産業組合による滞納整理の肩代 りをやりやす くした。それ は滞納整

理のための木炭集荷代金を、村役場は納入金 としてそのまま産業組合の当座預金にあず けるこ

とにし、役場 と産業組合の双方に有利な方策をとるなどの政治的手腕を発揮 した。一方木炭の

取扱は集荷 ・販売共 に産業組合がやつていたが、滞納整理のために県農会に一括販売す る方法

をとることにした。 このよ うに して1年 後に2か 年間の滞納を処理す ることがで きたが、村民

にとってはかなり厳 しい もののようであったろ う。

第2の 重点 は各戸における負債整理の手はじめに生活費の切詰めを行い、刻み煙草の消費量

を4分 の1と し残 りは借金の返済にあて ることに した ところ、1週 間で全部の人人が刻み煙草

を吸 うようになった。 また当時魚の行商人は12・3人だ ったが、村民が干物ばか り食べ るので生

魚 は殆ん ど売れな くな って行商に来な くな った。 このような生活費の切詰はどこの経済更生指

定村で も一般化 していたが、 とくに貧窮化の著 しいこの山村では負債の重圧が きついので比較

的徹底 して行われたよ うであ る。

か くす るうち1937(昭12)年 に県から特別助成村の指定を受 け、林務課 など県庁各課のグルー

プ指導によ り専任の経済更生指導員 さえ設 けられることにな った。 これによ り経済更生事業 も

積極的とな り、その中心ともいうべ き負債整理事業と取組んだ。負債整理組合は1937(昭12)

年から1938(昭13)年 にかけて各部落につ くられ、銀行や個人よりの負債額約35万 円を産業組

合が肩代 りして逐次整理を して これは相当の成果をあげたよ うであ る。
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第3の ね らいである満洲開拓 については村で も開拓団員の募集が盛んで、経済部長を辞めて

満洲国に転出 した大津氏か らも満州に来ないかと招かれた。 しか し山本氏 は国内での問題が山

積 している現状、その解決が先決であると して行 く気になれず賛成 しなかったという。 当時産

業組合の専務だ った佐藤氏が、12・3名の開拓希望者の団長となって 渡満 し入植 した(当 人は終

戦直前に帰国)。 しか し敗戦時 この山村か ら入植 した開拓民の多 くは家族の死亡離散が甚だ し

く、天理教系の開拓者の如 きは兄弟の家族は勿論孫 に至るまで全滅 した もの もあって悲惨を極

めたという。

(3)山 本氏の経済更生事業に対する見解

経済更生事業は村を発展させるとい う見地に立 って真剣に取組み、いろいろの人の意見を取

入れて仕事を進めたが誰 も有難 いとい う人 は出て来なか った。

今考えてみ ると、国や県の施策を村段階でいつまでも踏 しゅうすべ きではな く、必要な もの

を手早 く取込んで村の ものに消化 して しまうことである。とくに地方民の要望 を汲みとり目先

をかえて、次の発表にそなえることが大切であ る。山本氏は経済更生のつぎは各家の台所と便

所の改善を中心に して、保健婦を伴って各部落を廻るつ もりであ った。やはり現場での実践活

動 は村民 にとって身近な ものを取上げて解決 してやることが必要で、村民の側 に立 った政治を

すべきであ ることを痛感 した。 これは直接村民に接触す る者の心構えであって、県や国段階の

行政官 とは異 った感覚であると思 う。

さらに行政サイ ドにおいては村の事業か ら県庁(政 府 も同様であるが)を み ると、職務につ

いて幹部の交替が頻繁でその都度村の業務の説明を してはじめか ら再出発を しなければならな

い。 これは下部機関にとっては堪え られない ことである。事業の指導につ いてはその道の専門

家をおいて、終始指導の任に当 らせるべきであ る。行政事務の都合と称 して、みだりに人事交

替 をすべきではない。 もっと下部町村本位の行政を行 うべきではなかろうか。最近 は上部機関

の行政官の心構えが、下部住民か ら次第に離れつつあるのは残念だ。聞 くところによると、山

本氏は出先機関や地元団体の職員に可能な限り村の出身者をあて る配慮を し、当人が心置 きな

く仕事がで きようにまた最後の花道をか ざれ るように常に心掛け、他からの働 きか けによる事

業につ いて も村民の利益にな らないものは拒否 して いたといわれる。

農 山 漁 村 経 済 更 生 運 動
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