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度量 衡単位 等 は、往 時 の もの の ま まを 転写 した。 但 し、 略字 に改 め た り一 部 は メー トル法 に換

算 して併記 した ところ もあ る。

2執 筆 内容 につ いて

後 編 にお いて は、 農村 更生 協 会が取 り組ん だ事 業活 動 につ いて 、例 えば 「協 会 にお いて 分村

運動 を どの よ うに実 施 したか 。 」 とい うよ り も 「協 会 が熱 心 に取 り組 んだ 分村運 動 な る もの は、

そ もそ もど のよ うな事 業で あ ったか。 」 とい う ことの説 明に重 点 をお いて記 述 した。

3旧 漢字 は、 当用漢 字 を用 いた。
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前 編

「自力更生」最初の提唱 ・兵庫県農会

まえがき

昭和の初期、日本を襲 った激甚な農業恐慌の時、兵庫県農会は日本で最初に 「自力更生」な

る語を発想造語 して煙火を揚 げ、独自の構想企画による農村農家の 自力更生運動を創始 して、

全県下農村に展開するとともに、全国中央地方の農業関係方面に広 く 「農家 自力更生の猛運動

を起 こせ!」 と激を飛ば して、わが国農村更生運動の口火を切ったことは、当時全国的にあま

りに も著名な事実であ った。

当時農林省の画期的な農山漁村経済更生政策樹立の中枢に在った竹山祐太郎氏が、その生 き

証人として 「農山漁村経済更生運動正史 ・資料1号(1976年4月 刊)」 に次の通 り述べてお ら

れるのが即 ちそれである。

『兵庫県農会等の自主的 「自力更生運動」の展開 経済更生運動を語るについて、 もう一

つ大事な ことは、それが官僚の机上 イデオロギ ーからスター トしたのではな くて、農村自体の

自発的運動か ら出発 した ものであるということです。

当時の農村指導機構 として は、農会が唯一の柱だったわけで、農林省と して もそれを頼 りに

農村指導を してお った時代なんです。そうした系統農会が中心 になって各地方、地方でそれぞ

れ苦心 して農村指導に取 り組んでおり、 これを背景に色々な政治要求を提起 していた。

たまたま当時の兵庫県農会では、会長が山脇延吉、幹事が長島貞 という人で したが、非常 に

熱心に農村指導運動を展開 してお り、まったく自発的に 「農村農家 自力更生運動」をは じめた。

長島貞氏は内藤友明 さんなどともつなが りのあ る人だが、なかなかのアイディアマ ンで、 この

自力更生運動の シンボルと して木彫の 「農人形」を作 らせ県下にバラ撒いたりした。……これ

が更生運動の火付 け役で、こうした盛り上 りをいち早 く取 り上げたのが、当時三幅対 といわれ

た後藤 一石黒一小平の トリオであった。農民みずか らの発意で 自力更生運動 として起 った運動

を、政府の主唱す る運動と して取り上げるのであるか ら、 まさか農民に向 って 「自力更生」と

いうお説教をするよ うな言い方 はで きないので……政府の政策 としては経済更生運動 という名

前で出発 したわけです。』

また、竹山氏は 「農村更生協会 ・八ケ岳経営伝習中央農場35周 年 に際 して」(昭 和47年11月

発行)に 、右 と同 じことを次の通 り述べておられる。

r日本の経済更生運動 も、始めは兵庫県農会 に長島貞とい う幹事が居たんです。 この人が農

村恐慌の時、発案 して兵庫県で 自主 的に自力更生運動 というものを始めたんです。それがあの
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字です。それに小平さんが敏感に乗 られてね。……。長島さんはなんか神様のような像を作 っ

て全県下にば らまいて更生運動を展開させた非常なアイディアマ ンで した。それが火をつけた

ということは事実ですね。

兵庫県農会の会長が山脇延吉さんで、幹事が長島 さんで した。 これが更生運動の火付け役で、

それを小平 さんが取り上げたことになるんです。

当時私は農林省で農会をや っていたか ら。農会の方がそ ういう運動を したんです……。』

本書 の執筆者石原治良(以 下 「私」という)は 、その当時兵庫県農会技師 として同会に勤務

していた。

兵庫県農会における常勤者の筆頭は幹事(専 務理事 といった格)で 、会長 に直属 していたが、

山脇会長を輔け事実上兵庫県農会を背負っていたのは幹事の長島貞であ った。

長島と私 とは公私 ともに格別深い関係で、一心同体 ともいうべ き仲であり、長島が表座敷に

でて客の前に差出すお膳、 自力更生運動 というお膳に盛 った料理 は、その殆んどを私が献立 し

材料を調達 し料理 して、椀や皿に盛りつけを したのであった。

従ってこゝ に記述す る当時の兵庫県農会における自力更生運動の概要は、私としては聞き書

きなどでな く、その大部分が私が身を挺 して行 ったこと及びそれに関係の深 い事柄であるので

ある。

〔註1〕 農会について

太平洋戦争前、わが国には最有力な農業団体として系統農会と系統産業組合とがあった。

農会は農会法(旧 法一明治32年6月 法律第103号、明治43年3月 法律第19号改正。新法-大 正11年4

月11日法律第40号)に 基づき、会員への強制加入権と会費の強制徴収権を有 し、全国の全市町村に全

農家を会員とする市町村農会があり、市町村農会を会員とする郡農会、郡市農会を会員とする都道府

県農会、都道府県農会を会員とする帝国農会があった。

「農会ハ農業ノ改良発達ヲ図ルヲ以テ目的 トス(農 会法第1条)」 と規定せられ、農業関係指導奨励

機関及び農業者の利益代表機関として活動した。

農林省には農政課に農会係があって、農会の指導監督を担当していた。竹山祐太郎氏は農会係の一

員であったが、経済更生部の新設とともに同部総務課に移った。

兵庫県農会は明治34年6月10日 に創立 した。

太平洋戦争中、昭和18年第81帝国議会において農業団体法が同年3月1日 成立、3月10日 公布され、

農会と産業組合との両系統組織を合体し、都道府県農業会 ・市町村農業会となり、中央には中央農業

会と全国農業経済会が新設された。その後中央においては、昭和20年6月29日 閣議決定の戦時農業団

令が7月7日 公布 ・即日施行され、中央農業会 ・全国農業経済会は解散 し、戦時農業団となったが、

昭和20年9月 これを解体し全国農業会が発足 した。次いで昭和22年農業協同組合法制定、農協設立、

中央地方の農業会は解消した。
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〔註Ⅱ 〕取 材資 料 につ いて

私 は東 京 で戦 災 に遭 い、往 時 の手持 資料 は 一部 疎 開 して いた もの のほ か は大部 分 焼失 した。 ところ

が 焼 失を 痛惜 して いた私 に、 自力 更生運 動 当時 兵庫 県農 会で 私 の片腕 と して 専心 働 いて くれ た上 仲 剛

氏(技 手 ・兵 庫 県有馬 郡 の 人)が 所 蔵 資料 の 数 々を 贈与 して 下 さ ってい たの で、本 稿 は主 と して これ

に基 づ き、且 つ今 回 の執 筆の ため に兵 庫県 農 会元 職 員の 兵庫 県 在住 名村 木四 郎氏 、 中山 悪五 郎 氏が 資

料 を 提供 して 下 さ ったの で、本 稿 に半 世紀 も昔 の事 実 を千 葉 県 の住居 に居 て正 確 に記 載 す る ことが 出

来 た次 第で あ って 、右 の諸 氏 に深 く感 謝せず に はお られ ない。

1自 力更生運動 の基礎になった事業

(1)農 家経済調査事業

兵庫県農会が全国に魁けて 「自力更生」を提唱 し、率先 して農村農家の 自力更生運動を創始

展開 した時点か ら遡ること約10年 前の大正10年 度(1921)よ り、兵庫県農会は農商務省指定の

農家経済調査事業を開始 し、次いで大正13年 度よ り農商務省指定の農業経営改善指導調査事業

を開始 し、爾後毎年度両事業を継続実施 した。

即 ち、農商務省は石黒忠篤農政課長の発意によ って、大正10年 か らわが国で初めての記帳式

農家経済調査事業を創始 した。

当時小作争議が全国に頻発 し、農政上大 きな問題となっていたが、農家の経営経済の実態を

数字的に明確 に知 る資料が極めて乏 しく、農政施 策を練る上か らも必要度が大きいので、石黒

課長の発意で この調査を行 うことに したのであるが、石黒課長は、 この調査は官庁が直接行う
'
よりも民間農業団体を して行わ しめ る方がよいと考え、1府20県 農会を指定 して実施 させた。

この調査は、各県内の農業形態を異にす る代表的3地 帯を選び、各地帯にそれぞれ 自作農家

・自作兼小作農家 ・小作農家を1戸 づ ＼計9戸 を指定 し、毎年3月1日 か ら翌年2月 末日まで

を1調 査年度 として、農商務省所定の帳簿(財 産 台帳 ・現金出納帳 ・現物出納帳 ・労働作業帳

等)に 毎日記帳 させ、県農会が指導 ・点検 しなが ら正確に記帳を完了させた後、 これを農商務

省に送付す るシステムであって、この経費は農商務省か ら県農会に直接全額補助 した。

兵庫県農会はこの21府 県農会の中の1つ であ って、県内に①都会 に近接せ る地方(摂 津)、

②田を主と し養蚕を営 まざる地方(播 磨)、③山間部に して田畑相半 し養蚕 を行う地方(但 馬)に

おいて、上記の9戸 を調査農家 とした。

次いで大正12年 度か ら、農商務省は右の21府 県農会に全額国庫補助を もって、農家経済調

査主任者 と助手と2名 を専任職員として設置 した。 この調査について前々か ら行 っている業務

と各戸が記帳 した数字を所定の様式に従ってとりまとめ集計 し、その結果を農商務省に提出さ

せることに改め られた。 この年から記帳年度は毎年2月1日 に始まり翌年1月 末に終 ることに
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改め られた。

私は、 この大正12年4月 か ら右の主任者 として、農商務省の推薦によ り兵庫県農会に勤務 し

たのである。

当時、農商務省では農務局農政課の農会係が、この農家経済調査を主管 し、飯岡清雄農商務

技師が農会担当の主任官で、この農家経済調査 も所掌 していた。

同省は、 この調査事業を完遂す るため、同省主催を もって、21府 県農会に新設 した農家経済

調査主任者を集め、調査集計実務を特訓する長期講習会を開催 した。大正12年5月20日 過 ぎか

ら10月末 までの5カ 月間余の予定で、帝国農会会議室を会場 とした。私 もこれに参加 した。

講習内容は、佐藤寛治農学博士などによる農業経営 ・農家経済に関する基礎的講義のほか、

飯岡技師等による実務の説明指導の もとに、21府 県農会が指定調査農家 に記帳させて農商務省

に提出 していた大正10年 ・11年の帳簿にっいて、その記入されている数字の とりまとめ集計を

行い、各戸各年別の農業総収入、農業経営費、農業所得、農外収支、農家総所得、家計費、農

家余剰、農家財産 ・負債 ・純財産及びその増減、農業労働時間等を、詳細な内訳 とともに年計

数字を算出 し、作表す る作業を毎日課せ られたのであ った。

この作業は、各自県の農家について行 ったのであって、私 は兵庫県の9戸 の2カ 年分、延18

戸分のとりまとめ集計を完了 した。

このことについて、私 は、農商務省農政課は、一石二鳥の実にうまい方策を案出した ものだ

と感服 した。即ち集計 されない2カ 年分の帳簿が山積みされたまヽ になっていたのを、この講

習の実習を兼ねて、各受講者にとりまとめ集計をさせて しまったのである。

しか し、このことは私たちに対する基礎教育と して極めて有効適切で、私たちは得 るところ

が甚大であった。

この講習の中途、大正12年9月1日 土曜日、突如襲来 した関東大震災により、講習 は中止 と

なり、出席者は各自の県農会に帰任 した。同年12月 、農商務省は全受講者を和歌山市に集め、

上記講習の しめ くくりを行った。会期 は1週 間であった 。

農家経済調査は、大正13年2月 か ら実施規模を拡大 し、全国の各都道府県農会で実施するこ

とになった。農商務省農政課の飯岡技師が東京市役所に転出後飯岡技師の下 に居た渡辺程治氏

が技師 となってその後 を継 ぎ、農家経済調査 もこの人が所掌 した。従来の府県以外の26都 道府

県農会に新たに設置 した農家経済調査主任者 に対する講習 ・指導等 に、私は渡辺技師か らの依

頼により種 々協力 した。(こ のことは、財団法人農林統計研究会発行 「昭和49年 度編集 ・農業

経済累年統計」の中の 「農家経済調査50年 史」に掲載 されている。)

斯 くして、農林省指定農家経済調査事業は、大正10年 以降、府県農会において毎年継続実施

し、太平洋戦争中の農業団体再編成によ り、都道府県農会が解消 して都道府県農業会 が誕生す
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るに及んで、こゝで継承実施されたのであ ったが、戦後は農林省が農林省 の地方 出先機 関を

使 って直接調 査す ることにな り、今日 も農林省農林経済局統計情報部がその地方 出先機関に

よって行 っているのである。

農家経済調査は50余 年前私ど もの手で育て上げて以来、 これによって得 られた調査結果資料

は、農政上に直接間接役立 って きたのであった が、殊 に農業基本法(昭 和36.6.12法 律第127

号)施 行 とと もに、同法第6条 で、農業の動向に関す る年次報告を政府が毎年国会に提出 しな

ければな らないことになり、農家経済調査によつて得た数字は、 この報告に不可欠なもの とし

て重視されて いるのであるが、この調査の草分けは上述の通 り我々であった。

兵庫県農会では、私の手によって、農家経済調査の数字を分析解説 した冊子を、大正14年3

月以降毎年印刷 し、また数年間の農家経済の推移を比較 した印刷物 も作成 して、関係各方面に

配布す るとと もに、農家経営経済改善指導のため活用 した。

〔註1〕

農林省は、大正14年(1925)3月31日 農林省官制公布(4月1日 施行)、同日付農商務省官制廃止

によって発足した。

〔註1Ⅱ〕

兵庫県農会の農家経済調査並に農業経営改善指導調査主任者は、私が後記の事情で東京に転勤し

たので、昭和7年12月 、京都府農会の同じ仕事の主任者である辻本俊児君(兵 庫県人)が 来任 した。

私が兵庫を去った後であるが、兵庫県農会の右調査係の一員に多田誠君(兵 庫県人)が 居た。多

田君は、後年全国農業会に在って、太平洋戦争中の最も困難な時代に、農林省が全国農業会に託し

た農家経済調査事業を抱いてこれを護 りぬき、戦後奔走してこの調査事業を農林省の直轄調査事業

に移すことを実現し、みずからこの調査事業を抱いて農林省入りをし、この調査の農林省主管課に

在って本省及び地方出先機関のこの調査の実施態勢を整備確立し、多年一筋にこの調査事業の発展

に尽痒 し、後には農林省農家経済調査課長になった人で、農業基本法に基づく農業動向の年次報告

の重要な中味の一つとなっている農家経済についての調査を、今日あらしめたわが国最大の功労者

である。

(2)農 業経営改善指導調査事業

農林省 は、大正13年2月 以降、前掲の農家経済調査事業を拡大 して、全国各都道府県農会に

実施 させ るとともに、新規に 「農業経営改善指導調査」事業を創始 し、帝国農会及び全国都道

府県農会 に全額国庫補助 して これを実施 させた。

而て、各部道府県農会におけるこの事業の主任者及び助手は、前掲の農家経済調査の主任者

及び助手 と同一人 とした。

兵庫県農会で は私がこの主任者で、その下に助手2名(大 正13年 度に1名 増員)が 居た。
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農林省指定のこの農業経営改善指導調査 は、県内に、個人経営の大経営1戸(兵 庫県には該

当な し)、 中経営1戸 、小経営2戸 及び部分的共同経営1組 合 とを指定 し、県農会はその各々

を指導 して、毎年実行すべき農業経営改善設計を樹て、帝国農会に設けられた農業経営審査会

の審査を経 たうえ、その改善設計に基づく改善を当該農家に実行 させ、所定の帳簿に毎 日記帳

させた数字を県農会においてとりまとめ集計 し、その年の経営成果を明かにした諸表を作成 し

て帝国農会に提出す る。そ して同一指定農家を して毎年 「改善設計一 実行一 記帳調査」を

繰返 しなが ら改善 を進めさせてゆくのであ った。

私は兵庫県農会 に在 って、この仕事に格別興味を もち、熱意を傾け心魂を打ち込んだ。私 は

毎年夏か ら初秋にかけての時期に、各指定農家 と組合の翌年実行すべ き農業経営改善設計を樹

てるため、助手職員を同伴 して、各指定農家に赴 き、それぞれ7日 乃至10日 間位泊 り込んで、

経営主を中心 に時に家族 とも膝 を交じえて、経営の前年の調査実績と現状を省 りみなが ら、経

営主 と一体になって改善計画を練 りに練 り、工夫に工夫をこらして作 りあげ、県農会に これを

持ち帰 った後、1経 営にっき2～3週 間 もかけて更 に吟味検討を加えた うえ、指定農家別の農

業経営改善設計書を完成 した。 このことは非常に努力を要する しか も一見極めて地味な作業で

あ ったが、私はこのことを毎年続けて経験を重ねた ことが、万巻の書を読むよ りも何よ りも、

生きた農業経営の真髄を学 び採 るうえに最 も有効であったとつ くづ く思う。

こうして出来た経営設計 に基づいて各指定農家 は改善 を実行す る。私は年間何回か訪問 して

実行の状況を見たり、生 じて来た問題事項 につ いて経営主 と一緒に工夫をこらす。所定の簿記

を行わせ、それを とりまとめ集計 して経営成果を検討分析する。そ して一方に、 この調査資料

を活用 して、県内一般農家の農業経営改善を促進指導す るに努めたのであった。

兵庫県における指定農家は次の通 りであった。

中経営 村 上 定次郎(小 作)朝 来郡粟鹿村 経営田畑5町6反4畝16歩

小経営 松 本 種 吉(自 作)川 辺郡園田村 経営田畑1町6反7畝5歩

小経営 古 川 賢 作(自 作)三 原郡榎列村 経営田畑1町4反3畝22歩

部分的共同経営 追分部落農会 揖保郡神岡村

共同戸数33戸 経営田畑29町6反4畝 池 沼4町3反3畝

右の個人経営3氏 の農業経営の年々の改善進 歩には目を瞠るものがあった。

この3氏 は指定以来第5年 目の昭和3年 には、農業経営優秀な代表的精農家と して選ばれて、

天皇陛下御即位の大典に地方陽解の光栄に浴 し、第6年 目の昭和4年6月7日 には、産業奨励

の思召で神戸市 に行幸の天皇陛下に拝謁を賜わるといった有様で、その農業経営 は有名になっ

た。

なかんず く村上定次郎氏の如 きは、県内外か らの農業経営見学者が年間何千名 も押 しかけて
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くるようになり、氏の農作

業の妨げになり勝ちとなつ

たので、兵庫県農会は見学

日時を規制 した り、見学上

の注意を記 した立看板を門

前に立てた り、氏の農業経

営を説述 した小冊子を印刷

して家の入 口に備付け、見

学者に渡 して経営主の案内

や質問応答時間の軽減を図

るなどの方法を講 じたほど

であった。松本 ・古川両氏

宅に も同様小冊子を作 り見

学者用に備付けた。

参考のため、村上氏を例

にとり、氏の農業所得 と売

却米庭先価格を毎年の農業

経営調査結 果か ら抽出作図

して み る と前 図の通 りで

あ って、大正13年 以来兵庫

県農会の指導の もとに着々

と農業経営を改善 し、その

村上定次郎氏の累年農業所得

農業所得は農産物価の暴落

に災せ られて、改善の努力に必ず しも正比例 して増加 していないとはいえ、不況の真只中で克

くこの ような所得を増加維持 して安定を得ていることは、まことに敬服に値す る。

〔附1〕 主任者会議

農林省は帝国農会と共同主催を もって、大正13年 以降毎年1回 、都道府県農会農家経済調査

並に農業経営改善指導調査主任者会議を東京で開催 した。

私 はこれ に欠かさず 出席 した。年によって異なるが、例えば、石黒忠篤農林省農務局長の訓

話、岡田温帝国農会幹事のわが国の家族農業経営論の講話などに耳 を傾け、永松陽一農林省副

業課長(あ る期間 この調査事業 の主管課 は副業課で あった。)の オ クタ-ブ の一段 と高い声

(我 々は氏 のアダ名を 「メタリックボイス」とっけて いた。)で の調査方式の説明を聞いた り、
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出席者相互の研究による例えば農家の財産の種目ごとの評価方法、経営内部仕向け現物の評価

方法等 々、調査内容一つ 一つについての算定方式の究明とその統一的申合せ、調査結果を用い

てする一般農家への経営経済改善指導方法についての実施体験発表 ・意見交換等、会議はいつ

も極めて真摯且つ有意義で、私たちを鞭捷 し、心気を新たに して この仕事に取り組む勇気を振

作 した効果 は甚だ大きかった。

〔附 Ⅱ〕 米生産費調査

米の生産費調査 は、今 日わが国の食糧管理制度の下で、政府買上米価決 定の重要な要素 と

なっているが、回顧すれば大正10年 頃までは、わが国ではその調査が殆ん ど行われず、調査算

定方式 も確立 していなかった。

上記の農家経済調査並に農業経営改善指導調査主任者会議 において、帝国農会岡田温幹事が

中心 となり、我 々出席者が討議研究を重ねて調査算定方式を編 み出 して行 ったのであった。

この動きの中で兵庫県農会はいち早 く私 どもの手で、農家経済調査、農業経営指導調査農家

等の中の適当な条件を備えた者に、日々行 う簿記に必要事項を併記 させ、 これか ら米生産費を

算出 し、帝国農会等に資料 として送付するとともに、政府国会等に対す る米価運動の資料 とし

て活用 した。

実際、昭和の初頭の頃、わが国では米の生産費調査は未だ珍 らしが られる域にあった。その

一例であるが、昭和4年6月7日 、天皇陛下神戸市へ行幸時、兵庫県は県庁内に県下の物産、

県勢資料等を陳列 して天覧に供 した。兵庫県農会 は天覧品と して、私が調査 した 「兵庫県に於

ける米の生産費」 「兵庫県に於ける自作農家の生活費」と 「神戸市に於ける米麦及び果実銃薬

集散状況」 と題す る3種 の畳2枚 半大の図表を作製 して天覧室の壁面に掲げた。天覧のお時間

中陛下のお 目にとまって最 も多 くの時刻お立 ちどまりになった のが、 この米の生産費の図面で

あ った ことが後 に県知事か ら県農会 に伝達された。 このように兵庫県農会 は米生産費調査につ

いても、わが国での草分けの一員であ った。

(3)県 農会独 自の農業経営研究指定農家

兵庫県農会は、上記(3)の農林省指定事業に係る農業経営改善指導調査農家のみでは少数なの

で、このほかに会独 自に県下諸所に7戸 の専業農家を指定 し、大正13年 度か ら(2)とほぼ同様の

方式で農業経営の改善指導調査を実施 した。

たゞ(2)のやり方と異 るところは、毎年経営改善設計を樹て るため、県農会職員が当該農家に

多 くの日数泊 り込む ことは、手不足で困難 なためこれを短縮 し、郡農会技師をあらか じめ教育

しておいて、これに当らせた ことであ った。そ して各指定農家とも年々経営改善の実をあげた

のである。

か くて兵庫県農会は、(2)(3)の各指定農家の毎年の農業経営改善成績を、数字をな らべて詳 し
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く解説 した印刷物 とし 「農業経営改善指導成績」 と題 して、(其 一)を 大正15年3月 刊行 し、

(其五)を 昭和9年3月 刊行す るまで5回 刊行 し、各関係先に広 く配布 して改善指導に資 した。

〔附〕農業経営改善の考え方

当時における兵庫県農会における農業経営改善指導の考え方を知 るため、大正15年3月 印刷

発行 した 「農業経営改善指導成績(其 一)」 の 「緒言」を、次に転写 してお く。

(緒言)『 農業経営改善の根本は、当業者が農業 に対 して輩固なる信念を養い、理想を抱 き、

希望を持 って勤敏精励すべ きことである。

而て農業経営 は、耕種 ・養畜 ・養蚕 ・農産加工等が互いに入り組んで、極めて複雑な る組織

をなせる有機的結合であるか ら、単に生産技術の改良に依るのみで改善の 目的を達することは

出来ない。常に組織内容各個の経済的関係を研究す ると共に、進んで組織相互間の調和、利害

得失の事情 を考察打算 して、取捨伸縮、時々に移 り行 く経済界の潮流に乗 じて最 も有利にと努

む る頭と腕 とがな くてはな らぬ。

然 るに、県下現在農業経営の多くは、恰 も斗桝に雑然 と甘藷を入れたるに等 しい。表面か ら

は一杯の如 くに見えて も、その実仔細に観ればその内容には移 しき空隙が存在 している。試み

に斗桝の甘藷を整理 して排列を巧にするとせば、尚数個を入れ得るであろう。更に進んで蚕豆

を入れ、米を入れ、粟を揺 り込み、水を注 ぐとせば、表面は依然と して旧の如 きに拘 らず、尚

多量に包容 して内容の充実、質量の増加を来すであろう。此の桝に讐ふるは現在農家の経営面

積乃至 は自給の労力であ る。

宜 しく土地の利用を巧に し、資本の使用を誤 らず、組織を複雑化 し、労働の能率を高め、作

業の繁閑を調節 し、余剰労力を完全に利用 して、収益の増加を図るべ く、大なる計画 と細心の

注意を怠らず、農業生産学 と農業経済学とを合致応用 して着々と改善するならば、農家の経済

は必ずや一 段の振展を見るべき もの と信ず る。

本会は弦 に鑑みる所あ り、地方に適応 したる模範的経営を大成 して広 く一般当業者に改善の

効果と方法 を示さんが為、大正十三年以来農業経営研究並に改善指導の事業を実施 し、県下に

於て7戸 の専業農家 を選抜指定 して、本会より直接出張指導の下に、毎年詳細なる改善設計を

作 り、之を実行せ しめ、更に其成績を記帳によりて調査することとしているのであるが、各戸

共年一年 と組織の改新、内容 の充実を来た し、著 しく改善の実を挙 げつっあることを認むるこ

とが出来る。これは偏に指定農家の熱心 と非凡なる経営的手腕の致す所であっ 、一般当業者

の就 きて学ぶべ きところ宴に鮮少な らざるを思ふ次第である。(下 略)』

(4)自 計式農家経済簿の創製 と普及

前掲の農家経済調査や農業経営改善指導調査事業では、農林省が定めた様式の調査用帳簿を

指定農家に渡 して記帳させ、記入 された数字のとりまとめ集計は県農会が行 うようになってい
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るが、農家の経営経済を改善させ るには、それ とは別に、各農家が 自家の経営経済につき自分

で記帳 した数字を 自分自身でとりまとめ集計 し、自家の経営経済の成果を自分で明かに知 り、

反省検討 して次年の改善点を究明 し改善を進めてゆくことが、農家の経営経済改善上不可欠の

緊要事であ って、 これに適する帳簿を案出作成す ることの急務を私 は痛感するようになった。

県下各地で農業経営の講話などをすると、郡市農会や熱心な農家の人々か ら、自計式経営経済

簿の作成頒布を望む声が起 って来た。

そこで私 は、自己の農家直接指導体験と経営経済調査の実務を通 じて得た知識を基に して創

案 した農家経済簿を、大正15年1月 兵庫県農会で印刷頒布 したが、更に検討 した改版を決定版

と して同年12月 発行 した。

この農家経済簿は、菊坂448ペ ー ジの厚 さ、大型折込みの決算表3枚 を綴ぢ込んだ縦書 きの

帳簿であった。当時の一般農家の感覚 からして横書 きはな じみに くい傾向であったので縦書 き

にした。

内容は次の8部 からな り、各部を青色紙で区分 し、青色紙には記入及び整理 ・計算上の説明

を平易に記 した。

ア 概況(家 族及び従業者、自家経営土地、本年度農業経営組織及び生産の大要、主要作物

施肥状況、本年度土地利用状況の各記載欄)。

イ 現金出納帳(日 々の記入欄 と大型折込紙の現金出納決算表)。

ウ 現物出納帳(品 名別受払簿 と大型折込紙の年度末決算表)。

工 労働 日誌(日 々の記入欄と大型折込紙の労力決算表)。

オ 覚帳(掛 売掛買、前払未払 、金銭現物の貸借等の覚記入)。

力 主要農産物各月相場の記録簿。

キ 財産 台帳(年 度初 ・年度末 ・増減の記入)。

ク 年度末決算表(現 金出納決算、労力決算、農業部所得計算、副職部所得家事収入計算、

自家総所得計算、家事部経費計算、本年度 自家余剰計算、決算後の所感の各表)。

この農家経済簿の初版は、大正15年12月20日 発行で、その後10年 間に15版 を印刷発行 してい

る。 この間3回 一部様式を改訂 した。

この農家経済簿 は、郡市農会を通 じ、又は県農会か ら直接希望農家に実費頒布 した。そして郡

市農会を してこれが記帳 ・集計についての講習会を開催 させ、私はその講師として東奔西走 した。

毎年度の印刷発行実績は次の通 りであつた。

縞 莞年度(1926)2・ … 部 実費1部55銭

昭 和2年 度(1927)3,500"〃

〃3"(1928)3 ,500〃"
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昭和4年 度(1929)4,000部 実費1部40銭

"5"(1930)4 ,500""

"6"(1931)6 ,000""

"7"(1932)10,000"〃

(以下略)

〔附〕

京都大学 名誉教授大槻正男先生は、その若き日、前述の大正10年 農商務省石黒忠篤農政課長

が、農家経済調査実施を発意された当時、同調に勤務 していて該調査の企画に当った人である

が、私が兵庫県農会で上記の事業に活躍す る頃京大に居 られた。先生は私が前記の通 り兵庫県

農会で 自計式農家経済簿を創案 し、 これを用いて県下に農家簿記普及運動を展開 していること

に関心を持 たれ、神戸に来て三の宮のコーヒー店などで私 と面談 されたことも両三回あった。

先生 は後年、学者 として権威ある京大式 自計式農家経済簿を創成 し普及 されたのであったが、

兵庫県農会 はそれより何年 も前の大正15年 か ら既に自計式農家簿記の創成普及を行 っていた

のであって 、農村更生協会が農家簿記運動を展開 した時に先んずること約9～10年 前の ことで

あった。

(6)農 業経営改善奨励事業の独創的実施

兵庫県農会は、農業経営の改善を県下農村に普及す るため、昭和3年 度(1928)よ り各郡市

農会を して 「農業経営審査会事業」を実施 させた。

この事業経過の大要を、昭和4年ll月 刊 「昭和3年 度実施農業経営審査会事業成績(兵 庫県

農会)か ら転記する。

1.事 業経過の大要(全 文 ・原文のまま)

農業収益 の増加と安定を図 り、且其業態を一層快適な らしむ るがため、農家を して農業経営

方法の合理的なる改善を行わ しむることは、農家経済窮迫、農村生活不安の事実顕著なる現状

に照 して、寡に急務中の急務と謂わねばならぬ。

弦を以て本県農会は其改善の気運を作興高潮 し、併せて改善の手段方法を会得せ しむる目的

を以て、昭和3年 度予算に新規事業 として農業経営改善費四千円を計上 し、郡市農会を して農

業経営審査会を開設実施せ しめ、補助金を交付するとともに其実施を指導 し、且審査会の選抜

に係 る改善進歩の成績良好なる経営者に対 して県農会長より褒賞を授与す ることとした。

然 る所、夙に農業経営改善の急務を実感せる郡市農会は、之に呼応 して直ちに夫々の予算に

農業経営審査会費を計上 し、之が開設実施を見るに至 ったのである。
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斯 くして各実施郡市農会にありては、別項に掲げた る本事業に関する県農会の規程、実施要

項等に準拠 して、審査 会規程の制定、審査員の嘱託、町村農会職員協議会の開催、事業趣 旨徹

底 ・記帳方法指導のための参加農家集会、審査員の実地巡回、審査員会等を行い、且審査結了

後には当業者の大会、褒賞授与式等を挙行し、又本県農会にあ りては、郡市農会役職員協議会

等に際 して屡々実施上の研究打合を遂げ、且、県農会農業経営事業担任職員を随時出張せ しめ

て其実施を指導督励 し、尚昭和4年3月9日 より同月15日 までの間、帝国農会参事小林隆平氏

の出張を得て、津名、有馬、城崎、赤穂の5郡 市農会における当業者大会に於て講演を煩 して

事業趣 旨の徹底を計 り、尚又県農会に於て 「農業経営改善の話」なるパ ンフ レッ ト3,000部 を

印刷 して大会来会者に無償配布 して、経営改善の急務 と方法を周知せ しめるに努めた。

本年度の参加農家総数 は1,186名 、当業者大会来会者は合計2,550名 、授賞者数346名 、農家

経済簿の頒布数3,500部 を算 した。

本事業は新 らしき使命と意義とを以て他府県に率先 して施行 したるものなるを以て、他に殆

んど範例無 く、独創であったため、実施上には県農会 も郡市農会 も多大の苦心を払いたる所で

あるが、幸 に予期以上 に順調に進捗 し、効果甚だ人な るものあるを自他共に認めたる次第で

あつて、 この一投石が描 きたる波紋の到 る所に、此種事業の実施を待望す る声が起り来 ったの

は、誠に喜ば しきことと謂 はねばならぬ。

2.県 農会農業経営改善奨励規程

第1条 農業経営 ノ改善発達 ヲ図ルガタメ郡市農会二於テ農業経営審査会ヲ開設 シタル場合ハ

本規程二依 り毎年度予算 ノ範囲内二於テ補助金 ヲ交付ス

第2条 前条 ノ農業経営審査会二於テハ左 ノ事項 ヲ行 フモノ トス

1.参 加農家二簿記 ヲ必行セ シメ之 ト実地 トニ基キテ農業経営方法 ヲ審査 シ其 ノ長短適否 ヲ

批評講評 シ併セテ改善進歩 ノ成績顕著ナルモノヲ選抜 スルコ ト

2.当 業者 ヲ集 メテ大会 ヲ開催 シ講評 ノ要旨ヲ敷桁 スル ト共二優良経営者 ヲシテ実験談 ヲ行

ハシメ以 テ一般的二改善 ノ気運 ヲ作興スル コ ト

第3条 前条第1号 ニ ヨリ選抜 シタル農家二対 シテハ左ノ種別ニ ヨリ県農会長褒賞ヲ授与 ス

郡二対シテハ

進歩一等賞2名 以内

進歩二等賞5名 以内

進歩三等賞13名 以内

市二対 シテハ各等賞共其半数以内

郡市農会長ハ前項ノ褒賞授与申請書 ヲ予メ県農会長 二提出スベ シ

第4条 補助金 ノ交付 ヲ受ケ ン トスル郡市農会ハ左記事項 ヲ記載 シタル申請書 ヲ3月 末 日迄二
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県農会長二提出シテ其承認ヲ受クルヲ要ス

1経 費予算2規 程

3審 査員 ノ職氏名4参 加者予定数

第5条 前条 ノ事項 ヲ変更セ ン トスル トキハ其理由ヲ具シテ県農会長 ノ承認 ヲ受クベシ

第6条 補助金 ノ交付 ヲ受ケタル郡市農会ハ左記事項 ヲ記載セル報告書ヲ翌年度6月 末日迄二

県農会長二提出スベ シ

1経 費予算

2審 査講評 ノ要旨及事業経過 ノ概要

3町 村別参加農家総数

4進 歩1等 授賞者 ノ経営概況(様 式別紙)

第7条(罰 則 ・略)

第8条 本規程ハ昭和3年4月1日 ヨ リ実施 ス

3.県 農会指示の実施要項(要 点抄記)

(1)参 加農家は1郡 市約50名 見当とす る。

(2)参 加農家に行わ しむ る簿記 は、県農会編 さんの 「農家経済簿」を使用す る。

(3)審 査員は事業開始当初より設ける。

(4)審 査員には郡市農会職員、長期出張県技術員、町村農会技術員、学識経験者より委嘱する。

(5)審 査項 目は、ア.労 力分配及び家族の勤労状況、イ.経 営組織の単複式並 に其種類、按配、

ウ.生 産技術改良状況、エ.土 地の利用及び利用価値増進の状況、オ.耕 作反別の広狭及び

耕地集散の状況、カ.作 業の能率及び改良農具 ・畜力等の利用状況、キ.生 産物の販売及び

農業用品の購入方法。(転 写終 り)

4.実 施 した郡市農会

この農業経営審査会を実施 した郡市農会は、全県25郡 の うち明石 ・加東 ・氷上の3郡 を除 く

22郡 農会、5市 の うち神戸 ・尼崎 ・西宮 ・明石の4市 を除 く1市 農会、合計23郡 市農会であっ

た。

兵庫県農会印刷の事業成績報告書には 「各実施郡市農会とも審査員は大いに努力 して之に当

り、参加農家並 に大会来会者を して経営改善上大いに自省発奮せ しむ る所があった 。」ことが

具体的に記載 されてお り、数郡農会における審査及び講評の内容が数字を彼此比較 しなが ら詳

細に述べてあ り、また進歩賞受賞者の各人別農業経営状況を数字的に説明 した ものが多数掲載

されている。

例へば、その中の神崎郡農会のところを開いてみると、各町村農会共大 いに奮い立ち、その

選抜で参加 した者50名 、簿記の記入 は参加者中最後まで記入 し完成 した者25名 で50%に 相当 し
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た。大会来会者 は520名 で、印刷物配布 による審査員の具体的数字をあげて行う詳細な審査講

評、進歩賞受賞者の経営体験発表等 により啓発発奮せ しむ る所甚大であった。」と記 されてい

る。

斯 くの如 く、兵庫県農会は全国他府県に例を見ない独創的な農業経営改善奨励事業を、殆ど

全県下に昭和3年 度から創始展開 し、引続いて昭和4.5.6年 度 と継続実施 したのであった。

なお、 この間、県農会発行農家経済簿は、毎年4,000部 乃至6,000部 を頒布 した。

(6)農 村経済振興計画の先鞭(農 会是設定指導)

A趣 旨と必要性

兵庫県農会 は、昭和2(1927)年 度か ら昭和6年 度 まで、県下町村農会に対 し 「農会是の設

定」を奨励指導 した。(註:-昭 和7年 度以降は農林省の政策 による農村経済更生計画の樹立

実行に移行 した。)

当時兵庫県農会が発行 した印刷物に次の通 りその趣 旨 ・必要性を説明 してある。

農会是 ノ必要並二其 ノ趣 旨

将来 ノ福祉 ヲ目的 トシテ活動セム トセバ 自ラ将二到達セン トスル具体的目標 ト其所二進 ムベ

キ大体ノ径路 トヲ予 メ明瞭ナラシムルノ緊要ナルハ論 ヲ要セズ殊二農村振興 ノ一大要件 タル町

村農会 ノ活動ハ其 ノ範囲極 テ広汎ニシテ施設 事業ハ多種多様二亘 リ其ノ如何ナル事業二向 ッテ

カヲ注 グベキヤハ之が経営上最モ重要ナル事項 タラズ ンバアラズ。

而 シテ従来 ノ事業施設 ノ方法中ニハ 自ラノ経験ニ ヨル過去 ノ事業中ヨ リ適当 ト認メタルモノ

ノ継続実施又ハ先進地二於ケル施設 ノ模倣ニ ヨ リ或ハ上級農会 ノ奨励方針二基キ相当ノ成績 ヲ

挙ゲ得 タル例勘カラズ ト錐モ右ハ各種改良事項 ノ綜合的見地 ヨリ或ハ其農村本来 ノ状態二基ク

特異性 ノ発揮助長 ノ見地 ヨリセバ農村開発上不全 ノ点 モ亦勘カラズ。

農村基本調査実行ノ要弦二存 シ之二基 ク農会是設定 ノ切要薮二起ル、而 シテ社会事物 ノ変遷

ト偶発的事象 トハ勿論人 ノ予測 シ得ベキ範囲ニアラズ ト錐モ之等進路二出現 スル大小 ノ障碍ハ

或ハ打破 シ或ハ廻遊 シ一意専心 目標二向 ッテ躍進 スルノ努カバ躯テ農会ノ発展 トナ リ遂二農村

ノ向上進歩 ヲ招来スルニ至ル。

近時都市二於ケル都市計画ハ既二其 ノ実現 ノ時期二連 シタルニ農村二在 リテハ只徒 ラニ其 ノ

疲弊 ヲ慷慨スルモノノミ多 クシテ進 テ発展 ノ計画 ヲ樹テ振興 ノ方法 ヲ策立シタル例ノ甚 ダ少キ

ハ現在農村 ノ最大欠陥ナ リト云フヲ得ベク延 テ町村農会 ノ施設事業モ年毎二右往左往 シ遂二徹

底 ヲ欠 クノ嫌ナキニアラザルナ リ。

惟 フ三都市二於ケル団体的計画ハ人口ノ密集ニヨ リ起ル各種 ノ問題 ヲ解決 スル ヲ以 テ其ノ中

心 ト為 スベキや論ナク農村ハ自ラ事情 ヲ異ニ シ農村本来 ノ性質二基キ土地ノ生産的利用増進 ヨ
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リ労力ノ分配調節、生産力 ト人 口 トノ関係、生産物処理法、農業経営費 ノ逓減其他消費二関ス

ル問題等所謂経済的関係ノ部面ハ勿論農民精神 ノ作興、農村教育等二関スル教育的事項並二農

村融和延テ共存同栄 ノ実 ヲ挙 グル社会的事項ハ総テ農村計画ノ占有スベキ領域ニ シテ右ハ当然

町村農会が其使命二基キ樹立スベキモノナルニョリ本会ハ之 ヲ農会是 卜称スルナ リ。

町村農会指導方針並二其ノ方法

本会(註:一 兵庫県農会)ノ 本事業ハ昭和二年度 ノ創始二係 レルモ ノニシテ即 チ前年度農会

経営講習会開催郡内ノ町村農会中耕地反別農家戸数並二農業状態 が略郡内二於テ中庸ヲ得当該

農会主脳者二適材ア リテ挙村農事改良気分二宮 ミ而モ農業経営改善 ノ余地可成多キモノ一町村

農会 ヲ選抜 シ之 ヲ本会指導町村農会二指定 シ補助金 ヲ交付 シテーケ年二亘 リ指導セ リ。

即チ農会員大会 ノ開催、印刷物 ノ配布ニ ヨリ会員 ノ自覚 ヲ促ス ト共二農会ノ事業並二事務上

ノ指導 ヲナシ又別二機関 ヲ設ケテ本会指導 ノ方法ニ ョル村内農業基本調査 ヲ実施セ シメ其 ノ農

会二於テ之 ヲ実現スル事業計画 ヲ樹立 シ以テ将来事業施設 ノ指針 タラシムル所謂農会是 ノ設定

ヲナサシメ夕リ。

B挙 村的事業 ・その手引書

農会員 は当該町村の全農業者 ・全農家を会員と し、純農村では90余%が 農業者であるか ら、

農会員はいわば全村民 というに近 いのであ り、農業者 ・農家の福利増進、村内全域の土地を基

盤 とする農業の改良発達を図る任務を背負 っている村農会が、当該村全域の農業者 ・農家即農

会員を対象 とし、村内全域の農(林)業 を対象と した農業基本調査を、権威 と実力を育つ特設

の委員会を設置 して実施 し、農業組織 ・農業経営の実態、農業上の天然要素は もとより産業 ・

経済 ・生活 ・社会 ・農村教育その他、村勢 ・村民の全般に亘 る現状、実態を詳細正確に把握 し、

これを解剖 ・分析 ・批判 し検討 し、反省 して、今後改良を要する点を明かに し、将来の振興発

展の可能性 、改良の余地及びそれ らの度合等を突 き止め、之を基礎に将来到達すべき具体的 目

標を定め、その実現施策を練 ったうえ、その事業計画、実行計画を具体的に作成決定す る。

これを全農業者 ・全農会員に示 して将来への希望 と目標を持たせ、農民精神を作興 し、 目標

達成に向 って全村民が足並を揃えて勇往遭進ずる実践態勢を作 る。

村農会は この目標と基礎の上に事業方針を定め事業計画を樹てヽ 、これを適切確実に実施す

る。

これを兵庫県農会は農会是設定 と称 して精力的に指導を行 ったのであっ た。

兵庫県農会は、市町村農会の行 うべき農会是設定の手引書(指 導書)を 昭和2年 度の初に編
ひよう

著発行 した。菊版約85ペ ージ、文章 は5号 活字 を主 とし、数多 くの表の様式 ・雛型の欄の文字

は主 に6号 活字 といったかなりなボ リュ-ム と内容の印刷物であった が、この手引書の表紙の

標題 は 「我を して町村長 た らしめば-(町 村農会是設定の手 引)」 とい うのであ った。農
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会是というけれど、全村の農業の基本調査と全村全農家の振興計画 ・福利増進計画を作 ること

を先行す るものであるので、町村長たる者はみずからの施政と して このことを採 りあげ勉強 し、

深い理解の もとにこの挙村的事 業が行われなければな らず、意欲的な町村長な らば当然 このこ

とに取 り組み、その施政、その指導方針のもとに当該町村の農会が中心になり、関係各機関が

協力と分担 を して、この挙村的振興計画が作 られるべ きで あるといった考え方か ら 「我を して

町村長た らしめば」と題 して、基本調査や計画の樹て方などを詳細に説明 したのであ った。

この農会是設定指導、従 って この手引書の起草、編集について、中心 になって情熱を傾け精

力的に取 り組んで活躍 したのは兵庫県農会技手木本操 く盛岡高麗卒業の俊才)で あり、私 も緊

密に相携えてその推進 に当った。

C全 国に率先創始 ・80町村

上掲の趣 旨 ・必要性の記述中に、『農村二在 リテハ只徒 ラニ其ノ疲弊 ヲ慷慨 スルモ ノノミ多

クシテ進テ発展 ノ計画 ヲ樹テ振興ノ方法 ヲ策立 シタル例 ノ甚 ダ勘キハ現在農村 ノ最大欠陥ナ

リ』とある如 く、当時の農村は全国的に見て、このような挙村 的な基本調査とそれに基づ く振

興計画樹立を行った例 は少なく、兵庫県農会は実に率先 してこれを創始 し、全国的に先鞭をつ

けたのであっ た。

即 ち、『兵庫県農会は農会是設定指導を昭和2年 度か ら創始 し、先ず もって1郡 に1町 村農

会宛を撰み(註:-兵 庫県の郡数は25)、 県農会の直接指導の下に農会是を設定せ しめ、之を

標準 として他町村農会に準拠せ しめん と考え、昭和2年 度 に於て次の5力 町村を指定指導 し農

会是を設定 させた。

美嚢郡口吉川村 赤穂郡赤松村 出石郡小坂村 氷上郡柏原町 三原郡広田村

次いで昭和3年 度に5力 町村、昭和4年 度 に15力 町村、計3カ 年間に25力 町村農会において

農会是の設定を見 たるが、昭和5年 度より専 ら郡市農会を して指導の衝に当 らしめ、県農会は

協力助成する方針 に依 り着手せ るに、各郡市農会 に於て も本事業の時節柄緊切なるを認め、県

農会指定町村農会以外 に自発的に之が設定を企画せ られたるもの80余 力町村に及ぶの盛況を呈

した。』(昭 和5年6月1日 発行 「兵庫県農会史」抄)。

これより先、兵庫県農会は農会是設定の準備のため、大正15年(昭 和元年)度 以降昭和3年

度 まで毎年度、県内5カ 所、昭和4年 度 は県内10カ 所(合 計25カ 所 ・1郡1カ 所宛)に 於て、

県農会主催の農会経営講習会を各所3日 間つつ開催 し、郡町村農会役職員 ・農会総代 ・部落農

会幹部 ・区長 ・町村役場吏員 ・学校教職員等の出席を得て、農会経営、農村経済振興計画、農

会是設定等を中心課 目とする講習を実施 した。25カ 所の講習出席人員は合計2,601名 を算 した。

なお、兵庫県農会の指導により設定された町村農会是は、換言すれば農村経済振興計画その

もので、農会是設定の町村が、昭和7年 度以降経済更生指定町村になった時、既 に作 った農会
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是の中の大部分がそっくりそのまゝ、当該町村の経済更生計画に村当局 によって衣替え したと

いつて も過言でないほど、当該村の経済振興計画即農会是 と農村経済更生計画とは極めて近似

した ものであ った。

昭和7年 農林省が経済更生政策を創始する際、農林省か ら兵庫県に出張 して来 られて 自力更

生運動中の種 々の資料を兵庫県内で集めて帰 られたので、農会是の資料 も持ち帰 られて参考に

せ られた ことと思う。

D町 村農会是設定の手順

兵庫県農会 は、指定町村農会に対 し補助金を交付するとともに、次の順序によって農会是を

設定するよう指導 した(「 兵庫県農会史」抄)。

イ1郡1町 村農会を指定する。

ロ 第1回 農会是設定指導町村農会関係者協議会の開催(県 農会に当該町村農会長、農会是

設定事務主任及び技術員の出席を求め、本事業の趣旨、基本調査方法の説明、本事業進行

の方法に付協議す る。)

ハ 農会是設定委員会の設置(当 該町村農会に設置 し、夫々の委員を委嘱する。)

二 第1回 農会是設定委員会の開催(当 該町村農会に於て開催 し、基本調査実施を協議す

る。)

ホ 第1回 農会員大会の開催(当 該町村農会にて開催 し各戸より必ず1名 以上出席させ、本

事業の趣旨徹底と申告の正確を期する。)

へ 基本調査の実施(農 会員大会終了後直に着手す る。調査は常任委員調査、委員調査、申

告調査の3種 に分 ち、着手後1ケ 月以内に完了す る。)

ト 現状批判の実施(調 査 した各項に対 して批判研究を施 し、之 を文書に綴る。)

チ 第2回 農会是設定町村農会関係者協議会の開催(県 農会事務所にロの者が出席 し、農会

是設定の方法 に付協議する。)

リ 第2回 農会是設定委員会の開催(当 該町村農会にて開催 し、調査並に現状批判に基 き、

農会是設定事項並に其改良又は施設を協議す る。)

ヌ 第3回 農会是設定委員会の開催(当 該町村農会に於て開催 し、前回委員会の成案に基 く

細部の計画を協議決定する。-農 会是は之を以て完成 したこととなる。)

ル 翌年度予算総会の開催(当 該町村農会に於て開催 し、農会是の一部を翌年度予算に表現

す る。)

ヲ 第2回 農会員大会の開催(当 該町村農会に於て開催 し、各戸より必ず1名 出席 し、基本

調査成績、設定 したる農会是並に農会是を加味せ る新年度予算を発表 し、其の必行を期せ

しめる。)
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E設 定され た農会是事例

兵庫県農会 は、昭和2年 度指定町村農会が設定 した事例を収録 した 「農会是設定事例」を昭

和3年6月 活版印刷 し、関係先に配布 し参考に供 した。

これによって見ると、各町村の農会是は上述の手引書に準拠 しほぼ同一様式で作 られている

が、各町村 とも精細を極めた大部の もので見 る者を して感嘆せ しめる。

○

例えば出石郡小坂村の ものを播 いてみると、まず巻頭の折込の大型紙(縦37cm× 横55cm)

は 「小坂村産業計画基本調査成績(昭 和2年 調査)」 で、主に6号 活字 ・一部 はそれよ り小さ
ひよう

い活字で、42項 目の表が全紙面を埋め尽 している。

その大項目だけを拾ってみて も次のよ うに広汎である。(以 下片 カナは原文)。

〈土 地〉

私有 ・村有 ・学校有 ・部落有 ・神社有 ・寺院有 ・産業組合有別地 目別反別。地 目別所有広狭

別世帯数。自小作別反別。土地所有他町村出入 り関係世帯別広狭別反別。小作料及土地売買価

格。土地所有 ノ他町村関係移動状況一 大正6年 、昭和2年 比較。

〈人 口 ・世帯 ・職業〉

本籍 ・現住 ・男女 ・年令別ー 人 口 ・世帯数。

最近10カ 年 ノ世帯数男女人 ロノ変遷。職業別世帯数及従業員。

自小作者所有土地広狭別-耕 作反別広狭別世帯数。

〈農業経営〉

利用土地 ノ地目別利用別面積。

農業経営組織別世帯数(註:一 普通作……主 に米麦作 と養蚕 ・畜産 ・園芸 ・農産加工 ・副業

等を相互組合せた9型 態の組織別)。

耕作反別々世帯数。農業組織 ト副職業(工 商其他)別 世帯数。

養蚕掃立蟻量別桑園反別 々世帯数。

養蚕 ノ消長(農 家世帯 ト養蚕 ヲナス世帯及 ビ其掃立蟻量別世帯数)。

掃立総量 ・春秋蚕等別掃立蟻量。桑園仕立別(刈 桑 ・高木)反 別。柿栽培甘渋柿別本数別世

帯数。疏菜栽培広狭別世帯数。

畜産ノ牛豚鶏家鴨別飼育頭羽数別世帯数。

最近4カ 年間 ノ年別家畜種類別飼育数及 ビ其 出産数。

労力ノ村外ヨ リ雇入 ・村外へ被雇別一 年雇 ・臨時雇、出稼 ノ年出稼 ・季節 ・臨時別男女別

人員。

年産労賃 ・臨時雇(繁 忙期 ・普通期)平 均労賃。

173



役畜飼育頭数 ・農業専用農外兼用別頭数。役畜ノ鞍下頭数 ・鞍下料総額。 共同作業 ノ作業

種別共同人員 ・作業 ノ大キサ。農機具 ノ種類別数量。

養蚕 ノ収商量総量 ・春秋蚕上玉屑繭別収量 ・金額 ・蚕種製造量。

畜産其他 ノ生産物 ノ種類別生産量 ・金額。農産物ノ種類別栽培反別収量。

生産原料 ノ種苗蚕種品目別 自給数量 ・購入数量 ・金額。

購入肥料 ノ品目別購入数量 ・金額。自給肥料 ノ品目別自給数量。

其他原料(桑 葉 ・杞柳 ・藺 ・麻 ・藁)ノ 自給量 ・購入量 ・金額。

負担一 租税公課ノ種類別 ・本村民 ノ本村分他町村分負担金額。

〈金融販売購買〉

貸借-貸 預貯金 ・負債 ノ金額。貸方借方世帯数。貸借ナキ世帯数。

頼母子講 ノ講数 ・人数 ・総金額 ・講ノ大キサ……最高金額 ・最低金額。

主ナル生産物 ノ販売状況(品 目別 ・共同販売数量金額 ・個人販売数量金額)。

信用組合貸借対照(種 目別貸方借方金額)。

生活資料 ノ購入(品 目別数量金額)。

この小坂村の事例印刷物 は次の3章 に分けて詳記 してある。

第1章 事業方針

第2章 計画

第3章 計画実施後二於ケル反当若 クハー戸当農業状態

この第1章 は、基本調査によって歴然 とした現状を姐上 にのせ、批判検討 して得 た今後の改

善方向 ・事業の進め方 ・事業方針を、3節13項16目 に分けて記述 しており、菊版 ・5号 活字詰

め活版印刷 ・約2万7千 字35ペ ー ジにのぼる長文である。
ひよう

第2章 は簡単な前文のあと、各項 目ごとに縦横の線で囲み6号 活字で印刷 した表ばか りであ
ひよう

り、第3章 も同様の表のみである。

第2章 は4節 に分れ、第1～ 第3節 は50の 項 目か ら成 り、各項目の表は 「現在 ・将来 ・増減

・摘要」欄 に品名または事項名 とその数量 と要旨を掲げて いる。第4節 「計画実行方法」は4

項 目に分れ、各項目ごとに「改良事項」別に 「実施方法」 と 「本会 ノ施設」を掲げて いる。 「本

会 ノ施設」欄は、右 「改良事項」のうち小坂村農会が実施すべ き事業施設を示す もので、 これ

こそ 「小坂村農会是」の焦点である。第2～3章 で菊坂39ぺ ―ジを埋めている。

次に第2章 第3章 の項目を抄渇す る。(註:-片 カナは原文、平かなは本稿筆者 による。)

第2章 計 画
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先ヅ計画 ヲ完成セ シメン トスル年数 ヲ予定 シ理想的到達点 ヲ示ス為メ農業経営組織 ノ改善計

画ヲ樹 テ該計画 ノ実現 ヨリ来ルベキ結果 ト現在 ノ状況 トヲ対比 シテ一般会員ノ自覚 ヲ促スノ資

タラシメ更二其他 ノ改善計画 ト共二其実行方法 ヲ決定ス。

第1節 村 勢

第1土 地

地目(田 ・畑 ・山林 ・藪)別 一 現反別 ・将来反別 ・増減 ・摘要

第2人 口世帯数

種 目(人 口……男 ・女、世帯)別 一 十年前 ・現在 ・将来 ・摘要

第2節 農 業 経 営

第1経 営組織 ノ改善

(1)経 営組織別世帯数

経営組織 ニヨル区別(註)別-現 在 ・将来 ・増 減 ・摘要

(註:-「 経営組織ニ ヨル区別」は普通農業(主 トシテ米麦作 ヲ営ムモ ノ)、 普通農業と

養蚕 ・畜産 ・園芸 ・農産加工 との1乃 至4を 種々に組合せた9種 類の型態をならべて、

各々の世帯数を記 してある。)

(2)耕 種

イ 世 帯 数

種目(註)別-現 在 ・将来 ・増減 ・摘要

(註:-「 種目」は、米麦 ヲ栽培 スルモノ ・競業ヲ栽培スルモノ ・杞柳ヲ栽培 スルモ ノ ・

桑 ヲ栽培スルモノ ・藺ヲ栽培スルモ ノの5種 をな らべている。)

ロ 反 別

種 目(註)別 一 現在 ・将来 ・増減 ・摘要

(註:-「 種目」は、米……梗 ・嬬、大麦 ・裸麦 ・小麦 ・大豆 ・小豆 ・馬鈴薯 ・柳 ・蚕豆

・紫雲英 ・青刈大豆 ・麻 ・藺 ・桑…春蚕稚蚕専用桑園 ・春蚕専用桑園 ・春秋蚕兼用桑

園)。

(3)養 蚕

イ 戸 数

種目(春 蚕 ・初秋蚕 ・晩秋蚕)別-現 在 ・将来 ・増減 ・摘要

ロ 掃 立 蟻 量

種目(イ に同 じ)別-現 在 ・将来 ・増減 ・摘要

(4)養 畜

イ 戸 数
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種目(牛 ヲ飼育 スルモ ノ ・豚 ヲ飼育 スルモノ ・鶏ヲ飼育スルモ ノ)別-現 在 ・将来 ・増減

・摘要

ロ 数 量

種目(牛 ・豚 ・鶏 ・鶏卵)別 一 現在 ・将来 ・増減 ・摘要

(6)農 産 加 工

イ 戸 数

種目(杞 柳製品 ・荷莚 ・莚 ・藺製品 ・藁製品)別-現 在 ・将来 ・増減 ・摘要

ロ 数 量

同 上

(6)林 業

イ 戸 数

樹種別(竹 木の14種 類名をならべて記す)-現 在 ・将来 ・増減 ・摘要

ロ 反 別

同 上

第3節 計画実現後二於ケル状況

第1生 産的事項

(1)生 産 ノ増減

イ 耕 種

種 目(第2節 第1(2)ロ に同 じ)別 一 現在…調査実数 ・認定数 ・将来 ・増減 ・改良事項別増

減…改良事項(註)・ 増減量。

(註:-米 を例にとれば、採種法 ノ改良 ・苗代 ノ改良 ・品種改良 ・挿秩 ノ改良、肥料改良

・収穫期乾燥調製俵装改良 ・反別減少(増 加)・ 害虫駆除予防 ・深耕の9改 良事項をな

らべ、各々の増(減)収 量を記載 している。他の各作物 も同様であって、各その改良事

項の数は、裸麦6、 小豆1、 蚕豆1、 柳3、 紫雲英3、 藺3、 春蚕稚蚕用桑園5、 春蚕

専用桑園6、 春秋蚕兼用桑園8を 掲げている。

口 養蚕 収繭量

(註:-以 下各項とも 「現在 ・将来 ・増減 ・改良事項 ノ増減…改良事項 ・増減」を上記と

同様に記 している。)

ハ 養 畜

二 農 産 加 工

(2)主 ナル生産原料ノ増減(45品 目について右 と同様)

(3)雇 入及被雇労力ノ増減
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(4)主 ナル農具ノ増減

(6)役 畜 ノ増減

第2共 同購入(12品 目について同上)。

第3社 会的事項

(1)協 調機関 ノ設置

土地利用組合ノ設置 ・中山氏小作者慰安会。

(2)生 活改善

時間尊重 ・住宅地住家ノ清潔整頓利用 ・虚礼廃止 ・公休 日統一 ・婦人会 ノ活動 ヲ中心 トシ

テ之 が応援 ヲナスコ ト。

第4其 他事項

(1)部 落農会

会数 ・会員数、共同作業(水 稲採種 ・育苗 ・田植 ・籾摺、肥料配合、稚蚕共同飼育、桑苗

共同育成、病虫害防除)・ 人員 ・数量。

第4節 計画実行方法

第1生 産的事項

(註:-以 下各項とも 「改良事項」(列 記)「 実施方法」 ・ 「本会 ノ施設」の3段 に分け

て、要点 を簡潔に各欄に記す)

(1)耕 地 ノ改良拡張

(改良事項は開墾 ・変換 ・土質土性調査)。

(2)米 作 ノ改良増殖(改 良事項 は9)

(3)麦 其他ノ裏作改良(改 良事項 は12)

(41)園 芸作物及特用作物 ノ改良増殖(改 良事項は14)

(5)養 蚕 ・養畜 ・養鶏 ・山林其他副業ノ改良(改 良事項 は18)

(6)病 虫害 ノ駆除予防(改 良事項 は16)

(7)自 給肥料 ノ増製並施肥法 ノ改善(改 良事項は8)

(3)労 力 ノ節約調節(改 良事項 は6)

第2経 済的施設

(1)農 業簿記 ノ励行

県農会発行 ノ農業簿記 ヲ使用セ シム

部落農会ヲシテ使用 ノ奨励二当ラシム

「本会 ノ施設」には 「農業簿記ノ購入斡旋 ヲナス」と記 してある。

(3)販 売方法ノ改善(改 良事項は8)

177



(3)購 買方法 ノ改善(改 良事項は5)

(4)金 融方法 ノ改善(改 良事項は4)

第3社 会 的施設

(1)土 地利用組合ノ設置

(2)自 作農維持創定(改 良事項は2)

(3)協 調機関 ノ設置(地 主小作間の親和)

(4)生 活 ノ改善(改 良事項は5)

(6)娯 楽(改 良事項は4)

第4教 育的施設

(1)講 習講話会 ・伝習会 ノ開催(改 良事項 は4)

(2)農 業補習学校 ノ連絡(改 良事項は3)

(3)先 進地ノ視察(7項 目)

第5調 査研究

(1)農 業経営調査研究

「改良事項」は、 「毎年小規模ナル産業調査ヲナス(本 村)」 「5年 毎二大規模 ノ産業

調査 ヲナス」 「本会ノ施設」には 「調査 ノ費用ヲ計上スル」 とある。

(2)農 家経済調査

「改良事項」は 「生産調査 ノ奨励 ・負債類 ノ調査 ・県農会発行 ノ農家経済簿使用奨励 ・

農家経済研究会 ノ設立」の4項 目を掲げ村農会の施設を記 してある。

(3)生 産物販路ノ調査

第6其 ノ他 ノ施設

(1)各 種団体ノ統一連絡

「青年団 ・婦人会 ・小学校並二補習学校 ・産業組合 ・村 当局」との各連携事項を列記 し、

村農会の行 うべきことを記 してある。

(2)農 会大会ノ開催

「毎年1回 定期大会ノ開催」

(3)宣 伝書 ノ作成配布

第7部 落農会 ノ施設奨励

「役員組織 ノ改善 ・農事改良実行団体 ノ組織」。

第3章 計画実施後二於ケル反当若 クハー戸当農業状態

反 別

「種 目」 「現在…1戸 当 ・将来…1戸 当 ・増減」。(29種 目につ いて作表)
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生 産 数 量

「種 目 」 「現 在 … 反 当 ・1戸 当 、 将 来 … 反 当 ・1戸 当 、 増 減 … 反 当 ・1戸 当 」。(28品 目)

生 産 原 料(18品 目)畜 力 ・農 機 具(18品 目)

貸 預 貯 金 ・負 債(4項 目)其 他(12項 目)

○

以上 は小坂村の産業基本調査 ・農村経済振興計画即 ち農会是の骨組である。表の形や数字等

を転写 しないのに、このような大 きなボリュームであって、他町村の事例 も殆ど同様であ る。

此処に敢て多 くの スペースを割いて骨組だけで も紹介 しようとした所以は、兵庫県農会が昭

和2年 度(1927)に 創始 し、昭和5年 度 までに同県下80余 町村 で行った基本調査及び振興計画

の内容 と、昭和7年 度以降全国に行われた農山漁村経済更生計画の内容とを比較 してみるため

であ って、両者の間に如何程の差異があったであろうか。

兵庫県農会は農村経済更生計画に5カ 年前既に先鞭をつ けていたのである。

2名 会長と名幹事

農山漁村経済更生運動正史 ・資料1号 に竹山祐太郎氏が述べてお られる自力更生運動 を全国

に魁けて全 く自発的に創始提唱 した兵庫県農会の会長山脇延吉氏、幹事長島貞氏 は、共 に傑出

した人物で、当時兵庫県農界の至宝と仰がれ、全国的に もその存在が大きく認められていた人

である。

(1)山 脇延吉

氏は兵庫県有馬郡遙 窺 村の豪家に明治8年(1875)に 生る。父急逝のため東京帝国大学工

学部土木学科を中退帰郷、一年志願兵 ・日露戦争に従軍 ・武功抜群功四級金鶏勲章受賞 ・陸軍

大尉、夙に兵庫県議会議員 ・議長 として令名高 く、県内外の信望厚 く、大正10年4月 兵庫県農

会会長に当選就任、同時 に同会幹事は辞任。爾来重任 して県農会の各種事業を飛躍的に発展さ

せるとともに米価問題 ・農民の租税負担問題をは じめ、各種の農政問題 に対 し非凡の識見と熱

烈な情熱をもって全国道府県農会を リー ドし、その先頭に立って農村農家のため誠心誠意活動

し、尽痒 した功績 は極 めて大 きか った。

農会関係では、明治41年 有馬郡農会副会長選任以来、同郡農会長、大正10年4月 より兵庫県

農会幹事を経て、大正10年12月 兵庫県農会長に選任 され、また2府17県 よ り成 る関西府県農会

連合会の理事長を も兼ね、昭和14年11月 帝国農会副会長に選任(兵 庫県農会長在任のまゝ)、

昭和16年4月 病残するまで、実 に34年 間、その内、県農会長の職に在ること20年 間とい う長年

月に亘 り、その重責に任 じて幾多の輝やか しい業績を残 した。その他に も公職を多数兼ね、兵
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庫県畜産組合連合会長、兵庫県山林会長、兵庫県森林治水協会長その他枚挙に暇がない。昭和

16年4月26日 、67才 をもって逝去 した。

山脇氏は国会議員に立候補すれば必ず当選できる人であった が、その志がな く、専 ら農会を

基盤と して、農村農民の福利増進のために心魂を傾け尽 して貢献す ることに生涯を貫いた人で

あった 。

(2)長 島 貞

氏は兵庫県朝菜郡重荷村の名家に明治12年生る。東京帝国大学農科大学農学実科卒業、一年

志願兵、日露戦争 に従軍、勲功により功五級金鶏勲章を受け陸軍中尉 に進む。

氏 と兵庫県農会との関係は頗 る深 く、大正3年4月 兵庫県農会技師兼幹事に任 じ、大正10年

4月 以降兵庫県農務課長及び小作官を勤めたが、再び昭和2年7月 から前任幹事前滝千徳氏の

後任 として幹事に就任、昭和14年 山脇会長が帝国農会副会長 に選任され中央活動 に没頭 した間、

兵庫県農会副会長 として日勤 して会務を行い、昭和16年4月 山脇氏の死去により県農会長に選

任 されたが、その後戦時中の農業団体統合により、昭和18年3月 兵庫県農会が解消 し、兵庫県

農業会が新設 され、その会長 となった。このほか関西府県農会連合会会長、帝国農会理事、内

閣嘱託、その他地方中央の農政 ・農業団体多数に参与 し、 日本農政新聞を主宰 し、全国を遊説

して農村農家の振興を鼓吹す るに努めた。

氏は資性 円満温和、至誠の人、事を行うに当 っては粘 り強 さと熱意 と実行力に富み、部下を

愛す ること厚 く、人に接 して親切、その徳を慕わぬ者はなか つた。

生涯を農民のために捧げ尽 くし、昭和26年6月 、72才 の生涯を閉ぢた。その墓碑 には略歴 と

ともに 「農村 自力更生運動 ヲ提唱 シ」の文字が彫 りつけ られている。

私は兵庫県農会在職中、長島とは全 く一心同体の仲で働 くことがで き、自力更生運動 にっい

て も 「まえが き」に述べた通 りの関係にあって 、私も思 う存分活躍 した次第である。

3農 業恐慌の襲来 ・その実相

第一次世界大戦が終 って後、世界的不況が次第に しのび寄 り、わが国は大正9年3月 の株価

大暴落をきっかけとして経済界の不況がは じまり、年を逐うて不況色を濃化 し、昭和4年10月

に始まる米国の経済恐慌とその国際化につれて、専 ら米国を顧客 とする我養蚕界は異常なる打

撃を受け、昭和5年 の春蘭市況 は暴落 して、上繭1貫 目総平均3円98銭 、前年 に比 し4円59銭

安で実に前年の半額に も達 しなか った。

米作 もまた、昭和5年 産米は天候の順調に恵まれ実収6,688万 石、平年作に比 し742万 石増、

加 うるに台鮮米の増収亦700万 石に上 り、 この未曾有の大豊作 は9月 東京正米中米相場30円20

銭から、俄然17円 台に崩落 し、爾後少 しの反発力をも持ち得ず、夏秋蚕繭僅かに2円4銭 、前
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年度の3分 の1以 下に崩れ、疏菜果実其他農産物 もまたこれに巻 き込まれて異常なる農家収入

の激減 とな った。

昭和4年 わが国主要農産物価額33億38百 余万円に比 し、昭和5年 同22億84百 余万円、昭和6

年同憂に減 じて9億8百 余万円に過ぎず、如何 に甚大なる打撃を与えたか想像に絶する ものが

あった 。

而 も農産物の惨落にも拘 らず、農業者の貨幣支出はその減少歩合が極めて少 く、農産物価 と

農家必需品価格との間に著 しき価格差を生 じ、租税 も亦依然 として減少せず、こ ゝに農家経済

は全 く均衡 を失す るに至 った。

しか も農家負債 は、昭和4年 末に既 に下表の通 り45億8,500万 円を算 して いたが、更にこれ

を増加する情況で、農業恐慌は昭和6.7年 と益 々深刻を加えて いった。

次の第1表 ・第2表 は「農業協同組合制度史1・ 財団法人協同組合経営研究所昭和42・11・

30発 行」に掲載されているものであるが、参考のため転写させて頂 く。

第1表 卸 売 物 価 指 数
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第2表 農 家 負 債

この深刻 を極めた農業恐慌の真只中、昭和7年 早春、兵庫県農会 は全国に魁けて「自力更生」

を造語提唱 し、農村農家の 自力更生運動を起 した。その説明は後述するとして、まず農業恐慌

の実相を、私たちが直接携わ った仕事 による資料に基づいていま少 し詳 しく回顧 してみよ う。

当時、兵庫県農会が自力更生運動に用いるため作成 した印刷物の一つに、私が執筆 した菊坂

47ペ ージの本 「斯 くて生活の安定向上は得 らる一 農業経営改善の話 ・昭和6・3・30発 行」

があって、その最初の章に当時の農家経済の実態を数字と図を掲 げて説明 しているので、次に

これを転写す る。(転 写は原文のまゝ)。

○不景気の襲来 ・農家の悲観

昨春の繭価大惨落を初めと して、農家の生産物は疏菜果実 も米麦 も林産物 も、畜産物 も、悉

く暴落に暴落を重ねて、農家の販売収入は極度 に減少 した。然 るに租税諸負担 は殆ん ど減ぜず、

その他の諸費用即ち農業経営並に生活のために支出する現金は、低物価のため若干減少 した と

はいへども、生産物価額の暴落には到底比較にならぬため、多数農家の収支は藪に全 く均衡を

失 して しまい、容易な らざる事態に直面 した。

兵庫県農会に於て は、多年県下数 ケ所に於て精細なる記帳式 による農家経済調査を施行 して

いるが、その調査結果に就て見るも、その窮状がまざまざと見らるゝのであ つて、地主の如 き

不耕作者は勿論、農業経営者たる自作農 も小作農 も悉 く非常なる難局に立ち、殊に養蚕又は稲

作に偏 したる単純なる農業組織の ものにその打撃の最 も甚だ しきを認む るのであ る。

今その一事例を表示すれば左の如 くであ る。
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-

一
◎◎
ω
一

三 町蚕 歩 地誌 小 作 農(田9反1畝 ・畑1反7畝 ・計1町8畝 ヲ耕作 シ成年 男女3人 ・児童4人 ヲ有 スル純小作)

○此 ノ表ハ 総 テ農 家 ノ現金 収支 ノ ミヲ示 シタルモ ノ トス

大正 】2年 昭 和4年 昭和5年 説 明

農 業 所 得33批527胞512乱7農 業総収入。リ農業鰭 費(租 松 藻ヲ含ム)瑳 引

農 業 総 収 入614.08542.49349.40

農 業 経 営 費

(租税公課ヲ含ム)
280,63270.34229.33

水 稲

昭和4年8反1畝(反 当2石74)販 売2石3(1石 当30円)69円00

〃5年8〃1〃(〃3〃00)〃4石4(〃16〃)70円40

外 二両年 トモ小作料納入12石00自 家食料米7石90

桑

昭和4年 販売200〆53円40

〃5年 〃220〃33円00

麦其他作物

全部 自家用

養 蚕

昭和4年 春蚕繭販売36〆(1〆 当7円25)261円09晩 秋蚕 繭販売6〆(Ⅰ 〆当7円)42円00

〃5年 〃36(〃4円)144円00〃6〃(〃2〃)12〃00

牛

昭和4年 檀売却1頭117円00

"5年 〃 〃90円00

農 舎 費 農 具 質 種 苗 代 蚕 種 代 肥 料 代 光熱材料代

昭和4年2円608円362円2712円3087円236円35

〃5年2〃086〃691"829"8469"785〃08

雇人労賃 借 地 料 農 雑 費 計

昭和4年59円5215円5010円92205円05

〃5年47〃6212〃408"73164〃04

外二両年度 トモ同額ノ租税公課 トシテ国税2円92(宅 地租)、 県税9円89、 村税32円57、

農会費 ナシ、養蚕組合費4円83、 畜牛組合費11円95、 大字協議費3円13

負 債 利 子-60.0060.00元 金500円 二対スル利子

(差引)箋!㍍ 姦333・ ・5212・156…7{暴 藷≧ 箋魏魏 議!麟 鑑 懇 云欝 欝 灘 算潔8;了 際

生 活 費

(臨時費 ヲ含マズ)
337.SO361.28305.36



生活の向上、生活の安定、これこそはあらゆる人々の翼求 してやまざるところの ものである。

然るに多 くの農家の実情は右の例を距 るとも遠 くはないのであって 、農業の現金的純益、即ち

生活 に充当 し得 る額は斯 くの如 く激減 し、生活維持のために必要なる経費を償い得 ざること甚

しきに掲てて加えて、高利なる旧債 は蛇の如 く身にまつはる、 しか も生産物の価格は容易に上

向 しない、折角努力 して多収穫すれば却 って生産過剰となって一層価格の暴落となる。かくて

は右に向いて も左に向いて も浮ぶ瀬 はない。前途には只悲観あ るのみと、気の弱 い者 は落胆萎

縮 し、又、気の強い連中は自暴 自棄 に陥 って、元来無信念、無理想、無希望に堕 し易かった農

家 は愈 々以て之 に堕 し、真に自力を以て現状を打開すべ き合理的なる努力もせず、真剣 に改善

の道 に猛進す ること もせず、荏再時 日を過 している人 々が恥 くない。(転 写終 り)

冊子 「農業経営改善の話」の冒頭の一文は右の通 りであって、米繭等農産物価格の惨落は驚

くばか りであった。(グ ラフ参照)。

〔註〕当時は米繭等 自由販売であ った。(政 府 は米の市場価格調整のための買上制度を有 し

てはいたが…。)

然 るに、農産物価格の大暴落に比 し、農業経営費の中の現金支出は減少率が少なかった。
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例えば上掲の表について見ると、

農業総収入 農業経営費 負債利子

大正12年1001000

昭和5年508060

このように経営費の減少率が少いばかりか負債利子の支払が加わ っている。

まことに深刻極まる恐慌であ った。

試みに、当時の俸給生活者 と上掲の図の1ha耕 作自作農の所得(但 し、 この図の数字 は自

家用米その他家事仕向け自給農産物等の金額を含まない現金所得だけであるから正 しい比較に
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はな らないが。)と を比較すると、当時官庁の新採用で、専門学校新卒は月給65～75円 位(こ

の12カ 月分は780～900円 位 ・賞与はこのほか)、 大学新卒 は月75～85円 位(こ の12カ 月分は900

～1,020円 位 ・賞与 はこのほか)、 農林省の主任技師級の年俸3,000円(月 割250円)と い つた額

であった 。

当時、農家の負債 は当時の金で50億 円と推定せ られ(昭 和6年2月 政府関係筋発表)、 農家

は年所得の激減と負債の重圧 による深刻な事態に直面 したのであった。

上掲1の(6)の 昭和2～5年 度 に農会是を設定 した25力 町村(各 郡1町 村宛)に おける産業基

本調査の結果数字によると、全平均1戸 当負債額は432円 とな っている。(兵 庫県農会史 ・昭

和5年6月1日 発行)。

しか も経済界全体の不況によ り、他産業の労働需要が衰え、他産業への就職 ・転業 ・出稼等

も至難で、むしろ都市の失業者が続々と農村に戻 り、苦 しい農家経済を一層圧迫 した。

この苦悩の中に小作争議が全国に多発 した。

上掲の農家経済の グラフ及び数字の表を補足す る意味において、兵庫県農会 「農家経済調査

報告書(昭 和10年2月 刊)」 の中か ら、不況の ドン底 といわれた昭和6年(1931)の 、稲作 を

主とす る地方の 自作農家の記帳 による経済調査数字を次に抄録する。

〔抄 録 〕

○ 稲 作 を 主 とす る地 方 自作 農 家 の 経 済

昭 和6年(3月1日 ～ 翌 年2月 末 日)

2戸 平 均

反畝 歩 反

田 畑11.419(1ha14)外 に 貸 付 田 畑1.828(18a)

山 林 原 野4.425(44.8a)"223(2a)

反 畝 歩

宅 地0.224(2.8a)

円 銭 円

農 業 総 収 入912.50(大 正13年2,037.50)

円 円

内 販 売 収 入706.36不 販 売206.14

円

農 業 経 営 費413.19(大 正13年1,002.67)

内 現 金 支 出415.08現 物 仕 向7.63減 価 額11・48
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昭和6・7・8年 度の調査結果を見て思うに、不況の最 も深刻なりしは昭和6年 に して、こ

の年は文字通 り不況の ドン底というべ く、7年 度に於 ては6年 度の急激なる不況の嵐が農家の

台所を脅か したことが証明せ られ、8年 度 は未だ窮迫 より脱れて更生の緒 につ きたりとは思え

ない状態である。 しか もこの指定調査農家 は、一般農家よ りも経営が上位 にあると見 られるの

で、それを考慮に入れ るな らば、農家経営の窮状は想像に余 りあ りといわねばな らぬ。(抄 録

終 り。)

4自 力更生の提唱と運動展開

(1)農 業経営指導者 としての衝撃 と決意

自分のことを申 して恐縮なが ら、兵庫県農会の 自力更生運動を語る上に避けて通れないこと

なのでお許 し願いたいが、私たちは常 々農家経済調査 を、農家にはい り込み農業者の膚身にふ

れなが ら行 って来てお り、 また農業経営の指導を、農家に密着 し、その経営を躰では行わない

が頭の中では経営主 と一体で経営するような仕事を常 々して来ている関係で、私 は農業恐慌の

農家 に及ぼす打撃を、最 も具体的に且つ深刻に受けとめた。そして農産物価の微落等経営条件

の非常なる悪化に甚大な衝撃を感 じたのであ った。

その時私は真剣に考えた。 「この激甚な営農条件悪化の中で、農家経営経済の安定 を保ち得

る方法がな く、また自分にその方法を見つけ得ないな らば、私 は農業経営指導者 としての現在
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の職に一 日も留 まって居ることはで きない。」 と。

そ して また私は真剣に考えた。 「我々は多年に亘 り多数 の優良農業経営にっいて詳 しい調査

を行 って来ているが、注目すべ きことは、斯様な営農条件が悪化 した中にあって も、経営宜 し

きを得て いる農家 は、『歳寒 くして松柏の後凋を知 る。』の古語の如 く、悪条件に立 ち向いな

が ら克 く工夫 し克 く改善を行 って不況を切 り抜け、生活の安定を確保 している。 これらの経営

優良農家 は、その経営上に共通 した多くの学ぶべ きものを有 している。営農条件 は悪化 し不況

の嵐 はすさぶ といえども、や りようによっては安定がある。活路がある。この学ぶべ きものを

多くの農家に普及 し、経営の改善を実践 力行させ ることこそ今 日最大の急務である。

然 しなが ら、農家自体が不況に打ちのめされて意気を沮喪 して しまったり、他力本願で漫然

と浮ぶ瀬が来るのをたゞ待 っているだけでは、その農家 は自滅す るほかない。『天はみずか ら

助 くる者 を助 く。』であ る。 自分の運命を開 く者 は自分より外にない。農家 は今 こそこの こと

を強 く自覚 し、自書自励 して経営経済の改善を断行す ることこそ急務中の急務である。農家経

営経済の指導を担当す る者と して、今 日ほど責務の重大な時 はないのだ。 よし!決 意を新たに

して この重責に立ち向 うことに しよ う。」と私は固 く決意 したのであ った。

(2)農 業経営改善の指導書を作成 して運動に使用

私は前述の決意に基づ き、まず非常の世局に対す る農業者の認識を正 し、自奮自励の精神を

作興 し、経営経済改善の具体的指標を示すことか ら始めようと決心 し、そのことは同時に私の

頭の中を整理 し、改善指導 についての自分自身の自信を確立す る上にも絶対必要であるとの考

えか ら、昭和6年2～3月 にかけ、心血を傾けて次の指導書を執筆 し、兵庫県農会で印刷発行

した。

『斯 くて生活の安定 と向上は得 らる一 農業経営改善の話(兵 庫県農会発行 ・昭和6年3月

30日)』

この冊子は、菊版47ぺ ―ジで、一般農家に読み易 く理解 し易いようにと配慮 し、本文中に24

枚の図表 ・漫画 ・挿絵などを挿入 した。

内容は、最初に農産物価の急激な暴落によって、農業経営 ・農家経済の状態が極度に悪化 し

た状況を、農家経済調査の数字を用いて大正12年 と昭和4・5年 とを比較説明 し、次に今後農

産物価の往時のような高値は到底望めない。従って現状を基準に して経営経済の安定を確保 し

得る経営改善計画を樹てる必要がある。

希望な き所そこは墓場である。失望の人それは只死あるのみだ。農家の今 日は実 に容易なら

ざる時であるが、農家の人々は今 こそ他力本願を棄てて、自力によって自己の運命を開拓 し、

農業経営 ・農家経済の改善を 自奮自励 して実行 し、生活の安定向上を計 らなければな らない。

今経営条件は悪化 しているとはいえ、家族経営農業には力強い本質特長がある。 この本質特長
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を充分生か しながら改善すれば行手には光明がある。

このように前提 したうえ、一つのモデル農家の経営経済調査の数字を基礎にして、その農業

経営 ・農家経済を徹底的に改善 した経営設計を具体的 に数字で示 しながら、改善のコースを解

説 し、安定経営樹立を実例的に理解 させるように した。

そ して、個 々の農家の改善 とともに共同の重要性を説き、協同組合主義を基調とした農業経

営 ・農村経営を考えなければならないと述べ、結 びの言葉 として、農業 ・農村は行 き詰 っては

いない。今 こそあらゆる旧套を脱却 して改善 に猛 進ずべきであると結んだのであ った。

この冊子 は、次項以下に述べる 「自力更生の猛運動を起 こせ」の激文に添えて、兵庫県内の

各郡市町村農会に配布 した り、農人自力更生祭出席者及 び農業経営改善青年同盟加盟員等に配

布 した り、県内各所で開催される私が講師 として出講 した県連合青年団などの講習会参加者の

教材 として使用 したり、また他府県農会等か らの配布希望申込 も少なか らずあるなどで、増刷

を し、印刷配布数は1万3,000部 に達 した。昭和6～7年 中、兵庫県農会の自力更生運動用資

料 と して作成 したものの中で、農業者を具体的に指導す る内容の もの として、 このように広 く

活用せ られたのであ った。

農林省農政課農会係 に勤務 していた小泉幸一君から 「書店で出版せ よ、世話す るか ら。」と

勧め られたが、私は県農会の事業のためにやっていることなので、君の好意 に応 じなかった。

(3)わ が国最初の『 自力更生」提唱 ・飛撤

兵庫県農会における農家経済調査 ・農業経営改善指導の係は、技師の私の下に山崎進技手 と

上伸剛技手が居 り、両君は真面 目で仕事に熱心で充分信頼できる人で、上伸君は大正13年5

月以来私の片腕をな していた。

襲来 した農業恐慌の深刻な様相は、先に も述べたように農家に密着 してその経営経 済を常時

調べている私等の係には、人一倍深刻さが膚身を刺す思いであった。長島幹事にはこのような

様相を調査 した数字を以て常 に説明報告を してきたのであるが、長島幹事は明敏な頭脳 と農民

を思 う真情か ら、襲 って来た農業恐慌を深 く憂慮 し、その対策に心魂を傾けて考えぬいた。そ

して私の差出す農業経営改善農家事例、この不況にも経営経済を維持 し安定を失わずに居る農

家の事例など、また私が精魂を打 ち込んで指導 して来た印南郡上 荘村の村 ぐるみ経営改善事

業の成果などを、むさぼるよ うに熱心に見たり、説明 に耳を傾け、 この客観的営農条件最悪の

中に も、農家 自身のやり方 と努力によ っては不況の難局を切り抜け られる途はある。経営のや

り方如何によつて経営 と生活の安定を保つ ことはできる。それには農家の人々が他力本願で居

ては駄 目だ0自 己の運命を開 く者 は自分以外にはない。こういった真剣な考慮をめ ぐらした末、

長島幹事は農村農家の『 自力更生』の言葉 を創出 した。

か くて農業恐慌に対処するスローガン、合言葉 として 「自力更生」を高唱 し、自力更生運動
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を県内農村農家の末端 まで強力に展開すると同時に、全国に この火をつけよ うと長島幹事は決

意 した。

山脇会長 も勿論同感で、兵庫県農会が全国に率先 して 「自力更生」を提唱 し、全国に自力更

生運動の火を付けたのであった。

ところで、山脇会長の自力更生についての考え方には二つの面があった。

即 ち、農業者が 自分 自身の農業経営 ・農家経営の改善を行 うところの 「自力更生」活動が極

めて緊要であるか ら、これを強力に推進 しなければな らないことは言 うまで もない。

しか し、一面において、今日の農家の窮迫は、農産物価の暴落による農業収入の激減にある。

しかもこれに加 うるに、農家の営農及び生活に必要な物資の価格は低落の度合いが甚 だ少 く、

このため収支の均衡を著 しく失す ることになったのである。

然 るに農業者に賦課 されている租税公課は依然 として減額 されず、減額 したもの も極めて少

額であ って、租税公課 は農家の農業純益激減に対 し甚だ苛重にな っている。

これでは農家は立 ってゆけない。 しか し為政者は、 これ らの問題に対 して対策を殆ん ど行 っ

て くれない。

この現状を誓えれば、水槽 に大孔があいているようなもので、農業経営改善 という努力の汗

を絞 ってせ っせ と釣瓶で水を汲み入れても・水槽のタガが緩 るみ大孔があいていて、 米商等の

農産物価、農家購入物資価格、収益減にスライ ドしない租税の高額 という大孔か ら水が流出す

るが如 くであって、 この状態をそのまゝに しておいたのでは、農家は窮状か ら脱す ることはで

きない。

それなの に為政者は手を棋ねいていて適切な対策、政策が行われず、農業者 はた ゞ漫然 とし

て為す こと もな く他力本願 に堕 している。

この状態では農家は破滅の外はない。今 こそ農家自身が 自覚 して自ら決然 と立ち上がり、固

く団結 し自力をもって、農家安定のための政治 ・政策をかちとることも、自力更生の もう一つ

の肝要な面であると、山脇会長は強調 して、この面 も合せて農民の盛 り上が る運動 を、先頭に

立 って行 うことを堅 く決意 したのであった。

か くて兵庫県農会 は、昭和7年2月 「自力更生」の火を付けるための散文2万6千 枚を急遽

印刷 した。

この 撒文 は、美濃紙大の洋紙 に黒赤2色 刷、二 つに折 った右ぺ― ジに は、『農業恐慌襲

来!』 『破滅に頻 した農家の経済』の大文字の見出 しをつけ、「昭和4・5年 農業純益比較」

の 「養蚕地方1町 歩耕作小作農」の図(前 掲の 「農業恐慌襲来 ・その実相」の ところに示 した

図」)を 大 きく印刷 した。

左ページには 『自力更生の猛運動を起 こせ!』 と大見出 しをつ け、「農村農家の人々が 自力
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更生精神を振起高揚 して、未曾有の難局に立ち向い、個々にまた共同 して、農業経営の改善に

努力 し、農業者自身が自分たちの安定を実現す るために起ち上がろう。系統農会はじめ農村農

家の指導機関 も農家の先頭に立 って、農村農家 自力更生の火を大 きく燃え上がらせよ う。」と

い った趣旨の簡潔な文章を印刷 した。

この撤文の送付先は、兵庫県内につ いては、各郡市町村農会、各部落農会 ・農事実行組合、

各市町村、各産業組合、農業関係機関、農村関係県議会議員、新聞報道機関等が主で、ll,500

枚、県外は、内閣各省大臣、農村関係国会議員、新聞報道機関、中央農業団体、道府県郡市町

村農会等が主で、13,900枚 、その他バ ラ600枚 であった。

この激文 と同時にもう1枚 別な美濃紙半分大、黒青2色 刷の ものを印刷 した。それはこゝに

掲げた 「最近数ケ年間二於ケル農業純収入 ノ漸減状況」のグラフであ った。米価等農産物価の

暴落、農家購入必需品の割高、それに加えて租税公課が近年相対的 に非常に苛重にな っている

ことを、兵庫県農会の農家経済調査か ら私が作図 したもので、為政者等に事態の深刻さを知 ら

しめ政策改善のへの努力を要望するとともに、農村の人々が起ち上が って農政活動の面からも

自力更生を達成すべきであることを強調 したものであって、図の横 にこの趣 旨の短文を記載 し

た。

この印刷枚数は約3,600枚 で、上記の横文に同封 して次のように送付 した。

この ことについて 「山脇延吉翁遺風 ・昭和18・10・1発 行 ・山脇延吉翁事績編 さん会」の山

脇会長講演録の中の一餉 に次の話が載 っている。

『斯様に米価は著 しく下落 したが、一方公租公課は何程 も減 じられていない。公租公課は国

を運転せ しむる石炭であり油 と見てよい。由 し農産物価格の下落を来 して も、国の運転 をなす

石炭とか油は減 らすことは出来ない。国民と してはどうして もこれを納めねばならぬ。納税 は

国民の三大義務の一つである所以 もこゝにあるのである。

我々は左様な意味の もとに税を納める気分を もっているが、事実納め られないよ うになって

は如何 ともす ることは出来ないのである。従って農産物の下落を防がなければならない。公租

公課を納めるには、農産物価が適当なるところにあることが必要である。

この図表の説明資料(註:-本 書掲載の図と同 じもの)は 昨年(註:-昭 和7年)製 ってこ

れで もかと云わぬばか りの意味を含めて、総理大臣を始め各省大臣及び枢密顧問官其の他大官、

貴衆両院議員、宮内省、司法省方面か ら、各府県知事、内務部長農務課長、憲兵司令官、有力

新聞社長の外全国の道府県農会並に各郡市農会まで三千六百余通を送 ったのである。

また送 るについて はハ トロンの状袋で2銭 の開封で は、女中が主人に渡 さずに紙屑籠 に投げ

入れ られては困る。一通で も多 く、差 し出 した相手に見て もらうがために白い状袋に入れて丁

寧に上書 きを して、一々3銭 切手を貼 って送 ったのである。
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今の世の中は交通 は便利なようだが書類

の交通は仲々不便である。上か ら下への書

類は仲々早いが下から上へ出す書類は仲々

届 き難 い。殊に農村は一番書類の交通 は不

便である。斯様にして大官の各家庭へ送 っ

たが、開封 して くれたのは百通 もあ っただ

ろ うか。昨年(註:-昭 和7年)私 が内務

大臣に面会陳情の節、この説明資料を見せ

ると、 これ はよ く判る、如何にも明瞭であ

る、書類はこうして作 って貰えば結構であ

る。 しか し兵庫県の農家は全国中で も経済

的に調 った農家であるが、 この農家にして

斯様であれば他の地方 は一層ひどかろう。

最近数ケ年間二於ケル

農 業 純 収 入 ノ 漸 減 状 況

米作地方自作農

これはよい資料であるといって、秘書官 に

命 じて鞄の中へ入れ られたが、 この資料を

実 は既に送 って あった筈であ るが と申せ

ば、"い や見るのは今が始めてである"と

言われた。さきに送ったのは見ていられな

い、私が持参 してはじめて見 られたのであ

る…。』

〔註〕この当時、農家には所得税はかからず、地租及びその附加税の如き、所得に殆んどスライドしない性

質の公租公課が主であったから、図の如く収益減の年は相対的に重税になった。

竹山氏が 「農山漁村経済更生運動正史 ・資料1号 」に、アイディアマ ンと言 っている兵庫県

農会幹事長島貞が発想 し提唱 した農村農家 「自力更生」運動の第1弾 は、か くして県内及び全

国に僚原の火を点 じたのであった。

(4)農 人 自力厚生祭を挙行

この行事は、竹山氏の言 うアイデ ィアマン長島の放 った第2弾 であった。.

「山脇延吉翁遺風」に『農業恐慌は昭和七年の前半に至 って も何等好転の兆を示 さず、藪に

翁は、わが国農業の特質たる家族勤労を表象 した木彫農人像に入魂 して、自力更生の旗印 しと

し之を広 く農村幹部に頒布す る為、五月県農会主催を以て農人 自力更生祭を挙行 した。』と記

載されているのが これである。

昭和7年4月 下旬よ り5月 上半月の間 に、兵庫県農会主催を もつて県下6カ 所 で1日 間
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づ ゝこれを開催 した。

出席者は、郡市町村農会役職員、特に部落農会及び農事実行組合の幹部はそれぞれ2名 以上

の出席を求めた。出席者総数 は合計6千 名を超 した。

まず各会場の趣向であるが、会場大広間、廊下等の壁面に、来会者の観覧に供するための襖

障子大の大型図表約20枚 を掲示 した。この図表の内容は、専 ら私が工夫作成 した ものであって、

農業恐慌 に対処す る農業経営改善の指標を示すグラフ、農家自力更生の指針 とな る図表であっ

た。(こ の催 しの後、長島幹事は県内県外に度 々出かけて自力更生の講演をする時、常にこの

図表 グラフー揃を携行 して講演に使用 した。)

会場の正面演壇のや ゝ横後には、出席者席 に向けて設けた雛段の数段に、自力更生農人形を

出席者数に応 じた個数並べた。 この人形は、全 く長島幹事の独創であって、長島幹事が この年

の3月 、わさわざ滋賀県伊吹山麓の醒ケ井近傍の木彫人形生産地 に出かけて、特別注文 して作

らせたもので、高さ約9cm、 紺色の農作業着を着て、

右手に鍬を立て ゝ持つ働 く農業者を象徴する立像の

木彫人形で、人形は台上に立っているがその台の前

面 には 「自力更生」の文字を書き付けてある。

また会場には、前述 した 「斯 くて生活の安定 と向

上 は得 らる一 農業経営改善の話」の冊子を積み重

ね、全出席者 に配布 した。

なお、兵庫県農会編集発行の農家経済簿を積み重

ね、希望者に実費配布 した。

次に行事であるが、まず神官が雛段 に並べてある

農人形に対 し修祓、祝詞、自力更生精神の入魂の儀

を行い、続いて山脇会長が演壇 にのぼって、未曾有

の難局農業恐慌に対処する農村農家の自力更生の実

践 を強調する大熱辮をふ るって来会者の心魂をゆさ

ぶ り、長島幹事が自力更生の具体的実践内容 と農業

経営改善、農村経済振興計画(農 会是)等 の進め方

等 を熱誠をこめて諄々と説述 した。代表者の意見発

表 ・体験談のあと、全員によ る 「農村農家の 自力更

生の運動を盛 り上げ各々自力更生の実践に遭逢 しよ

う」との誓 いの言葉斉唱と実行の申合せ決議などが

行われた。
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そ して最後に、出席者全員に1人1個 つつ 自力更生精神を入魂 した農人形を配 って持ち帰 ら

せ閉会 したのであった。

他に全 く類例を見ない独創的行事であった。

この催を終った直後 に五 ・一五事件が起 り、斎藤実内閣が生まれ、後藤文夫農林大臣が出現

したのであ った。

(5)運 動の拡大 ・大会等

五 ・一五事件の後、世情騒然、農業恐慌の真只中、兵庫県農会は山脇会長、長島幹事を先頭

に して力強 く自力更生運動を展開 した。

(「山脇延吉翁遺風」抄)

r六月(昭 和7年)大 阪市にて開催の第三十回関西府県農会役職員協議会に、農村自力更生

運動の挙国運動促進の提議を兵庫県農会か ら行い、 「わが国農民の通有性と して旧藩時代より

馴致された因習的性格 は、自主独立の信念を欠き他力本願に依 らむとす る弊習は農村の窮乏を

招来 した素因とも云ふべ く、当面の難局打開唯一の途 は、自力更生意識を喚起高調 し、之に助

成策の伴ふあ らば多々益々可なる所謂 自主的本位に立 ち、自給自足の特性を活用 し速かに更生

に遭進せ しむべ きである」と、兵庫県農会が数年来実施 して、成績挙 る農村計画及び農業経営

改善指導の急務を説いて満場の賛成を得、引続 き道府県農会長会議に於て も同様の決議を見た。

七月兵庫県農会は県下七ケ所に緊急農村更生農会幹部大会を開催 「中正真摯なる言動 により

其の主張の貫徹に努め、事若 し成 らずんば倒れて後巳むの決死的意気を以て悉 く自力解決を期

し、内外両方面よ り、真に農村更生の完壁を築 き、鋭意 この重大難局の打開進展に猛進せ しむ

ることを期す」と宣 し、政府並に県当局に対す る要望 と共に、地方世論の喚起と旺盛なる自力

更生活動を促 したのであった。

兵庫県は、前 は瀬戸内海、後 は日本海に面 し、昔の地名でいえば、畿内 ・山陽 ・山陰 ・南海

の4道 に跨が り、国は摂津の半分 ・丹波の半分及び播磨 ・但馬 ・淡路の各全域、合せて5カ 国

を包容 し、当時は5市25郡 、420力 町村、部落数4,126、 農家戸数184,428、 耕地面積135,462h

a(昭 和2年3月 現在)と いう大県であるが、右の大会は全県の農村 に自力更生の火の手を燃

え上が らせ る大行事 として盛大に行われた。

『斯 くて救農の気運は熾烈に醸成 され、第六十二臨時議会に於て滞貨生糸処分法案、第六十

三臨時議会に於て金銭債務臨時調停法案、農村土木事業実施案等が成立 し、又、農村計画指導

の為農 山漁村経済更生施設費340万 円余が計上せ られ、農林省 に経済更生部の新設を見る等、

農業恐慌対策が梢其の緒についたのである。」

「創立 四十二周年記念 ・"兵 庫県農会四十二年の回顧"・ 昭和18・7・20・第11回 自力更生記

念日(後 掲(6)参照)・ 同会発行」によれば、越えて昭和8年 には、7～8月 に県下9カ 所にお
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いて護国農村更生祈願祭並講演会を県農会主催で開催 し、引続 き各郡市農会主催を もつて各郡

市毎に農村救済農会幹部大会を開催 して、農村農家の自力更生活動の浸透強化を推進 した。

「山脇延吉翁遺風」によれば、(昭 和8年)『 七月一 日には県下の農民代表と県農会の役職

員三十八名が伊勢神宮に参拝 し、我 々農民 はこの上一層 自力更生に精進す ることを誓ひ、願は

くば この自力更生の上に一層神明の御加護を賜 はらんことをお祈りし、七月三日から県下九カ

所で護国農村更生祈願祭を挙げ、自力更生の覚醒と農村負担の軽減運動 を決議 したが、続 いて

七月十七日川辺郡の農会幹部大会を手始めに、県下三十カ所で農会幹部大会を開催 した。』

同書には、右の7～8月 県下各地の大会等において、山脇会長が行 った講演は 『前後四十回

に及び、全会衆は二万人に上ったが、一滴 も湯茶をとらず汗を拭 きふ きの熱辮は、全農村民の

心を確か りと掴んだ。それからの農村の歩みは急速調を加えた……。』 と記 している。

「兵庫県農会四十二年の回顧」には、昭和9年7月 にも農村 自力更生記念大会を開催 したこ

とが記 されている。

(6)天 聴 に達 し聖旨を賜 う

(「山脇延吉翁遺風」抄)

『昭和七年七月地方長官会議あり、御召により白根兵庫県知事は謹んで管下の自力更生運動

を奏上、畏 くも陛下には激励の御言葉を賜はった。白根知事は恐催感激 して優渥なる御聖旨を

山脇会長に伝達 され、爾来兵庫県農会はこの光栄の七月二十日を 自力更生記念日と定め、毎年

記念大会を開催 し、御仁慈の有難きに只管奉公の誠を致 さむことを期 したのである。』

重複するが同書の山脇会長の講演録の中に、 この ことについて次のように述べ られているの

で転写 してお く。

『昨年(昭 和七年)七 月地方長官会議に参列 した る府県知事を七月二十 日宮中に召されて御

陪食を賜 り、終 って地方の民情を御下問に相成 ったが、その際白根県知事よ り県下農民の困態

している状況を申 し上げると共に、兵庫県の県郡市町村農会は不況克服 のため自力更生に精進

してゐると申 し上 ぐれば、陛下は前へお進みになられて、 「あのことは非常によいことである

か らもっとや らせよ、帰 ってやるよう伝へよ。 」と有難き御詫を拝 したので、その模様を知事

か ら直 ちに電信で私に通知 されたが、更に帰庁 されて、当時の有難 き事情を詳 しく拝聴 した。

まことに兵庫県の農業者と して光栄であり、有難いことであるが、陛下におかせ られてはどう

して兵庫県の自力更生を御承知に相成 ってゐたかと洩れ伺ふに、さきに侍従長迄送 った自力更

生説明資料(筆 者註:一 上記(3)の資料)が 天聴に達 していたのである。本県農民 としてまこと

に感激に堪へぬ次第である。』

(7)自 力更生の実践活動推進組織一 農業経営改善青年同盟

兵庫県農会は、前掲 の通 り昭和3年 度よ り私の独創的企画に基づ き、農業経営改善奨励事業
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と して郡市農会に農業経営審査会を実施 し、昭和6年 度 まで毎年度実施 して成果をあげて来た

が、昭和7年 度か ら農村農家の自力更生運動を強力に推進するため、各郡市農会 ごとに自力更

生の実践推進部隊と して、 これまた私の独創的企画で全国に未だ類例のない 「農業経営改善青

年同盟」を作 らせて活動させた。

これは、従来の農業経営審査会 という個人対象の農業経営改善促進 を、一歩進めて、改善を

行おうとす る同志が結合 し、団体的に相互に手をつなぎあい、互に自力更生精神を煽りあい、

共励切磋 しあいなが ら各々の農業経営改善設計、農家経済簿の記入決算、農業技術の研究改善

等に邊遣 し、改善実行を促進 しあうとともに、進んで近隣周辺農家に もこれを波及 し自力更生

精神を高揚 し改善 に向わ しめ るよう団結的組織体活動を仕組んだのである。

この具体的詳細 は、次に掲げる奨励規程、施設要項、同盟規約(準 則)の 示す通 りであるが、

要するに、各郡市農会ごとに農業経営改善青年同盟を結成 し、町村には支部を置 く。郡内の青

壮年で進んで 自家の農業経営改善に努め、計画並に簿記を行う能力を有す る一家の経営主又 は

事実上経営の中心 となり得 る人物であって、 しか も近隣の農家に対 して も自力更生の精神を高

揚 してその改善を図 らせるところの熱心家を勧誘 して加盟させる。

加盟者には自家の農業経営改善計画を樹てて実行させ、簿記 とその決算を必行 させる。農業

経営実務研究会、改善計画会開催、経営決算会の開催、経営相互批判懇談会等を計画的に行 う。

経営改善、経営計画並に簿記と決算等に熱心な者が多数存在 し、諸集会の出席率が良 く、加盟

者の勧奨加盟増加等に成績優秀なる支部を郡農会長が表彰す る。また これ らの成績が全県下で

最 も優 秀な支部を県農会長が表彰す る。長島アイディアマ ンの発意で県農会はこの最優秀支部

に優勝旗を授与 した。

私は郡市農会における同盟員の参集す る前記の諸会合等 に出席指導す ることが多 く、真に東

奔西走の 日々が続いた。農業経営審査会事業を昭和3年 度に開始以来既に5年 も経験を重ねて、

郡農会技術員の農業経営指導能力 も高まり、農業経営改善青年同盟の指導 も地について きた。

加盟者数 は、各支部(町 村)10名 乃至15名 が普通であった が、村によ っては30名 を超す とこ

ろもあ り、全県では合計6,000名 を越す勢であ った。私が東京に昭和7年11月 転任 した後、京

都府農会技師辻本俊児君が後任 とな り、 この事を継承 し活躍 したが、数年後 に支那事変が起 り、

応召者続出等農村事情が一変 し、この事業 も終 りをつげた。

○ 兵庫県農会農業経営改善奨励規程(昭 和7年4月1日 実施)

第1条 農 業経営 ノ改善発達 ヲ図ルガタメ郡市農会二於テ農業経営改善青年同盟 ヲ設置シ、之

ヲ助成指導 シテ活動セシメ、其成績優良 ナル当該同盟 ノ支部並二加盟者 ヲ選抜表彰スル施設 ヲ

ナシタル トキハ本規程二依 リ毎年度予算 ノ範囲内二於テ補助金 ヲ交付ス

第2条 前条二依 リテ実施スル郡市農会 ノ農業経営改善青年同盟二関スル施設要項ハ県農会二
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於テ別二之 ヲ定ム

第3条 第1条 ノ被表彰者二対シテハ左 ノ範囲内二於テ県農会長 ヨリ表彰状ヲ授与ス、郡市農

会長ハ之二対 シ金員又ハ物品 ヲ添付スベシ

支部 ノ表彰

1ケ 年度1郡 市二付1支 部 トシ既二表彰 シタル支部二対シテハ爾後格段 ノ進歩 ヲナサザ

レバ之 ヲ授与セズ

個人 ノ表彰

1ケ 年1支 部平均1名 以内 トシ支部ナキ トキハ加盟者数ノ10分 ノ1以 内 トス

本条 ノ被表彰支部二所属スル各加盟者二対 シテ県農会長ハ加盟者互二励マシテ其支部 ヲシ

テ表彰 ヲ受 クルニ至 ラシメタルコ トヲ賞スル褒状ヲ授与ス、但此場合其年度 ノ全期間又ハ一

部期間二記帳 ノ実行 ヲ欠キタル者二対 シテハ此限 リニアラズ

第4条 補助金 ノ交付 ヲ受ケ ントスル郡市農会ハ第1号 様式二依ル申請書 ヲ当該年度 ノ4月5

日迄二県農会二提 出シテ其承認 ヲ受クベシ

第5条 郡市農会ハ被表彰者 ノ選抜 ヲ了 シタル トキハ直チニ第2号 様式ニョル申請書 ヲ県農会

長二提出スベシ

第6条 申請書記載 ノ事項 ヲ変更セン トスル トキハ其理由ヲ具 シテ遅滞ナク県農会長 ノ承認ヲ

受 クベ シ

第7条 補助金 ノ交付ヲ受ケタル郡市農会ハ第3号 様式二依ル報告書 ヲ翌年度6月10日 迄二県

農会長二提出スベ シ

第8条 本規程二違背 シタル トキハ補助 ノ指令 ヲ取消 シ或ハ減額 シ若 クハ既二交付シタル補助

金 ノ一部又ハ全部 ノ還付 ヲナサシムルコ トアルベ シ

第9条 昭和3年4月1日 制定実施ノ農業経営改善奨励規程ハ昭和6年 度郡市農会農業経営審

査会事業 ノ完了 ト共二之 ヲ廃止 ス

(様式一 転写略)

○ 農業経営改善青年同盟施設要項

本県農会農業経営改善奨励規程二依 リ郡市農会二於テ実施 スル農業経営改善青年同盟二関ス

ル施設ハ左ノ要項二準拠 シ特二町村農会 ト協力 シテ其成績 ノ発揚二努ムルヲ要ス

1名 称

(何)郡(市)農 業経営改善青年同盟 ト称セシムル コ ト

2組 織

(郡 二於ケルモノヲ掲ゲタルモ市ハ コレニ準 ジ、記事中二町村農会 トアルヲ部落農会等二適

用スルコ ト。以下 ノ各項亦同ジ)
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イ.郡 内ノ青壮年ニシテ進 ンデ自家ノ農業経営改善二努 メ、計画並二簿記ヲ行 フ能力 ヲ有ス

ルー家 ノ経営主又ハ事実上経営 ノ中心 タリ得ル人物ニ シテ、且、近隣農家二対 シテモ 自力

更生 ノ精神ヲ高調シテ其改善 ヲ図ラシムル熱心家 ヲ勧誘 シテ之 ヲ組織セシムルコ ト

ロ.加 盟ニハ当該町村農会長並二当該町村支部幹事長ノ推薦 ヲ経テ申込マシメルコ トトシ、

支部ナキ トキハ町村農会長 ノ ミノ推薦 ヲ経ルコ トトスルコ ト

ハ .各 町村農会長 ヲシテ昭和7年 ノ頭初二於テ少 ク トモ1町 村10名 以上 ヲ推薦セシメテ之 ヲ

組織 シ爾後加盟者ノ増加 ヲ図ルコ ト

3役 員

幹事長1名(幹 事ノ互選)

幹 事若干名(加 盟者中 ヨリ選任)

4支 部

イ.加 盟者10名 以上 ノ町村ニハ支部 ヲ置 カシムルコ ト

ロ.支 部 ヲ以テ本同盟活動 ノ基幹 トシ、之 ヲ徹底的二活動セシムルコ ト

ハ.当 該町村農会 ヲシテ特二支部二対 シ積極的ナル助成指導ヲ加ヘ シムルコ ト

ニ.支 部二八左 ノ役員ヲ置カシムルコ ト

支部幹事長1名(幹 事 ノ互選)

支部幹 事 若干名(加 盟者中 ヨリ選任)

5経 費

イ.本 同盟二必要ナル経費ハ郡農会経費中ヨリ支出スルコ ト

但 シ補助金 トシテ一括支出スルが如キコ トナク、必要 ノ都度所要額 ヲ郡農会 ヨリ直接支弁

スルコ ト

ロ.加 盟者多数 ノ意志二依 リテハ経費ノー部 ヲ各加盟者二賦課スルモ可ナ リ

6事 務所

イ.本 部事務所ハ郡農会事務所内二置キ、支部事務所ハ町村農会内二置カシムルコ ト

ロ.本 同盟活動 ノ徹底 ヲ図ルタメ郡町村農会ハ其職員ヲシテ本同盟 ノ事務二従事セ シメ、役

員 ノ援助指導二当ラシムルコ ト

7加 盟者 ノ必行事項

加盟者ニハ左 ノ事項 ヲ必行セシムル様指導スルコ ト

イ.本 同盟 ノ本部並二所属支部二於テ開催 スル諸会合二出席スルコ ト

ロ.自 家農業経営改善計画ノ樹立 ト其実行実現 ヲナスコ ト

ハ .農 家経済簿 ノ記入並二決算 ヲナスコ ト

ニ.近 隣農家二対シテ自力更生精神 ヲ高調 シ、其農業経営 ノ改善ヲ図 ラシメ、且、加盟勧誘
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二努ムルコ ト

ホ.其 他本部同盟二於テ申合セタル事項ノ実行実現二努ムルコ ト

8事 業

イ.本 同盟 ノ本部又ハ支部 ヲシテ左ノ事業 ヲ必行セ シムルコ ト

1農 業経営実務研究会 ノ開催

郡内i・2ケ 所二於テ毎年2回 宛左 ノ通 り開催 シ、加盟員全員出席ノ上、農業経営改

善二必要ナル知識技能及 ビ改善計画 ノ立テ方、簿記方法等 ヲ研究習得セシムルコ ト

此場合県郡町村農会技術員出席指導 ノ外、適宜各種 ノ専門的技術員 ノ列席指導 ヲモ求

ムル コ ト

第1回 同 研究会(1・2・3月 頃1日 間)

研究事項……主二経営結果ノ判断考察上 ノ技能錬磨 ト決算方法並二次年度 ノ記帳方

法等 ヲ研究

第2回 同 研究会(9・10月 頃1日 間)

研究事項……主二各方面 ノ技術、経済関係 ノ研究 ト改善 ノ計画並二予算ノ立テ方等

ヲ研究

2農 業経営改善計画会 ノ開催

第2回 農業経営実務研究会二引続キテ毎年1回 宛各支部毎二或ハ郡内数ケ所(1会 場

30～40名 位以内)二1～2日 間宛開催 シ、加盟者各自出席ノ上改善計画書ヲ作成セシム

ル コ ト

此場合郡市町村農会技術員並二養蚕畜産其他専門技術員列席シテ各加盟者 ノ相談二応

ジ、又、其計画 ヲ個別的二批評指導スル コ ト

3農 業経営決算会 ノ開催

第1回 農業経営実務研究会二引続キテ毎年1回 宛各町村支部毎、或ハ郡内数ケ所(1

会場30～40名 以内)二1～2日 間宛開催 シ、加盟者各自出席 ノ上、経済簿 ノ年度末決算

ヲ行 ヒ、又、経営結果 ノ判断考察二便ナル諸種 ノ計算、作図等 ヲ行ハ シムルコ ト、此場

合郡町村農会技術員列席指導 ヲナスコ ト

4相 互批判懇談会ノ開催

決算終了後郡内1～2ケ 所二於テ毎年1回 宛開催 シ、加盟者全員出席 ノ上、経営実績

ヲ基礎 トシテ相互批判、懇談、研究等 ヲ行ハ シムルコ ト

県郡町村農会ヨ リモ列席 シテ指導スル コ ト

本同盟二於テハ予 メ加盟者二経営実績中ノ主要事項 ヲ報告セシメ置キ、当日ハ之 ヲ適

宜 ノ方法ニョリテ展観シ、又ハ集計加工 シテ印刷配布 シ、以テ批判懇談等ノ資二供スル
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コ ト

5必 行事項実行 ノ相互激励

前記 「加盟者 ノ必行事項」二掲ゲタル事項 ヲ徹底的二実行セ シムルタメ各支部毎二加

盟者間二当番ヲ設ケテ互二巡視 シテ相励マ シ、随時集合シテ研究、激励 スル等ノ方法 ヲ

講ゼ シムルコ ト

6其 他必要適切ナル事項ノ実施

ロ.昭 和8年 度二於ケル右諸会開催 ノ時期順序其他ハ左ノ通 りタラシムルコ ト

昭和8年

1月1日 ……経済簿更新記入開始(2～3月 以後二開始 ノモノモ12月 末日ニテ打切 リ

帳簿 ヲ更新ス)

1～2～3月 第1回 実務研究会

1～2～3月 右二引続キ決算会開催

2～3～4月 相互批判懇談会並二表彰式開催

9～10月 第2回 実務研究会

9～10月 右二引続キ改善計画会開催

9同 盟規約

右 ノ各項二準拠 シタル本同盟 ノ規約 ヲ制定セ シムルコ ト

10表 彰

イ.支 部 ノ表彰

農業経営 ノ改善実行、並二改善計画書ノ作成、記帳決算等二熱心ナル加盟者多数ニシテ、

且前記諸集会 ノ出席状況、加盟者 ノ勧誘増加等二成績優秀ナル支部アル トキハ郡農会長ハ

之 ヲ表彰スルコ ト

ロ.個 人 ノ表彰

加盟者中自家 ノ農業経営改善二最モ熱心ニ シテ、且、本同盟 ノ活動二貢献 スルコ ト多大

ナルモ ノアル トキハ郡農会長ハ之 ヲ表彰スルコ ト

但、経費或ハ其他 ノ事情二依 リテ個人表彰 ヲ行 ヒ難キ場合ハ之 ヲ行ハザルコ トヲ得

ハ .審 査会 ノ開催

郡農会長 ノ下二審査員ヲ設ケテ審査会 ヲ開キ、被表彰者 ヲ厳正公平二鐙衡選抜スルコ ト

ニ,県 農会二対スル表彰状授与申請

県農会長ハ県農会農業経営改善奨励規程第3条 二依 り表彰状褒状 ヲ授与スベキヲ以テ郡

農会長ハ被表彰者 ノ選抜 ヲ終了 シタル トキハ直チニ県農会長二授与申請書 ヲ提出スルコ ト
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○(何)郡 農業経営改善青年同盟規約(準 則)

(市モ亦之二準ズ)

第1条 本同盟ハ(何)郡 農業経営改善青年同盟 ト称ス

第2条 本同盟本部 ノ事務所ハ之 ヲ本郡農会事務所内二置ク

第3条 本同盟ハ系統農会 ノ指導助成 ノ下二同志相提携 シテ農業経営 ノ改善発達 ヲ図ルヲ以テ

目的 トス

第4条 本同盟ハ本郡内 ノ青壮年ニシテ、本同盟 ノ趣 旨二共鳴シ、進 ンデ、自家 ノ農業経営改

善二努力 シ、且、近隣農家二対 シテモ自力更生 ノ精神 ヲ高調シテ其改善 ヲ図ラシムル熱心家

ヲ以テ之 ヲ組織 ス

第5条 ～9条(転 写略)

第10条 本同盟二加盟 シタルモノハ左 ノ事項 ヲ実行スルヲ要 ス

1.本 同盟 ノ本部並二所属支部二於テ開催 スル諸会合二出席スルコ ト

2.自 家農業経営改善計画 ノ樹立 ト其実行 ヲナスコ ト

3.農 家経済簿 ノ記入並二決算 ヲ必行スルコ ト

4.近 隣農家二対シテ自力更生精神ヲ高調 シ其農家経営ノ改善 ヲ図ラシメ、且、同志 ノ加盟

勧誘二努ムルコ ト

5.其 他本同盟二於テ申合セタル事項 ノ実行実現二努ムルコ ト

第ll条 本同盟ハ其目的ヲ達成 スルタメ本部又ハ支部二於テ左ノ事業ヲ行フモノ トス

1.農業経営実務研究会ノ開催(郡 内1～2ケ 所二於テ毎年2回 又ハ3回 宛)

2.農 業経営改善計画会 ノ開催(各 支部又ハ郡内数ケ所二於テ毎年1回 宛)

3,農 業経営決算会ノ開催(各 支部又ハ郡内数ケ所二於テ毎年1回 宛)

4.相 互批判懇談会ノ開催(郡 内1～2ケ 所二於テ年1回 宛)

5.第10条 二掲ゲタル事項 ノ実行二関スル加盟者ノ相互激励施設実施(各 支部二於テ毎年実

施)

6.講 習講話会 ノ開催、視察、参考資料 ノ印刷配布展観、其他必要 ト認ムル事項 ノ実施

第12条 ～第14条(転 写略)

第15条 本同盟 ノ加盟者ニ シテ加盟者タル ノ本分 ヲ尽サズ又ハ其 ノ資格ナ シ ト認メラルルニ至

リシ トキハ幹事長ハ幹事並二当該支部幹事長二諮 リテ之 ヲ除名スルコ トアルベ シ

(3)村 ぐるみ自力更生活動の典型
いんなみ かみ しよう 　

兵庫県印南郡上 荘村(現 在の加古川市上荘町)は 、全農家(309戸)が 、村 ぐるみ農家自力

更生運動 に燃え上がった村 として、昭和7年 前後全国に有名であ った。殊 にその運動が村民の

中か ら全 く自発的に燃え上がったところに特色があった。
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昭和3年 晩秋、私は兵庫県農会で執務中、来賓室に長島幹事 に呼び込まれた。そこには兵庫

県議会議長の衣川退蔵氏(氷 上郡の人)が 来訪 されており、「甥の大西甚市平が自分の住んでいる

上荘村の振興に尽力しようと堅 く決意 し、真剣に考えているので、特別に相談にのり指導 してやつ

てほ しい。今 日はそのことをお願いに来たのです。」と話され、長島幹事は快諾 し、即座にその相

談指導の役を私に命 じた。

数日後、私は上荘村の大西邸を訪ね、氏 と語 り明かした。氏は早大出身40才 前後、大地主の当主、

夫人は旧龍野藩主脇坂子爵の令嬢という名家である。

氏はまず自分の心境を打明けられた。「自分はこれまで自分の将来をどのように生 きるかについ

て深 く考えた。一時はハワイかアメリカに住んで風雅な暮 しをと考えたことがあったが、それより

も生 き甲斐がある人生は、自分の郷土上荘村を村人のため全力を尽 して住みよい豊かな村にする村

づ くりにあるとの結論に達したので、この心境を衣川の叔父に話 して良き相談相手を求めたわけで

す。」との こと。その真情に私は非常に感動 した。

私は村づ くりや農業経営などについて多くの事例を話 し、氏は興味と意欲を高められた。

そこで上荘村農会技術員原田一男君の来邸を求めた。原田君は30才台の働き盛り、盛岡高等農林

学校別科卒業、豪傑肌の熱血漢、識見と指導力に優れ、人間的温かさをもつ優秀な人材であるが、

大西氏の心境に打たれて大乗気、三人で肝胆相照 らす思いに意気投合 して大いに語りあい、具体的

な振興方策を一緒に練 った。

これが発端となり、大西、原田両氏は頻繁に相談を重ね、畑市之亮村長をはじめ、村濃会長、そ

の他次々と村内幹部との話し合いを進め同志的意識の輪を拡げ、農家の振興策、村づ くり方策が次

第に具体案となって行った。私 もその間度々この村に赴き、大西、原田両氏等が県農会に相談に来

られることもあり、村内では村農会はじめ各種団体における協議、部落懇談会などが開かれ、村民

の中か ら村づくりに取 り組む気運が次第に盛り上がるとともに、振興事業計画が作 られるに至った。

このように して作られた振興計画とその進行スケジュールは大要次の如 くであって、挙村的にこ

の計画が実践されたのであった。

1村 民全体の精神作興、特に全農家の自書自救の精神を振作 し、当面する農業恐慌に敢然と立向

い、全力を尽 して農業経営の改善、農家経済の改善に努力する基本姿勢を作ること。

2村 の産業経済 ・社会 ・教育その他万般に亘 って現状の基本調査を行い、これに基づ く具体的な

振興計画を樹立すること。

これがため、県農会の指定をうけその特別指導のもとに農会是を設定 し、経済振興の到達目標

を定め、全村民が希望を抱いて目標達成に努力するようにすること。

3右 の村の計画を部落別、戸別に細分して各戸 ごとの努力目標を具体的に明示すること。

4各 農家を指導して毎年農業経営改善計画を作 らせてそれを実行させる。各戸の改善計画の積み
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重ねが村全体の振興計画にマ ッチするよう調整す ること。

5農 家個々が別々に行うよりは共同して行 う方が経済効果が大きい事項については、関係農家の

間で充分話 し合い協議 した上で共同作業、共同施設、共同事業とすること。部落農会 ・農事実行

組合単位で行うを原則とすること。

6改 良すべ き栽培上、飼育上の技術改善、生活改善については、適時専門講師を招聰 して講習会、

伝習会を開催する。

7振 興計画事項中、5の 共同とは別に、村 ・村農会 ・その他の機関において施設し、又は実施す

べき事項は、速かに且つ確実に実施 し又は実施すること。

8全 村各農家には毎年、農家経済簿(県 農会編発行)の 記入を必行させ、記帳年度末に集計決算

を行わせ、自家経営の成果を反省させ、次年の改善を考え、改善計画を作らせる。

これがため、各部落ごとに農家経済簿記帳指導会を、毎年記帳年度始及び年度中途に2～3回

開催 し、記帳年度を終 った直後部落毎に決算会を開 き決算方法を指導する。

9右 決算終了後、部落毎に農業経営相互研究会を毎年開催 し、各戸から集 って経営共同研究を行

う。

109の 後で全村単位の農家経営経済講評会を毎年開催 し、この際経営実績等を図表にして展覧し

たり、優良経営の紹介、村濃会長からの褒賞を行い、また県内の篤農家 ・優良農業経営者等を招

いて体験講話なども行 う。

11印 南郡農会が実施する農業経営審査会につとめて多数の農家が参加 して、その審査講評と改善

指導をうける。

12毎 年適当な時期に全村民大会を開催 して上記各項の経過と成績を発表 したり、講師を聴 して講

演を行うなどして、一段と村民の精神を作興 し、自力実践意欲の向上と改善実行態勢の強化を図

る。

13各 部落の中堅者が交互に先進地を視察見学す るとともに、県内外の講習会等にできるだけ多 く

の男女青年を受講させること。

大西、原田両氏とその同志の献身的な努力奔走が恰 も池 に投 じた石の如 く、次第に波紋が拡がり、

村内各界の幹部を動かし村民の共鳴を呼び、村民の盛り上がる自力更生活動となったのであ った。

上記各項は順次段階的に行われたのであって、昭和4年 度は村民の精神作興、全村にわたる基本

調査 ・農会是の設定に重点がおかれ、昭和5年 度は、農会是即 ち村の経済振興計画を各部落、各戸

の改善計画にまで落として各戸が改善実行の 目標を具体的にもつて実践する態勢をつ くり、それに

必要な技術の伝習 ・習得等に力をいれ、また各戸農家経済簿の記帳励行、郡農会の農業経営審査会

に参加等に重点がおかれた。昭和6年 度には各戸農家簿記決算の結果を踏まえての講評反省 ・改善

意欲の向上、それを前進 させての各戸の簡易農業経営改善設計の励行、昭和7年 度には益々深刻化
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した農業恐慌に対処 し、両三年来の村民の実践活動を基盤 として全村民の自力更生精神を一段

と振作高揚 して、村 ぐるみ更生活動を一層強化したのであった。印南郡農業経営改善青年同盟に多

数参加 し、同盟の上荘村支部をつ くって自力更生精神の高揚 と農業経営の改善実践を各 自に行 うと

ともに村内に波及させた。(附記:-昭 和7年1月 以降の村長は田中繁太郎氏)。

昭和4年 の農会是設定に先だつ最初の村民の精神作興、農会是設定後の振興計画実践態勢の強化

等の全村民を集めての大会、大講演会等には、三回に亘 り山崎延吉先生(元 愛知県立農林学校長)

を招聰 して講演をお願いし、また農業経営講評会等には県内の優良農業経営者村上定次郎氏、松本

種吉氏等を招いて体験を語ってもらうなどした。

昭和7年 農林省が農山漁村経済更生政策を企画せられるに当り、参考として上荘村の上記の活動

資料を徴せ られたり、視察に来村されたりした。

以上の如 くして上荘村の村 ぐるみ自力更生活動のことが全国に有名にな り、昭和7～8年 頃全国

か らの来村視察者が頓に多数を算することになった。

なお、大西甚市平氏はこの村 ぐるみ更生活動に誠心誠意尽痒せられたが、自分が表面に立つこと

は極力避け、縁の下の力持ち的立場に在って大 きな貢献をされた。山崎先生をはじめ多 くの来村講

師の宿舎に自宅を充て ゝ懇切に接待 されたのは勿論、氏は語るを避けられていたが講師旅費 ・講師

謝金、先進地の見学視察者派遣 ・各種講習会参加者などへの旅費援助、その他この運動に伴う雑支

出等の如きも、氏の蔭の援助が大きかったものと私は推測 している。

昭和4年 度に行った基本調査の結果 と設定 した農会是の要 目は次の通 りである。(「兵庫県農会

史 ・昭和5.6.1発 行」抄)

○ 基 本 調 査 の 結 果
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前 編 関 係 主 要 事 項

年 表
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後 編

農村更生協会とその取組んだ事業

まえがき

筆者と農村更生協会との関係

この編 を執筆す るには、筆者の私(石 原 治 良)と 農村更生協会とがどのような関係の もの

であるかを先ず述べて おく必要がある。

前編で詳述 した通 り、兵庫県農会(会 長 ・山脇延吉、幹事 ・長島貞)は 、昭和6～7年 頃の

激甚な農業恐慌に際 し、全国に魁 けて全 く独創的に自発的に、農家の 「自力更生」を提唱 し、

率先 して農村農家自力更生運動を強力且つ 具体的に全県下に展開 し、全国的に多大の注目を集

めた。私 は前編で見 られる通 り長島幹事の下で この運動の実質的中心者と して この運動に全力

投球 中であった ところ、全 く思いがけなく懇請せ られて大日本連合青年団に転勤することに

な った。(註-当 時は 「連合」でなく 「聯合」であった、以下 「連合」と書 く。)

わが国の当時の青年団組織 は、全国の各町村 に単位青年団があ り、その連合体が郡市連合青

年団、その連合体が道府県連合青年団、その連合体が大日本連合青年団であった。当時は、町

村青年団及 び郡市連合青年団の役員は青年の中か ら選任 させていたが、道府県連合青年団の団

長 は知事(当 時は官選 知事の時代)、 副団長 は道府県学務部長、常任理事は学務部社会教育課

長で、実際の事務担当者は同課勤務の社会教育主事及びその下に居る社会教育主事補で、事務

所 は同課に置かれていた。 た ゞ例外的に新潟県 は団長副団長が知事学務部長でな く民間人(団

長 は当時衆議院議員)が 就任 していた。

大 日本連合青年団は、文部省社会教育局社会教育課の所管であったが、実質的には沿革的に

内務省系の青年指導に熱心な大先輩が力を協せて育成 して来たもので、大正9年11月 全国の青

年団員に皇太子殿下よ り令 旨を賜ったのを記念 して、青年団員の醸出によって建てた日本青年

館(明 治神宮外苑)に その本部を置いた。

当時の大 日本連合青年団理事長 は後藤文夫先生、常任理事は田沢義鋪先生であった。

〔註〕

○ 後藤文夫先生

大日本連合青年団理事長在任中の昭和7年 、五 ・一五事件が起り、同年5月26日 斎藤実内閣が誕

生、後藤先生はその農林大臣に親任されたが連合青年団理事長はそのま 在ゝ任。

昭和9年7月8日 岡田啓介内閣が誕生し後藤先生は内務大臣となり、連合青年団理事長を辞任さ

れた。
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○ 田沢義鋪先生

元内務省課長、夙に官を辞して青年団運動に尽痒 し、わが国青年団の偉大なる指導者、全国の青年

の父として敬慕され、昭和8年12月 貴族院議員に勅選さる。

昭和9年7月 後藤先生辞任の後を承けて大日本連合青年団理事長に昇任、昭和11年4月 之を辞任す。

昭和7年11月 農村経済更生中央委員となる。

昭和9年10月 社団法人農村更生協会設立の当初より理事、昭和15年12月財団法人農村更生協会設立

の時も当初より理事で、任期満了の時も毎回再任した。

昭和11年2月 、二 ・二六事件の時は、内閣総理大臣臨時代理後藤文夫内務大臣を助けて困難な善後

処理を完遂す。同年3月 広田弘毅内閣組閣の際、強く入閣を求められたが、自分の国家に尽す道は他

に在りと固辞 して受けず、その思想と行動は議会制民主主義に徹しており、これを壮年団結成による

政治教育と選挙粛正運動を創始 し選挙粛正連盟を組織してその実現を図ろうと熱誠を傾けて奔走す。

戦時体制下のわが国がファッシズム化し全体主義化してゆくのを憂え、軍部の政治支配を戒め、世相

の変遷にも節を変えることがなかった。 「道の国日本」の完成を終生念願 して説いた。昭和19年59才 に

して逝く。死後、財団法人田沢義鋪記念会(理 事長後藤文夫先生)が 設立され、30有余年を経た今日

も田沢精神は光輝を放ち、遺風を伝えて活動しつゝある。

○ その後の理事長 ・常任理事

大日本連合青年団理事長は、昭和11年4月 以降香坂昌康先生(元 東京府知事)、 田沢理事長の時の常

任理事は福島繁三氏(埼 玉県知事を退官 して就任)、香坂理事長の時の常任理事は、昭和12年8月 まで

福島繁三氏、同年4月 以降生駒高常氏(拓 務省管理局長の時、加藤 ・石黒両先生等に共鳴 し、同省で

真先に満洲農業移民断行を決意し、昭和7年 第1次 移民送出を実現した人。昭和10年石川県知事に転

出、後退官して就任)。

昭和5～7年 頃襲来 したわが国未曾有の経済恐慌は、わが国青年団運動に も大転換を もた ら

した。就中、わが国の青年団は農山漁村に大きな基盤を有つ関係で、深刻な農業恐慌に対 し農

山漁村青年団の農山漁村更生運動が強 く要請せ られることになった。

従来青年団は、青年の修養 ・体育、社会奉仕等に活動の重点をおいて来たが、本来青年団は

郷土と共に在 って、郷土の若者たちが愛郷の精神をきずなとして団結 し、自分たちの郷土を護

り、住みよい豊かな郷土にすることを本来の使命と しているのであるが、青年団員は現に総べ

て何 らかの産業経済活動に従事 している人々である。従 ってこの青年団員が この不況に立 ち

向って、自分たちの産業経済生活を改善向上 し、自分たちの住む農山漁村の更生振興を達成す

ることは青年団の本質的使命であるとの観点に立 って、青年団運動をこの方向に大 きく転換す

ること ゝな ったのである。

これがため各単位団に産業部を新設させ、農村青年団についていえば、団員の農業技術及 び
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経営の研修 ・改善 活動、農家経営の改善実践を中心 とする農村更生活動を強力に行わせ るこ

とゝしたのであって 、 この活動の中央指導機関 として大日本連合青年団に昭和7年 度から更生

運動部を新設 した。

この更生運動部の部長には、前静岡県学務部長の浜田寿一氏を任用されたが、その下で農山

漁村部門を担 当する主任者 として、思いがけな くも私に白羽の矢を立て られたのであった。

大 日本連合青年団理事長で農林大臣の後藤文夫先生、その時の農林事務次官石黒忠篤先生、

大日本連合青年団常任理事田沢義鋪先生の三人は、学生時代からの親友(東 大卒業は後藤先生

が明治41年 、石黒 ・田沢両先生は明治42年)で あるが、30才 そこそこの青二才、県農会の一技

師たる私が、この三大先生のお目にとまって切望されたのであるか ら、私 としては非常な愕 き

であった。

私はいま兵庫県農会において、自分の思 うが ま 、の仕事に熱中 して いる最中で、転勤など夢

にも思 ってお らず、また青年団の仕事に自信 もないので、折角田沢先生か らの再三の特使 ・電

報などに答えず月 日を重ねたが、切なる要請にやむな く、上京 して学校の先輩であり職務上の

上層関係者である帝国農会幹事岡田温氏、農林省技師渡辺促治氏に相談 したところ、両氏から

勧め られ、結局意を決 して所望に応 じ、昭和7年11月16日 付を もって大日本連合青年団主事 ・

更生運動部勤務、兼財団法人 日本青年館主事 に迎え られたのであった。

「田沢義鋪選集 ・昭和42・3・10・ 財団法人 田沢義鋪記念会発行」(抄)『 …それに して も

大日本連合青年団が、この重大なる更生運動を躍進するに当って……兵庫県農会にあ って農家

経営指導の権威者 と呼ばれていた石原治良氏を迎へ、わが更生運動の陣容を整へることがで き

たのは筆者(註:-田 沢先生)の 衷心 より喜びとするところであ る。(大 日本連合青年団機関

紙 「青年」昭和7年12月 号 「一年間の回顧 と青年運動」田沢稿より)』。

この記事に対 し、私 としては甚だ伍促たる気持を禁 じ得ないのであるが、 ともか くこのよう

に期待せ られて後藤 ・田沢両先生の旗下に在 って活動することになっ た。

大 日本連合青年団が行った農山漁村青年の産業活動、更生運動、郷土新興活動の推進指導等

については、本稿の 目的でないので記述 を省略す るが、農林省経済更生部に も種々お世話に

なって活発な運動を全国に展開 した。(下 掲事項 中に連合青年団の関係 した部面 もあるので、

それはその項の中で述べ る。)

社団法人農村更生協会は、昭和9年12月 設立 され、同年7月 農林事務次官を退官 された石黒

忠篤先生が理事長にな られたが、大 日本連合青年団常任理事の田沢義鋪先生 も農村更生協会の

理事にな られ、大 日本連合青年団理事長後藤文夫先生の農林大臣秘書官橋本清之助先生 も同協

会の理事にな られた。このように両団体の役員兼務は農村更生運動における両団体の連携を考

えてのことと思われた。大日本連合青年団の私 も先生方のお計 らいで、農村更生協会の嘱託(無
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給非常勤)を 、昭和10年5月28日 付で命ぜ られた。

私 と農村更生協会 との関係は斯 くして生 じ、この嘱託は私が昭和16年6月19日 農林技師に任

官 し、青年団から農林省農政局に転勤す るまで続いた。

ところが私は、任官 して農政局経営課勤務 とな り、同時に農業報国連盟幹事を兼務 し、石黒

先生の着想 と熱意を傾けて取 り組まれた農業増産報国推進隊の訓練 と活動、次いで食糧増産隊

(通称 「少年農兵隊」)等 を担当 したが、これ ら一連の事業は石黒先生 は勿論、農村更生協会

の人々が深 く干与 し兼務 して実施 されたので、 この面で私は農村更生協会と深いつなが りを

もって昭和20年 の終戦時に至 った。

昭和22年5月 農林省修錬農場主任官西垣喜代次氏(農 林技官)が 退官 して間 もな く、私は修

錬農場の主任官 となり、やがて私の着想によ ってこれを経営伝習農場 と改称 したのであったが、

農村更生協会の八ケ岳修錬農場とは上記の農業増産報国推進隊当時か ら事業上で関係が深か っ

たうえに、修錬農場主任官にな って八ケ岳中央修錬農場 ・後に八ケ岳経営伝習中央農場を育成

指導す る立場になったので、農村更生協会 とは緊密な関係を もった。

昭和26年 石黒先生は、農村青年の米国農業実習派遣という素晴 らしい着想を私たちに話 され、

衆議院議員竹山祐太郎氏の渡米土産を契機 として私は農林省昭和27年 度予算に農村青壮年米国

派遣(農 業実習)を 実現 し、その実施主体を農村更生協会 としたことか ら、この実施をめ ぐっ

て私 と農村更生協会 とは倍旧の深い関係が生 じた。

か くて昭和27年6月1日 財団法人農村更生協会評議員に選任され、昭和45年7月28日 に至 り、

同協会監事 に選任され、重任 して現在に至 っている。

回顧すれ は、私は農村更生協会とは四十有余年のつなが りを もつ深い縁故者の一人なのであ

る。

1農 村更生協会の設立

(1)設 立の事情

農村更生協会 は昭和9年 に設立され、は じめ社団法人であったが、昭和16年 に財団法人に切

替え られた。法的手続か らいえば、社団法人農村更生協会を解散 し、新 たに財団法人農村更生

協会を設立 し、社団法人の所有 していた物件財産等一切を財団法人に寄附 したのであ った。

最初農村更生協会が発足 した時の 「設立の事情」にっ いて、竹山祐太郎氏 は 「農山漁村経済

更生運動正 史 ・資料1号 」に次のよ うに述べておられる。

『石黒忠篤が次官をやめたのが昭和9年7月 、更生協会の設立が12月18日 で これは密接 な関

係がある。石黒さんのために作 ったのだ といって もよい。

石黒 さんが ヒマになったので、更生運動の生みの親であ るか ら、今後 は民間から応援 して貰
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おうということで、小平 さん と後藤さんの秘書官の橋本清之助 さんが画策 した。

農林省の補助金にたよっていいなりになるよ うな並みの外郭団体に して しまっては石黒 さん

を冒とくすることになるので、民間か ら資金をたっぷり集め、自由に活動できるようはか った。

三井報恩会、三菱、原田積善会な どか らまとまっ た寄附金を集め、こうしたお膳立ての上で石

黒 さんを会長 に迎えた。石黒さん も他の仕事 に就かず、この会 だけに専心す ると言 って くれ

た。』

(2)社 団法人農村更生協会

a設 立発起人会

右のような動機 ・事情から社団法人農村更生協会を設立することにな り、発起人会が開かれ

た。

開催 日 昭和9年10月29日

出席者(発 起人)

石 黒 忠 篤 橋 本 清之助 田 沢 義 鋪

永 松 陽 一 那 須 皓 小 平 権 ・一

有 馬 頼 寧 平 田 慶 吉 千 石 興太郎

欠席者(委 任状)

橋 本 伝左衛門 黒 木 三 次 山 崎 延 吉

佐 藤 寛 次 三 宅 発士郎

議 決

社団法人農村更生協会の設立を決定 し、定款作成、協会の主 旨 ・目的 ・事業計画書 ・収支

計算書 ・設立当時の理事監事の決定、評議員の推薦、その他協会設立の手続に関する事項を

決定 した。

b設 立 許 可

昭和9年12月18日 農林省指令九夏第12085号 を もつて、農林大臣か ら社団法人農村更生協

会設立の件が許可された。

c設 立 趣 旨

社団法人農村更生協会創立趣旨

我が国の農村 は経済上に於て も思想上にお いて も、又健全なる国民の揺藍の地 として も、実

に重要なる国家構成の基本を成す ものであ って、此の農村の健全なる発達を図るは、独 り農家

の安定を期するのみな らず、我が国家の永遠に動かざる基礎を確立す る所以である。

然るに近時社会経済状態の変化に伴い農村の衰退は世界的現象 となり、我が国に於て も韓近

の状勢は誠に憂慮すべ き状態に陥 っている。弦に於てか国に於て も道府県に於て も、農村疲弊
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打開策 と して各般の施設を実施 し、殊に昭和七年以来、臨時の応急施設として、時局匡救の対

策を も講 じつ ゝある次第である。而 して、此の如 き施設 は我が国の農村の疲弊 を救済す る上に

於ては、益 々徹底を期するの必要があること言う迄 もない。

併 し乍 ら農村が真に、永遠 に亘 りて其の振興を企図せんには、国、道府県の諸施設と相倹 っ

て農村民が 自奮更生、克 く隣保共助の昔乍 らの美風を作興 し、尊農、愛村、愛国の精神を基調

と して其の経済並に生活の根抵に横たはれる欠陥を改め、以て農村の根本的樹て直 しを断行 し

な くてはならないと確信す る。最近農村の自力更生が、各地に唱道せ られ国を挙げての一大運

動 となれるは蓋 しこの故を以てである。今や内外非常の時期に直面 し国民協力一致、時局に善

処すべ き秋に当 り、農村が克 くこの自力更生の大事業に成功すると否とは正に国家百年の将来

を左右す るもの と云わねばな らぬ。

而 して此の自力更生の事たるや、精神の作興 と経済の更生 とが両々相挨 って、其の目的を達

成することを得べく、而 も現状の社会状勢の下 に於ては個々の農家の孤立的努力のみを以て し

ては充分 にこれをな し得るものではな く、これ ら農家の協同 と組織変化 とによりて初めてその

大成を期 し得る。

斯 る意味に於ける農村の更生 はその関係する処頗 る広 く、その内容複雑多岐に亘 り、為 に局

外よりの批判忠告を受 くることなくんば往々に して岐路に迷ふの惧れなしとせぬ。何故となれ

ば農村の更生は個々農村の内部的事情のみによりて決定せ られず して、多数農村相互間の関係

は更に進んで都会対農村の諸関係に依 りて左右せ らる 処ゝ大なるを以てである。

弦に国、道府県等に於て農村の自力更生に対 して働 きか くる分野が存するのであり、現に こ

れが為に中央及び地方官庁の施設が設けられて ゐる次第である。嚢に国、道府県の諸施設 と農

村民の自力更生とが両々相侯つと云へるは蓋 しこの意味に外な らぬ。さりなが ら農村 自力更生

の部門中には官庁の指導のみにては足 らざる事項が割 くない。農村民に直接接触 し忌揮なき意

見を交換 し、自由なる質問に答へ其の更生計画 に参与す るが如 き、即ち之である。

藪に於てか挺身、農民精神の作興に力め、更生計画の実施に協力 し、農村更生に関する各般

の研究を為 し、農村の向ふ所を明 らかならしむる等専 ら農村更生に関す る事業を目的とす る公

益団体の必要切なるものがある。

此の必要を痛感せ る同志の結成 と之に共鳴せ る識者の義金醸 出とによりて、薮に本協会 は生

るゝに至 ったのである。即ち本協会は農村更生運動を して今 日の到達せる所より、更に一段の

発展を遂げ しむる為 に生れ出でたるものであ り、その目標とす るところは農村更生の原動力た

るべき農民 自らの奮起を促 し、農村民に対する懇切なる指導顧問機関となると共に、農村更生

の基礎的原則の探究に努め、以て農山漁村更生の達成に資 し国運の進展に寄与せんとするにあ

る。
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d定 款及び当初の役員

社団法人農村更生協会定款

第一章 名称及事務所

第一条 本協会ハ社団法人農村更生協会 ト称 ス

第二条 本協会ノ事務所ハ東京市麹町区有楽町一丁目九番地 ノニニ置ク

第二章 目的及事業

第三条 本協会ハ農村更生二関スル諸般 ノ調査研究及農村二於ケル更生事業ノ援助 ヲ為スヲ以

テ目的 トス

第四条 本協会ハ前条ノ目的 ヲ達成 スル為左 ノ事業 ヲ行フ

一、農村更生二関スル基礎的研究其他諸般 ノ調査及研究

二、農村更生二関スル諸般 ノ資料、事例等 ノ蒐集及編纂

三、農村更生二関スル諸般 ノ資料 ノ貸与、刊行及頒布、展覧会講習会 ノ開催、其ノ他農村更

生思想 ノ普及

四、農村更生二関スル指導員 ノ派遣、質疑応答其 ノ他農村更生二関スル指導及援助

五、其他本協会 ノ目的達成上必要ナル事業

第三章 会 員

第五条 本協会 ノ会員ハ本協会 ノ主 旨二賛成 シ本協会 ノ事業ヲ援助スル者二限ル

会員タラム トスル者ハ会員一名以上ノ紹 介ヲ以テ年令、住所及職業 ヲ具シテ本協会二申出

デ理事ノ承認 ヲ受 クベシ

法人其 ノ他 ノ団体ニシテ会員タラム トスル者ハ法人又ハ団体 ノ住所 、名称及代表者ノ氏名

ヲ具 シテ本協会二申出デ理事 ノ承認 ヲ受 クベ シ

第六条 会員ハ年額参円ノ会費 ヲ納付 スルノ義務アルモ ノトス

本協会二年額拾 円ノ会費 ヲ納付スル者 ヲ特別会員 トス

第七条 本協会二百 円以上 ノ金員又ハ百円以上二相当スル物品 ノ寄附 ヲ為 シタル者 ヲ名誉会員

トス

前項 ノ会員ハ前条ノ会費 ヲ納付 スルコ トヲ要セズ

第八条 本会 ヲ脱退セム トスル者ハ其 ノ理由ヲ具シテ本協会理事二申出ヅベシ

第九条 会員ニシテ本会 ノ事業 ヲ妨ゲ又ハ本協会 ノ体面ヲ殿損スルガ如キ行為ア リタル トキハ

総会ノ決議 ヲ以テ除名スル コ トアルベシ

第四章 役員及職員

第十条 本会二理事及監事若干名 ヲ置 ク

本協会二常務 ヲ担当スル常任理事若干名ヲ置ク
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常任理事ハ理事之 ヲ互選ス

第十一条 本協会二理事 ノ推薦二依 リ本協会ノ会務 ヲ総理スベキ会長 ヲ置 クコ トヲ得

第十二条 理事 ノ任期ハ五年 トシ監事 ノ任期ハ三年 トス 但 シ再任 ヲ妨ゲズ

補欠選挙二依 リ就任 シタル理事又ハ監事 ノ任期ハ前任者ノ残任期間 トス

理事及監事ハ任期満了後 ト錐モ後任者 ノ就職スル迄乃其 ノ職務 ヲ行フモノ トス

第十三条 理事及監事ニハ俸給 ヲ支給セズ

但シ常任理事ニハ俸給 ヲ支給スルコ トアルベ シ

理事及監事ニハ手当又ハ旅費ヲ支給スルコ トヲ得

第十四条 理事監事ハ正当 ノ事由ナクシテ辞職 スル コ トヲ得ズ

第十五条 理事及監事ハ評議員会二於テ之 ヲ推薦 シ総会 ノ決議ヲ経ルモノ トス

第十六条 本協会二主事其 ノ他ノ職員ヲ置 ク

主事其 ノ他 ノ職員ハ理事及監事 ノ指揮 ヲ承ケ本協会 ノ事務二従事ス

第十七条 主事其 ノ他ノ職員 ノ任免ハ理事之 ヲ決ス

第十八条 主事其 ノ他ノ職員ニハ俸給手当又ハ旅費ヲ支給 スルコ トヲ得

第十九条 本協会 ノ事業施行上必要アル トキハ理事ハ委員ヲ嘱託 スルコ トヲ得

委員ニハ手当又ハ旅費ヲ支給スルコ トヲ得

第五章 評 議 員

第廿条 本協会二評議員若干名 ヲ置 ク

評議員ハ理事之 ヲ依嘱 ス

第廿一条 評議員ハ評議員会ヲ組織ス

評議員会ハ本協会 ノ重要ナル事項二付理事 ノ諮問二応 ジ意見ヲ開陳スルモ ノ トス

定款 ノ変更、予算、決算ノ承認二関スル総会 ノ付議事項ハ予 メ評議員会二諮問スルコ トヲ

要ス

評議員会ハ理事之 ヲ招集 ス

第廿二条 評議員 ノ任期ハ三年 トス但再選 ヲ妨ゲズ

補欠選挙二依 リ就任 シタル評議員 ノ任期ハ前任者 ノ残任期間 トス

評議員ハ任期満了後 卜難モ後任者 ノ就職スル迄其 ノ職務 ヲ行フモ ノトス

第廿三条 評議員ニハ手当又ハ旅費ヲ支給 スルコ トヲ得

第六章 総 会

第廿四条 通常総会ハ毎年三月之 ヲ開 ク

臨時総 会ハ左 ノ場合之 ヲ開 ク

ー、理事必要ア リ ト認 メタル トキ
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二、監事ガ民法第五十九条二依 リ必要ア リト認メタル トキ

第廿五条 総会 ノ招集状ニハ其ノ会議 ノ目的タル事項 日時及場所 ヲ明記 シ其ノ招集者記名捺印

又ハ署名 シ且其総会 ノ種別 ヲ明ニスベ シ

前項 ノ招集状ハ少 ク トモ総会 ノ日ヨリ五 日前二発送 スルコ トヲ要ス

第廿六条 総会二於 テ出席シタル会員 ノ三分 ノニ以上同意アリタル トキハ予メ通知セザル事項

二付テモ議決 ヲ為スコ トヲ得

第廿七条 総会ノ議事ハ出席 シタル会員 ノ過半数 ヲ以テ決ス 但シ定款 ノ変更ハ出席 シタル会

員ノ三分 ノニ以上 ノ多数 ヲ以テ之 ヲ決スルコ トヲ要ス

第廿八条 総会二於ケル議決権ハ書面又ハ代理人 ヲ以テ之 ヲ行使 スルコ トヲ得 但シ代理人ハ

本協会 ノ会員タルコ トヲ要ス

前項二依 リ議決権 ヲ行使スル者ハ之ヲ出席者 ト看倣ス

第廿九条 総会 ノ議長ハ理事之二当ル 理事ニ シテ議長タルベキモ ノナキ トキハ総会二於テ議

長 トナルベキ者ヲ選出ス

第七章 資産及経理

第州 条 本協会 ノ資産ハ会員ノ会費及寄附財産 ヨリ成ルモノ トス

本協会 ノ資産 ノ管理其ノ他経理二関スル細則ハ評議員会二諮問 シテ理事之ヲ定ム

第州 一条 本協会 ノ予算及決算ハ毎年通常総会二提出シ其 ノ承認 ヲ経ベシ

第州 二条 本協会 ノ事業年度ハ毎年四月一 日二始マ リ三月三十一 日二終ルモノ トス

第州 三条 本協会ノ事業施行二関スル細則ハ評議員会二諮問 シテ理事之 ヲ定ム

第州 四条 本協会解散後二於ケル財産処分ハ総会 ノ決議ヲ以テ之 ヲ決 ス

附 則

本協会設立当時 ノ評議員ハ本協会設立発起人及発起人会二於テ推薦 シタル者 ヲ以 テ之二充

ツ

本協会設立当時 ノ理事及監事ヲ定 ムル コ ト左 ノ如 シ

理 事 石 黒 忠 篤

同 橋 本 清之助

同 田 沢 義 鋪

同 那 須 皓

同 小 平 権 一

監 事 伯爵 有 馬 頼 寧

同 橋 本 伝左衛門
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○ 評 議 員

小 浜 八 弥 岡 田 周 造 河 原 春 作

高 岡 熊 雄 永 松 陽 一 長 瀬 貞 一

伯爵 黒 木 三 次 山 崎 延 吉 赤 木 朝 治

安 藤 広太郎 佐 藤 寛 次 伯爵 酒 井 忠 正

三 宅 発士郎 志 立 鉄次郎 平 田 慶 吉

千 石 興太郎(評 議員ニ シテ理事監事 ヲ兼 ヌル者ハ之 ヲ省略ス)

e協 会の使命

(「農村更生時報 ・創刊号 農村更生協会編 ・昭和10年2月20日 発行」に 「農村更生協会の

誕生」 と題する次の記事を掲載 している。一 原文のま ゝ転写-)

農 村 更 生 協 会 の 誕 生

農村更生協会が愈 々生れました。詳 しく云へば昭和九年 も押 し詰った師走の十八目附で主務

大臣た る農林大臣か ら設立許可があ ってわが農村更生協会が社団法人 として こゝに産声をあげ

たのです。所で、この協会はどんな使命を もって生れ出た ものであるか?一 体 どんな仕事を

これか らして行か うといふのであるか?と いふ ことに就いてはこの時報創刊号の冒頭 に協会

の創立趣旨と定款が載せ られていますか ら充分解 って頂けると存 じますが、更に念のためにそ

の最 も重要だと思はれる点を一 ・二点拾ひ上げてここに説明を加へて置き良いと存 じます。

協会の一つの使命 は極めて自由な立場に立 って農村更生計画の実施に協力することであ りま

す巳

御承知の通 りわが国で所謂農村更生運動が唱道せ られた当初は随分と色々批評す るもの も

あった様であ ります。そんな七面倒臭い廻 り遠い事をや ってみたって農村の窮乏は救はれや し

ないとか、要す るに政策が行詰 ったのでこんな運動を担 ぎ廻って結局農村民に責任を塗りつ け

様 とす るのだろうとか、計画だ計画だと云 って矢鱈に計画だけは立派なものを作 り上げた つて

一つ も実行 はせんだ らうとか云 った如き随分と勝手な批評が相当に行はれた様であります。無

論か う云ふ批評 は結局何んで も物事を実際的に考え ることを好まない人達や、通俗的な、地味

で真面 目な、そ して辛抱強い根気を必要とする仕事にとか くケチをつけ冷かすことの好きな人

達の極めて冷淡な批評で、ほんとうに誠意を以 って農村を心配す るの余 り発せ られたもの とは

どう考へた って受け取 り兼ね る話であ りますから次第にそれ らの説は引込んで了 ったのであ り

ます。 そして更生運動は僚原の火の如 く各地に燃え拡が って到 る処に熱心な共鳴者が現はれ、

所謂更生指定村 も巳に其の数が五千に近いといふ有様で着 々と計画の実行が進んでいる次第で
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あります。極 く卑近な例を とって 見まして も、指定村になって か らは村民の経済更生信念とい

ふ ものが段々 と強 く現 はれて来て村の前途に光明を認め られるよ うになったとか、或は今迄の

ような陳情運動だ政治運動だと騒 いでいたって結局町村の更生にはならぬ、む しろさう云ふ無

駄な骨折 りや詰 らぬ争ひは一切止めて挙村一致振興のために一生懸命努力 しよ うと村の社前で

宣誓式をあげたとか、或は経済更生運動が始 ってか らは役場 も農会 も産業組合 も小学校 もお互

に連絡が非常 によ く取れるようになって村の更生はど うすれば宜 しいかといふことに皆が絶え

ず頭を向けるようにな った ことか、更にこれ らの具体的の現はれとしてこれ これの生産増加が

見 られ、 これだけの共同販売共同購入が行はれ、これだけの収入増、消費節減が行はれ結局 こ

れだけ一年 間に村全体の赤字が減 ったとかいつた極めて朗 らかな話 も追 々と出て来たのであり

ます。勿論 これ らの喜ば しい事実を見るに至 ったに就ては国 ・道府県庁の非常 に熱心な歓奨に

もよることです し、又指導団体の並々ならぬ骨折りに もよった ことは申すまで もありません。

然 しその根本に於ては矢張 り何ん と云 って も村の人達の 自覚とその 自覚か ら生れた努力とに

よった もの といへませ う。即ち更生運動をキ ッカケと して今まで自分達のやつて来た ことを振

り返 ってみて もそ こに色々と考へさせ られ ることがあった、例へば村が振わないのは一般経済

界の不況惹 いてはその組織の不備欠陥といつたような外か らの原因ばかりか ら来ているのでは

ない、村の中の自分達のやって いる毎日の仕事、生活の中に も色々と無駄なことや、下手なこ

とや、足 らないことや等が相当ある、この 自分達の手で何ん とで も出来 る不備欠陥を先づ自分

達の力で改めて行かねばな らぬ。 それにはチャンと一通りの方針計画を定めてそれに従 ってキ

チンキチ ンとやつて行かねばならぬ。然 も今日の時勢では自分一人だけがい ゝ子にな るといふ

ような狭い小 さい考へではいけないし、又そんな力ではどうに もなるもので もない、隣り近所

と申合せガ ッチリと手を組んで協同団結の力で もつて組織的に村全体を良 くして行 くといふ方

針を樹てなければな らぬ。か う云 った村の人達の自覚がやがてともすれば外の力にすが らうと

す る受身的な慣れ心を引き締めて自らの力を堅 く信 じて努力する勇猛心 となり、か くて前に延

べたような色 々の喜ば しい傾向をみるに至 った ものであることは疑ひのない事実であります。

然 しなが ら更生の事業は伸々容易の業ではあ りません。村の中の自分達の手で何ん とで もな

るといふ内部的な不備欠陥を改めて行 くと一口で云ってもいざとなるとさうは易々と行 くもの

ではあ りません。それがさうな ったについては何れ も長い年月所謂積年の弊 といふ ものであり、

これを改めるには矢張 り長 い年月に亘 ってコツコツと根気よく努力 して追 々と確実 にその効果

を収めて行 くといふのでなければなりません。従 って今日の喜ば しい数 々の実例をもって決 し

て満足 し安心すべ きものではあ りません。それに数多い町村の中には仲々計画が 旨く行かない

ものもあります。折角 旨い計画が出来て一生懸命皆が努力 しているのに自然の災厄に襲われて

スッカ リやり直さなければならぬ といふ気の毒 なもの もあ ります。か と思ひます と中には計画
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だけは一通 り樹てたが一向実行に取 りか ゝらぬ、内容を探 ぐってみ ると他村でヤレ更生計画だ

ソレ何んだと騒いでいるのに自分の村だけ何 にもしないのはいかにも村長の無能を裏書す るよ

うに見えるこれでは堪 らぬ と無理に県庁の方へ陳情 して指定村に して貰ひ委員会を型通 り造 っ

て一通 りの計画を樹てこれで村長の役目は済んだ、あとの実行は一切村民任せで俺の責ぢゃな

いといった様 な甚だ以 って心細 い更生村 もある様です。又それ と反対 に村の幹部は伸々熱を

もって色 々と計画の実行に大童 になってゐるが村民がつまらぬ感情の もつれか ら進みも退 きも

ならぬといふ村 もあります。或 は村の幹部 も村民 も一生懸命に努力は してゐるが適当な指導者

がゐないのでどうも効果が現はれて来ないといふのや、一寸 した資金の融通がつかない為に行

詰 って了 ってゐるのや、村の幹部 も村民 も初めか ら気乗りせず更生指定村であ ることす ら忘れ

果てて了 ってゐるのや、等々更生指定村の中にも色々の ものが出て来てゐるのであります。

更生運動 は前に も述べま した様に極 く地味な、通俗的な、根気の要る運動であります。従 っ

てともすれば月 日の経つに伴 って熱の冷め勝な慣れがないで もあ りません。まして右に掲げた

様な面白か らざるものが出て参 ります ことは全体の更生運動にとって非常に寒心すべきことで

決 してその まゝに放 って置けないものであ ります。ですか らこれ らの村 に対 してはこの際官庁

はもとよ りのことすべての指導団体が何等かの方法で刺戟を与へる事が絶対に必要であります。

然 し乍 ら官庁 に致 しま して も指導団体に致 しましても夫々その指導には自ら程度があり専 らそ

れにのみか ゝり切 ることは許されない所であります。ここにわが協会の重要な使命の一つがあ

る訳です。即 ち協会は凡そ農村更生 に関する専門家であり、それのみを 目的とするのでありま

すから相当思い切 った程度 にまで村の更生運動に入 ることが出来ます。然 も官庁 と違 って極め

て自由な立場にあるのであ りますから何等の遠慮 も要 りませぬ し生れたばかりの新 しい会であ

りますか ら拭ひ切れない伝統の型がある訳で もな く全 く素地その ま ゝを曝 け出して誰揮 らぬ 自

由人であ ります。従 って場合によっては協会の職員が-つ の村に三 ケ月 も半年 も滞在 して村の

更生計画の真髄に触れ村の人達 と一緒 に協力 して更生のために尽す といふ様な事 もあ ります。

職員は今の所八名であり何れ も専門の教育を受け更生運動のために一身を捧 ぐるの決心を もっ

た元気-・杯の青壮年であ ります。勿論村にもさう云 った人達がゐない訳ではあ りますまい、然

しそれ等の人は何れ も村の色々と錯綜 した伝統の中にある人であ り、従 って村の更生運動の為

に働 くに非常に都合のい ゝ場合 もある代 りには反面又相当や り辛いこと も出て来るものです。

村に入 った協会の職員はこの点に於て全 く自由な立場にあ ります。彼是長短相補 ってこゝに初

めて村の更生運動は進展す るものと思ひます。即ち仮に協会の職員が村へ数ケ月入 るとしたと

て決 して 己れ一人指導者たるの気持は有 たない、村の人達 と一緒 になつて計画を考へ実行方法

を研究す るといふ気持であること勿論であ ります。 もつともかう云ふ仕事 は限 りある員数を以

てすることであ りますので自ら村の数に限 りが生 じて参 ります。然 も前述の様に更生運動に対
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してこの際活を入れ るべ き町村が相当ありと しますればこれのみの仕事では到底満足 さるべき

ではあ りません。従 って これ等の町村に対 して何等かの施設 も亦必要となって参 ります。協会

で は更生既指定村に対 し刺戟を与ふべき何等かの適切なる施設が道府県に於て実施される様で

あればそれに対 して極めて 自由な方法で出来 るだけ援助することを考へてゐます。

協会の他の一つの使命は極めて自由な立場 に立 って農村更生に関す る各般の研究調査をす る

ことであります。

更生の指定村が五千に近 くこれ らが夫々計画を樹て実行に蓮進ず るといふ ことにな って参 り

ますとこゝに一つどうして も考へなければな らない ことがあります。それはこれ らの計画を横

に広 く結び付 けて国全体としてこの計画がどんな関係に置かれてゐるか といふことであります。

即ち一つ一つ計画を取 ってみま して仮 りにそれが極めて適切であ つたと致 しま して もこれが全

体を集めて綜 合的に考へてみると案外それは相当危険な計画であ つたりす ることがないとは限

りません。例へば方 々である種の農産物の増産計画を樹てた為に反 って酷い目に遇ふ様な羽目

に陥るとい った場合 も考へられるのであります。或は極端な消費節約計画が綜合的に国民経済

にどんな影響を与へるものであ らうか?更 に販売の合理化の徹底が どう云ふ結果を生み出す

ものであらうか?又 それ らの結果が逆に更生計画にどう云ふ変化を与へるのであるか?等

といった様な計画町村の増加す るに従って発生す るであらうと思はれる綜合的な色々の問題が

この際相当研究調査 して置かなければな らないのであ ります。然 しなが ら今 日それに就いては

特殊の調査研究機関がなかったのでありますか ら本協会はそれ らの問題解決に力を尽すべ き使

命を有っものでなければなりませぬ。而てこれ らの事業は伸々容易の業ではなく相当の 日子を

要することは否めませぬ。然 しながらこれ らの研究の成果 はやがて菅に直接農村更生運動の指

針と して役立つばかりでな く広 くわが国の農業政策その ものに対 して も重要なる暗示を与ふべ

き性質の ものであ ると信 じます。

四

協会の更に一つの使命は農村更生運動 に携 はる同志の最 も親愛なる連絡機関たることであり

ます。。

この事柄 は別に説明す るまで もな く当然明 らかなる事柄であります。同 じ運動に携はってい

る以上はお互ひの運動状況を知り合ひ話 し合ふの はやがてお互ひの進歩を促す所以であります。

これが媒介役ともなるべ き機関は本会を措いて何処に求むべきであ りませ う。協会はこの使命

を果すために先ず この農村更生時報を発刊す ることに したのであります。 もとより経費 と人手

に限 りがあ りますので充分 とは申せませんが号を重ね るに従 って必ずその本領を発揮する もの

と確信 してゐます。協会は更にその事務所を出来るだけ開放するつもりであります。更生運動

221



に携はる同志がいつ何時来 られて も気持よ く之を迎へ、自由に農村更生運動の話を取 り交は し、

研究資料を見せ合ひ、共々に相励む ことの出来 る様に、又進んではそのま ゝ事務所で泊 り込ん

でで も話の出来る様に も致 し度いと迄考へています。

五

以上甚だ簡単でありますが協会の最 も重要な使命 としてゐる点 に就て述べたのであります。

協会が色々団体があるに拘 らずど うして今時生れて来たか?こ れからどんな事を して行 くの

であるか?と いふ ことに就て多少なりとも御参考にな ったとした ら幸之に過 ぐるものはあ り

ません。

f石 黒先生が示 された 「自力更生」の精神

(「農村更生時報 ・創刊号」の巻頭に次の一文が掲載 されている。石黒先生の指導精神 に接す

る思いで ここに転載する。)

「唯此覚悟一つ のみ」

理 事 石 黒 忠 篤

農村更生協会の創業に関与す ること ゝな って、頻 りに又、偉大なる先人の足跡が思は

れる、即 ち坐右心読の書 「二宮翁夜話」を採 って第四巻を開けば冒頭に次の如 くある。
そ たださね

夫れは文政五年、翁齢三十五、小田原藩主大久保忠真公より支家宇津氏の領邑の荒廃を
や しう さくらまち

興復せんことを懇請せ られ意を決 して野州 桜 町陣屋に赴任 した時の事を記 した もので

ある。
いはく いはく すなはち おの

「翁 日、論語に 日、信なれば 則 民任ずと、児の母に於 る 己 れ何程に大切と思ふ物にて も

あつ

疑はず して母 に 預 くるものなり、是母の信児 に通ずればなり、予が先君 に於る又同 じ、予が
し ほぷへ まうし たっ

桜町仕 法の委任 は、心組の次第一 々 申 立 るに及ばず、年々の出納計算す るに及ばず、十ケ
まか ゆだ

年の間 任せ置 くもの也とあ り、是予が身を 委 ねて桜町に来りし所以なり。
かいびやく

籾此地 に来 り、如何にせんと熟考するに、皇国 開 聞 の昔、外国より資本を借 りて開 きしに
とく たく か ふ きん

あらず、皇国は皇国の 徳 沢 にて開きたるに相違なき事を発明したれば本藩の下附 金 を謝絶
ふ け がい な じん だい いにしへ とよ あし

し、近郷富家に借用を頼まず、此四千石の地 外 をば海外 と見倣 し、吾れ 神 代 の 古 に 豊 葦
はら あま くだ

原 へ天 降 りしと決心 し、皇国は皇国の徳沢にて開 く道 こそ天照大御神の足跡なれ と思ひ定め
つ げん し

て一途に開聞 元 始の大道に拠 りて勉強せ しなり。

芙 開聞の昔葦原に竺λ 笑 透 りしと覚悟する時は流水に藻 穿 せし如ぎ漬 き事限りなし、
ひ けふ ひ れっ うら やま し

何事をなすにも此覚悟を極むれば、依頼心なく、卑 怯 卑劣 なく何を見ても浦 山 敷き事な く

心中清浄なるが故に願ひとして 窟 観 せずと云ふ事なきの場に至るなり。
だい ほん わが ご だう ごく い すゐ そん

この覚悟、事 を成すの大 本なり 、我 悟 道の極 意なり、此覚悟定 まれば衰 村を起す ことも
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麗 蒙を興す もいと易 し、罐 髭覚悟一つ のみ。 」

窓外、残雪を捗 る寒風で北国が思ひや られ、古賢の書を照す電灯に時世を考へさせ ら

れて藤 しが無い、農村の前途の善難、実れを分け量ふ可く更生協会は生れて来たのでは

な い か 。

「夜詰」の編者着 荷翁は二宮師当年の精神を後代の大衆に伝へんが為に其の平明の

筆を敵 て力強 く之を書讃 した、芙れに依って百年後の今夜先人の訓 を生きた言葉

で聴き得るのは何たる仕合せであ らう。

蔽 に対 して忸怩 、背に汗を覚えるの1ま私一人で はあるまい、此文 は毒 に吾 々に対
けつ しん

して精進を促す潔 身の清泉である。

(筆者註)

右の石黒先生の文章にあわせて 「農村更生時報 ・創刊号」の表紙に 「桜町陣屋跡」の写真を

載せ、次の説明を記 している。

桜 町 陣 屋 跡

『今を去 る112年 前文政五年二宮尊徳翁が荒廃に帰 した桜町陣屋支配地(今 日の栃木県芳賀

郡物部村大字物井 ・横 田 ・山前村東沼の三部落である。)復 興の君命を拝するや、生還を期せ

ざる覚悟を定め、家財一切を売 り払ひ妻子を伴 って、郷関小田原を発 して来任 した。

現在の建物は翁在世当時の ものの一部にす ぎぬが、翁在住の居間(正 面玄関の隣室)は 現存

し、簡易素朴の裡に自ら近世日本不世出の農聖の悌を彷彿せ しめ、訪ふ者を して襟を正 さしめ

るものがある。』

(3)財 団法人農村更生協会

a設 立許可申請

財団法人農村更生協会設立申請書

拙者共今般財団法人農村更生協会ヲ設立致シ度候条御許可相成度一件書類相添此段及申請候

也

昭和十五年十二月十日

東京市世田谷区世田谷四丁目四百拾五番地

設立者 那 須 皓

東京市世田谷区下代田町七拾六番地

設立者 田 中 長 茂

農林大臣 石 黒 忠 篤 殿

拓務大臣 秋 田 清 殿
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文部大臣 橋 田 邦 彦 殿

厚生大臣 金 光 庸 夫 殿

b設 立 許 可

農林省指令一六農政第九七〇四号

財団法人農村更生協会設立代表者

那 須 皓

昭和十五年十二月十日附申請財団法人農村更生協会設立ノ件許可ス

昭和十六年四月一日

農林大臣 石 黒 忠 篤

拓務大臣 秋 田 清

文部大臣 橋 田 邦 彦

厚生大臣 金 光 庸 夫

c設 立の趣 旨 ・目的 ・事業

財団法人農村更生協会設立 ノ主 旨 ・目的並事業

第一 主 旨

昭和九年十二月農林大臣ノ許可 ヲ受ケ設立セル社団法人農村更生協会ハ世界農業恐慌 ノ狂瀾

ノ裡二農村自救 ヲ目標 トスル経済更生運動ノ機関 トシテ農林省後援 ノ下二熱雲燃ユル同志 ノ結

成 ト之二共鳴セル識者ノ賛助 トニ依 リ生誕シタモノデアル。

爾来六年、一、農村更生運動及農民精神 ノ普及発揚、二、農村更生 ノ現地指導(村 の家駐在、

簿記、融資、負債整理、相談斡旋、資料供給等)、 三、分村及満蒙開拓 ノ指導奨励、四、修錬

農場 ノ経営、其 ノ他人材ノ養成、五、勤労奉仕及学生義勇軍 ノ指導、六、農業及農村諸政策二

関スル研究及資料 ノ刊行、七、農林諸団体及各種機関 ノ連絡斡旋等、農村更生運動二専心挺身

シ皇国永遠不動 ノ基礎 ヲ培養スル大 目的二精進シ来 ッタノデアル。

然ルニ皇 国ハ今や世界未曾有 ノ大転機二際会シ高度国防国家完成上所謂新体制運動ノ急速ナ

ル展開ヲ必要 トスルニ至ッ タ。伍テ社団法人農村更生協会ハ此 ノ重大時局二即応国家ノ要請 ト

其ノ多年 ノ実績 トニ鑑 ミ従来 ノ社団 ヲ解散シ財団 ヲ樹テ現行ノ事業ニシテ皇国将来 ノ為喫緊ノ

必要ヲ痛感 スル修錬農場、村の家、学生義勇軍及勤労奉仕隊訓練等人材養成並農業報国強化二

関スル事業及 ビ分村計画、転業及帰農対策等農村再編成二関スル事業ヲ之二委附シ、新進 ノ意
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気ヲ以テ其ノ経営二当ラシメ以テ其 ノ素志 ヲ継承 セシメルコ トトシ弦二本財団ヲ設立スル所以

デアル。

第二 目 的

本会ハ国家構成ノ基本 タル農村ノ健全ナル発達 ヲ図ル ヲ以テ目的 トシ之二依 り皇国ノ発展二

貢献シ大東亜建設二寄与センコトヲ期ス。

第三 事 業

本会ハ大要左 ノ事業 ヲ行 フ

ー、中央修錬農場 ノ経営等人材錬成二関スル事業

二、満洲二竜山特設修錬農場経営二関スル事業

三、村の家 ノ指導及農民館 ノ経営二関スル事業

四、分村計画、適正経営等農村再編成及農業改善二関スル事業

五、大東亜農業開発二関スル事業

六、学生義勇軍及勤労奉仕隊二関スル事業

七、其 ノ他本会ノ目的達成上必要ナル事業

d寄 附行為 ・当初の役員及び寄附財産

寄 附 行 為

第一章 名称及事務所

第一条 本会ハ財団法人農村更生協会 ト称ス

第二条 本会ハ事務所 ヲ東京市麹町区有楽町一丁目九番地 ノニニ置 ク

第二章 目的及事業

第三条 本会ハ国家構成 ノ基本タル農村 ノ健全ナル発達 ヲ図ルヲ以テ目的 トシ之二依 り皇国ノ

発展二貢献 シ大東亜建設二寄与センコトヲ期ス

第四条 本会ハ前条 ノ目的達成 ノ為左 ノ事業 ヲ行 フ

ー、中央修錬農場 ノ経営等人材錬成二関スル事業

二、満洲二竜山特設修錬農場経営二関スル事業

三、村の家ノ指導及農民館経営二関 スル事業

四、分村計画 ・適正経営等農村再編成及農業改善二関スル事業

五、大東亜農業開発二関スル事業

六、学生義勇軍及勤労奉仕隊二関スル事業

七、其 ノ他本会ノ目的達成上必要ナル事業

第三章 資産及会計

第五条 本会設立ノ日二於ケル資産ハ別紙目録 ノ寄附金及不動産 トス
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第六条 前条 ノ資産 ノ内金五万円及土地弍百五拾町歩(土 地台帳面積弍百参拾九町壱反七畝)

ハ本会 ノ基本財産 トス

第七条 基本財産ハ評議員ノ三分 ノニ以上 ノ同意 ヲ得ルニ非サ レハ之 ヲ処分スル コ トヲ得ス

第八条 本会 ノ経費ハ左 ノ諸収入 ヲ以テ之二充 ツ

ー、資産 ヨリ生スル収入

二、設立 当初ノ資産 ノ内基本財産二非サルモノ

三、補助金、寄附金其他 ノ収入

第九条 本会 ノ会計年度ハ毎年四月一日二始マ リ翌年三月三十一 日二終ル

第十条 本会 ノ予算ハ毎年度評議員会 ノ決議 ヲ経テ之ヲ定メ決算ハ其ノ認定ヲ附スルモノ トス

決算二於 テ生 シタル剰余金 ノ処分ハ評議員会 ノ決議二依ル

第十一条 本会ノ会計二関 シ必要アル トキハ特別会計ヲ設 クルコ トヲ得

第四章 役 員

第十二条 本会二左ノ役員ヲ置ク

理 事 若干名

監 事 若干名

評議員 若干名

第十三条 本会二理事 ノ推薦二依 リ会務 ヲ総理 スヘキ会長 ヲ置クコ トヲ得

会長事故アル トキハ其 ノ指名セル理事其ノ職務 ヲ代行 ス

第十四条 本会二常務 ヲ担当スル常務理事 ヲ置クコ トヲ得

常務理事ハ理事之 ヲ互選ス

第十五条 理事及監事ハ評議員会二於テ之 ヲ選挙 シ会長之 ヲ委嘱ス

第十六条 会長、理事及監事 ノ任期ハ五年 トス 但再任 ヲ妨ケス

補欠選挙二依 リ就任 シタル会長、理事及監事 ノ任期ハ前任者 ノ残任期間 トス

会長、理事及監事ハ任期満了後 ト錐モ後任者 ノ就任スル迄尚其 ノ職務 ヲ行フモ ノ トス

第十七条 会長、理事及監事ハ名誉職 トス 但常務理事ニハ俸給 ヲ支給 スルコ トヲ得

会長、理事及監事ニハ手当又ハ旅費 ヲ支給スルコ トヲ得

第十八条 評議員ハ理事会ノ推薦二依 リ会長之 ヲ委嘱ス

理事及監事ハ評議員 ヲ兼 ヌルコ トヲ得

第十九条 本会二若干 ノ顧問 ヲ置 クコ トヲ得

会長之 ヲ委嘱ス

顧問ハ本会 ノ事業二関 シ会長ノ諮問二応 シ又意見ヲ述 フルコ トヲ得

第五章 会 員
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第二十条 本会 ノ趣旨二賛 シ援助 ヲ為スモ ノヲ会員 トス

会員ハ之 ヲ左 ノ二種 トス

一、賛助会員 本会二対 シ金百円以上 ヲ納付シタル者

二、特別賛助会員 本会二対シ金壱千円以上ヲ納付シタル者

会員ハ本会刊行物ノ無償配布ヲ受 ケ且本会諸施設ノ利用ヲ為スコ トヲ得

第六章 会 議

第廿一条 理事会ハ会長又ハ理事 ノ過半数 ヲ以テ之ヲ決ス 可否同数ナル トキハ議長 ノ決スル

所二依ル

理事会ノ議長ハ会長之二当ル

第廿二条 評議員会ハ会長之 ヲ招集 シ毎年一回之 ヲ開 ク 但理事会二於テ必要 ト認 メタル トキ

又ハ監事及評議員ノ三分 ノー以上 力会議ノ目的タル事項ヲ示 シテ請求 シタル トキハ臨時評議

員会 ヲ開 クコ トヲ要ス

評議員会 ノ議長ハ会長之二当ル

第廿三条 評議員会二於テ議決ヲ要 スル事項左 ノ如シ

ー、寄附行為 ノ変更

二、本会 ノ解散

三、寄附行為二依 リ評議員会ノ職務二属スル事項

四、前項 ノ外理事会二於 テ必要 ト認メタル事項

第廿四条 評議員会 ノ議事ハ出席者 ノ過半数 ヲ以テ之 ヲ決ス 可否同数ナル トキハ議長 ノ決 ス

ル所二依ル

理事及監事ハ評議員会二出席 シ表決二加ハルコ トヲ得

寄附行為 ノ条項 ノ変更及解散 ノ議決ハ評議員ノ三分 ノニ以上出席 シ其過半数 ヲ以テ之 ヲ為

シ且主務官庁 ノ認可ヲ受 クルコ トヲ要 ス 但第二条 ノ規定変更ハ評議員会 ノ議決 ヲ要セス

第七章 解 散

第廿五条 本会 ノ解散ハ民法第六十八条 ノ規定二依ルノ外評議員会 ノ決議 ヲ経且主務官庁 ノ許

可 ヲ得テ解散スルコ トヲ得

第廿六条 本会解散 ノ場合二於 ケル残余財産ハ理事会 ノ決議 ヲ経且主務官庁 ノ許可 ヲ得テ本会

ノ目的 ト同一又ハ類似 ノ目的ヲ有 スル事業 ノ為之ヲ処分ス

第八章 附 則

第廿七条 本寄附行為 ノ施行二関 シ必要ナル細則ハ理事会 ノ議決 ヲ経テ別二之 ヲ定ム

第廿八条 第十二条及第十三条二依 リ選任セラルヘキ会長、理事及監事 ノ就任二到ル迄 ノ間左

ノ者 ヲ以テ之二当ツ
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東京市牛込区揚場町拾七番地

会 長 石 黒 忠 篤

東京市世田谷区世田谷四丁目四百拾五番地

理 事 那 須 皓

東京市淀橋区下落合参丁目千参百七拾九番地

理 事 小 平 権 一

東京市淀橋区百人町参丁目弍百八拾五番地

理 事 田 沢 義 鋪

横浜市中区本牧町大里弍百参番地

理 事 橋 本 清之助

東京市世田谷区下代田町七拾六番地

理 事 田 中 長 茂

東京市渋谷区代々木山谷町参百番地

理 事 楠 正 克

京都市左京区北白川小倉町五拾番地

監 事 橋 本 伝左衛門

東京市豊島区巣鴨五丁目千八拾番地

監 事 村 上 龍太郎

○ 評 議 員(イ ロハ順)

井 野 碩 哉 荷 見 安 原 辰 二

蓮 池 公 咲 東 畑 精 一 大 槻 正 男

加 藤 完 治 黒 木 三 次 国 枝 益 二

間 部 彰 藤 岡 光 長 安 藤 広太郎

岸 良 一 三 浦 一 雄 平 田 慶 吉

東 浦 庄 治 平 川 守 千 石 興太郎

周 東 英 雄 杉 野 忠 夫

○ 顧 問

後 藤 文 夫 橋 田 邦 彦 安 井 英 二

風 見 章 安 倍 能 成 古 野 伊之助

寄 附 申 込 書

一金 五万円也

但シ昭和十五年十二月末迄納入
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右御会二寄附可仕候也

昭和十五年十一月二十二日

石 黒 忠 篤

農村更生協会 御中

財 産 目 録

一、基本財産

(一)金五万円也 但別紙寄附申込書ノ通 昭和十五年十二月中二収入ス

(二)土地 弍百五拾町歩 見積価格金壱万五千円 長野県諏訪郡原村字原山壱万七千弍百拾

七番ノ百拾八

一、原野 百拾五町弍反五畝

同県同郡玉川村字原山壱万壱千四百番ノ拾七

一、原野 拾弍町七反参畝

同県同郡同村字同壱万壱千四百番ノ拾八

一、原野 拾参町壱反九畝

同県同郡同村字原山中沢分地壱万壱千四百壱番ノ壱

一、原野 九拾八町歩

右四筆合計弍百参拾九町壱反七畝 此実測面積弍百五拾町歩(内 開墾地五拾町歩山林五拾町

歩)見 積価格金拾壱万五千円ハ現在社団法人農村更生協会ノ所有ナルモ別紙総会決議二依 り

本財団設立許可アリタルトキ直二寄附セラル ・モノナリ

ニ、普通財産

(一)社団法人農村更生協会ヨリ継承スヘキモノ

別紙社団法人農村更生協会資産表ノ通

(二)寄附金収入

金額決定二至ラサルモ内諾アリタルモノ左ノ如シ

財団法人原田積善会 財団法人三井報恩会 株式会社日本勧業銀行 南満洲鉄道株式

会社 満洲拓植公社 河北交通株式会社 北支開発株式会社 満洲糧穀株式会社 満

洲林業株式会社 満洲土地開発株式会社

社団法人農村更生協会資産表(抄 写)

(昭和15年12月2日 現在)

取得価格 現在見積価格

建 物32,060円25,500円

土 地23,250115,000
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電 言舌3,2003,600

什 器4,5002,500

農 具11,53010,000

設 備15,00010,500

家 畜5,5006,000

有 価証券2,0002,000

未収入金38,00038,000

預 金89,97989,979

現 金100100

合 計225,119303,179

(備考)他 二図書1万5千 冊ア リ

寄 附 証 書

昭和十五年十月二十四日開催の昭和十五年度社団法人農村更生協会臨時総会の議決に基 き左

の物件 を財団法人農村更生協会に寄附致 します。

昭和 年 月 日

社団法人農村更生協会

清算人 渋谷区代 々木山谷町参○○番地

楠 正 克

財団法人農村更生協会 御中

記

物件の表示

(註)上 掲の長野県原村、玉川村所在の原野四筆を列記 してある。

(2～6省 略)
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7農 家簿記運動

農村更生協会 は、創立(昭 和9年12月)後 間 もな く農家簿記運動 に着手 し、昭和11年 度か ら

13府 県に19部 落を選定 して、協会独自に作成 した農家更生簿を用いて、部落全戸記帳主義の指

導を行い、土屋大助主事をはじめ数名の職員がこの実務に熱心に取 り組んだ。 しか し昭和12年

7月 支那事変勃発直後土屋主事が応召出征 したのをはじめ、職員が他に転出する等で手不足と

なっ たため、昭和13年 度をもってこの簿記運動を閉 じた。

協会の簿記運動については松田延一氏が 「農山漁村経済更生正史 ・資料第9号 」に詳記 され

ているので、この運動の内容を重複 して述べ る必要 はないのであるが、当時協会の農家簿記運

動に対 しては、外部か ら若干の批判がないではなかったので、その ことを附記 してお く。

(1)協 会の独走傾向

農村農家の更生指導に従事す る者と しては、農家経済農業経営の実態を常に具体的に正確に

把握 していることが絶対必要であり、そのためには自分の所で農家簿記指導を行うのが最 も効

果的で、是非行 うべ き重要事である。従って農村更生協会が この目的のために、指定部落を設

けて農家簿記指導を行 うことについて誰 しも異存はなかった。

またそのことと共 に、例えば香川県栗熊村において協会が行 った農家簿記指導の結果が、同

村の満洲分村運動に理論的基礎を与え、その推進力になった如 く、特定の町村や事業目的のた

めに簿記指導を協会が行 うことにつ いて、誰 しも意義 と効果を認めていたのであるが、た ゞ、

協会が広 く全国の農村農家を対象と して農家簿記運動を独走的独善的に行おうとす る気配を見

せたことについて、協会外の一部の人々に批判的気持が散見 された。

即ち、農家簿記の普及 は、農村更生運動の重要な内容の一つであって、是非とも全国の農村

農家に広 く普及する必要があることは言うまで もないが、それを行 うには、地方の末端 にまで

普ね く及ぶ系統的指導組織と指導力が必要である。帝国農会を頂点 とする系統農会は、夙に農

業経営の改善指導と共に農家簿記の普及指導にカを注いでおり、帝 国農会及び各道府県農会に

は、それぞれ、十余年に亘る経験を積んだその道の専門家専任職員のスタッフが居り、郡市町

村農会の系統組織を動員 して、餅は餅屋で活動 しているのに、農村更生協会 は中央だ けで地方

に組織を有せず、中央の事務所 に数名の熱血児が居 るとして も、その人達だけの奔走には限界

があ る。それなのに協会は帝国農会 は じめ系統農会 と連携せず、単独で作 った農家更生簿を

もつて、全国農家を対象に独走 しようとする姿勢が見えたようであ った。私 は農村更生協会の

嘱託を兼務 してはいたが、後指のような私の考え方か らして、右の批判的気持の人々の見解に

共感を禁 じ得なかった。

私は、前編 に詳述 した通 り、兵庫県農会に居る時、 自計式農家経 済簿を編 さん して、大正15

年か ら県内農家に対す る簿記運動を開始 し、 この年 は2千 部、翌昭和2年 は3千5百 部、昭和
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3年 度か らは農業経営改善奨励事業を実施 しその中で簿記を必行 させたので、3千5百 部、爾

後毎年漸増 して昭和6年 度は6千 部、昭和7年 度か らは農業経営改善青年活動組織を作 って簿

記の普及実行をその活動の中で強力に展開 したので年々1万 部 に達 した。

1県 で克 くこの線にまで普及 し得たの は、県農会が、下部組織、即ち郡市町村農会をフルに

動かし、進んで部落農会をも動か し、郡市町村農会の指導員に簿記指導の知識能力を附与 しな

が ら、郡市農会の事業 として多数農家を参加させる簿記を必行事項に加えた農業経営改善奨励

事業を実施 させたか らこそ、 この伸展を見たのであって、系統下部組織の活動な くしてこのよ

うな普及はでき得 ないのである。

(2)帝 国農会中心関係機関協力による編 さん ・普及

私は昭和7年 晩秋、図 らず も大日本連合青年団に転勤 し、農山漁村の青年 による更生運動推

進を担当することにな った。そ してこの推進運動の一環 として、昭和8年1月 以降数年間、大

日本連合青年団と府県連合青年団共同主催の青年団農家経営講習会等が、全国各地多数の会場

で開催され、その講師には東大の佐藤寛治博士 、京大の橋本伝左衛門博士、篤農家清水及衛氏、

青年篤農家大石俊雄君 などを度 々お願い したが、 この講習では農家経済簿の記帳及び収支等の

決算、農業経営設計のたて方等が必修科 目になっていて私が之を担当 した。

ところで、私が大 日本連合青年団に赴任 して来た当時、同団では嘱託の高橋刀畔氏(千 葉県

滑川町の篤農家)が 考案編 さん した農家経済簿の原稿が出来てお り、全国農村の青年団員に普

及する方針で、財団法人日本青年館で印刷発行の準備中であっ た。然るに私はその出版を断固

反対 して中止 させた。 自分の勤務する団体が作ろうとするのを何故反対 したか というと、前述

の通 りわが国では、農業経営改善 ・農民経済改善 といった事柄は、大正13年 以来、帝国農会 ・

道府県農会の系統農会で組織的に事業を実施 していて、それぞれその道に専門の専任職員が居

るのである。従 って帝国農会が総元締にな って農家に適する自計式の農家経済簿を編さん出版

して系統農会を通 じて農家に普及す る。(兵 庫県の如 く既に独自に県農会が編さん出版 じて広

く行 き渡 らせつ ゝあるところはそのま ゝでよいが)。 これが農家 にとっていちばん良い方法で

はないか。大日本連合青年団が別様式の経営経済簿を作 って青年に普及するとなると、一つの

農家において、父親は系統農会頒布の帳簿の記入方法を教わ って来たのでそれを使用 したいと

言い、長男は青年団作成の別様式の帳簿の記入方法を習 って来たのでそれで記帳を行お うと言

い、一軒の農家の中が二元的になるおそれがある。農家本位に考えれば このような ことは芳 し

くない。

それよりも、帝国農会が中心にな り、大 日本連合青年団を含む関係諸機関が一緒に協議 し相

提携 して、最適の農家経済簿を一元的に編 さん出版 して、各機関がそれを力を協せて普及 し指

導 し、一つの農家においては父親 も主婦 も長男 も、一つの様式の帳簿について各所属機関から
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指導を受けて使用するよ うに したいものだ。そのため大 日本連合青年団は独走的に農家経済簿

を作 ることを見合せ、その代 りに帝国農会に申 し入れて帝国農会を中心に して関係機関協力の

もとに、即刻立派な ものを作 るよう努力 しようではないかというのが私の主張であった。

か くて私の主張が容れられたので、私は早速帝国農会岡田温幹事に右のことを強 く要請 し、

同会参事土屋春樹君 と相談 しあっ た結果、同会でこれを実行することになり、同会は農林省経

済更生部 とも協議 し、次の人々を編さん委員に委嘱 してその審議を経 たうえ、次の出版頒布が

実現 したのであった。

農林省委嘱 ・帝国農会編 農 家 経 済 簿

昭和8年11月20日 印刷 ・同25日 発行 発行者 帝国農会

○編さん委員(敬 称略)

農林省経済更生部総務課長三宅発士郎、農林省農林技師渡辺俣治、同見坊兼光、同中金鏑三、

同川井実、同竹山祐太郎、東京帝大教授農学博士佐藤寛次、九州帝大教授木村修三、京都帝

大教授大槻正男、篤農家清水及衛、京都府農会幹事大島国三郎、大阪府地方農林技師外山親

三、産業組合中央会主事徳永一之丞、大 日本聯合青年団主事石原治良、岩手県農会技師大森

堅弥、福岡県農会技師米倉茂俊、帝国農会幹事岡田温、同会参事土屋春樹(18名)。

斯 くて大日本連合青年団で開催 した農家経営講習会をは じめ、地方の青年団が行う更生運動

では、右の帝国農会編農家経済簿を教材及 び普及に用い、財団法人日本青年館はこの取次販売

を行 って簿記普及に努 めた。

(以下8、9省 略)

筆者略歴
いし はら はる よし

石 原 治 良 明治34(1901)・12・12生

岡 山県 人。 愛知 県立 農 林学 校(旧 制 甲種 ・安 城)・ 東京 帝 国大 学農 学 部農 学実 科 大正12・4卒 業 、

直 ち に兵庫 県農 会技 手 ・技 師、 昭和7・11大 日本 聯 合青 年 団 に転勤 し主 事 ・部長 、 昭和16・6農 林

技 師 に任官(戦 後 は改称 し農林技 官)農 林省 農政 局 勤務(機 構改 組 に よ り要員 ・開 拓 ・農 地 ・振 興

・農 政 各局勤 務)拓 植課 総括 課 長補佐 。 この 間農 業 報国聯 盟 常任 幹 事 、開拓 増産 中央本 部増 産 部 長

兼総 務部 長 を兼務 。 昭和39・12退 官 し爾 来現 在 まで社 団法 人農業 拓 植協 会常 務理 事 兼全 国拓 植 農 業

協同組 合連 合会 業務部 長 。

○農 村更生 協 会 歴一 上記 の兼 務 にて 嘱託(昭 和10・5～16・6)、 評議 員(昭 和27・6～ 現 在)、

監 事(昭 和45・7～ 現 在)。 現 住所一 千 葉県 八千 代市 八千 代台 南1-23-9

農 山 漁 村 経 済 更 生 運 動
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