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Ⅰ 戦 前 の農 村 更 生 協 会 の活動

松 田 延 一

1.は しカtき

農林省に経済更生部が設置せ られたのは、昭和7年9月 、農村更生協会は昭和9年12月 に創

立せ られた。筆者は昭和11年5月 か ら16年5月 まで満5年 間、農村更生協会に勤務 した。今か

ら思えば、同協会の初期の時代に勤務 したことになる。そこで当時の筆者の担当 した仕事を通

して、協会の活動の一端を述べ ることとす る。

2.農 村更生協会と簿記運動

1)は しがき

農村更生 協会はその発足の当時、熱心に農家簿記運動 をとりあげた。その頃の農家経済のた

て直 しをなすためには何よ りも先ず農家経済の実態を正確に把握 し、それを根握 とすることの

必要が認め られた。 このためには農家簿記運動を推進 し、農家自身が、自家の経済(生 産経済

と家計)の 実態を明らかに し、 自らが経済的更生の途をさぐること、 この記帳結果を指導者が

利用 し、農 村指導の拠 り所にす る必要があると考え られたからである。

このようにして、農家簿記運動には二つの目標が考えられるが、当時、農村更生協会(以 下

単に協会 という)は 、と くに農家の立場か らみて、農家 に役立つ ことを中心に考えて、 この運

動を進めた。 もちろん指導者が、その結果を利用 させて もらうのは構わぬが、第一の目標 はあ

くまで農家 の役 に立つことを念願 としてスター トしたことは事実である。

そこで この運動はどのように して、推 し進められたか、そしてそれはどのような効果、影響

を及ぼ したかを回顧 しよ う。 とはいうものの、筆者が協会 に職を奉 じた昭和11年5月 には、

すでにこの運動がスター トしていたために、その発足当時の事情は詳かではないか ら、筆者 は

この問題を記述するための適格性を欠いていると思 う。 しか しその後 この運動のお手伝いをな

し、最後に この運動の とりまとめを した という点 において、報告する義務を負 うとも考え られ

る。

題 して 「農村更生協会 と簿記運動」 といい、 「農村更生協会の簿記運動」 といわなか ったの

は、協会の簿記運動をより広 い視野でながめることができるし、実態にも即すると考えたか ら

である。

2)協 会の簿記運動の多面性
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協会は農家経済のたて直 しのために、農家のためになる簿記運動を行なったが、これについ

て は後に詳論す ることとし、その外の簿記運動 をも行なったか らそのことにも触れないわけに

はいかない。 まず この点か ら述べ よう。

協会は協会 自身の力の範囲で農家簿記運動を進める一方で、当時農家簿記を指導奨励 してい

た 「帝 国農会」や 「農林省経済更生部」の担当者に も働きかけて、農家のためになる簿記運動

(帳簿組織 ・指導奨励の体制)につ いて熱心な話 し合いを行ない、研究討議 した外、協会 自身

の簿記運動の一つと して、当時、京大式農家経済簿を創成 し普及につとめてお られた大槻正男

教授を講師と して、全国府県の経済更生の事務担当者を対象に、八ケ岳 中央修錬農場(当 時の

名称)で 、講習会を開催 した。 この講習会のお世話を担当 したのは筆者で、第1回 は昭和14年

7月 頃であった。全国か ら約40名 ほど集まり、1週 間の合宿講習を行なった。 もちろん早朝に、

同農場の修錬生 と同時に起床、早朝の体操、その他の行事を行なったのち、約1時 間の食前作

業の後朝食(7時 頃)。8時 頃より17時 まで講義 と実習が行なわれ るという強行軍であっ たが、

1人 の落伍者 も出ず、無事終了す ることができたときは本当にうれ しかった。この講習会は2

-3年 続けられたと思 う。

もちろん この講習会のテキス トになっ た帳簿は、大槻教授の完成せ られた京大式農家経済簿

であったが、当時、協会はこの帳簿を 「自計主義農家経済簿」と称 し、印刷 し、普及につ とめ

ていたか ら、これを使用 した。

この 「自計主義農家経済簿」は、当時の協会誌 「村」で も宣伝 し、普及につとめたが、その

効果あ って、 この帳簿は各方面か らの注文を受 けることができた。

余談なが ら、こうした協会の簿記運動に刺戟せ られ、東京商工会議所の笠原千鶴主事が、杉

野忠夫主事 を訪ねて きて、商工業者、とくに中小の商業者に も簿記の奨励をしたいか ら、農家

簿記運動の実態を教えてほ しいと申出 られているのを傍見 した。同氏はこの運動を実際に試み

られたようで、この問題に関す る同氏の著書を店頭で見かけたのはその後、数年経 ってか らの

ことであ った。

当時協会の中には簿記運動の熱心家がいて、農家経済更生のみならず、広 く中小の商工業者

の経済更生のために、その基盤になる簿記を指導奨励を行なう官庁 として政府 は 「簿記省」を

つ くるべきであると主張 した。(例 ・杉野主事など)。 このようにその頃の協会は簿記熱で他

を圧倒するほど真剣な ものがあ った。

注 笠原氏はその後、東京都内の中小商工業者の簿記指導に専念 し、後に商工簿記研究所長

となった。(昭 和15年)

3)協 会の農家簿記指導

イ)簿 記運動の仕組み
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協会が農家簿記運動の一環 として、農家の簿記指導を開始 したのは、昭和11年 度 からである。

協会と して は、これ までの帝国農会や農林省の農家簿記は、指導者が資料を蒐集す る目的で行

なわれ、農家にはあ まり役に立 っていないのではないか。そこで農家 自身の役に立つような簿

記運動をとりあげよ うとしたところにその独 自性が あると自負 していた。

そこで農家のためになる簿記とは何か、とい う問題を考えてみ ると、第1に 帳簿様式が農家

にわか り易 く、従って記帳 し易いということ、第2に その記帳の結果を自家の経済の更生に役

立つような手段を与え ること、第3に 記帳を長 い期間つづけるような手段を与えることなどで

あ った と思 う。

第1の 問題に こたえるために、協会は独自の農家更生簿を用意 しこれを記帳農家 に配布 した。

そ して この農家更生簿は日記帳と仕訳帳の2冊 か ら成 り、日記帳には農家の作業日記と現金出

納を1頁 に収める方式で、いわば農業経営簿と家計簿を複合せ しめた ものであった 。仕訳帳は

いわば予算主義をと り、各月の予算か ら各支出や収入を項 目毎に差引いていく様式をとり、農

家自身が 「計画経済」を行ない且つその反省をな し得 られるように考案せ られた。

もちろん この仕訳帳には、労働集計簿、現物集計簿、貸借整理帳を附加 して1冊 にまとめ、

年度末の決算を容易にな し得 られるように心を配った。

この ようにして農家が 自ら記帳 し、収支の決算をなすとともに計画と実績とを対照 し、反省

と次年度への計画を樹て易 くした。 この外 「わが家の計画経済」なる一表を別に用意 し、 この

計画と実績の対照を一目瞭然たらしめるように した。 こうした帳簿様式の考案は、前に述べた

第2の 問題 にこたえ る手段に外な らなか った。

次に第3の 問題、つ まり記帳の継続性の保持のために協会が考えたのは、農家の所属する部

落の 「全戸記帳主義」をとれば、お互に励ま し合って、落伍者つ まり中途で記帳を断念する者

の出る率 も少な いであろ うと判断 し、部落全戸記帳を条件に、指導部落の選定 を行なった。 こ

の簿記運動 の建前は一応理由のあること柄であるが、それとともに、その結果 を協会自身 も利

用 し、農村経済更生運動推進のための独自の資料 として活用 したいという気持のあったことも

亦事実であ る。

さて、協 会はこの運動をどのように推進 したか。

調査結果は、広く全国的な資料をほ しいとい うこと、全国の農家経済の実態 に、協会 自身が

肌で感得 したい ということもあ って、なるべ く、多数の対象がほしか った。が一方、協会のス

タッフの関係 もあって、やたらにその数をふやすことはできない。そ こで協会 としては、ギ リ

ギ リの線まで拡張 して、当初 は次の13府 県の19部 落の農家組合を選定 した。 もちろんその選定

にあた って は関係府県の協力を得た。

114



6、20、21の 町村には協会の職員が長期滞在 し、簿記指導

の外、いろいろの指導にあたった(「 村の家運動」につ いての記事を参照せ られよ。)

さて これ らの指 定部落の農事実行組合長に働きかけ、いわゆる全戸記帳を建前 に農家更生簿

を配布 し、記帳の指導、集計決算の指導 に職員が手分け して、年に2～3回 出張 した。 もちろ

ん記帳以外、それぞれの村の もって いる問題点を聞き助言 し得る ものは助言 し、或いは適切な

手段を講 じた ことはいうまで もない。

なお、ここに 「部落」という表現を したのは、当時の用法 によるものである。その頃は 「麗

なおこれ らの町村の うち2、4、
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家の集落」或いは 「農家村落」又は 「村落」或いは 「村落社会」を単に、「部落」とい う表現

を用いて いた。念のために附言 してお く。

次に年度末 には、部落の指導者と役場の指導者を東京に集め、集計決算の問題の外、その時

の農政問題の解説の講習会を開催 した。そ して各部落へは職員が出張 し、個々の農家の集計決

算や 「わが家の計画経済」のたて方などについて懇切に指導助言 した。 この年度末の全国会合

は2回 ほど東京で行い、3回 目には静岡県新野村で行なった。 この ときは各地か ら集った人々

は部落内を見学 した上 で、部落の人々と懇談会を催 したが、 この会合は、農業技術の細かい点

(例えば田植の仕方、稲刈 りの仕方、稲の結束の仕方をは じめ諸々の問題、台所の構造など)

について、さまざまの意見が出て、出席者 は東京会合以上に大 きな収穫があ ったようである。

その時の光景はなお筆者の眼底に残 っている。

さて このよ うな運動の結果得たものは何であ ったか。農家にとって は、 自己の農業経営の改

善、家計経済の合理化に貢献するところがあったことは年を逐 って目に見えた。われわれが部

落を訪れ ると、経営主、主婦、或いは青年が集 ってきて、記帳以外の諸問題を も語り合い、お

互の持つ知識や情報の交換をな した ものである。今 もあの当時のお互いの心置きない、温かい

交歓の有様 は、忘れることはできない。

ロ)簿 記運動の収穫 とその展開

協会の簿記運動の一つの 目的であった 農家自身のためになることは、上述 したところか らも

判断せられるよ うに、村の人々(経 営主 にも主婦に も)に 喜ばれた。「おかげで家計を計画的

に運 営出来るよ うにな りました」(主 婦)と か、 「経営改善の実績が上 りました」(経 営主)と

いう声は、各地で聞か されたが、これは必ず しも、お世辞 とは思えない、真剣な眼ざ しがあ つ

た。

一方記帳結果は、協会が集め、部落集計 と全国集計をな し、協会の運動の参考に した。当時

は、農家の多 くが相当の負債を持ち、経済の赤字に悩む者が多い時代であ ったか ら、農家経済

の分析指標と しては、「黒字農家」と 「赤字農家」が重要な意味を もった。そ こで協会 として

は赤字農家の赤字の要因、黒字農家の実態に関心が向け られた。

その結果 は、大凡その地方の平均経営面積の2倍 程度を耕作すれば、安定 した生活がで きる

とい うことを実証 した。 この考え方 は後の分村移民計画の基礎資料 として農林省 も採用 した。

こうしたことか ら、別途に、協会は強 く逞 しい農家は如何なる経営的条件を もっか、というこ

とに関心を もち、各地の、「逞 ましい農家」(石 黒会長命名)を 探訪 し、 これを、当時の協会

の機関誌 「村」に掲載 した。これは各職員が全国を探訪 し、連載 したものであるが、筆者 も何

戸かの紹介記事を書 いた(逞 しき農家の研究)。

さらに又部落を訪問 している間にそれぞれの部落で最 も必要なものは何か、それを部落の指
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導者はどう考えているか、などを検討 し、協会でできることは これを支援 した。例えば部落へ

無利息資金を融通 し(金 額は200円 ～700円)、 堆肥舎(2ケ 所)、 藁打機1件 、養鶏1件 、共同

田1ケ 所、共同桑園1ケ 所の事業を助成 した り、苗木購入資金、製麺機、艀卵機 などの購入資

金を融資 した(計9部 落)。(農 村更生協会、部落 と簿記指導20頁)。

このように して、協会は、簿記運動を遂行する一方において、その部落の更生運動に も力を

入れた。それ らの結果収めることができた主なるメリッ トをあげると次の如 くである。

①.農 家の予算生活の効果-「 わが家の計画経済」に計画 と実績を記す ことにより、 自家

の経済の反省 と合理化を行ない易 くなった。

②.婦 人の 自覚 と協力

③、記帳者の相互研究-年 度末に部落の集会場で全員が集計決算 し、その結果をお互に比

較 し、反 省することにより、自家の経営 改善、生活改善 目標をたて易くなった。

④.部 落民相互間の融和 ③の相互研究 の外、部落全体の ことをいろいろ討議する機会を

もつ ことによ り(前 述の部落への助成な ど)、 お互に親密になった。

⑤.協 会自身の経験

これは前述の分村運動の基礎資料を得たり、無利息資金の融資により、村落協同体、全体と

しての処方箋の書 き方、投薬とその効果につ いてよい体験を した。 この ことに関連 して山村な

ど経済的条件 に比較的恵まれない地域の経済的更生の問題をとりあげ、山村研究会を開催 した。

と くにその第3回 目は昭和13年10月 東京で開催 し、山村における部落有林の意義を各地の山村

関係者約30名 を招いて実態に即 して研究討議 した。

その他前述の分村計画の計画樹立、推進に も協会は貢献 した。この運動は今 日ではいろいろ

の批判はなされ得 るが、当時の事情の下では妥当なものと考え られていた。

また安定農家の研究か ら適正農業経営規模の研究の必要を唱え、農林省の助成により、適正

経営規模の調査研究を、農業団体、大学などの協力の下に実施(中 央農業会が実務担当)す る

ことになったその情勢作 りに一役買 うことがで きた。

ハ)簿 記運動の推進者

当初、簿記運動の推進者 となったのは、杉野忠夫、国枝益二、塩田定一、土屋大助の4主 事

が中心 となった。就中土屋主事 はその実務を担当し、具体的な事務を推進 した。 もちろん、貞

光俊夫、内海義夫、小野道雄、西村甲一の諸君 もこれに協力 した。そ して昭和11年 度を初年度

として、スタ-ト した。 その後昭和12年7月 、日華事変勃発直後土屋主事が応召、出征 したた

めに、その後の責任者は、西村主事、藤井米三嘱託 となった。 しか しその後間 もな く両氏が転

出 し、その後 は西山武一主事が受け継いだが、同氏 も亦転出。ついに筆者が担 当することになっ

た。

117



昭和13年 に入 り、筆者が担当者となったとき、協会としてはこれ まで可成 りのエネルギーを

注 ぎ込んだ この簿記運動の経過をまとめてお く必要を感 じ、 この年度内に当時東京にいた早川

孝太郎主事と諮 り、両名で各調査部落を一巡 し、部落の事情を再調査 し、これをこの運動の経

過や記帳結果 とを合わせ集録 し本にまとめることにした。 このように して出来たのが 「部落 と

簿記指導」(A5版 、254頁 、昭和14年4月 発行)で ある。

この書の第1～ 第2部 までは筆者が執筆 し、第4部(記 帳部落の性格)は 、早川主事が、そ

の専門である民俗学の立場か ら、各部落の特性を記述 したものである。

協会 はこの本をまとめることによって、これまでの簿記運動を閉 じることになった。 という

のは、日華事変が次第に長期戦化 してきたこと、協会の スタッフの移動に基づ く人材不足など

が影響 しやむな く中止 したのであった。

思えば協会の、 この農家簿記運動の経 た時間的経過 は短かか つたが、 しか しその歩みの過程

は決 して短かいものではなか つた し、これに関連 して展開せ られた運動 も巾広いものであった。

このように して、協会自身 もいろいろの収穫をあげることがで きた し、職員 も、この運動 によっ

て、それ ぞれ貴重 な体験を したにちがいない。筆者自身 も実に多 くのことを学んだ。例えば農

村社会や、農家生活、農家経済に関す る多くの知見はこの簿記運動に参加することによって得

たものが基礎となって いるといって も決 して過言ではない。

3.農 村更生協会 と農業生産問題

1)小 麦増産問題

イ)は しが き

農村経済の建て直 しをするためには、一方では農産物の生産増加を図り、収入をふや しつっ、

他方では家計の合理化を図ることが必要条件である。 この場合、農家が、折角努力 して生産の

増加を図 ったとして も、供給過剰に陥 り、その価格の下落を招来 したのでは、農家の立場か ら

いえば、全 く、意味のない ことになる。昭和農業恐慌当時の、あのあわれともいうべき、農産

物価格の下落を想起するまで もなくこの ことは当然の ことである。

そこで農村更生協会は、いろいろの角度か ら農産物の生産問題をとりあげたが、その最 も力

を用いたのは、小麦の増産問題であった。そしてこの仕事 を担当 したのは筆者であったから、

以下当時の事情を詳述 してみたいと思 う。

ロ)小 麦増産問題を とりあげた背景

昭和初年代におけるわが国の小麦の生産高は、855.7千 トン(6,260千 石)(昭 和2～6年 の

5か 年平均)、 消費高1,263,7千 トン、輸移入超過額376.2千 トンであった。従 ってその 自給率

は68%、 輸入金額27.477.6千 円に上 っていた。そこで政府 は、一方においては外貨の節約を図
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るとともに、他方 においては農家の所得の増大 を図るために、昭和7年 に 「小麦増殖5ケ 年計

画」を樹て、翌8年 度 からこれを実施 した。その内容の概要を述べ ると次の通 りである。

この政策は、(1)輸入小麦および小麦粉の関税を引き上げ(昭 和7年6月 に小麦毎100斤1円5

0銭 を2円50銭 に、小麦粉毎100斤2円90銭 を4円30銭 に引 き上げた)、 小麦の国内生産を保護

す ること、(2)小麦の国内生産の増加を図る諸施設、方策をとったのであった。すなわち

(1)小 麦に関す る試験研究機関の拡充をな し、鴻巣の小麦試験を拡充す るほか、東北(岩 手)、

中国(兵 庫)、 九州(福 岡)に 小麦試験地を設置 した。

(2)そ して小麦の品種改良、栽培法の改良、病虫害の防除に関する研究を行なった。

(3)そ れ と共に小麦の原種の採取および配給組織を確立 した。

(4)各 府県に小麦の奨励官を置 き、小麦の増殖奨励に関す る事項を専門的に担当せ しめた。

(5)生 産せ られた小麦は、当時発足 した全販連を中心に、販売統制を行なわ しめることによ

り、農民の小麦販売上における不利な地位を改善 し、且つ販売方法の合理化を図ったので

ある。

この小麦増殖奨励の方策は、わが国の農産政策上画期的な ものであった。 とい うのは、小麦

の育種組織 は、昭和2年 か ら行なった水稲の育種組織の体験に基づいて立案せられた ものであ

り、府県の小麦奨励官の設置(人 件費補助)、 生産物である小麦の全国的販売統制(自 主的統

制)体 制の確立などは、はじめて試みたものであるか らである。 こうした奨励方式は昭和2年

の養鶏奨励事業とその軌を一つにす るものであった 。すなわちこの小麦の増殖奨励と養鶏奨励

事業 は、わが国農業政策史上画期的な内容の ものであ った。それ とともに、その成果 も、とも

に画期的な ものであったことを忘れてはな らない。

さて小麦増殖奨励の目標 はどのようなものであったかというと、昭和7年 か ら11年 までを第

1期 とし、その期間において、小麦の栽培面積20万 町歩、反当収量を15%増 加 し、これによっ

て総生産を300万 石(41.1万 トン)増 加せ しめ、計画当時の輸入額 を、完全に国内において自

給 しようとするものであった。

なおこの政策の成果をみ ると、計画の第2年 度で、すでに予定の300万 石を増産 し得た。そ

の成功の理由は前期の関税引上によ り、国内生産が保護せ られた ことと小麦の販売統制が行な

われ、農家はこれ までよりも有利に販売す ることができるようになつたことおよび生産技術の

改良などが考えられる。試みに次表 を見 よう。 これによって、当時如何に小麦の増殖が進展 し

たかが窺われよう。

さてこのような小麦増殖奨励政策 は、昭和農業恐慌の真只中に生 まれたために、農村経済更

生運動の中に も、当然 これが とり入れ られ、各町村は、その町村の経済更生計画における農産

物の増産計画の中にとり入れたのである。
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小麦増産奨励政策の効果

註 .小 麦増産計画は昭和6年 計画せ られ、昭和7年 度 を第1年 度 としてスター トした。

これに対 して、農村経済更生運動 は昭和7年 か ら発足 した。すなわち農林省に経済更生部設

置の官制 は、昭和7年9月27日 公布せられ し(勅 令第259号)、 「農山漁村経済更生計画二関ス

ル農林省訓令」(農 林省訓令第2号)が 発せ られたのは、昭和7年10月6日 であ った。 この訓

令の趣 旨に基づいて 「農山漁村経済更生計画樹立方針」が示されたのは、昭和7年12月2日 で

あった。だか ら農村経済更生計画の樹立にあたって、これに先行 して行なわれた小麦の増産計

画が とり入れ られたことは、極めて自然の成 り行きであ った。

小麦の増産計画が、農村経済更生計画の実施上 と くに有意義であった のは、冬期における土

地利用の増進 ということと、麦作収入は小作農の収入になるために、零細な小作農家の経済を

うるおす上において、極めて重要な役割を果た し得 るということであった 。

こうした事情か ら、前述のよ うに、各町村における経済更生計画においては、小麦 は、実に

目ぼ しい増産対象 となり得たのである。そ してその結果は、上述の如 く、短期間に計画目標を

突破す るほどであ った。

この ような情勢の下において、このまま放任 してお くときは、生産過剰に陥り、小麦生産農

家は却 って苦境に立つようになるおそれはないか、 ということが、農林省の経済更生中央委員

会(大 臣の諮問により、経済更生計画の査定、検討をす る委員会)に て問題 となった(昭 和10

年)と いう。 これ に対 し当局者 は確たる見通 しを持 っていなか った。そこで何等かの方法でこ

の問題を専 門的に研究する必要が認められ、協会 はこの事業を農林省の委嘱によって推進する

ことにな った次第であった。

ハ)調 査研究の実施案

筆者は この問題を調査研究す るために、協会に職を奉ずることになった 。(昭 和11年5月)

ところで協会に入 ったときは、すでにこの事業推進のための枠組みが決 っていたか らさし当っ

てはこの方針 によ って調査研究を進めることにな った。当時、協会で作成 した小麦の生産販売

統制調査委員会の設置の趣 旨、研究調査委員ののメンバ―、研究項 目を示すと次の如 くである。
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小麦 ノ生産販売統制調査委員会設置ノ件

1.調 査委員会設 置ノ理由

農村経済更生計画 ノ進捗二伴 ヒ、農山漁家 ノ各種生産物ハ漸次増産 ノ傾向ニア リ。 コノ趨勢

ハ現下 ノ経済事情 ノ下二於テハ一応農山漁家 ノ収入ヲ増加シツツアルモ、今ニ シテ深 ク慮ル所

ナクンバ顕著ナル増産 ノ結果近キ将来二於 テ恐慌的破局 ヲ招 ク危険ナ シトセズ。且ツ各町村二

於ケル経済更生計画ノ樹立並二指導上二於テモナルベ ク各種主要生産物ノ生産販売ニ ッキ計画

ノ目標、注意、参考 トナルベキ事項 ノ提供セラルルコ トハ極メテ緊要 トスル トコロナ リ。

本会ハ弦二考フル所ア リテ昭和十年度ヨ リ生産販売統制二関スル基礎的条件併二具体的調査

研究二着手セルガ、昭和十一年度二於テ先 ヅ小麦及 ビ小麦粉 ノ生産販売統制二関 シ左 ノ諸氏 ヲ

委員二嘱託 シ別掲仮案ノ如キ問題二関 シ調査研究ヲナサ ン トス。

1.委 員氏名(順 序不同)()内 は当時の役職を示す。

東 畑

田 中

勝賀瀬

間 部

五十子

水 野

有 馬

一

茂

質

彰

三

夫

寧

精

長

春

武

頼

橋 本 傳左衛門

橋 本 清之助

田 沢 義 鋪

那 須 皓

小 平 権 一

石 黒 忠 篤

1.研 究問題(仮 案)

(1)小 麦生産消費 ノ現状並二将来ノ問題

1.小 麦増産五ケ年計画ノ実績ノ検討

2.小 麦生産販売 ノ趨勢

3.現 在 ノ小麦価格ハ維持 シ得ルヤ、ソノ価格構成二影響アル諸事情 ノ究明

4.小 麦増産五 ケ年計画ノ続行ノ要否並二之二代 フベキ代作物

5.農 村経済更生計画ニオケル小麦生産販売計画及 ソノ結果二関スル検討

6.外 地及満洲小麦 ノ将来 トソノ影響

7.小 麦消費 ノ将来

8.小 麦生産販売統制ノ要否

(2)小 麦 ノ生産統制

1.外 国二於ケル小麦生産統制ノ方法並 ニソノ実績

2.我 国二於ケル小麦生産統制 ノ方法 トソノ組織
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(3)小 麦 ノ販売統制

1.外 国二於ケル小麦販売統制 ノ方法並ニソノ実績

2.我 国二於ケル小麦販売統制 ノ方法 トソノ組織

註 この小麦生産販売統制委員会 はその後、単に 「小麦生産計画委員会」と改称 した。そし

て調査結果は、 「小麦生産計画調査資料」とし、順次刊行 した。その数は第1輯 か ら第7輯 に

及んだ。

二)調 査の進め方 と結論

協会 は上述のような調査委員会を設置 したものの、そこで附議、検討せ らるべき事柄につ い

ては、当然協会か ら、原案を示 さなければな らなか つた。そ こでこの事業の担当者 として筆者

は、

1)全 国の町村の経済更生計画における小麦の増産計画の検討、集計

2)小 麦増産計画の実施動向

を調査、研究することに した。

1)全 国の町村の経済更生計画における小麦の増産計画の検討、集計。

この調査 は、全国の経済更生計画樹立村か ら農林省へ提出 した計画書の中に、小麦増産計画

が盛 られて いるものを抽き出 して、 これを集計 し、これを基礎に判断する作業がその具体的内

容であ る。そ こで農林省か ら全計画村の資料を借覧 し、基礎資料を作成す ることに したが、こ

れには可成 りの労力を必要 とするので、東大の農経の学生5名 の助力(ア ルバイ ト)を 受けた。

当時調査 した町村数 は3,550町 村であるが、われわれの要求するよ うな詳 しい計画をたててい

た町村 は、その うち1.729町 村であった 。そ して単に小麦のみでな くこれ と競合す る大麦、裸

麦および菜種の生産計画 も、関連事項 として調査 し、集計 したのはいうまで もない。

その結果、経済更生計画書 に現われているほどには増産がなされ得ないことが明 らかになり、

筆者は これを前記の委員会に報告 した。 なおこれに関連 し、わが国における小麦の需給問題、

統計資料および委員会の速記録 を1本 にまとめ、昭和12年4月 「我が国に於 ける小麦の需給」

(A5版175頁)を 協会か ら発行 した。

以上のよ うな結論を導き出した理 由は、上述の経済更生計画書の積み上げに基づ く判断 と、

当時農林省農産課では、小麦の増殖 をある程度抑制 しようという態度をとっていたことによる

ものであ った。 また小麦は増産せ られたが、大麦、裸麦の作付面積 は却 って減少 した ことが世

人の注 目をひいた。すなわち昭和7年 に比べ ると10年 には、大麦、裸麦の作付面積は78.2千 町

(田畑計で)減 少 した。 この間小麦は166.7千 町増加 しているか ら、小麦の作付面積の増加の

47%は 、大麦、裸麦の減少 による ものであった 。 この外桑園よりの転換(15.8%)、 水田裏作

の増加(37.4%)が あ り、これ らが、小麦の作付の増加に貢献 した。 また当時菜種 は好況にあっ
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たため、菜種より小麦への転換は大局的には問題 にな らない程度であ ったことを附言 してお く。

以上のように して、小麦増産問題は一応の結論に達 したが、 さらに小麦粉の問題が残 されて

いる。そこで協会 は製粉業の実態を調査することに した。次節にこれを述べよう。

ホ)製 粉業の問題

昭和初年代におけるわが国の製粉業は、国際的には相当の水準にあ って、京浜、中京、阪神

など港湾の あるところに工場 を建設 し、(「海の工場」 と俗称 した)、 海外か ら原料小麦 を輸

入 し、一部は国内消費にあて、一部は外国(東 洋諸国)へ 輸出 していた。 ところが小麦の増産

計画の推進により、関東その他の小麦産地における製粉工場が沢山出来た。これを前記の海の

工場に対 して 「山の工場」と俗称 した。そこでこれ らの工場の中 には、周囲の小麦生産農家か

ら小麦を安 く買い叩 くもの も現われて きたために、協会 として も、製粉業の実態を知 ることが

必要にな った。当時の大製粉業者 はいうまで もな く、日清製粉、 日本製粉などの大企業であ っ

た。

これ ら大企業は、外部の第三者の調査対象となることを好まないという事情があるために、

協会 としては、単に情況を聞かせて もらうという程度のことしかな し得なかった。こうした事

情か ら、昭和12年 のは じめに、日本製粉の取締役、支配人中島義治氏、同技師西村博友氏(1

月)と 日清製粉取締役森田一郎氏および田中安治氏(3月)を 招 き、委員会のメンバーが出席

し、それぞれ隔意なき意見を聞くことにした。

この座談会形式の聴 き取 りの会は思わぬ成功を収めた。当初 この会合のお膳立の交渉を筆者

が受 け持ったが、両社 とも、趣旨はよ くわかるが、 さて立入 った話 は困る、という態度であっ

た。当然、 さもあ るべ きことである。 しか し、われわれは、少 しで もつき進んだことが知 りた

か ったのである。

ところが実際に会を進行 してみると、両社 とも、誠実に、可成 りつき進んだ話をせ られたの

で、出席者 は非常 に感激 したことを今でもはっきり覚えている。 これ はわれわれが、いわば国

家的見地か ら、 この問題に取 り組んでいることを、相手の諸氏が感 じたの と、さらに大 きな要

因 は石黒会長の人格の然 らしめたことと思 う。このときの記録は、「我国製粉業の現状 と将来」

(A5、105頁)と 題 し、昭和12年4月 に協会か ら発行せ られた。 このパ ンフ レッ トは各方面

で注 目をひき需要が多か ったことを覚えている0

へ)小 麦政策の問題

以上のように小麦問題を研究 して きた筆者は、 さらに結論的に、わが国の小麦政策を どのよ

うにす るのが望ましいかという問題の研究の必要を認め、前記の委員会はこれを存続す ること

にした。

そこで筆者はこの問題を検討することに した。が当時の情勢は、 日 ・満 ・支経済ブロックの
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形成の問題が、国の政策と して とりあげ られていた関係上、われわれ も当然この立場か ら考察

する必要にせまられた。

この調査報告は、昭和13年3月 になされた。その時の出席者 は次の通 りであ った。(敬 称略、

順序不同、カ ッコ内は当時の役職)

東 畑 精 一(東 大教授)

東 浦 庄 治(帝 国農会幹事)

田 中 長 茂(企 画院調査官)

森 騨 郎(農 林省農産課長)

勝賀瀬 質(全 販連農産課長)

石 黒 忠 篤(農 村更生協会会長)

橋 本 伝左衛門(京 大教授、協会監事)

那 須 皓(東 大教授、協会理事)

郎天祐山竹

竹 内 二 郎(農 林省農産課技師)

大 槻 正 男(京 大教授)

木 村 修 三(九 大教授)

近 藤 康 男(東 京高農教授)

杉 野 忠 夫(農 村軍律協会本妻)

国 枝 益 二()

松 田 延 一(〃)

以上 委員会委員

この頃は、協会の調査委員会のメンバーが一部変更があ り、又会の名称 も 「小麦生産計画調

査委員会」と変っている。また この時の委員会は、 「時の重要農政問題」に関係があるところ

か ら、委員以外の方の出席 を得ている。

この報告 は、報告内容 と、当日の記録 と共に1本 にまとめ、「日本小麦政策」(A5、 本文

60頁、附録26頁)と して、昭和13年4月 協会から出版せ られた。

この 日本小麦政策は当時企画院、帝国農会などにおいて施策、あるいは研究のための資料と

して、利用せ られたという。

ト)そ の他の調査研究

小麦生産 販売統制委員会発足の当初計画せ られたように、協会 は外国の事例と して、アメ リ

カの事例を研究す ることに し、内海義夫主事補、西山武一主事 を煩わ して、パ ンフレッ トを作

成 した。また当時全販連にいて最初の小麦の販売統制を手がけ られた水野武夫氏の協力により

小麦に関す る統計資料 を編集 し、小麦生産計画調査資料の1冊 と して発行 した。

以下小麦問題につ いての協会発行の資料を掲げると次の通 りである。

第1輯

第2輯

第3輯

第4輯

第5輯

我が国に於 ける小麦の需給(松 田延一著)

小麦に関す る統計資料(水 野武夫編)

米国農業政策(AAA)の 基調(ウ ォ-レ ス著 内海義夫抄訳)

米国農業調整法における小麦政策(デ ヴィス著 内海義夫抄訳).

米国の農業調整法並びに新農地法の批判(フ ァー レ一著 那須 皓、西山武一訳)
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第6輯 我国製粉業の現状と将来(農 村更生協会編)

第7輯 日本小麦政策(松 田延一著)

2)稗 栽培運動

イ)は しが き

農村更生協会の仕事の多 くは、農村、農民或 いは農業団体への働 きかけが中心であった こと

は当然であるが、その外学生に対 しては学生義 勇軍の運動があり、又稗栽培運動があ った。学

生義勇軍は井上勝英氏(現 理事)が 中心になって 推進せ られたが、稗栽培運動は筆者が、当初

の担当者であ った。 これにつ いてはいろいろ深 い思い出があるが、ここでは、この運動の趣旨

とその経過の概要を回顧 しよう。 もちろん当時の経過の一部 は、農村更生協会の機関誌 「村」

に掲載せ られているが、 この雑誌は、残念なが ら目下筆者の手許にはない。従 って手許の残存

資料 と記憶を回想 してその経過を辿る ことにす る。

ロ)稗 栽培運動の発端

昭和12年7月 に勃発 した日華事変 は、当初 は短期決戦 と考え られていたが、次第に長期戦の

様相を濃 くしていつた。すなわち7月7日 に武力衝突が起 り、17日 には事件不拡大現地解決の

方針でのぞんだ政府 は、8月15日 に至 りこの方針を放棄 し、次第に戦争の深みに入 っていった

のである。 この闇経済体制を戦時統制経済体制 に編成 していった。例えばこの年の9月 には戦

時統制3法(軍 需工業動員法、輸出入品臨時措 置令、臨時資金調整法)の 公布をなし、軍需産

業の生産力拡充、輸入統制、金融統制の枠組みができ上 った。 これによって飼料の配給統制が

行なわれ、は じめて農業面における統制経済が試行せ られることになった。また13年 には国

家総動員法の公布(4月1日)を 見、次第 に統制経済 は強化せ られていった 。 この過程 は、い

わば国家が総力をあげて戦 うために必要なこと柄を順次整備 してい く過程であったのである。

昭和13年 のわが国の米の生産高は988万 トンで、まず まずの作柄(11～12年 の2か 年の平均

1,002.5万 トン)で あ ったが、 この とき農林 省農産課長をその春退職せ られた、協会の嘱託間

部彰(大 日本農会理事)先 生 は、筆者に、 「日本は有難い国である。 これだけの戦争を してい

て も、食糧には困 らないでいられ る。」と述べ られたことを今で も覚えているが、その翌14年

の4月 には、米穀配給統制法が公布せ られこれまでの路線の延長線上における米穀統制の体制

が発足 したが、 しか し同年の西 日本の旱魅が契機 とな り、米不足の様相が表面化 し、翌15年 か

ら次第 に国家統制は強化せ られて いくのであ った。

ところで14年 に入 ると、農業を とりま く情勢 は次第に厳 しくな ってきた。前記の飼料(輸 入

飼料であるが)の 輸入統制により畜産農家は先行き不安を感ずるようになってきた。

またその頃東京都(当 時府)で は、空閑地利用運動をすすめ、市内の空地を耕 して、野菜を

生産す ることを奨励せ られていた。(主 任者、早川直瀬博士、元上田高蚕教授、蚕糸経済の専
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門)

こういう情勢の中で、14年3月 頃、当時の日本国民高等学校長加藤完治先生が協会を訪ね、

飼料問題の重要性を説 き、且つ協会で早速 この生産運動をとりあげ、極めて熱烈な勧告をせ ら

れた。 その時の光景 は今で もよ く覚えているが、筆者 自身 は他の仕事に専念 して いたため直接

この話 には加わ らなか った。

ところが4月 のはじめ筆者に召集令状が来て、入隊することになったが、好運に も即 日帰郷

となって、 その 日に帰宅を許 された。早速翌 日協会へ出頭すると、石黒会長よ り、 「協会は飼

料問題にとり組むことに した。君 はこれまでの仕事 とはちがうが、戦死 したつ もりで この運動

をやるように」と命令せ られた。 その時、何をどうやるかについては、私は全 く見当がつかな

か つた。そ こで先生は、(1)この運動では、わが国で古 くか ら栽培せられてきた作物で、素人で

も作 り易 く、又やせ地で も作 り易 く、 しか も飼料と して も、人間の食糧 としても価値のある稗

をとりあげ ることにす る。(2)この稗の種子を協会が無償で、希望の学校(中 等学校か ら大学ま

での学校)に 配布 し栽培 して もらう。(3)土地は学校所在の空閑地、荒地を使って もらう。(41)生

産物は馬糧 として軍へ献納 して もらう。⑤国民に稗に対する認識を改めてもらうように-大 啓

蒙運動を行なうことなど諸々の方策を示 された。

そこで早速、啓蒙運動のための趣意書の作成、稗の栽培法についての手引、生産物の処理の

仕方な どのパ ンフレットの作成とともに、稗の産地か らその種子をとりよせて、配布 し得 る態

勢を整備す る必要があ った。そこで先ず趣意書の原案を起算 した。先生自ら加筆訂正せ られた

「稗栽培運動の提唱」(稗叢書第1輯)と して印刷に廻 した後、筆者は直ちに青森、岩手の稗産

地に行 き、種子を買入れた。(両 県で15～6俵 入手 したように思 う)石 黒会長か らこの運動の

推進力 となるように命ぜ られた筆者は、稗の話は聞いたことはあるが、実物 は一一度 も見たこと

がない。その筆者が栽培の手引書を書 くのであるか ら、何よ りも先ず稗の栽培地を訪れて知識

を吸収する必要があ った。 この目的のため栃木、岩手、青森などの農業試験場をたずねて、担

当者か ら稗の品種、栽培などについて聴き取 りを した。 そのような俄か仕込みの知識を もとに

して、「稗 の栽培」(稗叢書第4輯)、 「稗の処理」(同第7輯)を 書 き上げ、種子 とともに希望校

に配布す ることに した。

もちろん協会の機関誌 「村」で も宣縛 したが、「村 」以外で も宣縛 した。その効あってか、

東京市内の中学校、女学校をはじめ、全国各地の学校から多数の 申込みがあ った。第1年 目の

こととて、実際の種子配布の仕事は実に想像以上に苦労 した。協会の事務所のあ った丸の内の

中金ビルの地下の一室を臨時の作業場に したが、稗を俵か ら出 して、それぞれ 申込量に応 じて、

小袋に詰め るのであるが、ほこりが実に多 く、係 りの者 は閉口 した。この作業 は60才 を超えた

結城朝八老人 と10代 の少年の2人 が主 と して担当 したが、忙 しい時にはタイ ピス ト嬢 も、立
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ちこもるほこりをかぶ りながら、気持 よく協力 して くれた。 これは当時、男子の若者は次第に

応召 してい くか ら、銃後の まもりの心意気がそうさせた ものと思 う。

さて このよ うに して蒔かれた稗 は全国各地で好成績を収め、当初予期 していたように、相当

量が軍馬の糧秣 として献納せられた。筆者は多摩川左岸の川敷で、元の東京中学のあたりか ら

上流、多摩川橋にかけての地域の大部分が稗畑に転 じ(男 子校、女子校の数校が圃場管理 をし

たように思 う)、 収穫物の稗は青刈 りに して、軍へ献納 した。 その時は筆者 も立合 ったが、何

台 もの軍用 トラックに収穫物が満載せ られて運び去 られた。 もちろん乗馬姿の将校が来て、中

学生、女学生達に対 して感謝の意を表 し且つ激励 していた。その時の光景は私の記憶 に鮮かに

残っている。それ と共に私は何 ともいえない、すがすが しい気持に打たれたことは忘れ られな

い。

このように稗蒔運動の第1年 目は、そのスタ― トがおくれたにもかかわ らず、順調な成績を

収め得たの は、この運動に対 して、農林省の支援があったからで もある。同年6月16日 付で、

農林省の農務局長、畜産局長、経済更生部長、臨時農村対策部長および馬政局長官の連名で、

各府県知事に対 し、 「稗栽培運動援助方依頼二関スル件」とい う通牒が発せ られ、稗栽培運動

は、いわば 「国策線上に躍 り出た」のであった。今、参考まで に、通達の全部をあげると次の

如 くである。

稗ハ飼料又ハ食糧 トシテ其ノ価値相当大ナルモ ノ有之殊二事変下二於テ飼料其 ノ他 ノ不足ヲ

憂ヘラルル折柄之 が生産ヲ拡充 シ其 ノ利用 ヲ図ルハ極メテ有益ナル次第ニシテ又該作物ハ比較

的粗放ナル経営二於テ之ヲ生産スル コ トヲ得ルモ ノナルヲ以テ男女青年、学生生徒 ノ勤労奉仕

二依 リ空閑地等二其 ノ栽培 ヲ為サシムルニ好個 ノ作物二有之 ト枝話候、近時如斯趣 旨二基キ社

団法人農村更生協会ヲ中心 トシ各地二稗栽培運動起 リ漸次全国二普及セン トシツツアル ト共二

農業報国聯盟二於 テモ本年度農業報国運動実行計画要領中 ノ荒蕪地、休閑地 ノ生産化運動 ノ重

要事項 トシテ稗栽培運動 ヲ援助 スル コ トト相成居 リ時節柄極メテ適切ナル運動 ト被認候條貴管

内二於テモ適宜指導誘挾方御配意相煩度此段及依頼候也

追而本稗蒔運動二要スル種子二付テハ農村更生協会無償ニテ之が配給二当 リ居 り尚生産物処

理二付テハ農林省、農業報国聯盟、農村更生協会等協議決定ノ上通知可致候

註 杉野忠夫、 「稗と国策」3～4頁 による。

これによって も、当時稗蒔運動の反響が大 きく拡がっていったかがわかる。

ハ)そ の後の経過

第1年 目の具体的稗蒔運動は上述のように展開 した。購入 した種子は殆ん どさば くことがで

きた。 ここでこうした運動を展開 した もう一つの理由を述べよう。それは何故稗をとりあげた
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か ということである。

稗 は上述の如 く、わが国の農業の歴史において、曽っては重要な作物であった。それが稲や

麦の生産技術の発達に押されて漸次後退 していき、当時は、高冷地或 いは冷害常習地など、農

業条件に恵まれないところで栽培せ られていた。一方稗桿にはカル シウム分が多いので馬の骨

軟症予防上有効であるという関係上 、稗の生産は馬産地で広 く行なわれていたのである。東北、

東山、関東、四国、九州などの高冷地、馬産地には重要な作物であ った。

さてこうした稗につ いて栄養学的側面か ら研究 している1人 の青年学究者がいた。それは岩

手県出身で、当時花巻農林学校の教諭を していた小原哲二郎氏であった。氏は稗の研究を進め

るために学術振興会か ら助成金を受 けて、相当の成績を収めていたが、このことを石黒会長は

よ く承知 していたので、この運動推進の一つの理論的根拠を この小原氏の研究結果に求めたの

である。 丁度その頃同氏は母校の東京農業教育専門学校の教授 として迎え られていたので、 こ

の運動の支援を受けるには好都合であ った。氏は稗の栄養価値および加工利用についてその後

も研究をすすめることになるのであ る。

この小原氏の研究成果の一部を活用す る目的で協会は、浅草橋のガー ド下に稗の精白施設を

設けた。その場所は、加藤先生の主宰す る日本国民高等学校の販売部のあつたあとを協会が譲

り受 けて、加工(精 白)施 設を したのである。ここで精白施設を施工 したのは、沢田鉄工所の

沢田虎之助氏であ つた。(氏 はこれが機縁で後述の稗普及会に関係することになる。)と もか

く、沢田氏の献身的努力によつて稗の精白工場 は完成 し、材料たる稗は岩手や青森か ら購入、

東京ではここで生産さ られ る精白稗の宣伝のために何回か試食会を開催 し、PRに っとめた。

一方料理研究家掛橋女史 に依頼 し、その家庭料理の仕方を研究、開発 して もらい、その結果

に基づいて、試食会を何回 も開催 した。

稗の加工 、とくに精 白につ いて、稗産地に も宣伝す るため、岩手県のある村に、稗の精白の

ための模範工場の設置に対 して も、協会は協力した外、盛岡市などでも稗の試食会を開 き、P

Rにつ とめたのである。

このよ うに して稗の加工(精 白)に ついてPRし たのは、それ までの多 くの稗の産地での精

白法は、一度玄稗を蒸 してから精白す るために、稗飯を炊いた場合、 うす黒 く仕上るという欠

陥があっ た。 これを小原氏は玄稗をそのまま脱皮、精 白する方法にかえ、製品の出来上 りを白

くし、米と炊飯 しても、著 しく見劣 りの しないものにす ることに成功 したのである。従 ってこ

の方法は、広 く稗産地に普及するに値 した ものであった。また都会の生活者 にも、稗の利用価

値、栄養価値のす ぐれていることを認識 してもらうために も必要なことは、実際に稗飯を試食

してもらうのが有効な手段であった。東京では丸の内の東京会館や青山の小料理店で、大小 さ

まざまの規模での試食会を開催 した。今に して思えば、全 く夢のような話である。
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さて この ような実物教育による宣伝には限界があるので、稗 に関心のある人々に執筆 を依頼

し、前記の稗叢書として逐次発行 した。 この中には、当時陸軍軍医学校長であられた小 泉親彦

(陸軍軍医中将、東条内閣に厚生大臣とな り、終戦後自決された)氏 に、軍医学校で氏が試み

られた稗の栄養価 についての研究結果をわか り易 く解説 していただいた速記録や、柳田国男氏

や早川孝太郎氏、藤原相之助氏の研究など、多彩な ものが含まれている。

この稗叢書 として刊行 したパンフレットは第15輯 まで達 した。そ してこれは、各方面か ら

の需要があ つたので合本 して稗食の研究と して発行 した。 ここに参考までに稗叢書の目次を掲

げてお く。

なおこの叢書は昭和14年5月 に第1輯 を出 し、第15輯 を同年9月 に発行 している。当時の熱

心 さが窺われる。

この稗蒔運動のためには、生産 はもちろん、加工、利用につ いて、地方からの要請があれば、

講師を派遣 し、PRに つ とめた。その講師には、小原氏をは じめ、岩手の農試の古宇田清平技

師(前 記、叢書第9輯 の著者)そ の他稗産地の指導者があてられたが、筆者 自身 も三重 、島根

へ出張 した。後年筆者が三重大学に教鞭を とることになったが、その頃、思 いもよ らぬ県で、

「稗の松 田さんですか」 といわれたことを今で も覚えて いる。 もちろんその県へ、稗の ことで

出張 したことはなかったのだが。
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次いで第2年 目になると、 いよいよ大規模にPRを な し、また各地での稗蒔がなされた。当

時九州 、熊 本に駐在 して村の指導を していた貞光俊夫主事などが中心になり、阿蘇地方で も可

成りの成果 をあげたという報告を受けた ことを記憶 している。 さらに前記の結城老人が種子配

布に懸命の努力を したが、その頃の思い出は深い。

この稗の種子配布の運動はた しかに、昭和16年 までつづ いたが、筆者はこの年の5月 か ら、

他に転 出 したために直接 この仕事から離れることにな った。

その頃協会では応召や転出で人手が減 ったために、 これ以上 に稗栽培運動をつづけることが

できな くな った。そこで一部の有志が稗普及会をつ くり、加工、利用のPRの みを行なった。

(昭和17年 頃)そ れ も2、3年 で、次の段階へ移る。 その段階を担当 したのは、財団法人雑穀

奨励会である。筆者 は稗普及会か らこの財団の設立、そ して創業当時に又 もや関係することに

なったが、それは省略す る。

二)回 顧

以上協会 の稗栽培運動のあとを回顧す ると、極めて短期 間で はあったが、いろいろな意味で

問題をなげかけた と思 う。

第1は 、飼料、食糧問題に対する国民の関心をひきお こしたこと。これまで稗食をどちらか

といえば卑下 していた人 々に自信を与えたこと。と くにその栄養価値がす ぐれていることをP

Rし たことは大きな功績であると思 う。

稗わ らの飼料的価値がす ぐれていることはすでに周知のところであったが、稗ぬかが、ハム

用の豚の飼料 としてす ぐれていること(ハ ムの脂の白い部分の色、仕上 りをよ くす る)が 明 ら

かにな り、 これをPRし た ことを忘れて はならない。 これは岩手県一戸町の豚肉加工場のハム

を東京の試 食会に提供 し、人々の関心を集めたことによって もうかがわれる。

さらに稗 その ものの栄養的価値、加工原料 としての研究が、小原氏によって進められ、昭和

19～20年 頃 には稗を原料 とす る調製粉乳が生産せ られ、牛乳不足の時代の赤ん坊 に大きな恵み

とな った ことも特記せ られなければな らない し、一時食糧不足の時代には、稗を原料とする、

米の代用品の生産が企業化せ られようと したこともあ る。(小 原氏 と日本農研の間で検討 し、

企業家 と協議実施 したことがある。)

第2は 時局柄、国内の荒地空閑地の利用促進に協力 し得たことである。協会の この運動は、

前記東京市の運動 とともに先鞭 をつ けたものであ つた。今日か らいえば、いろいろ批判せ られ

ようが、当時の協会の立場か らはむ しろ当然なすべきことをな したといえる。

第3は 稗の生産地 に対する、稗の精白、加工などに関する技術の改善普及の功績があげ られ

よう。前述の第1は 単なる知識の普及であったが、第3の 場合 は、 その技術の普及である。浅

草橋の工場 を稗産地の人々が見学 した り、前述の岩手県における精 白工場の設置により人々を
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啓蒙す ると共に実際その恩恵を与えた。

その当時一部の指導者か らは、 「今更稗を」という批判が投げかけられたことも事実である。

又、稗その ものは、いわば 「退行作物」と考えられていた。 それなのに、あの時、その稗をと

りあげたことには、それな りの理由があった。それは稗栽培運動の提唱に示 した通 りである。

そ してその後、日本の食糧事情の悪化により、米の配給統制が行なわれ、稗の産地に対 して

も、1人 当 り基準割当量の米が配給せ られるに及んで、稗作 は急に減少 してい った。 さらに戦

後、軍馬がいな くな り、農業の機械化の進展により一般農耕馬はその姿を消 したため、馬糧 と

しての稗 もその必要がな くなった 。その後 いわゆる高度成長経済の下で漸減の一途を辿 り、明

治11年(1878年)(こ の年わが国最古 の農産統計が与え られている)は 、全国で106,111ha、

収穫高65,799ト ンの生産をみた稗が、協会が稗栽培運動をは じめた昭和14年(1939年)に は、

32,423ha、41,323ト ン、同16年 には33,086ha、28,695ト ンとなり、同36年 以後急激 に減少 し、

ついに44年 の5,090ha、9,830ト ンを最後 に農林統計か らはその姿を消 して しまった。歴 史の

変転を しみ じみ思 う次第である。

注 稗蒔運動によって、各地で どの位の作付が行なわれたか、その面積については当時の協

会の機関誌 「村」に掲載せ られている筈である。

3)そ の他の調査

イ)は しが き

農村更生協会の行なった、稗栽培運動や農家簿記運動 は、いわば鳴物入 りの街頭運動であっ

た。これに対 し、小麦問題の研究は研究的な、地味な仕事で はあるが、 しか し或 る意味におい

ては派手な面を もっていた。 これに対 して、ここで述べる研究的な仕事は、一層地味な仕事で

あった。

小麦の問題の研究の後に、研究的 な仕事と して、筆者の担当 した仕事は、農産物の 自給度の

問題であった 。すなわち、昭和10年 代のは じめ頃までに、政府(農 林省)が 、外国産農産物の

輸入を防 ぐ目的で、増産政策をとり、その効を奏 した事例を調査 し、如何なる事情の下に、如

何なる意図を もって、生産奨励その他一連の増産対策をとり、それがわが国にとって どのよう

な影響を及ぼ したかを調査研究 したのである。

筆者が この問題を担当 したのは、昭和12年 春頃であ った。前記の、小麦増産問題の研究 も一

応終了 したとき、石黒会長か ら、以上のよ うな指令を受 け直 ちに研究に着手 した。といって も、

これまでにどの ような ことが、何時頃行なわれたか、筆者は事情 に暗い。そこでその頃丁度農

林省の農産課長を退官せ られた間部彰先生を協会の嘱託にお願い し、先生の指導を受 けること

になった次第である。

筆者は、小麦問題の調査の際に、非常にお世話になったのと、そのことを通 じ、個人的にも
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親 しくしていただいた関係上、万事好都合に運んだ。 「間部 さんは松 田専属の家庭教師であ

る」と杉野主事 も評せられたほどであ った。 もちろん必要 に応 じて調査旅行 もした し、先生所

蔵の資料を借覧 した。何 しろ先生は、歴代の農産課長の うち名課長と して謳われ、実に13年 間

もその職に在 られた方であるから、各種の農産物につき、又国内の隅々までよ く知 っておられ

た外、海外の こと も詳 しか った。いつ も当時の万国農事協会発行の国際農業評論(Leagueof

Nations:TheInternationalReviewofAgriculture)(月 刊)を 課長机 において、絶えず眼を

通されていた。すなわち日本農業の問題を絶えず国際的視野か らながめようとされている、当

時としては極めて数少い方の1人 であった。

この貴重な方が退官せ られ、やや暇になられたのであるから、早速協会 は、先生を利用す る

ことに したのである。そ こで筆者 は先生といろいろ調査研究のプランを話 し合い、主な品 目毎

に、個別的に、問題を検討することに した。

そこで取 り上げた ものは、

1)国 内 自給可能 となり、更に輸出し得るもの、

これには、(1)小麦、(2)菜種、(3)鶏卵、(4)バター及び煉乳、粉乳、(5)紅茶、(6)砂糖、

2)自 給可能 となれるもの、

(1)麦酒用大麦、(2)米、(3)疏菜果実のかん、びん詰及び加工品、(4)澱粉

3)自 給化の途上 にあるもの、

(1)苧麻(ち ょま)、(2)亜 麻、(3)葉煙草、

4)今 後問題 とすべきもの、

(1)大豆、(2)小豆、(3)其他豆類 菜豆、豆其の他、(4)ホップ、(5)玉蜀黍、(6)家兎毛

皮、(7)ぶとう酒原料

以上の二十数品目の農産物について、輸入を防あつす る目的で、 どのよ うな生産政策をとり、

どのような結果を もたら したかを研究 したのである。そ してその結果を詳述すれば可成 りの大

部な冊子 となるので、これを要約 したものを印刷に附す ることに した。 「我国にお ける輸入防

遇農産物 に関す る調査」(農業綱領基礎資料 ・第1輯)と して、昭和13年10月 に印刷 した。(A

5版 、150頁)

以上の調査品 目をみると、全 く今昔の感に耐えない。大豆の自給率の低下、それにもまして、

小麦の自給率の甚 しい低下は寒気を覚えるほどである。歴史の流れとい うものは、か くも苛酷

な ものであろうか。 しか し、このまま成 り行きに委せておいて、本当によい ものか、 この機会

に改めて検討せ られるべ きであると確信す る。

次に調査研究物と して、協会は、別記の 「部落 と簿記指導」を農業綱領基礎資料の第2輯 と

したが、さ らに第3輯 と して、筆者が京大在職中に、京都市で行なった、青果物の流通費用の
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調査を、まとめて既発表の論文 とともに、 「青果小売価格に関す る調査研究」をつけ加えた。

この調査は昭和6年10～11月 と8年7～8月 にかけて京都市場へ出廻る野菜12種 、果物8種 に

ついて、小売店137店 の小売価格を調査 し、それぞれの産地から消 費者の手 に入 るまでの流通

費用、生産者の所得を調査 したものである。 この種の調査で、これ ほど長期間にわた り、多数

の品 目、多数の小売店を調査 した、このような事例はその例をみない。 この ことからいっても

この調査結果の発表は意義があ ったと自負 している。

その後星移 り、月変 り昭和39～41年 に筆者は名古屋市でこの種の調査を試みた。その際はす

でに老境に入 っているため、 フィ-ル ド・ワー クは専攻の学生の協力を得た。それで も小売店

は100店 あまり調査 し得た。 この調査が、農林省の統計情報部の青果物流通費用調査 の担 当者

の注目をひき、前記の協会の出版物 と共に、今 日同課の青果物の流通段階別流通費調査の実施

の参考にせ られたことは、予期せぬこと柄であ った。

以上述べたよ うに、協会における調査活動の多 くは、調査のための調査ではな く、実践行動

のたまこめ として行なった ものが主流をな していた。 これは協会の立場からいえば当然の こと

であった。そ して調査への要求が、実践のための ものである以上当然に、その調査結果は拙速

に出さねばならなかった。 とくに、分村計画 とか、石黒会長の社会的活動のための基礎資料の

整備、提供(俗 にい う 「弾丸こめ」)の 場合にはそれが要求せ られた。 それだか らといって、

粗雑な仕事をす ることは許 されなか った。手広 く、各方面に、窓口を開いてお られた会長のこ

とであ るか ら、速 さと同時に精度、確度が要求せ られた。それだけに、いろいろよい勉 強になっ

た。 これは協会に職を奉 じ、先生 に仕えたすべての人々が痛感 した ことであろう。先生が他界

されて早や17年 。 しか し先生への敬慕はつのるばか りであ る。その要因は上記の先生の薫陶の

結果であ り、先生の偉大な人格が然 らしめた ものと思 う。

4.分 村運動 と青少年義勇軍

1)は しがき

農村更生協会は、農家の経済更生を推進す る見地か ら、実にいろいろの問題をとりあげて、

これを推 し進めて きたが、分村運動や、青少年義 勇軍の問題 もその一つである。不幸 にして、

歴史の歯車は、この問題に対 しては、あまりに も冷酷な、つ まず きの石を投げかけ、悲 しい結

果 とな り、残念なことであった。 しか し当時 と しては、やむを得ないことであ ったと思う。 日

本の農村を思い、農家の経済更生を希求する人々が、若 しあのような結果を予見 し得たならば、

あれほど熱心にこの運動を進め る筈はない。歴史 はすべて事後判断である。 しか しわれわれの

行動はすべてこれ事前判断に基づ いてなされるのである。 この事前と事後のギ ャップの故に、

人 は苦 しみ、人は悩むのである。
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われわれの分村運動 も事前判断 としては、まことに適切であり、明快なものがあ ったと思 う。

しか しその結果は、この判断 とは全 く逆の ものを もたらした。われわれの苦悩はそ こにある。

いまこの分村運動など一連の農村更生協会の運動を反省 してお くことは、悲 しい結果に対す

る弁解か もしれないが、当時と しては、真剣その ものであり、一応理由のあること柄であつた。

それだか らこそ多 くの人々の協力が得 られたものであるとも思 う。この機会に思い出の一端を

諒 してお くことも、農村更生協会の歴史を知る上に有意義であると考える。 もちろん この問題

を回顧する上で筆者以上に適格性を もつ方があると思 うが、ここでは筆者の体験を通 して、協

会の対応の仕方の一端を述べることとする。

分村運動に最 も熱心であった杉野忠夫氏 もすでに他界せ られている し、分村 を直接手がけて

指導された楠正克氏 もすでに亡 くな ったのは残念であ る。

2)分 村運動の理念 と行動

分村運動 の理念は、当時の考え方によると、一方では日本農村の過剰人口と過小農に由来す

る農村の人口圧力を軽減す ることが、農家経済の更生のために、最 も根本的であ り且つ不可欠

の条件であるという認識があり、他方では、満洲建国が進み、国策 として満洲国への農業移民

の政策がと られた という事情があ ったか ら、 日本農村か ら相当多数の農民を計画的に満洲の農

村 に移す ことは、一石二鳥の効果があると判断せ られた。 この目的のために 日本の農村か ら多

数の農民を送 り、満洲に分村を建設 しようとす るのであ った。

そ してどれ位の規模で分村の計画を したらよいか、といういわば分村計画の理論的基礎は、

協会の簿記運動の結果にもとめ られた。当時協会の農家簿記運動 により、多数の農家の調査結

果から、相 当額の黒字 を出 してお り、 しかも生活水準 も好 ましい状態 にある農家の農業経営規

模をみ ると、大体その地方の農家の平均経営規模の2倍 程度の面積を耕作 していることがわ

かった 。そ こで分村計画を実施 し、日本の母村に残留する人々が、農家 らしい生活を していく

ためには、平均的にみて、現在の平均規模を2倍 にす る必要がある。つまり分村へ送 り出す農

家数は、その村の半数の農家が 目標にな り得 ると考えたのである。極めて大胆な見解ではあ つ

たが、それ位の大英断を もって しなければ、農村の経済の根本的なたて直 しは不可能であると

考 えられたのである。

ところで このような、その地方の平均的規模の家族経営の農家 は、生活水準 も高 く、農業生

産能率 の高 いことが、アメリカにおいて も認め られていることを、戦後十数年 して、筆者 は知 っ

た。偶然の一致であるか、どうか今後の研究課題 となるであろう。

さて このような理論的根拠か ら、協会は、分村計画運動をとりあげ、宣伝 した。当時すでに

一部の村ではこの運動を具体的にとりあげていたために、分村運動の進め方の事例を紹介す る

意味で、協会が中心になり、農業団体などに呼びかけ、分村計画実態調査を実施 した。すなわ
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ち昭和13年 秋に当時の帝国農会、農林中金、産業組合中央会などの調査スタッフに加 うるに

満洲拓殖株式会社、東大農学部などの参加協力を得、分村計画村の実態調査を行なった。筆者

も協会か ら参加 し、長野県南佐久郡大 日向村(現 在の佐久町)を 調査 した。それ らの調査結果

は朝日新聞社か ら、 「新農村の建設」と題 し、昭和14年4月 に出版せ られた。(B6版 、約300

頁、調査村 は前記の外に15～6か 村位であ ったかと思 う。)

民間側の このような動きに対 し、農林省 も分村計画を推進す る方針をとり、昭和13年 度か ら

分村計画指定村を設定 し、指定と助成を行なったのである。今、手許にある昭和14年12月 刊行

の農林省経済更生部、「分村計画指定町村概況一覧」によると、次のようになって いる。

そ して この一覧にはそれぞれ計画村の総戸数、農家戸数:1戸 当り耕地面積、移民送出計画

(戸数)、 同上実績があげられている。 これ によって もうかがわれるよ うに、当時は、協会 も、

農林省 も、農家の経済更生の立場か ら、熱心 に分村運動に力を入れたのである。その様子は当

時の機関誌、「村」に掲載せられた論稿 によ つて も、その一端がわかる。

分村計画運動 に関連 して、満洲移住地の現状を村の指導者はよ く知 ってお く必要があるとい
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う理 由か ら、全国に働 きかけ(「 村 」の誌上で)、 町村の役場関係者の中か ら希望者を募 り、

視察団を編成 した。時は昭和13年3月 。全国か ら希望者約30名 、協会職員が附添 って朝鮮、満

洲を視察 した。参加者は協会職員以外 は40～50代 の者が多 く、村長、助役、実行組合長など、

各地域の幹部級の人々であった。3月 半頃出発、4月 上旬帰京、先ず京城にて、朝鮮農業事情

の概要を視察 した後、新京、ハルビンを経て、チチハルに近い青少年義勇軍の訓練所を視察。

引きかえ して第3次 移民永安屯開拓団、第1次 弥栄開拓団など視察の後、奉天を経て帰途につ

いた。

帰郷後直ちに更生協会にて報告座談会を開催、その記事は、 「満洲移住地視察報告」と題 し、

(B6版 、108頁)、 印刷に附 し、関係方面に配布 し、事情紹介と啓蒙 につ とめた。(昭 和13年

6月 発行)

この視察者の中には、後に分村運動の推進に協力 した人が多数出たことはいうまで もない。

次に青少年義勇軍送出の思い出。

た しか昭和12年12月23日 であったと思 う。杉野主事か ら全員足止めの指令あり、夕方まで協

会の事務所 に待機 した。その理由は、その日の午後、満蒙開拓青少年義勇軍送出の件が、閣議

決定になるか ら、その決定により、直ちに行動に移す必要があるか ら、その結果を、加藤完治

先生が、協会に来て報告せ られ、それに基づいて協議する必要があるから、というのであった。

というのは最早や年末に近 く、小学校 も冬休みに入るか ら、その前 に出来るだけ多 くの小学校

を巡 り、児童(6年 生)達 によ く説明 しておかなければな らないという、いわばタイム ・リミッ

トがあ ったか らである。

その時の事情は、来年3月 卒業の児童を若干名(数 百名)、 いわば先遣隊 として派遣 し、第

2年 度 か らは、さらに大々的に送出 しよ うとするのであった 。

さてその 日の夕方(5時 過 ぎ)、 加藤先生 は協会へ来 られ、いよいよ決定、直ちに行動に移

すようにといわれた。 これによって協会の職員は、翌日か ら、それぞれ縁故のある地方へ飛び、

小学校6年 生に事情を説明 し、協会職員1人 で少 くとも30名 は募集するよ うにということが

決定せ られた。

筆者 は出身地岐阜県に直ちに向い、3～4の 小学校および当時開設 されていた青少年塾(郡

上八幡の凌霜塾)を 訪ねて募集 した。このように急な話であったために、先ず協会の職員や満

洲移住協会の職員が、募集の仕事 に着手 したのである。そのためには猫の手で も借 りたいほど

の忙 しさであ った。元来筆者は、調査研究の仕事を担当 し、指導的な仕事は、他の担当者に委

せておいてよい筈であったが、時の情勢はそのような建前論は許 されなか った次第である。 も

ちろんその年の正月は返上であった。

1月 に入 って協会へ出頭 し、結果の報告に及んだが、その時筆者の顔を見 るな り、杉野主事
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は、「君の留守に、石黒先生か ら大 目玉を頂戴 したよ」と、一寸 しょげた恰好であった 。その

理由は、「先生から、何故、松田まで募集の仕事 に使 った。あの男は、専 ら調査研究に向いて

いるのに」というわけであった。そ こで杉野主事 は、窮余の極、「イヤ、彼は説得力があ り、

30人 や40人 は必 らず募集 して来ますよ」 と答えたとい う。そこで 「結果は?」 と尋ね られ、大

体30～40人 程度 は確実であると報告 した ら、杉野主事は相好を くず して喜び且つ安心せ られた。

その時の有様は未だにはつきりと覚えている。

さて、その年の1～2月 は、筆者は、本来の仕事を進めたが、3月 末になると、さきに募集

した少年が、全国各地から集まって来るので、その受け入れの準備を しなければな らないか ら、

協会 からも、何人かが応援に内原の訓練所へ赴 いた。筆者 も3月20日 頃か ら約2週 間 ほど手

伝 ったと記憶 している。

内原の訓練所へ行 ってみると、日輪兵舎が続々建て られており、筆者 も2日 ほどその仕事を

手伝 った。その後 は、受け入れの事務で、た しか入所す る少年の名簿の整理(カ ー ド作成)を

した。 この時ほど、あわただ しい中にも建設的な仕事 の面白さを痛感 したことは曽ってない。

毎 日、毎日幾棟かの 日輪兵舎が建て られてい くし、何人かの少年が集まって来 るし、またた く

間に大世帯にふ くれ上 っていったあの光景は、まことに見事であ った。

しかし、その後の歴史の歯車は、この仕事 に、幸せ をもたらさなかったのは、痛恨の限りで

ある。今、あの時集 まった少年達は何処にあるか。不幸に して天折せられた方 もあろう。ただ

ご冥福を祈るのみである。

附記

農村更生協会の当時の男子職員は、後に設立せ られ た、財団法人満洲移住協会の嘱託 となり、

同会の事業に協力す ることになった。(筆 者は昭和12年9月 より15年3月 末 まで、同協会の嘱

託と して在籍 した。石黒会長は昭和17年6月 に同協会の理事長に就任せ られた。)

5.附

1)事 務所の うつ り変 り 分室のこと一

農村更生協会発足の当初 は、有楽町1の9の 農林中央金庫(当 時は産業組合中央金庫)ビ ル

(中金 ビルと略称)の5階 の1室 を借 り、そこで仕事を した。その頃は職員の数 も少なかった

のと、よ く出張 したために、銘々が専用の机を使用す るのではな く、適宜空いている席を使っ

て仕事するという状態であった ようである。 もちろん、庶務、会計 を担当す る内藤友明主事と

機関誌 「村」を編集する小野通雄主事補とは専用机を もっていた。私が就任 した昭和11年5月

には、その空いた机で仕事をするよ うにと言われた。

部屋の奥の窓際には、応接セ ッ トがあり、来客 はここへ通 されたことはいうまで もない。そ
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の頃は来客が沢山訪れ、大声で意見を戦わ し、談論風発まことにす さまじい ものがあった 。 そ

こでは到底落 ち着いて調査、研究をなす ことは出来なか った。

そこでよ り静かな環境を必要 とした。 また人員 も少 しずつ増加 したので、 これまでのように、

融通無擬(む げ)な 机の利用は最早や出来な くなったという事情 もあって、大手町の農林省の

1室 を借 りて調査関係の者 はそ こへ移った。すなわち昭和11年 の夏頃、鎌倉橋の南、馬政局の

建物の1室 を借りることにな つた。 この建物 は関東震災後に建てられたいわゆる木造バラック

建ての粗末 なものであった。道路をへだてて西側 には本庁舎があった。

ここで仕事をしたの は、早川孝太郎、久保佐土美両主事 と私など数名の職員であ ったように

思 う。

その後どういう事情であった か忘れたが(農 林省の都合であったか、協会の都合であったの

か)、 折角住み馴れた大手町分室 は青山へ移 ることになった。そこはもと、東京府立青山師範

学校のあとの校舎を、労働科学研究所 と東京府庁 とで使用 していたが、協会 は労研が借りてい

た部分から2部 屋(2教 室分)を 借 り受けたのである。 この2部 屋 に書物、資料を運び込み、

一応調査研究室の体裁を整え ることが出来た。ここは丸の内の本部や大手町分室のあの騒音か

らのがれ、静寂その ものの好環境であった 。ただ耐用年数をはるかに過 ぎた超老朽建物であ っ

たため、部屋を歩 くと、 ミシミシ無気味な音を立てるのには閉口した。2階 へ可成 りの分量の

図書を運び込んだが、幸いに何の事故を起す こともなか った。 ここへ引越 したのは昭和13年 の

夏で、丁度 その頃 日華事変遂行のための財政上の理由か ら、50銭 の政府紙幣が発行せられ、流

通 しは じめた頃であったと思 う。新50銭 紙幣をものめず らしく手にとって眺めた ことを今で も

はっきり覚えている。或 る者は言 った。「 まるでサイダーびん に貼 るレッテルのようだ」と。

この青山分室で仕事を したのは、大手町分室にいた者であるが、その うち久保主事 は、八ケ

岳中央修錬農場の仕事の進展により、現地へ赴 くこととなった。 また当時、協会の職員はよ く

地方へ出張 したが、その前後の仕事をす るために、丸の内の本所の職員 もここを訪れたことは

いうまで もない。

早川氏などは最 も出張が多 く、或 いは東北の山村へ行 ったか と思 うと、次は九州の漁村の調

査 に出かけるとい うように、文字通 り東奔西走 したものである。 同氏は民俗学が専門であった

が、私達は、お互の知識の交換を行な って、極めて快適な、分室生活を送 ることができた。今

で もこの時代のことを、なつか しく思 う。それは単なる懐古趣味か らで はな く、 この時代-

広 くいえば更生協会時代一 に集積 した知識の恩恵によつて、私は、今 日まで歩んで くること

ができたと考えるか らであ る。

私 は昭和16年8月 に協会を退職 したが、その後の、この青山分室はどうい う経過を辿 ったか

は知 らない。
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2)農 村更生協会時代の思い出一 「石黒塾」の追憶一

吉田茂氏が多数の政治家を育てたことか ら、同氏の恩顧を受けた人々を「吉田学校の優等生」

などといい、学校になぞ らえていることは周知の通 りである。 これを農林畑に適用 してみると、

「石黒農政」 と謳われた ことによ って も窺われるよ うに、石黒忠篤先生の農林省在任中には、

多 くの有能な人士を育て上げ られた。「石黒学校」というにふさわ しく、多士済々であ った。

その面々はここでは省略するが、石黒忠篤伝 に出て くる人 々を想えばよいと思 う。

ところが この 「石黒学校」は、農林省関係の人が多いが、 この外 にも校外生が沢山いたよう

である。 これは先生の温厚な、そ して巾広い人格の然 らしむるところである。 この外 に多数の

石黒 ファンもいたことはいうまで もない。そして これ らは 「学校」というにふ さわ しいもので

あ ったと思 う。何故 なら、学校では教師 と生徒とが卓をはさんで相対 し、先生 は黒板を背 にし、

生徒は黒板 に向って いるのである。

しか しここにいう 「石黒塾」というのは、 このような学校形式のものよりも、もっと教師と

生徒 とが緊密に相対 しているか ら、教師は生徒 に対 し、学校よりも濃密な指導が出来る。学校

と塾とのちがいはそ こにあると思う。 もちろんここにいう塾は、最近流行の学習塾のそれでは

な く、松下村塾 とか、何々塾というよ うな、旧い形式の塾をさ しているのであるが。

石黒先生が農林省を退官 し、農村更生協会を創立 し、農村経済更生運動に全力をあげ られた

ことは周知の通 りであるが、 この運動の当初 少 くとも、創立 から昭和17年 満洲移住協会の

理事長になられ るまでの期間一 先生は農村更生協会の職員 に対 して、あたか も、塾長が塾生

に対す ると同様の態度で接 して下 さったと思 う。

若い元気者が集ま った協会であっ たか ら、お互に議論 もした し、又外へ出て も勢のいいこと

をまくしたてた ものである。 「火つけ役」と称 して、問題をつ くり、ふ っかけて、相手 にけ し

かけたり、又次から次へ と難問をなげかけたり した ものである。 このように、外廻 りを して、

火つけ役をなす若者 に対 し、先生は、適当に手綱をひいておられたよ うに思 う。

いつ も先生 は、若 い者の行動や考え方をよ く聞き、取捨選択 し、適切な手段をとるように導

かれた。先生に対 して、正直な報告 をする場合は、 ウンウンとうなずいてお聞きになっている

が、少 しで もうそ、 いつわりがあると、すかさず 「それで」と反問せ られる。 この 「それで」

とはねかえって くる場合は、大抵そのあとが、大変なことにな るのである。その先は、話の流

れが俄然変り、先生か ら、鋭い質問が次か ら次へ飛び出 して くる。その結果、前言 と矛盾 した

ことをつい述べて しまう破 目に陥ることになる。つまり、 ウソがばれるのである。それか ら先

は云わず と知れた大雪!!

そのために、先生から 「それで」と切 り返 されぬように用心 して、そこに至 らぬ間に要領よ

く引き上げて くる 「手」を考えた者 もあった。 しか しすべての場合に、それが通用するとは限

139



らない。 いやで もうそを述べねばな らぬこともあれば、先生か ら大喝を被 り、大 目玉を頂戴 し

なければならない場合 もある。その時は豫め覚悟の上で出頭するか ら、こちらの受 ける精神的

打撃の程度は軽い。恐ろ しいのは話のはずみでつい うそを申上げて しまった場合であ る。

協会 の杉野、国枝氏 はじめ、塩田、土屋の諸氏は職務上、或いは仕事の関係上先生か ら屡 々

「それで」と反問せ られる機会が多かったようである。いつ も 「それで」を警戒 していた。r先

生の 「それで」には叶わぬ』 とよく話 し合 っていた。

先生 はその弟子をよ く叱 った。 しか し弟子をにくくて叱るのではなかった。1度 叱 って しま

えばあとはさらりとした態度で話をつづけて下 さった。先生にどなられたことのある人 は大抵

この ことを経験 していると思 う。そこに先生の魅力があった 。

先生 は雷親爺 として有名であった。だか らその雷鳴はすさま じかった。相手をふ るえ上 らせ

るに十分な威力があった。敵に対 して は大 きな破壊力があった。 「今 日は○○へ行 き喧嘩 して

こなけりゃな らない」といつて席を立たれ る姿には、すでに強烈な迫力があった。 もちろんそ

の喧嘩のための攻撃の材料 は、例の風 呂敷包の中に しまってあ った。(先 生 は、書類 カバ ンは

お きらいで、大抵風呂敷包にせ られていた。)

協会の内部の者に対 しては、報告にうそのない限 り、よく聞き、よ くさと して下さる好好爺

であったが、その底を流れ るものは、あたかも塾生に対す る塾長 としての風格その ものであっ

た。

先生 は弱い者の味方 になる気質があった 。農民を心か ら愛 されたの もその心情の現われであ

る。農林省時代には、比較的恵まれない人をよ く援 けられた。学歴の低 い人で も有能な人は厚

く遇す るよ う努力せ られた。小野武夫博士を援けて 「永小作論」を書かせたり、石井患所氏に

「日本勧農事蹟集録」を編ませた りしたのはそのよい例である。

人の顔型で も、あまり整った人よりもむ しろ少 し変 った風貌の人を愛想 よく迎えられた。例

えばF君 の如 きこれである。早川君 はよくこのF君 が先生か らおぼえ目出度いのは、先生のそ

のような趣味によるものだ、と評 していたが、た しかにそういう面 もあった 。早川君 は、先生

のげて物趣味と評 したが、1面 を衝いている。 しか しそれはある意味で弱い者(特 異な者)に

対する愛情の発露で もあったと思 う。

とにか くこのよ うな先生のよき面につけ、あ しき面 につけ 、思 う存分な振舞いをせ られたの

は、協会の創草期の数年間であったと思われる。そ して内部の職員に対 しては、塾長のような

態度で接 し、職員 も亦先生を心か ら尊敬 し、 「先生のためな ら命を捨て る」ことのできる人士

であると、それぞれ自負 していた。それほど強い精神的な結び付 きがあった と思 う。

私 もいろいろの人に仕えてきた。先生 に仕えたのは丁度満15年 。 この間誠意を もって仕えた

し、先生 もそれを認めて下 さったことを内心、誇 りに思 っている。 この15年 の間にただ1度 大
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目玉を食 った。それは稗蒔運動 を推進 していたとき、農業報国聯盟 もこれに協力方を申入れて

きたので、私が聯盟の代表者 と面接 し、双方一応諒解 した ときであったと思う。 このことを急

いで報告す る必要があったか ら、その会見のあった 日の午後、先生の出張先の、内原の義 勇軍

の宿舎に着 いたのはもう夕食時であった 。昭和14年 の9月 か10月 頃のある日である。夕食時は

すでに暗か った。

食事のすむのを待って、 ことの経過を報告すると、「そんな決め方をす るのはケシか らぬ」

という大雪。 しか し当時の情勢ではそれ以外に、適切な解決はないと考えた私であったの に、

そんなに叱 られるとは、私と して は心外千万であった。先生と しては、「協会が主導権を握っ

ている稗蒔運動に対 し、報国聯盟があとから出て きて、我物顔 に振舞お うとす るのはけ しから

ん」と考え られたか らであろうと判断 した。必ず しも、私は、そうは考えなかったところに、

先生の考えと、 くいちがいがあったのである。

このように先生は大義名分を重んぜられたのである。(こ れに対 し私は、その時は名を捨て

て実をとる方を選んだのであるが)。 その夜 は内原の義勇軍で1泊 し、翌朝早 々退散 したが、

その夜は極 めて長い夜であ った。

先生 は弟子達の個性を見抜いて、適材適所 の配置をせられた。私 は先生のお仕事の極 く一部

分をお手伝 い したが、そのことによって私は非常 に大 きな収穫 を得た。 ここではこれについて

は詳論 しない。

協会が 「塾」的機能を発揮 したのは、いつで も必要とあ らば、どこへで も出かけて、必 要な

ことを調査 し、実見 して くることが出来るよ うにな っていた ことによると思 う。その際、「旅

費の ことは心配するな。思 うような日程でど こへで も行け」と、会計担当の内藤主事は言 って

くれた。その結果、私 は1か 月に10日 か ら2週 間位の出張をす ることがで きた。早川君 は2週

以上であ った。

そのおかげで、全国の殆んどの県の県庁、農業試験場をは じめ、有名な組合や農家を訪ねる

ことがで きた。そのため恩師大槻正男先生か ら、「君は横井時敬先生に次 いで、全国各地 の農

業事情通 になった」 といわれた ことがある。 それ は昭和16年 の春、同先生をお宅に訪問 した際、

横井先生の揮毫の額のある2階 のお部屋 においてであ った ことを今で もは っきり覚えている。

このように塾生 は思 うように計画 し、行動す ることを許 された。そ して出張 して も、いわゆ

る出張報告を文書の形でする必要はなく、口頭ですれば良かったのは有難 いことであ った。

しか し何か、石黒先生がと くに指定せ られたテーマで出張 した場合とか、お知 りにな りたい

こと柄は、筆答す る必要があった。その際はタイプに打 って自分 もその控えを もつ ことに した。

この筆答の報告書は、塾長の塾生に対す る一種のテス トであったことと思 う。塾生を試す とい

うよ りも、その成長を促す手段であったと思 う。 ともか く、テ-マ を与え られ、その ことにつ
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いての報告書を作成す るためには、或いは出張 して現地の様子を しらべ、或 いは文献資料をで

きるだけ広 くあさる必要があった。 もちろん提出期限はいろいろで2～3日 とか、4～5日 と

かいう急を要する もの もあれば1～2か 月先 という場合 もあ った。従 ってそれ相応の時間をか

けて報告書を作成する必要があった。また、時にはまだ解答を出さぬのに更にその問題が出さ

れること もあった。

調査的な仕事 といえば、一般にのんび りしていることがで きると思われ勝ちであるが、協会

での場合は全 く事情がちがっていた。私の こうした仕事は、協会をはなれた後 も続いた。 この

間、いろいろの点で私は大きな収穫を得ることがで きた ことを心か ら感謝 している。私以外の

協会同人 も、私 と同 じような感懐を抱いて いることと想 う。

とにか く先生 は、「塾長」として も実に偉大な存在であった。

3)結 び-回 顧 と展望-

農村更生協会がとりあげた事業の うち、筆者が在職中関係 した事業の概要を回顧す ると、さ

まざまなことを想 う。その1～2の ものを述べて本稿の結びに代えたいと思 う。

協会は、昭和農業恐慌という、今か らは到底想像のできない経済状態にあった 、わが国の農

家、農村の立 ち直 りに協力す るために生れたが、その使命を果た し得 たかどうか。 これは協会

の存在意義を決定する最 も重要な要因である。協会 は農業恐慌の真只中に生れたのであるか ら、

農家の自力更生のために、当時としては、あらん限 りの力をふ りしぼり、努力 したのであった。

必 らず しも豊富とはいえない財源を基礎に活動 した。このため少数の職員でその社会的任務を

遂行せ ざるを得なかったのである。

そ してその時、その時に必要な問題をとりあげて、力強 く推進 した、その主な ものは、農家

の 自力更生の羅針盤 ともなる簿記運動の展開、それか ら分村運動、満蒙開拓青少年義勇軍の運

動へ と展開 した。

一方ではわが国における農業生産の諸問題、 とくに小麦問題、輸入防遇農産物の研究をな し、

食糧生産担当部門としての農業の在 り方に対する検討資料を提供 したのであった。

また、当時農家は莫大な負債を背負 っていたからその負債の整理のために も協力 した。そ し

て簿記運動、負債整理運動の傍 ら、農家が、農家 として好ま しいタイプの ものは、如何 なる条

件を備 えているか、という見地から適正規模農家の問題 をとりあげるとともに、農家が、農村

部落内で、落伍者を出さないようにす るための相互扶助を如何にすべ きであるか、という問題

に関連 して、或いは山村研究会を開催 し、或いは部落有林野の村落協同体 における役割を検討

す るために部落有林問題の研究座談会を開催 した りした。さらに農政が、農村、農家に対 して

実際にどの ように滲透 しているか、 また農村や農家 は如何なる政策を望んでいるか という上意

下達、下意上達の手段 として協会は次の事業をとりあげた。すなわち職員を村 に長期滞在せ し
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め、上記の外に具体的に村の経済更生の指導助言を した外、東京には 「村の家」を設け、関係

者や地方の農村の人 々が 自由に出入 りして、お互 に隔意なく話 し合いが出来 る場を設けた。

次に農村の経済更生運動を推 し進めるためには、村の中心人物の養成 をす ることが急務であ

るという理由で、当時全国の多くの府県に農民道場が設けられていたが、協会はその指導者を

養成す る目的で、八ケ岳に 「八ケ岳中央修錬農場」を、昭和13年 に開設 し、人材の養成につ と

めた。 この点 については他の筆者に譲る。

このよ うな協会の動 きの中で、満洲開拓の参考資料を得 るために、明治初期に、内地か ら北

海道へ集団で移民 したいわゆる集団農業移民の沿革 と現状の調査を行なった。 これは北海道開

拓のために明治政府の行なった屯田兵の部落や、士族授産の 目的で移民 したもの、母村の災害

復旧に関連 して移民 した もの(例 、十津川移民)な どいろいろの動機により北海道へ農業移民

として渡 り、開拓者 として残存する人 々を訪ねて、当時の建設の苦心談を聞いたり、農業経営

の現状を調査 した りした。さらにその代表者を札幌に招いて、回顧座談会を開催 したが、その

座談会は極めて有益であった 。この調査を企画 し、推進 したのは土屋大助主事であ ったが、調

査の半ばに、召集令状が来たために、直ちに郷里に向 った。(昭 和12年7月 末)。 この調査の

取 りまとめは、藤井米三君が当り、「北海道 調査」 と題 して、昭和13年 に協会か ら出版 した。

筆者 もこの調査に参加 したが、実に思い出多き調査であった。

このように、農村の経済更生のために必要 と認め られ ることで、是非 とりあげ られ なければ

な らないと判断 した ことは急速にこれをとりあげ、実行に移す ことがで きた。 これは官庁の仕

事 と全 く異 った点である。

この場合必要とあ らば、全職員が協力 してその仕事 を乗 り切る態勢ができていた。簿記運動、

分村運動、義勇軍運動はその例である。 またこうした協力関係 に立 ち得 る人が集まって きたと

もいえ る。そのような態勢の中心すなわち団結の中心 はい うまで もな く、石黒忠篤先生であっ

た。先生を中心 に、お互に意気投合 し、それぞれの仕事に違遣 したのであるが、このように、

協会の職員が一致団結 し得たのは石黒先生の人格の然 らしむ るところであった。それと共に職

員が比較的若い者が多かったか らで もある。

協会は以上の外、機関誌 「村」を刊行 し、全国の市町村、県庁などへ配布 し、時 々の情勢、

その他啓蒙誌と して役立つ記事を載せた。

こうした運動を進めている間に、日華事変が起 り、 その長期戦化に応 じて、戦時経済 は進展

してい った。それに対応 して、協会の仕事の内容 も自ら変化せ ざるを得なかった し、又それは

当然の経過であった。

このようにして、協会は 「時の必要」に応 じて、最 も緊要 と認める仕事をとりあげていった

点から、或る人は、私 に 「協会の仕事は長続 きしない」 と評 した。 しか し私は直ちに次のよ う
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に答えた。「協会は少数の職員で、 しか も予算 も必ず しも十分でない し、一度びとり上げた仕

事をいつ まで も長 く続けるわけにはいかない。それほど次か ら次へと取 り上げるべき問題(仕

事)が 湧いて くるのだ。 しか も官庁その他の団体が これをとりあげるためには、時間がかかり

過 ぎるのが事実である。そ こで協会は素早 く問題をとりあげ、人々の注意を喚起 し、実施の段

階では、最 も適切なる機関に処理 してもらうのである」と述べたことを今で もはっきり覚えて

いる。例えば移民問題は、満洲移住協会にまかせ、稗蒔運動 は、後の雑穀奨励会に委せ るとい

う如 くに。

そ して最 も重要な、また最 も根本的な人物養成の仕事 は今 日まで、八ケ岳中央農業実践大学

校で、連綿 と し継続 している し、本部は、東京において、その時、その時の必要に応 じて問題

を処理 しているのである。

さて筆者が協会に勤務 してか ら、早や40年 余。この間戦争と戦後の農地改革、その後の苦 し

い時代を経過 した 日本の農村は、その後、昭和30年 代の後半以後における、高度経済成長時代

を迎え、曽っての 「農村」の姿 は一変 した。農村か らは労働力や資金が都市産業に流出 した外、

工場や住宅、道路に農地は蚕食せ られた。その結果 「農業 は崩壊 した」ともいわれ、昭和48

年のオイル ・ショック以後の世界経済情勢の変化、世界の食糧需給見通 しなどから、農業の見

直 し論が唱え られ、又その批判 も表われてきた。

昭和9年 に専業農家 は405万 戸あった ものが、35年 には208万 戸、50年 には61.6万 戸と激減 し、

農家総数の12%余 に過 ぎなくな った。 このような専業農家の激減の外、近年、食糧 自給率の低

下、とりわけ小麦、大豆 などの自給率の低下傾向は、人々の関心をひくようになって きた。農

業は、農家全体からいえば、副業化 した観があ る。高度経済成長に支えられて、ある種類の農

産物の商品生産は発展 した。野菜や花卉のハ ウス栽培或いは温室栽培、果樹作、稲作農業の大

型化、大規模畜産などは、戦前の農業では夢想さえな し得なかった。そ して この種の農業に従

事す る農家の所得 も大型化 したことも亦事実である。他方農家の一部の者 は兼業化により、そ

の所得の増大を図 った。その結果、全体としてみると、農家の生活水準は、以前に比べ るとた

しかに上昇 した。 しか しこれまでのような高度経済成長を期待 し得な くなって いるから、兼業

収入への依存度をこれ以上 に高め ることの合理性が反省せられ る時期が必 らず来ると考えられ

る。 これまでの状態をいつまでも放任 しておいてよいかどうか、改めて問われなければならな

い。農業の見直 し論ではな く、農業の建て直 しを、真剣に考えなければならない。現在の農政

は、この問題に関 しては全 く、成 り行き委せの態度のよ うに、筆者には思える。私はここで徒

らに懐古趣 味にふけろうとす るのではないが、今日こそ、現代版の農村更生運動を推進せ しめ

ることが必要であると信ずる。

わが国で は、官庁の腰は重 い。民間の機関は、この点 はやや事情が異 る。今 こそ協会の内外
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の若 い世代の人々の奮起を祈 ってやまない。

6.あ とが き

私は昭和11年5月15日 から昭和16年5月15日 まで、丁度満5年 間、農村更生協会 に勤務 した。

当時の職員は杉野忠夫(京 大助教授、以下かっ こ内は前職)、 国枝益二(石 川県か静岡県の産

業組合課長)、 塩田定一(山 梨県小作官)、 土屋大助(香 川県経済更生主事)、 内藤友明(富 山

県農会幹事)(私 の記憶 による)の 諸氏が主事で、貞光俊夫、内海義夫、西村甲一、小野道雄

の諸氏が主事補であ ったかと思 う。 これ らの諸氏は、協会創立当時か ら勤務 し、いろいろ苦労

せ られたよ うであ る。『「農村更生協会の者ですが」と、地方へ出張 したとき、名刺を出 して

も、「そんな ものがありますか」 という返事が返って くるのには、全 く参 った』と、小野君は、

屡々創立当時の思い出を語 って くれた。私が就職 したのは創立か ら1年 半位経過 した後であつ

たから、地方の県庁や農事試験場へ行 って、名刺を出すと、ほとんど、前記の小野君の話と同

じ場面とな り、ガ ッカリしたことを今でも覚えている。

しか し当時の職員 は意気軒昂、一騎当千の士でまさに当るべか らざるものがあった。農村の

経済更生のために身を挺する気がいが充ちあふれていた。毎 日内で も外で も、農村の問題に対

し、議論を戦 わし、時の移 るの も忘れて、激論に激論を重ねていた。 このように自由に論議 し、

お互 に勝手なことを述べ合 うことができたのは、まことに有難いことであった。これは石黒先

生の協会運営の方針であ ったと思 う。

次 に先生の方針は、 自由に調査、研究をさせ るということであった。私達がやり度いと思 う

こと、調べてみたいと思 うことは、自由にそれをや らせて下 さった。旅費 もお しみな く使うこ

とが許された。このよ うな団体 は、他には、全 くないと思 う。

もちろん出勤簿 もな く、職員が、それぞれ責任を もって行動 したか ら、自由その ものであ っ

た。 しか し、 もちろん要所要所 は先生が握ってお られるので、勝手気侭な振舞 いは勿論許され

ないが。

このよ うな自由 さの中での5年 間は、私の一生 のうちで最 も愉快な、思い出の多い時期と

なっている。当時の 日本は日華事変の長期戦化によって、次第に重苦 しい時代へ突入 しつつ

あった が、個人的には、私達の協会での生活は、極めて快適であっ た。何故ならそ こには自由

さがあ り、財政的にも大 して不安はなかったか ら。

さて井上勝英理事か ら、その頃の協会の活動状況について書 くよ う依頼せ られた。その時井

上理事 もいわれたように、当時の事情を知 っている人々の うちですでに、杉野、国枝、早川、

藤井、小野の諸君 は他界 しているか ら、今の うちに縁故者の衆知をあつめ、記録 してお くこと

は極めて有意義であると考え、 ここに、当時私の関係 した仕事を通 じて、協会の活動を回顧す
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ることに した次第である。執筆にあたっては、手許にある当時の印刷物やメモを中心に、記憶

を掘 り起 したっ もりであるが、すでに40年 に もなるので、思わざる過誤 を犯 して いるかもしれ

ない。 この点をお断 りしてお く次第である。
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Ⅱ 熊 本 地 方 事業 特 別 委員 会 につ いて

貞 光 俊 夫

1・ は じめに

昭和12年 の春の頃、農村更生協会の杉野理事 から私 に、「今度熊本県下で協会が東北で現に

や っているような農村の特別指導を行なうことになったので君が責任者となって 行 って くれ」

と言 う要請があった 。私 も協会の先輩諸氏の後を追 って、いずれは農村に実際に入 って勉強さ

せて貰 うつ もりであ ったので、たとえそれが九州のはずれであろ うと別に異存 はない。即座に

行 くことに したが、話を きいてみると予想 して いた特別指導とは性質が少 し異 っていた。 とい

うのは、今度の仕事 は熊本電気株式会社(以 下熊電)が 経費を出 して更生協会に仕事を委託す

る。協会は、特別会計 と して これを引き受けることに したということである。

この特別会計は後に標記 したよ うに 「熊本地方事業特別委員会」という名称になったが、 こ

こにその成 り立 った経緯 を略記 しよう。

熊電は現在は九電 に統 合されているが、戦前は熊本市に本店があり、南九州では有力な電気

事業会社であった。 当時伝え られたところでは、経営内容が堅実で資産の償却 もほとんど完了

しているということであ った。そのためで もあろうが、利益の一部を還 元 して農村振興に役立

てたいとの議があり、その方法について当時熊本市に在住の高橋守雄氏(元 警視総監)を 経て、

高橋氏と大学同期の協会の石黒会長に相談があ った。石黒会長は当時協会で実施 していた、各

戸記帳よりはじまる下より積み上げ式の経済更生計画、部落指導、指導者入村による東北地方

の特別指導等について説明 され、高橋氏は直接東北に赴いて実地を視察されたようである。

その結果熊電側は協会のやり方に全面的に賛成 し、協会がその実施を引受 けるよう要請 され

ることになった わけである。

予算 は一応50,000円 と し、期間は別に定めがない。 また委員は協会役員以外の現地側委員と

して

熊電社長 赤 星 典 太氏 熊 電 導 務 中 島 為 喜氏

県農会長 三津家 伝 之氏 県経済部長 山 本 茂 章氏

肥後製糸社長 高 橋 守 雄氏

等であった。

昭和12年7月 その第1回 委員会が東京において開かれ、それ まで調査 したところによ り、

1.指 導村は県の南部1、 北部1、 計2ケ 村 とす る。即ち、北部-玉 名郡緑村 南部-
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-下 益城郡海東村

2.指 導職員はとりあえず3名 とし、貞光俊夫 統轄責任者(熊 本市)、 近藤三郎 海

東村駐在、龍野寿夫一 撮村駐在

等大綱が決定 された。なお、職員には同年末早川潔君が加わ り計4名 となっ た。(早 川君 は

県庁農務課に駐在 して県経済更生協会、負債整理協会など関係団体に協力する外、広 く県の行

なう経済更生運動 に随時参加す ることになった。)

この決定に基いて、貞光以下2名 は同年9月 は じめ、それぞれ担当する村 に入村 した。

2.指 導村について

1)玉 名郡緑村

この村 は町村合併により現在は三加和町の一部 となっているが、県の北端にあり、峠一つ で

福岡県という県境の村である。戸数は350戸 前後の小村で3方 を山にか こまれ、米麦作を中心

とする農村である。山付 き部落に残る紙漉きが唯一の特産だが、一部に柑橘の植栽が始め られ

ていた。資料を失ったので数字 は不確かだが、耕地面積 は平均90ア ール前後 というところで、

産業組合の活動状況などより推測 して も生産が活発であ ったとは考えられない。鉄道、道路と

も主要幹線より遠 く離れ、1日 数回のバスが最 も近い現在の山鹿市に通 じている程度で、交通

の便が悪 いため外部との交流 は薄 い。そのためであろうが、当時政争県として有名であった 熊

本県の農村と しては、そのような政治的気配を感ずることはほとんどなかった。

したが って、人情 は和やかで他所でよ く感 じた、いわゆるヨソ者視 される感 じは余 りなかっ

た。

既に始まっていた戦時動員 とも相侯 って、青年が少ないことは目立っ状況であ った。村に大

した仕事がないので、小学校の新卒 も多くは大牟田市や北九州などに働 きに出向 くと言 う状態

であった。

まことに平和な村柄で、現状不満 とか不平の声 も余 り耳に しない。それだけに我 こそ先頭に

立とうとい った積極性は乏 しいので、なにか事をなす場合 は工合が悪 い。話 はわか って くれて

も、実行 となると先に進めないので、まだ若か った駐在の指導員 を大いにあせ らせたものであ

る。

さて入村 して先ずいそいだのは村の家ともすべ き居住の場所を見つけることであ った。前

もって村に依頼 はしてはあったが、入村 しても村に もその用意が してなく、止むを得ずア ンマ

さんの2階 借 りか らは じって、老人夫婦の座敷借 りなど転々と苦労 したが、半年 も経て漸 くに

して産業組合職員岡本某氏の好意でその離れ座敷を1間 割愛 して貰 ってどうにかここを根城 と

す ることが出来た。 しか し場所が村の北に片寄 り、役場から3キ ロ以上離れたために、村の諸
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機関との連絡に不便となり、我々の活動範囲 も自然 にその周辺 に片よる形 となってしまった。

また8昼 間が一つ とその縁側だけなので集会には手狭で、その後八ケ岳の修錬生が6～7名 冬

期研修で滞留 した場合 など全 く困ったものである。 しか しこの場所に村の家を置いたことは、

後記する指導部落坂本 区には割合近 く、指導に便利であった 。

この 「村の家」につ いて特に記 しておきたいことは、龍野指導員の母堂の協力であつた。わ

れわれが入村当初 その 日の生活に困 っていた際、早速かけつ けて くださり、既に相当の高令に

もかかわらず、まことに不便なところで終 りまで同居 して生活上の世話をいただいたことは、

長い期間村に駐 まることのできた貴い陰の力であ った。

2)指 導部落

この村は10戸 位 より20戸 余 りの部落十数部落に分れているが、一時に多 くの部落を指導す る

ことは不可能なるため、当初は2～3部 落に集中 して指導 し、後なるべ く多 くの部落に及ぶ予

定を立てた。 しか し結局は、部落計画まで立ち入 って協力のできたのは3部 落乃至4部 落にす

ぎないことになった。その中で も協会が全国的に行 っていた特別指導の全戸記帳(農 家更生簿)

の部落は坂本部落である。

この坂本部落は村で も北のはずれ、僅かに耕地のあ る谷間にある恵まれない環境にあ ったが、

20戸 余りの農家が和紙 、製茶などの副業に頼 りなが ら生活 している山付 きの部落だが、部落内

のまとまりが良 く、一 番良か つた ことは荒木岩雄氏 と云 う中心人物が我々の意志 をよく理解 し

て、協力 して くれたことであった 。 ここでは全戸記帳より部落計画 まで相談 し、必要によって

は委員会からも資金的援助 も、 と考えていたが、そこまで進 まぬ間に駐在が打ち切 りになった

ことは不本意であった 。

また委員会が関係 している期間、いま一つの指導村であ る海東村 とこの緑村より夫々一人宛

の青年を八ケ岳に送り修錬生 に加えてもらったが、その一人 はこの部落出身の坂本義勝君、他

の一人は海東村の桑村徳義君であった。両君とも研修後 は村に帰 り、戦後は村の農協事業に関

係 して活躍 していた。

なお農家簿記の記帳の普及および部落全戸記帳 までいったのはこの部落だけであったが、他

の部落で も参加するものが増加す る傾向にあった。 しか し、一応記帳の結果が出てこれに基い

て各戸の更生計画を樹て るという段階になると、収入と支出の均衡、労力の不足などが問題に

なって 、その解決策と して共同耕作や共同収益地の設定に も努力 したが、土地不足や共 同作業

など現実の壁 はや はり厚 く、打開は容易でないことを思い知 らされた ことであった。

その他 日向という地区では部落の更生計画を畜産を基に したいとの ことで、当方か ら無利息

資金を貸与 して数頭の役牛を導入 したが、結果を見ない前に村よ り引揚げることにな ったので、

後の管理は村当局に引継 いだ という場合 もあった。
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さて指導 に当った龍野君は前述のように親子で村に常住 し、1台 の中古 自転車を武器 として

村内を駆け巡 り、よく努力 して くれたが、これを受ける側 に彼の熱意を生かす人を多 く得 るこ

とがで きなか ったためや、また駐在期間の点か らみて も刮 目的な成果を得たとはいえないか も

しれない。だが彼の熱意と努力たるや大 した もので、その苦労の累積の結果 と思われるが、昭

和14年 中途で病を得て倒れ、1度 は再起 して村の指導に復帰 したものの、 この事業の打切 り後

はまた病床に臥 して遂に立つことがで きなかつた。なお春秋に富んだ有為の青年だ っただけに、

まことに残念であった。

3)下 益城郡海東村

この村は現在山川町 となってその一部をな している。熊本市には割合近いが、交通の便 は必

ずしもよくない。 しか し県の中央部 に位置 し、農耕地 も開けているので、緑村に比較すれば経

済的 には数段恵まれている。県南部の柑橘地帯にも連なるので、温州 ミカンの植栽農家 もあり、

農家の経営規模 もほぼ平均的であった 。

戸数500に 足 らぬ農村であるが、地形が複雑で平坦地が少な く、自転車 も充分用をなさない

地形であった。

この村に入村 したのは近藤三郎君であったが、彼は元来都会生活を してきた人で、京大農学

部卒業とはいえ、実際の農村生活の経験 はない。勇猛心を振い起 こして入村 した と思 うが、先

ず直面 したのは村の指導 よりも、先ず自分の生活をどうするかであった 。

村当局に も既往の場所の準備がな く、最初 はハ ワイ引揚げの農家の座敷 に厄介になった が長

居はできず、古 い空家 とな っていた村役場の宿直室にもぐり込んだが、何 しろ独身の若者独 り

では何とか雨露 をしの ぐのが精一杯 というところで、 とて も仕事にはならない。遂 に産業組合

職員の緒方某氏が 自宅を解放 して世話することにな った。その後 も村の家の選定には絶えず努

力したが、結局実現するに至 らなかった。緑村における龍野君 と異 り、独身の青年が、飲食店

1軒 ない農村に駐在 して仕事を しよ うとすることは、容易なことではない。近藤君の場合、生

活が これで は仕事にな らないので、折角入村 はした ものの見込が立たなければ村内駐在を止め

るか、思い切 って村の選定を変 えるか、ということを考えて関係方面と検討中に近藤君が応召

することにな り、 この企図 も頓座す る結果にな った。 このような拙い状態になったのは、専 ら

事前の調査が不充分であったために外な らず、入村 した近藤君 にはまことに気の毒であった。

近藤君は召集解除後再び村にかえって指導にあたったが、村当局や一般農家の人情など緑村 と

は一味異るところがあ り、骨折 り通 りの成果を挙げることができなか ったように思 う。本村の

駐在指導は昭和15年 一ぱいで終 った。
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3.お わ りに

入村指導4年 目の昭和15年 頃になると、非常時態勢 は深刻度を加えて来た。農村更生協会の

仕事 も狭義の経済更生運動ばかりでな く、満蒙開拓に連なる分村運動や青年運動に協力す る面

が強化 されて きた。 したが って熊本駐在の職員 もその方面の応援にまわることが多 くなり、熊

本に常時駐留が困難 となったこと、また資金の面で も一応予算を支出し終ったため、熊電 の了

解を得て昭和16年 春までで この特別会計の仕事を終了す ることになった 。

農 山 漁 村 経 済 更 生 運 動
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