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1.は しが き

嘗 って那須先生が"私 はアノ経験というものは、 もう一度掘 り起 こし、掘 り起 こした結果を

つかまえれば、今後にも非常に役立つ ものだつたと思 う。農村経済を立て直すことは、個々の

農民の問題ではな く日本全体の問題である。"と 言 って居 られる。

このような先生の発言の中か ら私の学生時代、渋谷の常磐松御料地内にオッ建て られた農業

大学のオンボロ校舎と、イギ リス流の瀟酒な生 き生きとした先生の風貌 とのコン トラス トを今

も思い浮かべざるを得ない。

昭和初頭 の『農山漁村経済更生運動』は、将に世紀の大運動であった。明治、大正に於ける
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数次の大飢饅 に所謂水呑み百姓と呼ばれた5反 百姓 は、最愛の女房や、可愛 い娘を身売 りし、

次、三男は口減 らしに丁稚小僧に連れて行かれる悲 しみの明け暮れであった。恩師横井時敬先

生は私学を起 こして、新 しい日本の農業 ・新 しい村造 りを志 し、一方また、我農生山崎延吉先

生は愛知県安城にあって、農家の子弟に対 して新 しい複合経営と、農村の生活改善を教え『 日

本のデンマ-ク 』を建設 した教育者である。

この2人 の先生 は共 に心から農民を愛 し、腹の底か ら日本の農業を理解 し、両者共に地主、

小作の関係を改善 し、共同組織による『村』の更生のために全国を行御 して倦むところを知 ら

なか った。

私は、 この2人 の先生 こそ近 代農村更生の先覚者であり、『2粒 の麦』 と思 う。 この両先生
スガ メ

の情熱と獅子吼と、その思想 こそやがては燃え上る農民運動の火種 となった もの とみるは砂か、

いなや。

村の生活改善、村の振興は『 人』と離れては到底考え らえない。それが私の持論で もある。

教育と、経済、物心両面の作用が相模ってこそ村の成長がある。農業 ・農村の発展はかけ声

だけの近代化にこそ問題があり、そこに危険を孕むといってよい。

2.江 州の山村、宮村の思い出一 大正末期の自力更生の1事 例一
キ プ カワ

琵琶湖畔の草津駅か ら山手に向って4つ 目に貴生川駅がある。ここか ら近江鉄道に乗換えて

最初の駅が水口駅 である。
ヤ ス ガワ

甲賀郡宮村はここか ら野洲川の上流、鈴鹿山脈に向って約10キ ロほどの5百 戸に足 りない寒
バンダイ

村で、旅館 とて もなく『万代』 とかいう煮売屋以外は凡て農家 といってよか つた。

全国で有数な模範町村として内務大臣に選賞 されたこの村の村長さん、船見源四郎氏 は辺幅

を飾 らぬだけに、至誠をもって村治に当 り、世話面倒見がよ く、親心を もって人に当っただけ

に、村の三役 はじめ勧業主任、森口農会技術員或 は校長、教職員 ともども一体にな り、村長の

自治への献身に、全幅の信頼 と協力を惜 しまなかった。

私 は恩師横井時敬先生か ら『ナニ糞魂』とか、農士道等を鼓吹 されたせいか、清廉で辺幅を

飾 らぬ村長が、村を少 しで もよ くし、農家経済を改善す るために、勧業主任 と技術員を両脇に、

青年男女の薫陶に学校側や学務委員 と一体化 して、異常なまでに熱心であったの と婦人会に対

して も生活改善の指導 目標を定め、部落毎 に責任者をきめさせ、食生活の改善、台所の改造な

どそれぞれの講習会の後、先ず これを実際に各自の家庭生活に反映せ しめることを奨励 し、自

発的に行動させる指導力、説得力に大いに驚かされ、且つ感嘆 したものであ る。

担第1次 欧洲大戦以後わが国は羊毛の供給源を極度に狭められ、イギ リスは同盟国日本へす

ら豪洲の羊毛を出 さな くな り、国防上羊毛の自給策が絶対必要 という時代に遭遇 し、当時私は
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農林省に入 って緬羊の奨励をやるつもりで、応募 した1人 である。

然 るに こと志 と違 い『緬羊より今後 は輸入鶏卵(当 時全国で消費する1/3の 鶏卵は中国より

の輸入卵で、そのため 日本の養鶏家 は重大な圧迫を蒙 っていた)の 防遇が羊毛以上に重大化 し

ていたので、畜産試験場へ行って 『養鶏をみ つちり勉強 してこい』 といわれ、早速千葉へすっ

飛んだ ものである。

その後滋賀県か ら貰いが掛 り、当時知事 自ら『養鶏知事』と名乗 り、ご自身は珍 らしくも後

先2度 も愛知県内務部長を勤め、"日 本一の愛知の養鶏は俺が築き上げた"と 自負 した当時の

滋賀県知事堀田義治郎 と妙な行掛りで農事試験場畜産部の新設に当 り、主任 となっ て転出した。

当時、模範村長と言われた船見宮村 々長 と、知事との間で事前の約束ごとで もあった らしく、

或る日知事か ら直接場長藤原綱太郎氏に電話で"宮 村の村長がそち らへ行 く。各部長全員待機

せよ"な お"細 川は村長に随行 して現地を詳 に踏査 し、村長の意を体 し、計画設計の目鼻のつ

くまで手伝 うべ し"と 場長への指示があ ったようであ る。継て村長と共に現地各部落を廻 り、

役場の宿直室へ泊り込んで、勧業主任や森口源之助技術員 と3人 で色々と説明を聞いたり、計

算 したりし数次、案を練 り直 した上で原案を場へ持 ち帰って、種芸部主任技師加藤広造氏、化

学部主任技師の広井慎平氏 らと計算 し直 したり、検討 した結果、現地特有の粘質壌土か ら判断

し、且つ作目が米、麦、葉菜類、竹林及び茶園、桑園 という点に鑑み、鶏を殖や して鶏糞と鶏

卵の生産利用を中核と し、和牛の肥育と子供連に兎を飼わせ、兎肉の利用や、当座の陸軍に需

要が多か った兎毛皮の生産など併行せ しむべ く一決 した。

宮村の土性調査の結果、広井技師や玉崎技手 らの意見に基づき、西ケ原農事試験場の鴨下土

性調査部長 らの調査報告書や化学部でつ くった滋賀県土性調査図や、試験場のポッ ト試験の成

績などを参照 して、部落別 に該当する飼養頭羽数を割出 して持参 し、現地では部落毎の農事実

行組合長以下が、戸別に経営組織の中にこれをどの程度に生かすことがで きるかなど、組合長

又は区長 さんのお宅や、時には神社の社務所に夕食後に集 まることに して、直接各部落民の意

志を取 り纏める役 目は区長及び組合長を中心にし、勧業主任と森口技術員はここではワキ役 に

廻る形を とつた。私は必要な時 にそれぞれの質問に応答 し、各 自の理解の上、経営者 自身が自

覚の上で工夫改善する方針を選んだが、実はそれは船見村長を中心にこれまで和衷協同 して来

た村人たちの自立の気迫の溌る中では、一番自然な行 き方 と考えたか らに他な らないし、自分

も亦 その方が楽だつたからだ。人の和と、 これを指導する人物の至誠 こそ昔 も今 も地域発展の

原動力であることに変 りはないと思 う。

大正12年 の関東大震災の頃、 この江州の一山村には既に堆肥の漏汁や、鶏糞、家畜の排尿、

厨芥利用のメタンガスの発生装置が次々と普及 し、やがて養鶏組合が設立 され、鶏卵貯金や鶏

卵の出荷が増加するにつれて、家庭の灯火および台所の煮炊 き用の燃料は、急速に自家用ガス
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発生装置(メ タンガスタンク)か ら自由且つ安全に供給されていた。 また、婦人会は藁加工品

や林産物 、養蚕などでお小遣いを稼 ぎ、部落毎に共同貯金の多寡を競い、青年団は鶏卵貯金や

各種の品評会即ち米麦、繭、茶、稲苗代、桑園、稲作或は養鶏の立毛品評会、増収競技会、競

牽会など技術の向上、開発に意欲を燃 した。従 ってこの村の納税成績の県下随一なのは、小村
アナが

故に当然 とは強ち断定 し難いものがあっ た。

かって貧乏村が船見源四郎なる名村長の出現するにおよび村の負債整理、農業経営の改善に

一丸となって突き進んだところに光明が齎 されたのである。

宮村の振興につ いては中心人物と協同組織 、なかで も産業組合の機能が大 きく作用 している

が、農会技術員森 口氏の人柄 と、その手腕力量には絶賛を惜 しまない。

私 は宮村の 自然的、経済的条件の中で、それによくマ ッチ した村の構造改善に献身 した船見

村長以下多数村民の方 々に教えられることも亦多か ったことを此処に こと更に附記 したいと思

う。

3.農 村経済更生の遠因と近因

大正2年7月 、第1次 世界大戦の勃発が日本に与えた影響は、頗 る大 きか った。

わが国は従来の債務国か ら一躍債権国に転 じ、本格的な近代資本主義国家 として、アメ リカ

と競争する立場に立た されるに至 ったなどは、将 に歴史的大変革であっ た。

4年 半に及ぶ世界大戦は戦勝国、戦敗国と も空前の大損害を及ぼ し、2度 と戦争を起す まい

とす る国際協調主義、平和主義の空気が世界中に濯 ったことはいうまで もない。

即 ち、国際連盟、軍縮会議、不戦条約など、世界の永久平和の基調を得たかに見えたの も束

の間、我が国 は大正6年 の金輸出禁止 に次 ぐ翌7年 の シベ リア出兵、同年7月 富山県下に端を

発 した全国的な米騒動で大変であった。

又、同9年 は第1次 大戦後最大の経済恐慌とな り、12年 には関東大震災など、わが国政治経

済の心臓部を直撃 し、物心両面の打撃 は非常なものであった。

更に昭和2年 の金融恐慌、山東出兵、ジュネーブ軍縮会議、済南事変のあと襲来 した同4年

のアメ リカには じまる世界経済の大恐慌 は、地球上に再び戦争勃発の気運す ら醸成す るにい

たった。

斯 くして大国 も、小国もこの未曾有の経済危機を切 り抜けるため、あ らゆる苦心を重ねた結

果、或 るものは資本主義経済政策か ら強力な統制経済への大変革に、 またあるものは植民地と

本国を結ぶブロック経済政策の確立を 目指 し、イギ リス、 フランス、オランダなど世界の各地

に広大な植民地を擁する国々と、 これ と全 く異 りヴェルサイユ体制に大 きな不満を もつ ドイツ、

イタ リアなど大不況克服には非常な困難を感 じ、色々と重大問題を惹起 した有様だ。
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これよ り先、食糧不足に苦 しむ 日本は、打ち続 く凶作の中で朝鮮か ら96～97万 トン、台湾か

ら45万 トン乃至50万 トンの米を移入 し、よ うやく食糧の需給バラ ンスを保つ有様で、中国大陸

への進出を押え られた日本 は進退両難に陥 り一段と困難な状況に追込 まれて しま った。

従 って第2次 世界大戦の萌芽は既 にこの時期 に胚胎 した ものといってよい。

昭和2年 の金融恐慌で日本経済は大混乱を招 きその方向す ら定まらないうちに、同4年10月

アメリカは第1次 世界大戦で連合国側に物資を供給 して、債務国から世界最大の債権国 とな り、

世界の金融および商業の頂点に立ち、世界市場 に君臨 していた。そのアメリカが、ニュ-ヨ-

ク株式市場に大恐慌が勃発 し、生産が殆んど停止す るに至 った。

取引の停滞、貿易の不振、大失業群の出現で、未曾有の経済恐慌 は全世界を覆いつ くした。

さしも権勢を誇 ったアメ リカ共和党 も国民の信頼を失 い、代って民主党の天下とな り、昭和

8年 フランクリン ・ルーズヴェル トが大統領 となり、強大な権限の もとに産業統制により恐慌

か らの脱出を策 した。

彼の政策の中心 は、生産の制限、賃金の引上げ、労働条件の改善などで完全雇傭をはか り、

アメリカ経済の再建をはかるにあった。

併 して彼はこの目的を達成す るためにr国 家産業復興法』を制定 し、一方農業生産を制限 し

て農産物の価格を引上げる方法により、農民を救済す る 『農業調整法』を公布 し、両々相扶 っ

て難局の打開に資すべ くつとめた。

しか しなが ら彼の新 しい法律の施行に拘 らず依然状況の進展がはかばか しか らぬため、彼 は

金本位制の停止や大規模な公共事業或は職業紹介所を拡大 し、労働者の団体交渉権を認め、は

じめて労働組合を法的に承認 した。有名な『ニ ューディ-ル 』は、 この政策を指す もので、永

く世界史の1頁 を飾 ることになっ た。

却説、金融恐慌に次 ぐ世界経済の大恐慌は各国経済界の混乱、労働運動の激化を招 き、社会

不安を醸成 したに拘 らず、政党は民衆の生活改善、国民経済の再建を余所 に、政権争 いや派閥

の拮抗に終始 し、国民の信頼を裏切 るなど今 日と同様で、その間隙を縫 って極端な軍国主義或

は国家主義者が台頭 し、やがて軍部の政治介入にまで進展 した。

当時の日 ・中両国間には昭和初頭より小ぜりあいが続 き、昭和6年9月 ついに満洲事変の勃

発 となり、翌7年 ついに満洲国の独立 となったが、国内では5・15事 件が発生 し、物情騒然た

るものがあった。

昭和8年 日本は国際連盟 を脱退 し、その後2・26事 件、 日華事変、 日独伊三国軍事同盟、太

平洋戦争へ とエスカレー トした。

那須皓先生の『 経済更生運動の指導原理』の中に"農 村経済更生運動が尻切れ トンボに終 っ

たため、今 日の若い人々の間に批判が生 じ"云 々とあっ たが、斯 く申す私など若者はおろか、
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中壮年者層か らも相当きび しい批判を聞かされる関係上、蛇足を承知の上、敢て前述の滋賀県

宮村の事例な ども紹介 した次第である。

当時の村人 は村長を リーダー として政府や県の誰からの指示 も命令 もな しに只管に御先和様

から譲 られた 自分達の村を護 り、御先祖の墓所を守 り抜 くため精進 しただけである。

昭和初頭の農村経済更生運動 もその目的は同 じで、世界的大恐慌の櫛風、怒濤の中で村を守

り、農業を護持するための自力更生運動が、会々、続発 したハプニ ングのために歪められ戦争

の ド真ん中に放 り込まれた ことは前述の通りであ る。

4.冷 害、台風、インフレ渦中の農民達の土 に生 きる生活態度

大正末期か ら昭和初頭の日本 は、生糸、緑 茶、柑橘、唐辛子、百合根、除毒菊等々、凡てア

メリカ市場を最大唯一の顧客と したお陰で、アメ リカの大不況で日本国内では数多 くの自殺者、

倒産、失業者を出 した ことは周知の通 りで、又、冷害の繰返 しも大打撃だつた。
ミ ノ ンロ

小作米や肥料代の支払い不能のために牛、馬を代償にする位は上の部で、女房や娘の身の代

茎がそれに化 け、鼻タ レ小僧が子守 りや作男にショッぴかれ、農村は暗たんとして悲風海鳴の

中にあった。恐慌時は西瓜、玉葱、 トマ ト、甘藍、大根、イモ類は路傍や畑の ド真中で腐敗醗

酵 し、牛、豚や鶏に連 日投げ与えて も到底喰 い切れず処置な しであ つた。

斯 くて肥料は愚か、日常の食料に こと欠 く5反 百姓最後の砦は、やはり 『土」であった。農

村にはr土 』以外に頼 るべ きものがなかった。
シモ

たとえ米が食えなくとも、甘藷、馬鈴薯、南瓜 、麦、大豆、蕎麦、稗な ど堆肥づ くりや、下

駈に草木灰など手簡麗で可成りの収量が期待出来る作物をつくることが農民伝来の英知であつ

た。

ソバは1年 に4作 は可能であ り、粟、稗、黍は米、麦よりも雑草に強 く、且つ肥料分 も少 く

て済み、救荒作物 としての伝統があ り、南瓜、甘 藷、馬鈴薯、里芋類 は飼料用 として もかねて

使い馴れた作物である。朝露を踏んで若者は野傍 や畦畔、堤塘 は愚か山草や海辺や湖沼、河川

の藻 を刈 るなど、エサ集めは青、壮年が これ に当 り、鶏、牛、豚の飼いつけば年寄や婦女子が

分担するなど し、また燐酸分の不足 は鶏糞や豚糞 に求めるなど、そ こに自給飼料を主体 とした

有畜農業の展開を見るにいたった。

『家畜無ければ農業なし」の西欧の格言は、遠 い昔か らモ ンス-ン 地帯の水田農業に終始 し
ナジ ミ

た5反 百姓には、些か馴染 うす なが らも、堆肥づ くりの普及に伴い、比較的スムーズに理解 さ

れ、肥培管理の合理化 と、経営改善への新たな意慾が認められ るにいた った。

畏友、土佐の久保佐土美氏は『八ケ岳農場 物語』の『 御巡幸 と、山の御前座談会」の くだり

で、その体験談を詳細 に開陳 しているが、彼はいみ じくも"要 するに高原開拓地の農業経営 は
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畑作物、家畜、草地、林地等を適当の割合に按配 して農業組織の中に取 り入れ、農、畜、林の

立体農業経営を行えば洋々たる将来があ ります。

また、その経営を基盤 として、米はな くとも小麦、ライ麦、そば、馬鈴薯、それに牛乳、山

羊乳、兎の肉及 び新鮮な高原疏菜や孝果、粟、 ミル ク等によって極めて豊富な、愉快な文化食

生活 も出来るもの と信 じます"と 、その体験の一端を述べている。

抑、 日本の近代養鶏史の中に、『糞取 り養鶏』、或 は『雑草養鶏』とい うのがある。

いずれ も昭和に入 ってか らの ことで、卵価の低迷、飼料の昂騰す る中で卵価が安 くて も鶏糞

が金肥に代 るだけでも十分 に目的が達せ られ るという意味で 『採糞養鶏法』等の本が出版され

たり、餌が高いので雑草を刈って1日3回 の餌の中にタンマ リ草を入れて食わせ、鶏糞を徹底

的に利用す るなどの具体的な実験を試み、農家にこれを普及奨励 した異色あ る学者や指導者が

いて、一時世間を うな らせたことも戦後の話である。

小資本で現金収入の機会の多い養鶏が、金詰 りの農家の経営組織に組込 まれ ることは、鶏糞

の利用と鶏を飼 う場所 は軒下、納屋の隅、縁の下など手軽に誰にで も世話が出来、割合有利で

伸縮 自在の長所か らだ。

前記、滋賀県の宮村の例にもあるように、不足分の飼料 は養鶏組合か農事実行組合で共同購

入 して世話をする反面、卵や廃鶏を共同販売 して、売上金か ら餌代を差 引計算 し、代金の一一部

は組合で貯金するなど奨励 した。多くの例を見 ると、貯金 は次第に部落内での各人の競争に始

まり、やがて村内での部落間の競争 とな り、毎月々末か翌月の集会日にそれぞれの実績を表に

して貼 り出すなど した。あるものは羽数を殖すが、あるものは羽数をふ やさず、飼い方を研究

して点燈養鶏法で産卵を促すなどした。
ユイ

農家は田植、稲刈り或は草取 りは 『結』など仲よ くや り乍 ら作物の肥培管理や、牛、豚の肥

育や鶏飼 いとなると持ち前の欲と競争心を剥出 しに、なかなかのものであ った。

当時、経済更生指定 町村に対 し共同育雛や子豚の共 同飼育などを組合でや らせ、50日 か ら
ピナ タ

100日 位の若雛や子供を農家に配布させる一方、子豚或 は育雛の競技会や養豚或は養鶏の立毛
シキ

式品評会な ど、農家 自らの力で飼養管理法の技術を磨 くように仕向けたわけで、 このやり方は

勿論、牛馬豚、緬羊など農家自身の経営経済 に響 くほか、興味を湧かせ、研究心を奮い立たせ

る上に効果があっ たよ うに思 う。

牛、豚の肥育技術、採卵鶏の飼養管理一つを例 にとって見て も明らかに然 りであった。

一方 に4ケ 月半で産卵させる農家があるか と思えば、6ケ 月 もかかる農家があ り、優劣の差

がよく判 る。

肉豚や肉牛の生産ともなれば、僅かに1ケ 月の相違が、収益の上に大 きく響 くのである。

金詰 りの農家が、金肥の代 りに牛、豚を飼 うのはよいが、赤字を出 しては経済更生にプレー
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キをかけ ることになる。

養豚組合、酪農組合、肥育組合では協同と切磋琢磨の中で経済更生の基盤造り、即ち土造り

に励み、草刈 り、堆肥造 り等を共同作業と して協力した ものである。

青壮年男女の草刈 り競技会、堆肥品評会、サ イロの構築を共同作業でやるかと思えば、出来

上 ったサイ レーヂは品評会で品質を競い合 うな ど、米麦や、飼料作物の増収競技会などの他に

『村』或は『部落』の平和、団結、協調 にはこのような作業面での多種、多様な協調 と、昔か
ユ イ

らの『結』の制度 など、共にかっての農村の 自力更生運動進展 の中では見逃すことの出来ない

効果のあつたことは忘れ られない思い出の一つである。

翻 って農業の本質が 自然循環の摂理を逸脱 して存在 しない限り、有畜農業こそが真の農業の

姿で、今更 に『有畜農業』という変挺な呼び名を以てす ることは好 ましくないが、今 日畜産公

害が何故に問題 になるか、また当時何故に 『有畜農業』を奨励規則 までつくって政府が奨励せ

ざるを得 なか ったかを、今静かに再考するべ き もの と思 う。

顧み るに、農村恐慌で当時関東、東山、東海道はじめ、全国の養蚕農家の蒙むった打撃 は、

てきめんであった。

これ と同様なダメ-ジ が静岡県は じめ各輸 出製茶の出荷県や、除虫菊、蜜柑、唐辛子、百合

根その他の農産物の輸出県の農家を襲い、将 に秋風落莫、惨として声な しの惨状を呈 したこと

は既 に多 くの人々により語 られている。

最大の養蚕県である長野、群馬両県をは じめ、全国の養蚕県の多 くは養蚕室を転用 してr屋

内養鶏』を開始 し、桑園を利用 して飼料作物、或は緑肥作物、特用作物を栽培 して農産加工に

精出す地方 も出現す るなど、組織構造の上で複合化、多角型化の顕著なるものがあつた。

当初農林省の発表によると経済更生計画実施町村1,243力 町村の うち、実 に40%の 町村の経

済更生実施計画書中に農業経営改善の目的で養鶏計画がその一環 しとて織込まれ、事実その効

果 も見るべ きものがあった。

その後、昭和8年 度に指定された1,689力 町村の実態を見ると、この考え方は一層積極化 し、

昭和7年 度における51%が 遂に8年 度は80%に 増加 し、成績 も顕著であっ た。

長野、群馬、埼玉、福島、山形、秋田、茨城、千葉、宮城、福島、青森、北海道こ或 は中国、

四国、九州などでは残桑や、僅かな蚕糞、蚕沙、桑園、果樹園の間作の緑肥 、水 田の裏作とし
レン ゲ ソウ ナ タネ ソラマメ

た紫雲英や、菜種或は蚕豆などの蓮葉、藁桿類乃至その英穀を緬羊、山羊、牛、豚の餌に用い、

出来 るだけ多 くの厩肥、堆肥を田畑に還元す ることにつとめた。

従 って耕種或は園芸部門の廃棄物や、 もてあま した桑園 と、畜産部門の結 びつきが よ くなり、

肥料不足で困った蓋崇薮に冬季豊富な堆肥、厩肥を放 り込むことにより、従来よりも1～2ケ

月筍の出荷が早 くなるなどで、巨利を博 した播州、摂津、山科、大津、鹿児島、高知な どその
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事例は枚挙に暇がな く、将に"堆 厩肥様 々"の 人気であ った。

尚島根県荒島村では筍の促成栽培か ら筍罐詰の農産加工工場へ と発展 し、筍の甘皮 を牛、豚

の常用飼料 に振 り向け、外皮は簡易サイロで乳酸醗酵させてサイ レーヂに し、冬季間の青物代

りに用いるなど、動物生産 と植物生産の循環利用の好事例は数限 りない。静岡県他の蜜柑の産

地では、果樹園に厩肥を施 し、鶏、豚 に蜜柑の皮を給与 し、又土佐や上州で莇蕩畑に厩肥を入

れ、鏑弱の黒皮や飛粉を餌に廻すなど、有畜農業の形態は千差万別、ケース ・バイ ・ケ-ス で

ある。即ちその土地か ら発生 した ものは、自然 にまたその土地に還る仕組になり、そのため土

地 も膨軟 となり、山畑と難 も保水力、保肥力が培養され、旱魅や冷害に強 くなるなど、化学肥

料の濫用、農薬公害 とは相反す るものである。

しかし、凡てが理想通 りに進展 したわけではない。そこには反省 もあ り、又不満 も覚える。

即ち、やや もすれば、食料や生活環境の改善は二の次となり、先ず第一に作った ものを金にか

えることで、栄養の補給や、環境づ くりより、お しなべて現金の収入に懸命となり、一般に家

庭では一応我慢 して、大根1本 、葱1把 で も機会があれば これを現金に換えることに専念する

様相が強か った。

例えば、食生活の改善を 目指 し、各地で料理講習会など催 した折婦人連中は熱心に受講はす

るが、家庭に帰 ると、うまい ものを食べたり、滋養を摂 ることは後廻 しに、先ず金に換える風

があっ た。

即 ち農林省の調査報告で、これ らの経済更生指定町村での鶏や兎などの増殖は急激であ つた

に拘 らず 、 自分の家で生産 した鶏卵肉、牛乳、山羊乳の自家消費は僅かに10%に 過ぎなか つた。

その殆んどが金に換えられた塩梅で凡そその窮乏振 りが窺えよ う。

とっかか りが容易な上に、現金収入の頻度の多い点か ら養鶏に人気が集 った関係か らか、滋

賀県や兵庫県では、小学校でも児童の養鶏が行われ、卵代や廃鶏の売上代金を貯金 して、図書

或は野球用具の購入の資に充当す ることも行われ、中、小の農業経営にとっては、好個の潤滑

油と して重宝されたことは、牛馬豚の比でなか った。

因に昭和元年におけるわが国の鶏総羽数27,731,000羽 、鶏卵総生産高12億3千3百 万個に対

し、同10年 には51,698,000羽 、鶏卵総生産高36億9百 万個に達 しただけで も当時の農村一般の

情勢が察知できようと思 う。

1羽 当 り1ケ 月約3.75キ ロの鶏糞 と錐 も50羽 、100羽 の排泄物 は、肥料代にこと欠 く当時の

中、小農民にとっては少なか らぬ魅力 となった ことは当然である。

今 日では殆んど考え られない 「採糞養鶏」 「採肥養豚」など、異様な呼び名を耳 にす るだけ

でも、その頃の陰惨 な農村の窮状を想像で きよ うと思 う。
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5.経 済更生 と私の思い出

(1)『 養鶏知事』の追憶

大正年代のある春休みのつれづれに、私は父の書棚を漁るうちにフ ト小説『 模範町村 』なる

1本 を手に した。

それがはしな くも『農学博士横井時敬著』 とあったが、当時の私 は著者 とは一面識 もなく、
マワ リ"マルデ絵に書いたみたいに

、公園の中に村役場があ り、周囲は菜の花や牡丹に囲まれた平和

郷を夢見た小説だナア"と 思い反発 してみた。
ミ

私が農林省か ら出て ドサ廻 りの第一歩は滋賀県で、前述の堀田知事に呼ばれて初の都落だ つ
レン ゲ ソウ

た。滋賀県 は当時菜種の主産地で、150万 石の近江米は、菜種と紫雲英の二毛作のお蔭で出来、

不出来が少 く、牛耕や厩肥の関係か らか近江米 は阪神市場では銘柄米 として通 っていた。 また、

近江商人の発祥地『 近江八幡」から鉄砲鍛冶で有名な日野町、甲賀郡の水 口町か ら湖畔の草津

市一 円の農村 は伝統あ る近江牛の本場で もあ り、古 くか ら宮中の御用を相つとめ、 これまた近

江商人ご自慢の一つであっ た。愛知県で前後2度 にわたり内務部長を勤め、東 は安城中心、西

は枇杷島中心に疏菜園芸 と養鶏奨励によ りいわ ゆる 『日本のデンマーク』をつ くり上げた経験

などから知事は、夢よ もう1度 を捨てがねて、江州でもうひ と花咲かそ うとの感があった。

"京阪神の大市場に近 い滋賀県の農家が
、よ り集約的 な疏菜園芸の輸栽体系を編出 し、肥料

シモゴエ

には速効性の鶏糞を用いる可きだ。牛肥、厩肥 と下肥 とでは大市場での販売競争には勝つ こと

が困難だ。君は多産の白 レグの奨励を主張す るが、オレは県会で既に名古屋種専養を宣明 して
マカ

予算を取 った以上今更奨励品種の変更など罷 りならぬ"と 私を大喝 した。

"余所の県が 白殻の卵 を産む卵用種を奨励す るか ら
、滋賀県は赤殻の肉用 として も最上の名

古屋種を近江種 として県下に普及 し、疏菜園芸 と、養鶏を、稲作の両輪 と見立て、農家経済を

豊かに し、農家の子弟を全国に散 らばっている近江商人の丁稚、小僧に住込ませなくて も、 こ

の風光明眉な江州の天地で、愛知県の農家程度の生活が出来そうな ものだ。

後進地なるが故に特産物、銘柄品をつ くらぬ限り、商人の餌食になるばか りだ"と 叱 りつけ、

愛知県か ら連れて来た農務課長丹下茂十郎氏(後 、愛知県か ら国会に出馬)と2人 で若僧の私

を説得 した。それまで藤原場長に辞意をもらしたり、名古屋種絶対反対 を唱えた私 も、 この知

事の執念には手 もなく屈伏 して しまっ た。

知事 は農事試験場に畜産部 を新設 し、1市12郡 に農会直営の種鶏場を県費を助成 してつ くら

せ、郡、市 ごとに改良増殖計画を樹立実施せ しめ、毎年各種鶏場及 び組合に種鶏を無償交付 し、

郡市別に農会にノルマを課す る一方、組合活動には格段の助成を以て した為に、国か ら優良組

合 として選彰を受ける組合 も出来た。殊 に名古屋種の優良種鶏 は本場の愛知や静岡県にな くて

も、滋賀県へ行けば買えるということにな り、一時は農林省岡崎種鶏場、肥後、大宮、播磨な
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どの各種鶏場から購買官が来たり、県単位や、ブロック別連合共進会のシーズンともなればア

チラ、コチラの県か ら出品鶏や、候補鶏の購買に訪れるなどした。今 は亡 き田代繁吉、田代丈

太郎、原 田清、祖父江義一の諸氏はこの意味に於て、独 り鶏種改良の功績のみならず、農村恐

慌時の経営の改善、農家経済の上に於て も直接、間接に及ぼ した功績 は恥 くない。

その昔1人 の牧民官堀田義治郎氏の蒔いた種が近年 どうやら舶来の ブロイラーのマズイのに

飽きた人 々が、そぞろに在りし日の『 名古屋種」の美味を思い出 して愛知、滋賀、富山の各県

に種鶏を探 し求める裏の話などこれ らの功労者の努力、精進を思い浮かべそぞろ追慕の念、止

み難 きものがある。

(2)農 業経営の改善 と、有畜農業

堀田知事の退官 と前後 して私 は昭和2年 国策『 鶏卵 自給増産10ケ 年計画』実施に先立 ち、前

年の11月 逸早 く神戸へ出向 し、発令前から手弁当で働いた。神戸市会下山 町の借家か ら県庁

に通い、右往、左往 させ られた妙な経験がある。

当時、岡山と兵庫の県 と県 との奪い合いと、県内で も政友会の地盤 と、憲政会の地盤とでr国

立種鶏場』 という名前だけで も既に選挙民に十分ア ピールす る関係上、騒ぎ詐 り大 きく、場所

の選定が容易に決定せず、閉口した ことがある。

『播磨種鶏場』の1件 以後、私は滋賀県での経験に鑑み、養鶏や一般畜産を、副業奨励規程

に基づいて奨励 していては、到底軌道には乗 らない ものと考えて、養鶏 については滋賀県甲賀

郡農会の技手別府誉三郎氏に依頼 して大正13～14年 頃から同郡柏木村、土山町、宮村、貴生川
エ チ

村或は彦根市では一森拾吉氏に、愛知郡では大野新市氏、神崎郡では坂上次郎氏など煩わ し、

養鶏立毛品評会の出品の、大型、中型、小型の各経営別の経営分析を試み、また、滋賀、栗太、

蒲生、野洲、甲賀各郡農家の肉牛生産の実態調査をはじめ、農家の経営 に結びついた豚飼いの

経済調査等か ら割 り出 し、"畜 産は本来が農業である"こ とを強 く主張 した。当時農林省は、

牛、馬、羊、豚、鶏の奨励を副業奨励規則(大 正6年 農商務省令)で 一律に取扱い、農村で副

業組合をつ くることを奨励 し、農務局副業課は地方庁に対 し副業奨励費を交付 していた。

併 し乍 ら、畜産を副業 と見倣 し、奨励金を交付すればこと足れ りとす る基本が間違っていた。

即ち、農林省の機構の中で、 これ らの仕事は農務局副業課の所管事項であったが、副業課には

鶏や家畜の飼養管理、経営技術に立 ち入 って指導 し、或は経営分析の出来る専門の技術者は配

置せず、事務官 と主事補のみの編成で、助成金、補助金 と名がっいて も単にこれを事務的処理

方法でバラ撒 くだけで、産業 として発展せ しめる目的に関する限 り実効のあがらないこと落 し

かった。

本省の農務局が トンネル型で も、地方庁で正当な行政施策が行われればまだ しも、地方庁 も

亦兵庫県の如 きは、商工課の所管業務と し、副業係主任が主事、補佐級の主事補以外女子事務
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員1名のみの編成で、畜産を冒涜す るも甚だ しか った。

斯 くて大正14年 に加藤高明内閣が農村振興事業奨励費を計上するに至るまで、日本の畜産行

政 は低調で、農商務省に畜産局が創設されたのは漸 く大正12年 である。

尤 もその頃 は一般の畜産思想 も低かった詐 りか、行政の後進性が甚だ しくて、畜産が農業経

営上欠 くことの出来ない重要な要素だなどといって も、一般には 『畜産』への正当な理解が徹

底 して いなか つた様だ。

明治14年 に農商務省が出来、 日露戦争勃発まで日本の畜産の技術行政は、上は東京帝国大学
ジヨウシヨ

の諸教授か ら、下は地方庁及び場 所の技術者 まで悉 く獣医学 出身者によつて牛耳 られて いた。

明治、大正の日本は、富国強兵を国是と し、欧米では馬の飼養頭数が概ね牛の2割 程度の時

代 に、わが国では維新当時か ら昭和にいたるまでこれが全 く反対 に馬が圧倒的であった。

軍部 も政治の上層部 も日清、 日露の2大 戦役以後、徹底 して馬産に重点を置 き、明治43年 陸

軍省に馬政局を設け、初代長官に陸軍中将浅川敏靖就任以来軍務本位となり、畜産の奨励は馬

産の妨害になるなどの圧力す らかか り、馬政局の忌揮 にふれて左遷の憂き目を見た人 も少な く

なかった。

担、私は今当時の経済更生事業の実践部隊の一員 として思い出を語 る上から、このよ うな行

政機構の間違 いが如何に大きく、わが国の農業及 び畜産の健全な発達を阻害 したかを訴えてお

きたいと同時に、米麦作即ち農業 といつたような耕種単一農業の脆弱性と不合理性を指摘 した

い。農業は動物生産 と植物生産が有機的に結合 し、自然循環の中で合理的且つ合 目的的に営 ま

れるべきで、耕種農業 も畜産 も共 に農業の範疇を一歩 も出ない筈である。

私の兵庫県在任中の最初の仕事は前に述べた通 りであるが、当時の一般情勢か ら農村経済更

生事業推進の上か ら商工課副業係所管の中小家畜及び家禽、養蜂など副業組合関係の業務の接

収、経営改善促進を 目的 としした有畜農業の奨励に傾倒 したことである。

全国の最高水準をゆ く農業県或 は畜産県を誇った兵庫県です らこれである故、全国の農民の

蒙 った不利、損失 は恥 くないと認 め協同組織等の奨励事業をソックリ畜産課 に移 して、経営技

術及び生産技術の裏付を したが、奥野商工課長 は県会議長で、県農会長の山脇延吉氏を動か し、

知事長 延連氏に圧力をかけ、若僧を首に しろとい うことであ った。

山脇氏 はその頃兵庫県の副業組合連合会長 や、有馬郡養鶏組合連合会長をや り、全国県農会

長、議長団中で も出色の人物であったが、県農会幹事長島貞氏及び商工課の金田副業主事を帯

同 して私の室ヘネジ込んで来た。その足で、内務部長坂間棟治民のところへ行き、知事 に言 っ

た と同様な申入れを したようだ。

斯 くて私 は坂間部長室 に呼出されたが、"畜 産の奨励事務、ことに団体の指導奨励に関す る

仕事 まで農林省が農務局副業課の所管 として顧みないなら、畜産局 はいらない し、出先機関も

245



到底筋の通 った仕事 は出来ないと思 う。 これか らの不況対策として有畜農業で、経営の改善と、

経済の立て直 しを しよ うという重大な段階で、自分の子供を能 もない継母に預けっ放 しでは子
ムチ

供の教育 は出来 まい。教育 とは鞭 と愛情だ と思 う、自分の子 は自分の手で育てるべ きで、絶対

に譲れ ません"の 私の一言で、坂間さん も後 は笑 って しまい、その後は山脇会長か らは敢えて

二の矢はなか った。

籾、 このよ うな ドサクサの後で、私は一挙に県一 円の養鶏組合連合会の創設と、県下を六つ

のブロックに分けた『有畜農業経営実態調査」を全国に先駈けて、5ケ 年計画で実施 した。

各ブロックとも地域の農業及び畜産の特殊性を尊重 し、大経営、中経営、小経営に分ち、そ

れぞれ一定の記帳様式 により、経営、経済の実態を明確に し、次年度以降の経営改善の資料 と

したわけである。

酪農地帯、馬産地帯、肉牛生産地帯、役牛生産地帯など、地域集団の中か ら可及的に、標準

農家を選び、めん羊、山羊、豚、鶏或は兎など畜禽の撰択は各経営農家の自由にまかせたが、

時折の助言、露助 は相互の理解を深める上に非常な効果があり、その後の経営共進会等の運営

の上に も効果的だった。政府が有畜農業奨励規則を公布 したのは昭和6年8月 の浜口内閣の時

で、不況の最中であっ た。

拐、ここで一応『 有畜農業』の語源にふれ ることにしよ う。

当時 ドイツで家畜なき農業経営を"ViehloseWirtschaft"即 ち、無畜農業で表現 したのにヒ

ン トを得て、当時の農林省畜産課長石崎芳吉 と、主任技師釘本昌二両氏の合作によるものであ

る。畜産局が耕種単一農業の補完に家畜、家禽を合理的に取入れることで経営を合理化 しよう

と計画 し、数年がか りで大蔵省と折衝 したが、曽って農商務大臣の前歴のある当時の大物蔵相

高橋是清氏 は『畜産は副業だ』とい う考え方で蹴 られ っ放 しで、有畜農業奨励費の予算成立に

は農林省は5ケ 年の年月を費 し、 この間加藤高明内閣から、若槻、 田中義一 と、内閣が三つも

代替 りし、そのうち世界大恐慌の襲来並に冷害、イ ンフレ、大不況の三重苦に打ちのめされ、

わが国農業の弱点を完全 に暴露 して しまった。

斯 くして冷害、旱害に強い有畜農業は、最大の不況時に 『採肥養豚』や 『採糞養鶏』なる新

造語まで生んだが、要す るにこれは昔か らの所謂 『水呑百姓』の知恵才覚によるもので、必ず

しもニ ュータイプの経営方式ではない。不況により偶々底辺の多数農民の在来の営みを誰言 う

とな く、斯様な呼び方を したというに過 ぎない。

彼の徹底 した土佐 っぽで、緊縮財政の強化につとめたお蔭で、佐郷屋某の兇刃に倒れたライ

オン首相浜 口雄幸氏の手によりはじめて有畜農業奨励費が予算づけられ、兎 も角恐慌時の農業

経営の改善のために肥料 と畜力の両面か らバ ックア ップすることになり、時に貧 しい農家食卓

を潤お し、時にはまた児童のお八つや弁当箱を賑わ し、或は又、光熱の源泉 ともなったことは
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前 に述べた通 りだ。

私は地方の農民との永い交わりの中で知 り、且つ教え られたことは何よりも先ず、家畜、家

禽へ対す る農民の不変の愛情である。彼 らは概ね家族の一員の如 くこれに接 し、そこに醸 し出

される温か く且つ平和な雰囲気に、私 はしば しば打たれ、且つ感激 したものである。

陰惨 とい う言葉が当 らないならば、寒々と した当時の農村、即ち農民の生活の中での牛、馬、

羊、豚或は鶏の存在が如何に彼等農民の生活 に潤 いを持たせ、また趣味と実益を提供 し、団築

の中で 自ら自家経営への励みの源泉 となったかを私は知 っている。

青年の集い、婦人会、産業組合の会合、老人との炉端のや りとりでも、鶏の話からやがて飼

い方や、病気の手当や、品評会の話となり、不況の中で も共通する稲作の改良や、牛、豚の肥

らし方 ともなれば些かの希望が湧き、次回の座談会や講話会が待 ち遠 しくもなる雰囲気 も亦更

生への第1歩 といってよい。

更にまた精農家の記帳はやがて青年層に及 び、婦人会の中か らは鶏卵貯金や米一握 り貯金が

は じまり、養鶏 日誌は少年の担 当となるなど、収支を記帳す ることか ら主人は肥料の設計や ら

飼料の栄養比を決算 し、これまでの 目の こ計算か ら転 じて1歩 前進するなど、彼 らは凡て不況

の中か ら脱 出するために段階的且つ集団的な行動に向 つたことは、永い村の伝統の中に遺 され
ユ イ

た 「結』の精神、共同 して扶け合うという気運が、強烈なダメージにより再びよみがえ った村

が少 くない様に思 う。
インハラハル ヨシ

(3)白 根知事の青年観と石原治良氏の洞察力

曽って東京で新 しが りやの何人かの学者が集 まって討論 し、その内容がさる大新聞にの って

いたが、その中に確か『 かつての恐慌時代の農村の自力更生運動は、軍国主義だ。 ファシズム

だ』との発言があり、私は一ぺんにその人が嫌いになっ て しまった。

私は昭和元年 に神戸へ移 り住んだが、友人や先輩 に恵まれ、辞令も貰わぬ うちに大喧嘩 した

人が後 に死ぬまで真剣 に協力 して くれたり喧嘩 したり、型破 りの仕事で問題を起 したことも数

件 はあっ たが、そのようなモメ事のために却 って問題の処理が し易 くな り、後々非常 に幸 した

ように思 う。

実業補習学校や、中学校、農業学校、青年団などの産業教育事務や、青年団指導な どの辞令

の手前、一応青年諸君と合宿 したり、不況打開を目的の国産振興阪神大博覧会や、産業合理化

展覧会などの委員を して私の専門外の勉強を強いられたお蔭で、相当に広 い範囲の人々を譲 り、

之によって大いに啓発 された ものである。

国際都市神戸市 は、都市と して も当時、東京、大阪、横浜 と並び称せ られ る文化都市で、24

ケ国の人種が入 り乱れ、勉強 と情報キ ャッチには好都合で、青年や、教職員に対 して も、適当

なネタには一向困 らなかつた。
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昭和5年7月 、瀬戸内海か ら大阪湾にか けて海軍の大演習が展開 され、最後 に神戸港中心の

大観艦式が挙行され、委員を命ぜ られたの には些か閉口 したが、知事 白根松介氏は、そのため

に宮内省か ら出て、兵庫県知事に就任 したとの下馬評があっ た くらいだ。貴公子然たる知事は

教育の熱心家で、特に青年子女には再教育を要するとし、自ら連合青年団長に就任 した り、中

等学校教職員の再教育を労務部長に命 じ、 いろいろな長期講習が矢継 ぎ早に展開された。大演

習と大観艦式は相当の景気づけとなり、やがて第2陣 と して各地の市町村主催の青年講習会が

相次いで開催 され、会場は概ね市町村の学校、公会堂(公 民館)が 主 とな り、時には地域の名

刹を も利用 した。

講師は何れ も青年 と同 じ宿坊で起居を共にすることになり、体操、礼拝など型の如 く規則正

しくし、講義は昼間、夜は座談会など時間一杯 ミッチ リと行われ、真夏は暑熱 と蚊に悩まされ、

冬 は寒 さの中を時 に雪中の駈け足など、若い気持でいて も血気の青年 とでは同 日の比ではな

か った。知事は農村の不況打開には教育の刷新と、共同の精神を強化する ことを要諦 と考えた

らしく、不況対策 における白根知事の心構えの一端がわか つたような気が して、私などこれは

本気で取組まねばな らぬ、大変な仕事を仰せつか った もの と気づ いた次第だ。

さて、石原治良氏とは私の兵庫県時代の出会いに始まり、東京では随分 になる。私の方が2

才年長 とはいえ、山崎延吉先生の愛弟子 として安城の先生のお宅で御夫妻 に直々薫陶を受けた

上 に、資性重厚、 しか も指導力に富み、その洞察力の優れたる点など、大 いに敬意を表するも

のである。

竹山祐太郎氏の 『農山漁村経済更生運動の経過』を読む と、第62臨 時国会(昭 和7年8月23

日～9月4日)で の時局匡救決議のあとを うけ、農村並びに中小商工業者救済具体策審議のた

め五相会議が開かれ、その結果農村救済策が決められたことが明記 されている。

書中、7月9日 以降の記事として、7月9～10日 自力更生に関す る委員会設置の農林省議。

7月11日 農村救済土木事業に関する内務省案決定。

7月15日 五相会議。

7月18日 斎藤首相、地方長官会議で 自力更生を提唱。

7月19日 五相会議。

8月9日 大蔵省予算査定額決定。非常時予算1億5千 万円

8月16日 時局匡救予算案閣議決定。1億7千 万円

8月20日 農村救済関係四法案要綱閣議決定。

9月5日 内務省、国民更生運動計画要綱を地方長官へ通達。

9月9日 文部省、学務部長会議において社会教育による農村教育案を非常時対策 として提示。

9月27日 農林省経済更生部設置。

248



等 々政府施策の推移を物語っている。重厚を もつて鳴る斎藤実首相が地方長官会議で自力更生

を提唱 したというが昔か ら勤勉な日本の農民は戴星、踏月、 日夜孜々営々とし、朝の草刈 りや

堆肥づ くり、水田の客土や、暗渠排水工事などに励み、当時は自給飼料や自給肥料の増産など、

只管に自力更生の道を励み、全国的規模の草刈選手権大会や、堆肥増産共進会、米麦は じめ甘

藷増産競技会などを開催す る一方、経営簿記の励行等経営の改善につとめ、どこの地方で も精

農家と篤農青年とが自力更生運動の先頭に立 つた ことを明記 して置 きたい。

明治維新の原動力が、青年志士にあ ったよ うに、世界的大恐慌時の如上の第1線 部隊の勇気

と情熱 とその実践行動力こそ私は新 しく立上 る原動力となったことを疑わない。

『八ケ岳農場物語』 において久保佐土美氏が全編を通 じて語 っている種々相は、いみ じくも

地方の農村或は農民道場、農村における篤農青年の実践窮行の様相を集約 し、これを凝集 して

いるように私自身は受けとめている。斯様な青年の役割、青年の力に思いを致 した石原治良氏

が大正12年4月20日 兵庫県農会技手に就任以来、彼はいみ じくも農村振興は農業経営の改善を

第1義 とす ることを把握 し、同時にそのために古 いタイプの篤農家 も大切だが、青年が新 しい

農業経営の技術を身につけて、新農村建設の牽引車たるべ きを洞察 した。

山崎延吉先生 が、この私 に対 して喝破 した。『地に居て青き者は未熟 なり』の論理 は、先生

のお宅で薫陶を受けた彼は完全に身につけた哲学であり、血肉であった筈である。

死ぬ直前まで青年 を愛 し続けた先生の愛弟子が、青年運動に身を挺するなど、む しろ当然の

ことであろう。名利を求む るに急な当時の学卒者にはそのような地味な仕事 は徹頭徹尾嫌われ

たが、敢て縁の下の力持 ちの役目を自発的にや り抜いた所に大日本連合青年団常任理事の田沢
ヨシハル

義鋪氏が白羽の矢を立て、同連合青年団理事長で農林大臣の後藤文夫先生、農林次官の石黒忠

篤先生の3人 で相談 しあって執拗に口説 き、同連合青年団に新設 した更生運動部の農山漁村更

生運動の主任に引張 り出 した所以であろう。

(4)彼 の実践行動力

昭和2年3月31日 兵庫県農会技師に昇格 した彼は、斯 くして同7年11月16日 に遂に兵庫県を

去 り、私 もまた同 じ11月 の14日 に農林省からの電報1本 で、住み馴れた神戸か ら引揚 げること

になつた。

須磨、明石の海 も石原氏や私共に とつては、アノ頃はどちりか

といえば縁遠い方で、私共には淡路、播州、摂津、丹波、但馬等の過疎に悩む農山村の青年や、

婦人会、或は町村の農家相手が性 に合 っていたように思 う。

彼が兵庫県農会在任中の仕事は、農家経済調査、農業経営改善指導調査をやりなが ら、手広

く各郡市農会を一つの単位と した農業経営改善事業の推進であった。

その中の一つの方法と して彼は、彼の独創的な発想企画に基づ く 『農業経営審査会』事業を
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各郡市農会ごとに実施させ、1郡 市をそれぞれ30～50名 の専業農家を参加させて、これ に簡易

な様式の農業経営改善設計を行なわせ、彼の編纂 した農家経済簿を記帳させ、審査員会を設 け

てその経営を審査 し、改善進歩の優れた者を褒賞するとともに、一般農家をも多数出席 させて

講評大会を開き、改善気運を高揚する事業を昭和3年 か ら毎年実施 した。

兵庫県農会は、昭和7年2月 全国に魁けて『 自力更生』を提唱 したが、この 自力更生運動の

具体的、中心的実践推進事業 として彼はまたも独創的に昭和7年 から各郡市農会ごとに 『農業

経営改善青年同盟』を組織させた。

加盟 した青壮年は全県で数千名にのぼり、この者には前記 と同様に農業経営改善設計と農家

経済簿記入 を必行させ、その成績を審査、講評 し、団体表彰 と個人表彰を して改善進歩を促進

する方法を講 じたのである。

即ち、従来の個人的な推進法か ら更に歩、一歩を進め、加盟員が団体的に手をつ なぎ、相互

に励ま しあい、研鐵を重ねることにより更 に改善の歩を進めることに した。

また、加盟員は互に深 く誓いあい、近隣、周辺の農家にもこの様な改善、更生活動を波及せ

しめるよ うな仕組とした点に、彼 の実践指導者としての優れた素質が認め られる。郡市の青年

及び壮年農家1万 数千人が、同 じ様式の簿記による経営の改善運動が始 り、数次の簿記講習会

により、彼等農民 自らが立派に集計及び経営分析が可能 となり、農村恐慌の真只中で、困難 と

まで見 られた悪条件の中で、各自がそれぞれの苦心 と努力で生きる方途を見出すにいたったが、

このことは村の将来にとっては、大いに幸せであった。彼は最初簡易経営簿記を励行させ、先

ず青壮年の頭の訓練 と、簿記の重要性を自覚せ しめ、やがて各自の経営改善の設計指導か ら部

落、部落か ら村、町の振興 に及んだわけで、その経路は江州、甲賀郡宮村の場合と相似性が見

られる。然 し兵庫県の場合、その実践運動が遙かに大規模で『 火つけ役』 は石原治良なる白面

の一県農会技師であ った事実を私 は特筆大書 して彼の功績を称えたいと思 う。

当時全国都道府県農会が、 日本農業の大宗『 米』 の価格が適正に扱われない為、農民の蒙 る

ところの損害大なりと して、国を相手にこれが改正につき大論争が展開され、全国農会を代表

して兵庫県農会の会長山脇延吉氏 らが大いに活躍 した時代であ る。

その頃、石原技師は県下数 ケ所 で自作農及び自作兼小作農家、並びに純小作農家の代表的な

ものを選び、彼の得意 とす る経営簿記 を中心に『米の生産費調査』を行い、これを会長山脇延

吉氏に提示 し、当時の米価引上げ運動 に 『活』を入れた事実がある。米の適正価格は勿論、再

生産を可能にする価格であるべ きで、彼の この調査の狙 いは的確であった。即ち、如何 に政府

が農民 の自力更生を叫んでみて も、如何せん、米の価格が不当に押え られて は、生産農民の経

済更生の 日は先へ先へと、遠のか ざるを得ない状態だ ったのだ。

昭和4年6月 、産業奨励の思召を以て神戸市に行幸せ られた聖上陛下に兵庫県は、県下の物
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産、産業経済資料 を一室に陳列 して天覧に供 した。

その時兵庫県農会は、彼の調査にかかる『兵庫県における米の生産費』と『兵庫県にお ける

自作農家の生活費』と他の者の調査にかかる 『神戸市における米麦、果実、競業集散状況』の

各畳2枚 半大のグラフを掲出していた。

当時、米の生産費調査は、全国的に少ない資料であったか らであろうが、米価に御関心の深

い陛下は、他の天覧品のいずれ よりも時間を長 く、この グラフの前に玉歩をとどめて御覧にな

り、 白根知事 に御下問があっ たとの県か らの知 らせにより、白面の青年技師の彼 はいた く感激

したというエ ピソー ドもある。偶々御側近 く雇従の光栄に浴 した筆者 としては、恐らく彼生涯

の最大の栄誉 として受け止めた ことと思 う。

籾、昭和6～7年 頃、摂津、播州の銘柄米が京阪神市場で150キ ログラム35円 相場から一挙

15円 となり、繭3,75キ ログラム7円50銭 の相場が一挙に2円30銭 に惨落するなどの窮状か ら生

産費が問題になることは当然で、そこに桐眼を働かせたことは、彼の性格としては将に当然に

過 ぎることと思 う。又、右の神戸行幸の刷り、彼の経営指導による朝来郡粟鹿村の村上定次郎、
エ ナミ

三原郡榎列村の古川賢作、川辺郡園田村の松本種吉の3氏 は模範農家と して陛下 に拝謁仰せつ

け られ優渥 なる御詫を賜わるな ど、彼の指導力の如何に大なるかの例証 とい って も過言でない。

彼はおだやかな人柄ではあるが、心の奥底 には我農生山崎延吉張 りの情熱を秘め、よ く人を

してひきつける徳をもっている。

兵庫県で私が全国に先がけて有畜農業奨励の先鞭をっけたの も畢寛不況対策と して コス トの

安い農産物および畜産物の生産 と、余剰労力或は老幼婦女子の半端な労働力の賃金化を狙 った

もので、滋賀県在任中米麦の増収競技会や立毛式品評会の審査 にまで引張 り出され、精農家が

必ず厩肥、堆肥、鶏糞の愛用者だつたのを想起 し、昭和2年 か ら始めて全県下で実態調査を展

開 した。私 は農大で農業簿記を佐藤寛次博士に、次 いで農林省で 目黒の林業試験場にブチ込ま

れ、大槻正男博士を して長期講習会の形で ミッチ リ仕込 まれたりしたお蔭で、県下の産業組合

や農会主催の青年の会合に石原技師と同席で も一応理解 も出来た し、青年達 とのやりとりも無

難だ つた。

私の仕事には奥田実蔵、岡本光次、中沢嘉平諸氏が大いに乗 り気で、一気に有畜農業組合の

設置奨励 に乗 り出したが、結果的には県農会の石原技師の力を借 りることも屡々で、県庁の連

中よりも農村に行けば石原治良氏1人 の力が遙かに大 きな影響 力がある位であった。 しか し、

我 々と しては、経営全体の中で可及的に畜禽を活か したつ もりである。

さて、 この様な状況の許で、私 は経営者の簿記能力の向上及 び啓蒙宣伝等 につ いて本省へ出

向いた折 に、"兵 庫県下で是非農林省主催の有畜農業講習会を開催 し、時局下一層の盛上 りを

期 したい"と 申入れて実現 を依頼 しておいたが、農林省の予算成立 は遂 に4年 ～5年 と遷延 し
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て しまって、昭和7年3月 にこの請が容れ られ、姫路市で有畜農業長期講習会が開催 された。

前年の8月 、農林省が有畜農業奨励規則を公布 したのとタイ ミングも合 ってか其の後の運動に

もひとしお熱が入 ったかのように思われた。

竹山祐太郎氏の談話の中に 『農村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-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』と、従って私は農村経済更生運動の裏方さんとしての岡田温氏

や久保佐土美氏、石原治良氏3氏 が登場 しない正史 はあ り得ないように思 っている。
インナ ミ カミシヨウ

昭和7年 に竹山祐太郎氏 は兵庫県印南郡上 荘村の経済更生運動等 その実態を詳 さに視察さ

れているが、当時上荘村が非常な好成績を収めた裏には同村の大地主大西甚市平氏と、熱血漢

原田一男村農会技術員の存在を忘れてはならないと同時に、石原治良氏が寝食を忘れ心血をそ

そいでの特別指導が しば しばで、あの素晴 らしい トリオは世間にはザラにないと思 う。更にま

た、山脇延吉氏の後を うけて県会議長をつ とめた快男子衣川退蔵氏が心魂を込めて大西氏 らを

バ ックア ップ したなど も逸 し難い。

大西甚市平氏は当時40代 の インテ リで、育ちの良 さの外に、知性溢れ、その包容力の豊か さ

には敬意を表さざるを得ないものがあ った。

そ もそ も兵庫県では個々の経営改善計画と、共同の改善計画の2年 建で推進 した故、中心人

物の人格、識見と、更に決断力を要 したことはいうまで もない。その上、事業の性質上、町村

農会の技術員の手腕、力量に挨つところまことに大なるものがあったと記憶す る。

原 田一男技術員は、体躯堂々たる熱血児で、大西甚市平氏と一体になつて、 この運動の目的

貫遂 に日夜倦むところがなか った。

却説 このよ うに して兵庫県下の農村更生運動は、斎藤首相の提唱の如 く、農民が打 って一丸

となっての実践運動により、年 と共に町村それぞれの計画 目標に到達 し、中には遙かに目標を

突破 した町村 も割 くない。

家畜 、家禽をそれぞれの経営組織 に織 り込んで、米麦作、養蚕或は果樹、疏菜、花卉園芸、

特用作物等々と有機的な作用効果を発揮せ しめた結果、往時 は今 日に見 る様な畜産公害なるも

のは、発生すべ くもなかった。

例えば、播州の織物の産地で有名な多可郡中町の如きは約3ヘ クタールの米麦作 と養蚕に、

果樹園 と雑木林を軸に豚、鶏、山羊、和牛を有機的 に機能させ、先ず蹄耕開墾法を 目的 として

原野 に豚 を放牧 し、跡地に採卵鶏を放飼 し、豚の育成、採卵、開墾等 に省力、省経費な ど、極

限的に まで工夫 し、高松宮殿下より表彰された高田退助氏の経営などの例 も地域農民の範 とな

るもの と思 う。

このような有畜農業の経営事例 は、その後の経済更生事業の進展と共に益 々増加 し、地域農
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民の指導標 となった。要するに、私は、自然の法則に従 うことこそがやがて経済更生の捷経で

あることを物語 っていると思 う。

⑤1粒 万倍の農民運動 と、青年団及び帝国農会の経済更生運動抄録

以上、兵庫県の農村経済更生運動の紹介を意図 しなが らも、私は殆んど石原治良氏の伝記で

も書いたかのよ うに受取 られ易いが、事実 当時の兵庫県農会長山脇延吉氏や長島貞幹事 も偉

か ったが、 この運動の基本精神は、石原氏の育ての親 ともいうべき山崎延吉先生に発するもの

であり、兵庫県における導火線 は、石原氏及び彼の教え子である。即ち彼 と農業経営改善青年

同盟のバ イタリティにあり、と思 う。

兵庫県農会は、昭和7年2月 全国に傲 を飛ば してわが国で最初に 『自力更生』を提唱 し、そ

の精神を高揚 し、 自力更生運動を農村に浸透 させるため県農会主催で、その年の4月 県下の数

カ所で農人 自力更生祭を盛大に挙行 したが、そのお膳立てを した裏方と しての彼の業績 は大で

あ る。

その後、昭和7年5・15事 件の後、斎藤内閣が生まれ、9月27日 農林省内に経済更生部が設

けられ、初代部長に小平権一農務局長が就任 し、農林大臣が後藤文夫氏、事務次官に石黒忠篤

氏という名 トリオで愈々本格的な政府の政策 と しての農村更生運動が展開 された。

これよ り先、農林省は、大正12年 農家経済調査主任及び助手を全額国庫補助で21府 県農会に

設置 し、同13年 か らは、各部道府県農会に同様 これを設置 し、 この年か ら農業経営改善指導調

査事業を全都道府県農会及び帝国農会に全額国庫補助で実施させ、この事業 もこの専任職員に

担当させた。

帝国農会では、幹事の岡田温氏が同会の農業経営部を主宰 した。各都道府県農会 ごとに個人

経営の大経営、中経営、小経営 と部分的共同経営を指定 し、各都道府県農会の行 う指導調査の

総元締 として岡田幹事が活躍 した。帝国農会には学識経験者を もって農 業経営審査会 を設置 し

て この事業の推進指導 に当った。

当時岡田温幹事 は、わが国の 「家族経営」についての理論的研究の権威者 として定評があり、

「農業経営と農政」の名著 も、農業経営指導関係者にはバイブルの如 く読まれた もので、当時

岡田温氏は、極めて精力的に全国各県各地の指導に当り、文字通 り南船北馬 ほとんど席の温ま

るところなき有様で、当時 は恰 も農村の救世主の如 き感があ り、温顔を もって各地の講演会、

講習会場 を経巡 り、その窺書は弁説 に図書に、万人を魅了するに十分な ものがあ り、その信望

は絶大なものがあ った。

氏の功績の一つに米の生産費調査方式の確立があ り、また多 くの著述によ り治 く世人 を啓蒙

するなど、質実、重厚な人格と共 に永 く農政史の1頁 を飾 るものと信ず る。

世上理論 に巧みで も、実際の農業及 び農業経営 となると案外な者が少 くないが、氏 は全然
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違 っていた。私の記憶に誤 りなかりせば、岡田氏は確か愛媛県の産で、農事試験場、県農会で

現場の実務 をみ っちりと鍛え られた人で、あの頃の農村問題、農民運動 には不可欠な人物で

あったと思 う。

私は、敢えて久保佐土美、石原治良、岡田温の3氏 こそ当時の第一線部隊中の重要な戦力で

あった(順 序不同)こ とを附言 して置 きたい。

竹山氏は 「農山漁村経済更生運動正史」資料1号 の中で、いみ じくも救農議会の経過を紹介

し、自主的 「自力更生運動」の展開を詳さに解説 して居 られ るが、私を して言わ しめるな ら、

ほんとうに実践行動 した中心人物はこの3人 男である。

彼等が黙 々と縁の下の力持 ちをや り、やがて青年や村人の活動ぶ りが ジャーナ リス トの話題

を呼ぶにいた り、各地か らの視察見学が急激に増加 し、各地 ・各県での青壮年の運動が盛んに

な つたように思 う。例えば先の上荘村など、殺倒す る視察者の案内や説明に忙殺され、流石の

豪傑原田氏などヘ トヘ トの有様であった。

このような全国的な気運を逸早 く察知 したのが当時の大日本連合青年団常任理事田沢義鋪氏

で、彼は石原氏の人柄に惚れ込んで、同連合青年団が未曾有の経済恐慌の下の非常時にわが国

の青年団運動を一大転換 して これに対処せん ことを期 し、やがて全国各部道府県の青年団に号

令 して純真 な青年たちの情熱 とバイタリティーを農山漁村の経済更生運動に傾倒せ しめん とす

る矢先とて、彼石原治良氏を して入団せ しめ、この歴史的一大青年運動展開の重責を托そうと

した ことは流石であると思 う。

私は、そ こに『人間田沢』の偉大 さを知 り、同時にまた氏の桐眼に心底か ら敬服せ ざるを得

ない。

惟 うに、農山漁村経済更生運動が僚原の火の如 く、真に全国的な規模で強力且つ迅速に展開

されたことは、将に世紀の驚嘆であった。 さしも疲弊、困懲の極に沈治 した全国津々浦々に、

やがて微光が もたらされ僅かなが らも前途に希望を繋 ぐに至った所以 は、後藤農相、石黒次官、

小平経済更生部長の3者 の卓越 した指導統率力以外何 もの もない。

この三幅対は稀に見る人格者であり所謂 『精神家』であっ た点を見逃せない。

当時の世相 は、っ魂」をよみがえ らせ、 これをふるい立 たせることが先決問題であった。『鉄

は熱い うちに打て』 という如 く、これらの指導者は能 くこれを実行 し得た ものである。

3人3様 の個性があり、共 に国家の大事に殉 じた人であることは周知の通 りである。 「自力

更生』運動を私 は人造 り、村造 りか ら入 ったとも考えられるが故に、私な りに本筋 とは脱線す

ることを承知の上で、敢えて人間関係に必要以上に筆を馳せ ることに した。

後藤農相、石黒農林事務次官及 び大 日本連合青年団常任理事をつとめた田沢義鋪氏 らは学生

時代か らの親友で、 ともに国家的大人物であった。
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田沢氏は夙に官職を捨てて 日本の青年教育、青年団運動の指導に心魂を傾けた人物である。

彼の生涯を通 じて観 るに近世、実に稀に見る傑出した大人物であると断言 して偉 らない。

その『人造 り』の上 に残 した功績は、まことに計 り知れないものがあると思 う。彼の有名な

5・15事 件で倒れた犬養内閣の後を うけて組閣された斎藤実内閣に於て首相の臨時帝国議会で

の施政方針演説の如 きは当時1民 間人であった田沢義鋪氏の筆に成る『超非常の政局に処す る

総理の施政方針演説』の草稿に発することなど も、当時その筋から秘かに伝え聞いている次第

である。

更 にまた、彼の2・26事 件の真只中で、当時無官の田沢氏が、後藤文夫内閣総理大臣臨時代

理(後 藤氏は当時内務大臣)に 付 き添って、ひそかに事件の収拾を輔けた陰の功労者というこ

となども、当時の一部報道機関より洩 らされているなど、将に昭和事件秘史の1コ マとい つて

よい。

田沢氏は昭和8年12月 貴族院議員 として勅選の栄に浴 したが、徹底 した議会制民主主義者 と

してその教育に生涯を捧げたことはあまりにも有名である。

当時わが国が次第にファシズムに急傾斜するを憂えた氏は、軍部の国会介入の態度などをい

ましめたるため敢えて行 った国会での大演説の如 きは"百 万人と錐 も我ゆかん"の 気迫 に充ち、

彼の信念を吐露 して余すところがなかった。

軍部の横暴を輩堅 しなが らその重圧に恐れおのの く人 々の中で、堂々の この質問演説に対 し

ては国民 ひと しく万雷の拍手を惜 しまなか ったのも宜なるかなである。

田沢氏 は農村更生協会の設立後、その理事で もあ った。氏が青年団運動の中に青年による農

村更生運動を大き く取 り入れたことは、前述の通 りである。

しか も筆者が当時、東海、近畿、中国、四国各県青年諸君 との交流の中での感触は勿論、戦

中戦後に接触 した多 くの人々の間か らもまた田沢氏追慕の声を聞 くこと しば しばである。

名利にうと く、純真且つ多情多感な青年諸君の教育、指導 と彼等を率いて困難な農山漁村経

済更生運動に身を挺 した『人間田沢』の存在は永遠 に忘れることの出来ない厳粛な事実 として

敢えて これを後世に伝えたいと思 う。将に氏 こそ農山漁村経済更生運動正史の1頁 を飾 る稀に

みる傑人であると思惟す る次第である。

(6)経 済更生 と有畜農業の普及奨励

昭和7年 の11月 私は山陰の畜産県、島根県へ有畜農業の指導奨励を中心 に、経済更生事業の

促進を計る使命を帯びて転任を命ぜ られた。兵庫県 は全国有数の富有県で、当時は1等 県、2

等県、3等 県などどいって中央政府をはじめ、地方庁の役人にいたるまで格式 を矢鱈にやかま

しくいっていった。

従 って本省か ら地方庁へ出るにもこの点を必要以上にこだわり、私など も最初に佐賀、次は
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福島といわれ、それが高等官に昇格するので も敢て これを断って しまつたが、3度 目の滋賀行

は格式抜きに遂に飛び込 まざるを得 なか った。小県で勉強 したお陰で予算取 りのテクニックや

農民と肌と肌をふれあ ったつ き合いによって地方行政の何たるかを学び、町、村長や産業組合

長、農会長 らの苦労や県議会の舞台裏が少々わかったが故に、その後の事業の遂行に非常に参

考 になり、上司に楯つきなが らも大過なく過す ことができたように思 う。

島根行を命ぜられた折"自 分は左遷されるような覚えがない。 いまの仕事 は是非自分の手で

仕上げまで見届 けたいか ら山陰落ちは勘弁 して欲 しい、どうして もとあれば1年 先にして欲 し

い"な どグチったが聞き入れ られなか つた。

島根県は当時は貧乏県で、私が手がけようという仕事には県費予算は零であ つた。福邑正樹

氏が知事で、松島源造氏が内務部長の時代で、私が"農 林省を騙 したのではないか、予算が1

文な しでは動 きようがない。本省を騙 したんでは自分の立つ瀬がない故帰 らせて貰う"な どと

知事室を出た私であった。

その晩、松島部長から 『農林省にも有ようをブチまけてある。事業費などの零のことも納得

つ くの人事故2～3年 頑張 って くれ、貧乏県の ここで予算を計上 しても、畜産県を以て 自負す

る県会議員連は、経済更生 も、有畜事業 も理解がにぶ く"牛 の改良増殖費なら認めようが、有

畜農業など得体の知れない事業費は認め られない"と 、2年 連続流産に終 っている。』r君 の給

与は幸 い国の負担で、県は1文 も計上 しなくて も"種 は播かれたわけだ。 これか ら君の仕事振

り如何では県会の承認 も得 られ、国庫の助成にもあ りつける訳だ。"知 事とも十分話合いの結

果で、君に飛出 されると、 自分 も立場が無 くなる』と県財政のやり繰 りや ら、議会工作に苦労

する有様を吐露 され、軽 々に飛出せな くなって しまった。

"男同志
、やろうじゃないか"と た しなめ られ、その上この方 もと余分に、農山漁村経済更

生委員会幹事の辞令まで押 しつけ られたo

後年、退官 して悠々自適の松島氏の仮寓を訪れて、私 は当時の浅 はかだつた自分を改めて陳

謝 し、アノ時の一言がその後の人生遍歴の上で非常によき誠めとなっ たことを感謝 したわけで

ある。

私 は島根県では当初、産業組合 とタイアップする以外に手のないことを考え、農林省か ら来

ていた前野八郎主事や血気の若者高橋英夫主事補 らと産業組合青年連盟を中心に、部落か ら町

村の経済更生計画の樹立を目指 し、その中で農業経営の改善、村の再建は先ず個 々の経営分析

か らは じまるべきことを説いて歩いた。

青年達は後年村の改造で一躍全国に名声を駈せた高橋英夫氏(模 範町村大原郡大東町をつ く

り上げた後年の名町長)や 、鼻 っ柱のヤケに強い前野八郎氏を前にしての私の説法には事実相

当の戸惑があ ったようだ。昔か ら和牛改良の先進地と して全国に君臨 し、出雲牛、石見牛など
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和牛の本場へ来て、牛の改良 は二の次にして、農業経営改善の要素 としての牛馬、羊豚、鶏を

それぞれの経営組織の中に生か して働かせ る有畜農業などといって も彼 らには呑み込めない様

子なので、滋賀、兵庫などの経験談を中心 に解説 した。 これまでに県会で、有畜農業の奨励費

が流産 したのも提案者自体有畜農業の意味あいが十分咀噌出来ていなかつたらしく思われた。

私 は『産青連』の連中に滋賀、兵庫の優良事例 やそれぞれの規模の大小、地域性など、 自然

的、社会的或は経済的条件 を勘案 して、青年自ら自主的に行動を起 した兵庫県の農業経営改善

青年同盟の実態或は経済更生指定町村の実績を具体的に説明 して廻 ったが、お蔭で『産青連』

には馴染が次第に増加 した。

然 し乍 ら和牛改良の邪魔 になると真向か ら反論をブ ッて来る親父共や、畜産組合のボス連中

には兵庫の牛の生産地帯或 は肉牛地帯、酪農地帯などで、有畜農家が自家の経営組織の中に大

家畜をどのように生か し、又、緬羊、山羊、豚、鶏をどう組み入れて米麦作や果樹園芸、疏菜

園芸、花卉園芸などに如何なる作用効果を齎 らし、如何に生活を楽 しんでいるかを説明 し、百

聞は一見に しかずで、進んで町村農会、産業組合或は養蚕組合、畜産組合か らの先進地への視

察旅行などを勧誘 した。 また、更生指定町村に対 して は町村長または産業組合長 、農会長目ら

が実地調査の上、積極且つ合理的な実施計画の推進を勧奨 した。

雪の多い山陰、然 も春秋2期 の雨期を控え晴天に恵まれない裏 日本農業の最大の泣き処 は、

日照時間即 ち積算温度の少 い点で、表日本一帯の農業に対 して非常なハ ンデ ィキャップを免れ

ないという大変な不利があつた。これは養蚕の上で も、耕種農業、畜産 ともに然 りであ った。

然 も島根県最大の穀倉地帯 ともいわれる簸川平野は、宍道湖 と斐伊川の影響を蒙 り、有名な

湿田地帯で田植、稲刈に舟を浮べて作業す るなど、大国主命の御神徳を以て して もこの天然、

自然には打ち勝てなか った。

このように財政不振な島根県は、自然的条件の悪い以上 に中央市場 とも隔絶 し、その上隠岐
ス キ オ チ チ プ ア マ

島四郡は、火山島故に起伏が大で、周吉、隠地、知夫、海士の各郡は耕地 も少 く、半漁、半農

の過疎地帯で、県の財政上非常な負担にな っていた。世界的大恐慌の襲来によりこの離島四郡

の救済は将に人道上の問題 と化 し、困窮甚だ しきものがあ った。

本土か ら隠岐島へ54海 浬 はr隠 岐汽船会社』の隠岐丸が逓信省(当 時)か ら郵便船の助成を

受け、県からは定期航路就航の補助金を受け第1隠 岐丸500屯 、第2隠 岐丸230屯 の2隻 の木造
シ ケ

船のみで、一寸 した時化で も欠航す るため、さな きだに夢多 き青年男女 は島に止 まることを嫌

い、労働力の不足は島の農山漁村の生産力を極度 に減殺 し、困窮の ドン底にあつた。
タチ ゲ

このような状況に鑑み、先ず既存の農事実行組合、畜産実行組合などの立毛式品評会を奨励

し、岡山県倉敷市の大原奨農会、大原農業研究所の土壌、肥料の研究者板野伴夫博士を煩わし、

土壌改良に関する講習会を各地で開催し、特に堆肥増産の重要性を徹底せしむべく関係技術員
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及び実業補習学校教職員 と、農事、畜産、養蚕の各実行組合並に産青連の幹部を中心に県下各

地で協議会を開催 した。又、九大教授岩田久敬博士を招聰 し、 自給飼料の増産利用に関す る講

習会を開催 し、石灰藁の製造をはじめ、サイレ-ジ の増産利用など金肥の節約 と飼料代を節約

しながら増収のための基礎条件たる地力の増進に向 って自力更生への実践運動を突き進め るこ

とに努力を続けた。が将に文字通 り人の揮で相撲取る形となつた。

更に当時全国産業組合中央会会頭千石興太郎氏の出身地の故を以てか、関係団体の幹部や農

民達の中で はこのことを大 きな誇 りと して、われわれ余所 ものに自慢する塩梅だ つたが、 この

ことは自前の事業費を持たない私にとっては大いに幸 した。

即ち、前記前野主事なども産業組合の監査或は産青連の指導督励の上で も明 らかに地元出身

の大親分千石氏の名前を使 って大いにハ ッパをかける癖があ ったが、お蔭で事業費1文 も持た

ぬ私共の仕事 には 『庇を貸 して何 とやら』の諺 もあるが、私の方は庇を借りて奥座敷へ招 じ入

れ られた形になっ た。継て経済部長が町村産業組合に対 して家畜、家禽の購入資金や堆肥舎或

は畜舎、鶏舎の新設資金の融通を申請 した農家には、町村の経済更生実施計画と睨み合せ、可

及的便宜を計 るようにと示達するなど、予算のある方と、技術のある方が両々相扶 って村の経

済更生に協 力するに至 った等窮すれば通ずの諺を地で行 った形である。

このような状態で、農民の顔を正面に向けさせる方便 として更に草刈競技会、堆厩肥増産競

技会、牛馬耕競技会並に各般の立毛式品評会、種畜禽品評会、サイ レージ品評会などなるべ く

全員参加の形で審査品評する形式を採用 し、部落の組合か ら町村、郡市、県区域に次第に拡大

して、各地の生産農民同志が互に関心を持ち、競争意識を募 らせる工夫を した。

臆て回を重ねるに従い出品点数 も増加 し、生産農民の鑑識眼 も高ま り、部落 と部落間の競争

心が次には町村間の争いとなるなど効果は観面であった。

殊に都合のいいことには、ネタの少い地方新聞やラジオは、都度細大漏 らさずに報道 し、或

は放送を依頼 して来 るや らで、ラジオや新聞に弱いこの地方の農民への有畜農業経営の啓蒙宣

伝 には意外な反響が認め られ、青年達の行動の活発化は当然父兄への関心 となり、臆て実施活

動 に及んだ。

古来、山陰地方では、山野草を刈取 り、青草のまま水田に鋤込む習慣があり、会々それが度
イ モチ

を失 して稲熱病や不稔穂を多発する傾向が見 られた。私はこれを防止するため豚舎、鶏 舎等に

切挫 して投興 し、或は牛、馬の飼料、敷草 として厩肥堆肥の増産を促す目的で、板野博士を或

は岩田博士に経済更生事業促進のため数次御協力を煩わ した。

当時、県下の教育機関と しては松江高等学校が最高の ものであっただけに両博士の来県が新

聞で報道 されると遙々泊 りがけで聴講 し、その効果は蓋 し顔面であ った。

その頃、山陰の町村か らは不況のため京阪神の大都市目がけ人 口の流出いよいよ盛んならん
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とし、田植時や秋の収納期には人手不足激化の傾向を生 じたので、農林省や帝国馬匹協会に依

頼 し、牛、馬を利用 した畜力利用の水田除草及び籾摺、脱穀の講習会なと開催 し、牛馬耕と相

侯って畜力利用の水田灌瀧など新 しい畜力作業機による能率の増進を計 り、畜産に対す る固定

概念をほこし、農業経営全般の上に生かす ことに大いに努力 した。

因に 『産青連』の長期講習 は、兵庫県に於 ける農業経営改善青年同盟 と同工異曲で、主催者

が産業組合 と農会 と違 ったほかには山陽と山陰とい う自然的経済的な条件の相違か らのハ ン

ディは見逃せなか った。

担、斯か る情勢の中にも有畜農業組合の組織の拡大 も、漸次進展 し、やがて国庫より直接助

成の組合 もボツボツ出現 し、高松宮、賀陽宮両殿下の御視察や或は富民協会表彰の団体及び個

人経営の優秀なるもの も現 れ、有畜農業 はようや く地域の経済更生事業推進の中核をなすに

至 った。例えば安濃郡富山村及び邑智郡の長谷村或 は個人経営では能義郡飯梨村太田豊明氏の

如 きはその1事 例 といえよう。

このように して経費予算の面 も漸 くに して 日の目を見て、昭和9年 には島根県産業5カ 年計

画が実施の運びとなり、崎田義雄経済部長を主査と し、数カ月に亘 り或時は徹夜 し、又或時は

激論の中で曲 りなりに も成案を得た時 は流石 に気丈な宮川耕地課長 も私 も些かグロッキーに

な っていた。

殊に宮川耕地課長はこのことが禍 してか出先で交通事故を起 し、退官の止むなきに至 るなど

の出来事 もあ った。然 し乍 らこの計画は同時に各都市の経済更生事業促進の起爆剤的効果を齎

した ことも否めない。

{7)隠 岐島の経済更生事業の思い出

翌10年私は隠岐島の経済更生計画中特に『牧畑』の改良事業計画を促進せざるを得ない立場

とな り、蔦箭、§後 の各町村長以下有力者 との現地踏査か らは じまり、町村の協議会、説明会

や歴史、習慣などを も調査研究するに及んで島の人類文化の生成発展の経過 と、自給経済を余

儀な くした特異な 『牧畑農業』の存続に多大の興味をもつに至 り大いに維持、改良を強調 した

ものである。

フランスのブ リターニ ュと東洋で唯一の隠岐の『牧畑』 の経営組織を存続 し、改良 しようと

いう島民 と、牧畑を最 も非能率的な土地利用方式 と称 し、農村不況の今 日直ちに之を廃止すべ

しという農林省や一般の経済学者 と島民 との間に立 って、私は"隠 岐島の自然的、経済的、社

会的条件は今 も猶この特異な形態の『牧畑農業』の存在を必要"と 感 じている一人である。即

ち-一般にいう非能率 とは、外面的観察に止 り、人口の流動いよいよ激 しく、 しか も痔薄 な傾斜

地と高低起伏が多 く総面積22.67方 里、4郡1町11力 村を合 し、昭和9年 には7,110戸 で、人口

は34,495人 を養 っていた訳である。
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明治30年4,178ヘ クタール(86カ 所)の 牧畑が昭和9年 には耕作面積2,544ヘ クタールに減 じ、

同年2月 末現在の人口35,809人 、戸数7,039戸 とい うのは、恰 も明治28年 のそれに匹敵する も

のであ った。

直航便で7時 間、各航便で隠岐支庁のある西郷港へ10時 間の距離は、同 じ離島佐渡 との比で

はない。外洋海岸は、各島とも切 り立て られた海涯であ り、聚落は悉 く内海に分布す る漁業集

村 を形成 し、日本の典型的沿岸人 口型式 とは相反 した ものである。

地質は主 として火山岩の風化 した埴土 より成 り、丘陵、山腹には火山岩ブロックの露出があ

り、然 も一般 には粘厚な土壌故、鋤耕に格別労力を要する嫌がある。

三成博士は『 隠岐島の土壌は気水の透通が悪 く、且つ有機質が乏 しい上 に肥料成分の分解が

よろしくない』旨報告 されている。また、大 日本風土記の隠岐の部に『 その渡海秋よ り冬季に

な るに従い海上悪 く、10艘 の中7艘 は損することありて、3艘 慈がな しとい うを以て、7分3

分の水の上ともいへ り』とある。 この様に隠岐の空間的、経済的距離が島民を して流通交換経

済より乖離せ しめ、そ こに必然的に『牧畑農業』の発生を促 した ものといえよう。

島の歴史は神代の国土生成のときに肇まることは飯の山古墳の壁画及び出土品により、紀元

1500年 の歴史を物語 ってい る。

r牧畑』の記事が文献 に現れたは じめは、吾妻鑑(1266年 文永4年 完成)を 鳴矢 と し、約
イヌ グ

800年 の歴史がある。即ち 『犬来並宇賀牧依為平家領』などよ り見れば、当時既 に黒木村の宇

賀牧及び東郷村 の犬来牧などそれが平家領云云などよ り察すれば吾妻鑑完成の年次より100年

も以前に既にこの制度が存在 したと考え られ る。斯 くして私は島 という有機体の存続の必須要

素 として『 牧畑』の位置づけが証明されようと思 う。

1)牧 畑の経営 とその形態

往昔、牧畑は村の共有財産で近世 にいた り村或は部落の共有の ものや、一部が社、寺有 と私

有に変化 し、浦郷及び黒木、五箇村にあ っては近時公有化が計画されている。

『牧畑』の作付は、土地の所有者が直接行 うか小作人に委ね、作物の収穫後の休閑期 は牧畑

の所有権又は耕作権の有無 に拘 らず、村民は凡て平等 に放牧権が認められ る。

しか しなが ら、運営の関係か ら一定の時期以外 シーズ ンを超えての放牧 も作付 も許 されない。

また、耕作者の作物に或程度の制限が加え られなが らも放牧期間中の牧畑は一種の共有地の性

格をもち続ける点に大 きな特徴がある。

尚、原則と しては、4区 劃が1セ ッ トで牧畑の形態をな し、耕作 と放牧を交番に行 う為各区

は牧柵、石垣、生緒を廻 らし、牛馬が作物を侵さないようにし、 これ ら施設の築造或は修繕な

ど凡て村民共同の仕事となっ ている。

牧畑の作物は大麦、小麦、裸麦、粟、稗、黍、甘藷、胡麻、蕎麦、大豆、小豆、碗豆、菜種、
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蚕豆の他新に緑肥兼飼料作物 として、ザー トウヰッケ ン、ヘア リーベッチ、紫雲英など奨励 し、

緑肥用種子の島外への販出、茎葉、藁桿類 の飼料化を奨励 し、計画実施の初年度既に9,000キ

ロの緑肥用種子の島外への販出を見た。
モク ジ

次に牧畑の管理関係であ るが、町村では『牧 司』と称す る専従者を設け、各村それぞれの牧

畑の管理業務に当らせている。

本県出身の錦織英夫博士はその著書『 島の農業形態』の中で、牧畑は屡々発生 した旱害など

に刺戟 された島民が、長期貯蔵の きく粟、稗な ど備荒作物を栽培する必要などか ら自然発生的

なものと強調 している。当時の浦郷村長で30余 年勤続で県より表彰 された今崎半太郎氏及び黒

木村の竹田才吉氏など、古老から伝え聞いた話で も同様なことを述べている。考古学者 石田龍

次郎氏は、牧畑の存立条件の第1に 地形の関係 を挙げ、第2に 地質及び土壌、気候、第3に 、

地理的位置を挙げている。全島12力 町村中で海のない村は中条村1村 のみで、総戸数7,110戸

中専業農家 は35%で 、大部分が半農、半漁を営み、大正8年 頃からの発動機船の発達は、次第

に牧畑の縮小 に影響を齎 したかの如 き感がある。

磯村に在る玉若酢 命神社所蔵の大化年代に朝廷より諸国の国造家に頒たれた『駅鈴』及び

食料貯蔵の屯倉の印として下 し置かれた屯倉印なども、往昔、隠岐島から相当の人馬が徴発 さ

れ、人口も少 くなか ったこ との証左と思 う。
ス キ グン

海岸線をもたない周吉郡中條村 は、その昔全島最大の牧畑を有 したといわれなが ら、現今は

凡ての牧畑が潰滅 し、農家は水利を利用 し、米麦作 と養蚕を中心 に1戸 当り田70.5ア ールの耕

作 と林業で全島を通 じ最大の農業収入をあげている。

之 に反 し、浦郷、知矢両村は全島を通 じ水利 の便が最 も悪 く、前者 は全村で45ヘ クタール、

後者 は31ヘ クタールの水田のみで、従 って当然牧畑農業 に依存せ ざるを得ない状況であっ た。

因に当時の両村の人 日及び経済状況 は次の通 りであった。

このよ うに見た時、米麦作及び畜産、養蚕、林業、漁業と、多角的複合経営に拘 らず、1戸

当りの生産力は県下最下位にあ った隠岐島は、経済恐慌に見舞われ、当然何処より'も甚大なダ

メージを受けた。
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浦郷村長今崎半太郎氏及び黒木村の名望家竹田才吉氏 ら多数の人 々が同島の経済更生 に関す

る公聴会に於 ける声涙 ともに下る態の提言には満場一時は寂 として声な しの一幕 もあ った。今

崎村長 らの"世 の学者、経世家の大部分 は、浅薄にも牧畑農業 と焼畑農業を混同 して、斯る粗

放農業の存続 は隠岐島の滅亡に連なると称 し、単位面積か らの作物収量のみ云々 し、特有の火

山岩の風化 した埴土が丘陵や山肌に、海上を吹 きす さぶ大古か らの昼夜をわかたぬ風圧 と斗い

なが ら必死 に地肌にヘバ りっ く草草や貧弱な黒松の疎林或 はこの島では 『タナゴ』 と称する灌

木 しか生えない不毛地の利用に、他のどのような方法があるかは一向に教えて くれない。

先祖伝来の牧畑農業 こそこの島の生きる道を示す もので、批判はするが研究 もせず、救の手

は一向に差 し延べ られないのが これ までの有様であ った。"の 一言には当局側と しては只管恐

縮す るのみであった。

(イ)『 牧畑』の改良計画 と実施要領

本島の特殊な地理的条件と用水の不足とは農業経営上致命的な欠陥である。島前(知 夫郡)
チ

では田の面積は1戸 当り平均10.8ア-ル 、島後(周 吉、隠地)及 び島前の海士郡では田の平均

は40.5ア ールで、日本中の何処で も顧み られない癖薄の土地が、耕牧輪転の 自然の理法に従い、

隠岐では耕種 と畜産が表裏-一体にな り、相互 に生 きるという因果関係を永い長い伝統 と苛酷極

まる大自然の試練の中で育 くんできたというこの牧畑制度 こそ、かねて私共が改善を叫んで来

た日本の小農経営、就中、家族の労働力と金肥と農薬による集約的農業とは全 く逆行するもの

で、将にこれこそ有畜農業経営のよき実験道場というような考え方が この時私の脳裡に閃 いた

ものである。

私は全島の経済更生公聴会でそれぞれ有力な発言を された町村を経済課長、耕地課長と私の

3人 の他に隠岐島浦郷村出身の真野恒雄氏 らと共に実地に踏査 し、今崎村長、竹田才吉氏、安

達和太郎氏及び浦郷村農会のベテラン吉木技手の多年に亘 る記録並に支庁、関係町村の統計書

類など貴重 な資料を手に入れることが出来た。
ウ ノ ヤ

なお、西郷町旭山出身でその昔農林省の畜産主任官として大いに勇名を馳せた大先輩宇野家
ジ

治氏を私宅 に訪問 し、教を乞うたものである。

幸いに反対派 も少な くなかったが、やがては反対派の急先鋒 もっいに折れ合って くれるよう

にな り、知事か らもうま くやれと激励 されるなど、今になつか しい思い出となっている。

当時の県統計で、本島1カ 年間の移出総額の106余 万円に対 し、移入の総額は142万 円余で、

差引36万 余円の入超を示 したが、過去は40余 万 円もの出超 となつていた。

尚この当時の1戸 当 り生産力は平均371円 で、全県農家1戸 当りの平均額よ り実 に360%も 少

なかった。即ち、農家1戸 当り1カ 年の平均生産高319円 に対 し生計費は380円 で、明かに60余

円のマイナスの状況であった。
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マ

このような中で、昭和8年 の本島の大旱害で翌年 に入 ると直ちに島後の五箇村及び都万、東

郷の村 々は荒廃 して『 タナゴ』茅、小松林と化 した昔の跡地を再開発 して牧畑と して利用すべ

く、拡張計画を実施する運びになっていた。

中で も島の西北隅に当る五箇村 は、5ケ 年計画で270ヘ クタールの再開発に入 り、磯村、中

條両村 も亦旧牧畑の復活計画 し、 また島前最大の村落たる黒木村 も5ケ 年間に524町 歩の荒廃

地を牧畑と して開発 し、難局の打開に全力を挙げることになっ た。

因に同年島根県の経済更生5カ 年計画に基づ く指定町村における牧畑拡張計画実施面積 を示

せば次の通 りである。

島前の部 島後の部

浦郷村95ヘ クタ―ル 都万村240ヘ クタール

知夫村120ヘ クタール 五箇村270ヘ クタ―ル

黒木村524ヘ クタ-ル 磯 村40ヘ クタール

海士村120ヘ クタール 中條村448ヘ クタ-ル

東郷村50ヘ クタール

籾 このよ うに して島根県は昭和9年 度以降、牧畑の耕作を奨励す る為新たに牧畑開発奨励金

を計上 し、町村及び適当と認める産業団体の牧畑の整備事業に対 し助成政策を実施するに至っ

た。畢寛その 目的とするものは耕種 と養畜の一体化による隠岐島の農業経営の改善にある生産
テイコウカイコンポウ

性の低い山林、原野をr蹄 耕開墾法』によ り牧畑 として開発 し、最少の投資で地域経済を助長

し、主要食糧米の移入に必要な支出を牧畑か らの牛馬、羊豚、雑穀、緑肥種子などの移出の増

加でカバー し、経済更生の一翼を担わせようとした ものである。

即ち、必要な土地の整備費、牧畑に導入する紫雲英、ザ― トウヰ ッケ、ヘア リーベ ッチ、セ

ラデラ、青刈用大豆などの種子の購入費、家畜の水呑み場、橋梁、番小屋、サイロの設置費な

ど助成 し、家畜、家禽の改良増殖、農業生産力を も増進せん とする模範的な牧畑 の普及を狙っ

たわけである。

幸 い国 も本事業の推進 に理 解を示 し、5カ 年の中に7ケ 村の牧畑 の改良事業費 に対 し、

27,265円 の助成金を交付 し、延4,400ヘ クタールの牧畑の障害物の除去、生垣、牧柵、水呑場

などの改良整備が実施せ られ、村民の実践運動を鼓舞す るなど、精神動員の上に も勘か らざる

効果を齎 したことは否めない。

(ロ)牧 畑改良の意義 とその展望

三成博士や鴨下博士 ら指摘の如 く、表土の薄 い丘陵と山腹の母岩が悉 く火山岩であ って は保

肥力、保水力の維持のためには家畜や家禽の排泄物を絶対不可欠の もの とす ることはい うまで

もない。
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麦、大豆、小豆、蚕豆、碗豆、大根、菜種、蕎麦、粟、稗など禾本科と茎科、十字科などに

対 し、深根性の トウモロコシ、黍などそれぞれ山の尾根と中腹、谷間など即 ち、風の通路や表

土の深浅、乾湿などによつて適地に適作物を、又、多肥性作物と然 らざるもの、或は弥地性の

有無など耕牧輪換す る中で作物相互の輪作の正 しい循環が行われ るところに牧畑経営の合理性

が見出されると思 う。曾って国の農業調査の結果、北海道を除 く各県の平均で、田面積の54%

に対 し、畑の面積比は46%で ある。然るに隠岐島の場合 はこれが27%対73%な ど極端な相違が

わかる。

隠岐島では前記の通 り島前が地積の上では4割 強に過 ぎないが、人口に於ては全人口の6割

を占める点に注目すべ きものと思 う。

地積が狭 く叢爾たる陸塊の島前の人口が、水利に於て も著 しく優れ、水 田面積が数倍す る島

後の2郡 よりも遙かに稠密である事実は、島前の経済更生上重大問題であった。

隠岐島の総人口が44,000余 人で、154,234平 方粁当 り2,215人 の密度に拘 らず、人 口1人 当 り

田畑面積が僅かに8.3ア ール という極端 な事実 に鑑みて も本島の牧畑存続の意義を論ず る上 に

おいて見逃せない重要因子 とみるべきであろう。

当時経済更生指定町村の一つであった島前、黒木村の基本調査書及び経済更生計画書を播け

ば、同村の計画樹立に関連 して次のような興味ある事実が発見されよ う。

(前略)(原 文の まま)

「本村は近年戸数は漸減 し、5年 前よりも38戸 、人口275人 を減少 している。

その最大の原因は経済事情に基 く住民の出稼移住 によるもの と云 うべ し。従 って村内の労力

関係に於て完全能力を有する労働者715名 を失へる も、基本調査の結果これが経営関係 には、

何等の支障な きを見出せ り。

即ち、在住労働能力者1,534名 の換算労働 日数は232,733日 にして、之を田畑の耕作及び養蚕、

畜産、漁業及び林業等の単位当 りの所要労力量を算出した結果と比較 し、約6万 人余の過剰労

力を発見せ り。

しか も、1人 、1カ 年の換算労働 日数を現在152日 を、平均 して180日 にまで引きあげるとす

れば、実に10万 人余の余剰労力が発見される。(中 略)
マキハタ

更に畜力の利用増進、就労者の増加等による、労働力の季節的配分の合理化 により、牧畑及

び漁場の開発、養蚕或 は林野経営の改善への余裕は十分なりと思惟せ らる。

なお、生活の第1資 源たる田105ヘ クタ-ル 、畑104ヘ クタール、桑園62ヘ クタ-ル は、基礎
マキハタ

的諸条件の制限により、耕作面積の拡張は不可能な りと錐 も、幸 に天与の海岸線或は牧畑の経

営についてはく大いな る自然力を巧に利用 し、 しか も基礎的諸条件の運営よろ しきを得るよう

に、適 当なる施設を加へんとす』(後 略)
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マキハタ

因に黒木村経済更生基本調査によれば、同村の牧畑面積は1戸 当り48ア ールで、当時耕作中

の ものは、338ヘ クタールに過 ぎなか った。

然 るに経 済更生計画では5ケ 年間に523ヘ クタールを拡張 し、総面積を862ヘ クタ-ル とする

改良計画 とな り、然 も昭和9年 度より着工 したわけである。

島前、浦郷村は農民は即ち漁民である。人家は内海に面 して聚落をな し、水産業が最重要産

業をな し、耕地は聚落より遠距離に展開 してい る。

交通運搬 の便 も悪 く、且つ、金肥を施 して も丘陵地故に雨水、風雪 による損耗が多 く、耕作

地の収納跡地に家畜を放牧 し、茎葉、藁桿並に牧畑の地表面の草生、掘 り残 しの屑イモなどを

採食させ、大地に養分を還元する方法を採 り、次第に地力の恢復を計 る方法を講 じ、古来 これ
マキハタ

を繰 り返 し、繰 り返 し耕牧両様の収益を、秩序ある牧畑制度によつてかち得たことは、島内の

各村 とも同様である。特 にこの村は今崎村長及 び吉木技手の如き、まことに得難い指導者に恵

まれ、全島を通 じ最 も効率よき運営 により、穀作と家畜生産の上で優秀な牛、馬を生産 し、稲

作及び漁業 に対 して も牧畑経営が沿海のプランク トンを増殖 し、漁携の上で も密接な因果関係
マキハタノウドヨウ

を もた らし、牧畑農業と林業、畜産、水産 など、相関関係を明 らかにし、全島農民 に与へた影

響 は割 くない。

§後の差歯村前村長の八幡長四郎氏や布施村及び東郷村など数次の会議の席上での発言の中

に"牧 畑の手入の良かった時代は稲作 も、漁獲 もよか った"と いう発言が多か った。
マキハタ

牧畑が当時既に潰滅 していた島後の中村その他各出席者か らは"礒 硝の地で作物を栽培する

か らは、当然普通畑 に比較 してアール当りの収量が少いことは云うまで もない。

一般の広 く豊饒な耕作地にタップ リ施肥 して増収の出来 る農家には想像 もできまいが、家畜
マキハタ

か らの収益 や、牧畑か ら養分が流亡 して水田や、普通畑に齎 らされ、又海中で藻や、ジャコの
マキハタ

栄養や、エサになることは、牧畑耕作が衰えた地域での金肥の購入が次第に殖えていると云 う、

産業組合側の話で もうなずけ るよ う"等 の関連 した述懐談 は地域産業の振興上、重要視せざる

を得ない。
ドウ ゴ マキハタ

錦織英夫博士の著書に 『島後 ・中條村の長谷川常三郎氏の談話の中に"当 村の牧畑の消滅以

来、魚類が海岸へ押 し寄せることが少 くなり、漁獲高が頓に衰へた"の1節 がある。

私 自身、同島水産界の大立物で、隠岐汽船会社長、黒木村の素封家安達和太郎氏、元隠岐支
マキ ハタ

庁勧業主任宇谷常磐氏其他五箇村久見の組合長など全島いたるところの談話の折節に、牧畑の
クサオイ クサオイ

草生等が普通の放牧場の2-3倍 も多 く、耕作がすたれると草生 も衰え、牛馬の収容頭数 も亦

減少せ ざるを得ないといっていた。

わが国 ・牧野改良の先覚者、故園田参治郎農学博士は、夙に欧米の牧野の研究に留学 しr牧

野法」の起草者でもあり、斯界の第一任者と して自他ともに相許す人であ った。私は会々、農
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マキハタ

林省の会議の折柄、牧畑の現状を説明する私の発言に対 し"左 様に うまい牧野の話はヨーロッ

パでも聞かなか つた。山陰地方で終年放牧す るなど想像 も出来ない。"と 一蹴されてスゴスゴ

帰県 した。

学究的な人物でか く又謹厳を以て鳴るこの人と しては当然なが ら、 ヨー ロッパの牧野を研究

したr園 田博士Sの 口か らはついにフラ ンスの西海岸rブ リターニュ』の話が出なかったこと

に気づ き、帰県後一切の資料、特 に牧畑の実景を写真に撮 り、経済更生の基本調査書及び関係

各村の更生計画書な ど携えて東上 し、2日 がか りで談 じ込みr兎 に角一応現地を見た上で、改

めての話に しよう』 ときまり聴て出雲郡で2カ 所のほかは隠岐に主力を置いて、1週 間がかり

で現地踏査 は一応終 った。
クニ ガ

200メ ー トルか ら300メ ー トルの高 さの断崖が恰 も屏風のよ うな国賀のダイナ ミックな景観、

背後に迫 るベルベ ット状 の豊満な浦郷村牧畑のスロープ。其処 に或るものは眠り、或 るものは

静かに草を喰む牛馬、山羊など群がり遊び戯れていた。

私共がr万 里の長城9と 名づけた腕艇数キロの牧柵、生垣などの展開する有様は将に一大パ

ノラマで、 ヨー ロッパの山で見馴れたそれ とは大変な違 いなのに博士は一驚 していた。

殊に潮風 と、放牧畜の排泄物の相乗効果など、現地に乗込む迄は完全にタカを くくつていた

博士の"百 聞は一見に如かず とはコレだヂ の一言に、島の人々もホ ッとひと安堵の態であっ

た。

放牧畜の栄養の良 さは直ちに家畜の皮毛の艶 や、蹄角 に現われて居 り、海上を渡る風はベル
クサオイ

ベ ット状の草生を靡かせ、楽園を思わせた。
マキハ ク

几帳面な博士はr牧 畑』の此処、か しこと歩 き廻 り、1平 方米中の牛馬の排泄物 につき村長
モク ジ

やr牧 司』 と論議 したり、自分で点検 した位であって、その結果排泄物の多いところは12個

もあつた。土の肥えた所 は草 も多 く生え、牛馬 も群がる塩梅で、彼 らの排尿や野兎の糞などが

凡て土 に還元す るほかに、前作である大豆や小豆、その他野生の登科の植物による根瘤菌の作

用 もあ り、酸度の高い地域には時折石灰を撒布 し、癖地には前記のような集団糞塊の一部を運
クサオイ モク ジ マキ ハタ

び草生を肥培す るなど、牧司の牧畑巡視業務の一端で、草生を阻害する荊莉の除去や、簡易な

道路、牧柵 の補修なども、平常の一般業務であるだけにそれだけまた牧司の権限 も大 きか った。

籾、隠岐の盆踊の唄の一節にr盆 が来た らこそ麦に米 まぜて、中に小豆がち らほ らと……』

と云 うのがある。r牧 畑』に依存 した古 くか らの半農、半漁村に於ける村人達の食糧構造が、

牧畑か らの麦、大豆、小豆、黍、粟、稗、 ソバ、甘藷、馬鈴薯などのほかの魚介類、海藻に栄
フ

養を求め、米は貴重品であったことがわかる。今崎半太郎氏 は、 ご臨終近 い人の枕元でのr振
り マイ

り米』(竹 筒に米を入れたものを打ち振 ってサ ラサラ鳴 らす)と の古事を語 り、吾が家にはま

だ飯米の蓄えがあるか ら安心 して成仏せよとの願望を込めたもの と噺 した。
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籾、畏友久保佐土美氏との出会いは牧畑との関係で、昭和10年 全国牧野巡回講習会が広島、

岡山、鳥取、島根4県 で開催の瑚 り、共に講師として参加 した時に始 まる。

鳥取高農大山農場の久保氏の輪作研究は、r牧 畑 』に於ける耕牧輪転の改善の上で、稗益す

るところ妙 なか らざるものがあ った。久保氏は 『八ケ岳農場物語』の中で穀草式農法を説き、

其八ケ岳での苦心談や、隠岐の牧畑について も論及され、其の上r食 糧 自給の方策』の中で、

大いに山の畜産的開発を強調されているが、将に然りで彼の鳥取時代の研究 は、地域農民に大

きな利益 を齎 している。

(3)有 畜農業経営共進会 と地域農業

明治の初期、 日本の畜産は獣医学出身の人 々の手に委ね られていた。

この ことは帝国大学農科大学の前身の駒場農学校がで きた頃(明 治10年)、 外人の獣医が畜

産学を教えていたなどが緒を引いたようである。

明治i4年 に農商務省が出来て、家畜の改良のため輸 入家畜は謂わば手当 り次第で弊害が多

か った。同33年 種牛牧場が広島県七塚原に設立を見たが、全体 として大 きな進歩がなか ったよ

うだ。

大正の中頃、羊毛の自給計画が実施 されて以来、立 ち遅れた畜産 界にも些か活気 を見 るに

至った。

明治、大正の政府の方針 は、乳用牛 も役用牛 も雑種な らなんで もよいと云 う無茶な考え方で、

乳用種 としてエ-ア シャ-種 、農用にはシンメンタールとブラウンスヰスを輸入 し、之を増殖

して府県へ配布 した時代である。当時、島根県大原郡は政府とは別にデボン種を輸入 し、狩野

半蔵氏や深津啓四郎氏 らを中心 に、30有 余年間デボン種4,000頭 計画を もくろみ、また在来の
ノ ギ ヒ カワ

黒牛との雑種の造成を目的に雑種用原種を4種 類 も輸入 し、大原郡はデボン、能義、簸川両郡
ニ タ ヤ ツカ

はブラウンスヰス、仁多郡はシンメンタール、八束郡はエーアシャ-の 地域等明確な線引きし

て熱中した。

恩師農学博士岩住良治氏の話では"デ ボンの全盛期に此郡内では他に購買された牛が秘境を

越える迄列をつ くって見送 り、村によっては楽隊を先頭 に旗立てて見送るなど以 って この地方

の人 々の畜産への力の入れ方がわかるだろ う"と の一節があった。

このように当時の人々は専 ら共進会や品評会に出品 して入賞 を目的 とした飼養管理法に終始

し、丈夫な牛を放牧場で育成す るより、舎飼に し濃厚飼料で運動不足のまま、か らだばかり大

きな牛を自慢す るが、使役すれば在来の和牛より疲労が早いなど、経営上は必ず しも満足すべ

き状態ではなか った。

農村恐慌の大嵐の中で、舎飼式で濃厚飼料に依存する牛飼いだけで、中小家畜や家禽を度外

視 した経営では資本効率 も悪 く、 コス ト高に陥 る弱点を暴露 し、困窮は甚 しか った。
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此の窮境脱却を 目指 して畜禽を農業経営全体の中に生かす方向に、改善の メスが加え られ、

経済更生実践運動の真先に中小家畜、鶏或は鷺などが取上げられ、経営に弾力を もたせ られる

に至 ったの も、要す るに難局打開にあった。私 は当面の仕事 として保守的な地主及び小作者の
ニ タ ノ ギ ヤ ツカ イイ シ オ ウチ ミ ノ オオハラ オ キ

間を若い人々と説得 して廻 り、仁多、能義、八束、飯石、邑智、美濃、大原及び隠岐等に有畜

農業実行組合を組織せ しめ、それぞれに、厩堆肥舎の設置奨励 、促成堆肥の増産、サイロ及び

石灰藁製造 タンクの構築指導、豚舎、共同育す う場の設置など精神的な啓蒙宣伝か らr形 』あ

るものへ及ぼ し、耳か ら眼に訴えることに努めた。

『有畜農業の奨励 は、伝統あ る島根県の畜産の基盤を崩壊する もの』など云 って、後方か ら

糸を曳 くものや、面と向って反対行動に出る者 も少 しはあ ったが、やがてはいつ とはな しに合

流するにいたったのは嬉 しかった。
井倉ハラ ノ ギ 三 夕

私 は古 くから出雲牛の産地として名声を博 した、大原、能義、仁多3郡 と、新興地帯 とも見
オ ウチ イイ シ ヤ ツカ

られる邑智、飯石、八束各郡には可及的個人経営の模範的な経営農家の造成を急 ぎ、 これに対

して周辺の青年や構造改善の道を模索 している人々が注 目し、且つ、接触す ることにより、採

長、補短、相互に学び とる方針を撰んだつ もりである。

何分、財政困難な上に当初は牢固たる畜産ボスや、家畜商運のそこはかとなき抵抗の前では、
イワ ミ

所謂全面戦争は、不利益 と見たので隠岐島を除 く出雲、石見地区では、有畜農家の優良経営を

郡市農会及び畜産組合長か ら共同推薦せ しめ、農林省に審査長の派遣及び褒賞の授与を申請 し、

毎年県一円の有畜農業経営共進会を開催 し、その成績を遍 く75万県民に宣伝 し、経営の改善、

経済更生計画推進の上で指針た らしむるに努めた。

有畜農業経営共進会 は、昭和7年 か ら継続事業として、審査長の派遣及び褒賞など農林大臣

に申請 し、厳正な審査報告がなされ、r畜 産の概念を改めて考え直 させる点で、大 きな進歩が

かち得 られた』と、当時の山陰 日報は社説にこれを取 り上げたほどである。

(9)勇 頭か ら酒量テス ト・郷に入 っては郷に従 う。

宍道湖の秋風に送 られて昭和11年11月 、私 は本省に申 し出て、黒潮踊 る高知県に転勤 させて

貰った。
ヒ ビ

山陰は時雨に冷え冷えとしていたが、土佐 は紅葉の真盛りで、空 は抜 けるように青か った。

駅頭か ら直ちに歓迎 会とやら称 し料亭ヘ ショッぴかれ、朱塗 りの三つ重ねの大盃をつ きつけ
ツカサポ タン

られ、銘酒r司 牡丹』の強制執行で腰が抜けそうにな り、動けそ うもなか った。

私の母方の親戚のMが 、此処の農事試験場長をやった経験があ り、松江を出るとき農産課長

からも"土 佐では最初の洗礼をパスすれば後はうま くゆく。女子供でも酒を呑む土佐 は、酒 に

弱い奴は相手 にするな"と 云 う不文律がある。

"酒 と
、土佐犬のよ うに喧嘩早い連 中と仕事す るには、酒 も仕事の内と覚悟 してかかれ"と
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聞かされたが、流石 に手荒いパ ンチに参 って しまったが、大事 な関門と気づ き、やお ら トイレ

に立つと見せ、長い廊下を右へ、左へと風呂場 らしきものを探 りあて、人気のないを幸い、水

を ジャー ジャ-や り、ヌル く埋めた浴槽に浸って些さか酔を発散 し、何 くわぬ顔で元の座に

戻 った。2-3人 ここ、かしこと私の姿を探 し求めながら、マサカ浴室までは気づかなか った

塩梅で"ど うも少 し呑み足 らないらしい、これか ら2次 会へ"と 云 った具合で散々であつた。

籾、2年3カ 月の高知県での仕事は、既 に歓迎会でのアルコール ・テス トに合格 した らしく、

上はK知 事か ら、下は同僚の諸君まで、 コヤツ話せ る奴と勝手 にきめ込んで、居心地は満更で

もなかった。又、指定町村なども、山陰とは打 って変って陽気で、貧乏県の癖に派手好みなの

も、善導すれば効果的であつた。
クサ パ ゴ ジ

私は前任者の草場伍二氏の計画 した路線を守 るつ もりであったが。K知 事と本省との直取引

か知 らぬが、新規事業予算 も殆んど無傷で承認 され、それだけに自らも大いに責任を感ぜざる

を得なかった。

財政難の折柄、県費は大いに緊縮せざるを得ない事情の中で、知事は土地の財閥のU氏 ・1

氏、U・S氏 等 と木曜会を組織 し、新資源の開発、新産業の発掘を心掛けて いた塩梅で、秘書

課長 と私が幹事役を承 り、本職 とは少々縁遠 い授産所の設立や、失業者に豚、ニ ワ トリ、兎な

どの子供など無償配布す る為、後免町の種畜場分場に新施設をつ くるため、厚生省か ら助成金

を受けるなどの仕事 もあった。

動物に未経験な これ らの人々は失業中の身で、定め し喜んで仕事 に打込む と思いきや、豊は

か らんや無償配布が禍い してか成功 したのはようや く其の半分で、知事の善意の計 らいに拘 ら

ず、当事者 としては裏切 られた感 じが してな らなかつた。

勿論、飼養管理の要領を配布 したばかりか、時折技術員が巡回 して指導 しても、呑込みが早

いように見えながら、純朴な農民に比較すると、兎角上すべりの感 じで意外だった。

高知県県民は総 じて質実剛健、進取の気性 に富 み、遠洋漁業、疏菜の高等栽培など、曽って

は全国第1位 を占めていた。

一方畜産の方 はr土 佐馬』の名は歴史的に通 っていて も、農村不況の時代 となっては完全に
ハ タ 夕汐オカ ア ガワ

牛に取 って代 られ、県西部の幡多、高岡、吾川 各郡の旧馬産地は、火の消えたような塩梅であっ

た。
カ ミ ア キ

高知市以東の土佐、香美、長岡、安芸各郡は製紙原料、養蚕、園芸作物の暴落 により、養鶏、

養豚、肉牛の生産など肥料及び畜力利用に努める傍 ら、園芸作物の ローズものを生かす方便で、

小 さな実行組合が ここか しこに生 まれ る気運 に向 っていた。当時米の二期作地帯で有機物の欠

乏から米質の悪化が伝え られる折柄、屡 々県農会、畜産組合連合会などと連絡会議を開き、や

がて園芸組合連合会、養蚕組合連合会を も参加 させ、それぞれ町村、部落実行組合の連絡協調
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によ り、蚕糞、蚕渣、野菜屑、海草、楮、三極の黒皮など飼料 に提供 させ糞、尿、羽毛などと

交換す ると云 う廻路に成功 したが、実践運動の推進に就ては農務課の園芸主任小松技師、細籍

技手 らの手腕には大いに驚かされた。

兵庫県で実施 した有畜農業経営の実態調査は、自然的、経済的条件の違 った本県で は利用価

値が恥いよ う感 じられたが、それで も京阪神市場 と密接につながる本県の農家 らは非常 な関心

を示 した様だ。
カ ミ

土佐は山傾の地が多 く、平野部は高知以東、長岡、香美、土佐3郡 の海岸線 に沿い長岡郡以

外の平野は狭小である。経済更生指定町村の大部分は、牛、豚、めん羊、山羊、鶏、 兎をとり

入れた傾斜地農業で、む しろ山陰のそれに近いものが多かったよ うに思 う。

作物は陸稲、大麦、小麦、裸麦に、 トウモロコシ、キ ビ、粟、甘藷、ソバ、里芋、楮、三極

が大部分で、めん羊は伸び悩み、山羊 は概ね成功 したようだ。
ハ タ ア ガワ カ ミ ア ガワ

幡多、高岡、吾川、土佐、香美の各郡には今 日なお吾川郡内に僅か残存す るような焼畑農業

が一部の山村で営まれたの も思い出の一つだ。
カ ミ ピ ラ フ

土佐郡森村、香美郡美良布村などは簡易放牧場を設け、黒毛和種即ち役牛 と、めん羊、ニワ

トリ等を従来の米麦作、養蚕業及び薪炭林などを中心 とする経営組織に組入れて、崩壊せん と

する村の経済更生のため、必死に取 り組んでいたが、村民の感 じ方 は意外に明るかったと思 う。

森村農会の和 田遊亀技術員 は傑物で、短躯ながら熱血漢で、森村の村民に関する限 り、通学

途上の子供をつかまえて、いちいち君 は何部落の何兵衛さんの孫、お前はどこそこの長男坊な

どと恰 も掌を指すが如 く指摘 して誤 らなか った。

つ まり彼 は全住民の生活の中に溶け込んで村の経済更生事業の推進に献身 していたようだ。

また彼の熱弁 と、大音声は有名であ つた。会議の場などで彼は何の街い もな く、結論か ら先に

切 り出すので、会議の取 り運 び等 も自然早か つたようである。

小村の森村が、和牛の生産をは じめ、めん羊、鶏卵の増産など、実行力のある彼に全幅の信

頼を寄せた村民が、或は林間放牧或は共同育す う、共同出荷など一致協力 して疑わなかった結

果が、県下有数の経済更生指定町村と して有終の美を飾った もの と思 う。

森村の青年 ・子女は彼を呼ぶのに"オ ンチャン"な る呼び名を以て し、村人はr技 術員 さん』

と呼 びな らした。

「オ ンチ ャン』とは土佐の方言で、叔父 さま或 は伯父さまに通ず る。斯 くして私は村の更生

は、将に人にありと思 う。

掬、香美郡美良布村 も亦山村である。
オオドチ

バ スは1日3往 復のみで、晩年土佐 に移 り住んだ歌人吉井勇氏が熱愛 したr大 栃』の山川は

ほど近 く、森村 より戸数及び地積 は大 きか った。此の村 も亦、同姓の和田光男農会技術員の企
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画性 と、その真摯な態度が期せず して村民を立ち上らせ ることに成功 したものと思 う。温厚で

研究熱心、 しかも実行力に富む若者だ った。市場 と隔離 された此の地方の人々は仕事 にありつ

くこと、技術を新たに身につける機会が乏 しく、新資源、新産業を如何に見出すかについては、

実業補習学校の教職員或 は農会の技術員に頼る外には、先進地の視察、研修による外に道がな

かつた。

和田技手は、昔からなる炭焼窯を改良 して木炭の歩留 りの向上、木酷(酪 酸、酪酸石灰の製

造原料、木材の防腐剤等に用 う)の 生産、炭質の向上に努め、農閑期利用の木竹工品の製造、

めん羊及び和牛の改良増殖か ら、やがて羊毛をそのまま販売するよりも、ホ―ムスパー ンとし、

洋服地の生産を農閑期の婦女子の屋内工業た らしむべ くつとめた。

彼 はそれぞれの家族構成及び経営組織の大小、構造様式を分析 して、大、中小の家畜とニワ

トリ、兎などの組合せなど勘案 し、米麦作或 は養蚕など、それぞれ季節的繁閑を調整 し、村全

体と しての生産性の向上のため半端な労働力の現金化 に、緻密、周到な事前調査を した上でよ

く経営の合理化を進めたが其処には彼の着実な全人格 の発露 と見倣すべ きものが割 くない。
ア ガワ イケガワ

翻 って県の中部、吾川郡池川町では、今なお一部 に焼畑農業が行われ、標高600米 に位置す る

椿山部落の22戸 中の9戸 で72人 の集団生活が営まれている。

焼畑は部落か ら徒歩で1時 間半の距離で標高800米 の斜面にある。焼畑 は自然の地 力を利用

し、父親の代 に焼畑化 した ものが、やがて20年 乃至30年 後の子供の代にな って再び焼畑 として

利用する方式である。つまり先先代が植えた杉、桧を孫の代に伐採 して金に代え るわけで、子

孫への良き贈 りものと言えよう。

部落の人々にとつて、植樹 は将に文字通 りの定期的貯金であり、楮、三極 は製紙原料となり、

焼畑に於ける最 も高級な金目の作物である。中で も三極 は1万 円札の元であり、部落民の大き

な収入源となつている。

焼畑には小豆、 ソバ、粟の作付のほか、杉、桧などの育苗 も行い、明 らかに普通畑及び水田

よりの収益の不足を補 っている。

池川町はその昔、郡役所の所在地で、源平の合戦に敗れた平家の落人が、この山奥 に逃れ来
ヂユク

り、今 日に至 ったとの伝説がある。町の中心か ら離れた各部落は薪炭の衰退と共に、僅かな熟
パタ

畑 と、猫の額ほどの水田の耕作で露命をつな ぐことで困窮の極にあ った。

この町が経済更生指定町村の指定を受けるや、勧業主任梅木一郎氏及び農会技術員兼実業補

習学校教諭坂本雀蕗氏両氏は、いずれも30代の同年輩で互に意気投合の間柄で、前者は土地の

名望家の嫡男、後者は隣の高岡郡出身ながら、青年教育と農業復興等に共に積極的に活動 し、

夜に日を継いで各部落の実態調査をはじめ、やがて連日連夜の如く、各区長との連絡打合せ乃

至部落集談会の意見調整など、精魂を傾けて東奔西走 した。
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茶園、楮、三極、甘藷、 トウモロコシ、桑園の整備拡充、ザー トウヰ ッケン、紫雲英、蚕豆、

大豆、小豆、 ソバなど、米や麦の作付の利かない斜面には新たに蕩蕩を奨励 し、山野草、粟、

稗な どの藁桿、甘藷蔓、黍、 トウモ ロコシの桿など、従来は野晒 し状態 にした ものを牛、山羊、

めん羊、豚 などに踏ませ、 自給肥料による地力増進を必行事項 と し、各部落に励行せ しめた。
タチ ゲ ンキ

また堆肥舎やサイロを奨励 し、部落毎の堆肥増産共進会、立毛式農業経営共進会を町一 円の

もの とし、年と共 に各戸、各部落の経営改善に貢献するところが割 くなかった。

更に傾斜地農業に対 しこれまでの化学肥料連用を改め、自給肥料を奨励 した為、保肥力、保

水力が増加 し、水田、畑作物ともに収量、品質の上 に好影響を齎 し、中で も米、麦、 トウモ ロ

コシ、桑園に於て顕著な ものがあり、堆肥及びサイ レーヂの生産 も益々増加 した。

又、共 同育す う場に端を発 した採卵養鶏は、やがて養鶏組合の共同出荷、鶏卵貯金の部落間

の競争に迄発展 し、膨大な鶏糞の産出は、遂に産業組合の金肥の取扱高を漸減せ しめるなど、

若き指導者の至誠のいたすところ、一波 は将に万波 に通ずることを如実に証明するに至った。

高知県の東端に安芸郡がある。此の地 は財閥岩崎弥太郎氏及びライオン宰相浜口雄幸氏など
キ ラ カワムラ

幾多の偉人、傑士を産んだ地で、黒潮洗 う室戸岬に近 く、吉良川村があ る。早春2月 末には既

に露地に菜の花や碗豆の花が咲 く村であ る。此の村の経済更生事業の成功の うちには、農会技

術員久保亀吉氏の存在を無視す ることが出来ない。

太平洋岸に沿って西か ら東に腕挺 と細 く、且つ、長 く延びた この村の半農、半漁的構造の中

に、彼は疏菜園芸、特にグ リンピース、 トマ ト、胡瓜、茄子、西瓜の促成栽培、花卉園芸を奨

励 した。更に肉牛や養豚、養鶏を取 り入れ、冬の農閑期の余剰労力の消化を目的として、黒砂

糖の製造などをも奨励 した。

r西郷 さん』のニ ックネームがあ る彼は、口よりも行動力で村人を心服せ しめた ところに真

骨頂がある。

r室戸台風』の名が示す ように、土佐の国は台風銀座であ り、来 る年 も来 る年 も、台風によ

る県民の被害は宿命的な ものがあり、村民には一種の諦命感す ら漂っていた。r宵 越 しの金は

持たぬ』事を誇 りとす ら感 じた傾きがあったように思 う。

南国土佐で も、特に室戸岬一帯 と、西の足摺岬一帯、昔は全国有数の恵まれた好漁場を擁 し、

霜を知 らぬ農民は寧ろ怠惰に流れやす く、そこに指導者 としての大 きな使命感があつたように

感 じられた。
キ ラ カワ

黙 々と して考え、且つ行動する久保技手の動 きは、やがて吉良川村園芸組合、或は有畜農業

実行組合、養蚕実行組合などの設立 となり、産業組合と縦横に連衡 し、よ く村の経済更生の一

翼を担った ことは云 うまで もない。

"酬 い られることが抄 い"と 言 う言葉 は
、今日で も多 くの農業協 同組合の従業員や、役場そ
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の他多 くのサラ リ-マ ンの口から耳にすることであるが、彼は月給など無関心で、只管村のた

め、村民のため、技術者 としての誇 りを懸けて行動 した様に思 う。即 ち彼 も亦、私の長い人生

で忘れ得ぬ人間の うちの1人 である。

高知県は当時鉄道は高知止 りで、まさに陸の孤島であった。往昔は流人の国土佐で、其処に

は伝統を重んずる一面、牢固たる因襲が新 しい技術や改革を拒絶す ると云 う、厳 しい一面が

あった。

このような土地柄でも幡多郡♀田村、土佐郡鏡村、吾川郡上八州村など、共によき村長の献

身によって村の進路が新 しく見出され、村民の総力をあげての実践行動により、奥深き山村に

も新 しい息吹 きが齎 らされたなど、2年 そこそこの私の南国土佐の生活の中にも、一生を左右

する大きな教訓を得たことを、私は今 も忘れ ることが出来ない。

6.ま とめ

長い人生の中でいろいろな人々と交わり、且つ、学ぶ ことが出来た。
スズベンゴロ

私は大正の末期、第1次 世界大戦後の米騒動の瑚 り、有名なr鈴 弁殺 し」の山田謙三氏と、

農林省時代に野球のチ-ム をつ くり、今の千葉医大などと2-3の 試合で、彼の投打の大活躍

で勝利をおさめたが、彼のあの竹を割 ったよ うなサ ッパ リした性格でよ く、鈴木弁蔵を信濃川

ヘ トランク詰めに して沈めるような、凶悪な犯罪が行なえるなど、到底考えて も見られなか っ

た。それ もバ ットの一撃である。

私は我国の統制経済のは じめか ら最後まで、或時は琉球政府がアメ リカから日本に復帰す る

直前の約2カ 年間、彼の地 と本土経済 との格差を如何に埋めるべ きかなど苦悩 に陣吟ず る期間、

琉球政府の要人や現地の経済人の苦 しみを眼の辺 りにして、経済生活の難か しさ、村の経済、

農家の経済が国民生活の上に如何 に甚大な影響を及ぼすかを、身を以て体験 し得たよ うな気が

する。

竹山祐太郎氏 は 『満洲事変 は起 るべ くして起 った』 と云っている。

私 も亦 この説に同感であ り、間違っていないと思う。

不況の中であの度重なる冷害のため、6千 万人口が食 うに米な く、職無 き窮状にあ って、生

きることは人 間として当然の権利 とは言え、大変なことであ る。軍閥を非難 し、侵略を非難す

る前に、民族の生きる具体的な方途を示 し、之 に歩、1歩 近づ けることの実践行動を現代に求

め度いと思 う。

私は四国、土佐に於 いて、山内藩の野中兼山なる偉大な政治家の、驚 く可 き多 くの業績を眼

の辺 りに し、この天才的経世家の治績に驚嘆 した ものである。

昭和7年 の暮、経済更生運動の実態把握のため、都道府県地方事情調査員が任命 され、更に
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1,117名 に上 るr我 国農家の適正経営規模に関する調査』が委嘱され、農民が 自立するために

は2.5ヘ クタ-ル の耕地が必要な りとの結論が発表 された。

しか し問題の本質は耕地面積 より寧ろ経営の中味であり、人であ ると思 う。昭和12年 にいた

り、内外益々多事とな り、軍閥が力を得て以来、農村経済更生運動は軍権の内政への関与と、

重圧 とにより、純正な この運動 は著 しく歪め られ、且つ弱 められたことは将に痛恨の極みであ

る。

昭和10年 か ら12年 にいたる間 は、恰 も我国の農村経済更生運動が上げ潮 に向 った時である。

正にやんぬる哉である。即 ち、日支事変の勃発 による国家総動員体制の強化によ り、農村経済

自力更生運動が国家権力によりス トップを喰 ったような結果に陥って しまった。

昭和11年 以降、優秀経済更生計画樹立町村1,000町 村に対 し助成金1万5千 円、低利融資1

万7千 円、合計約3万 円見当の助成金が交付 されたが、指定町村の共同施設に要す る費用など、

到底 この程度の もので賄えるものではなか つたことは勿論である。

当時は農家の経営改善を目的とする厩舎、堆肥舎、共同処理所、育す う場等 々、凡て農家の

自発的意図に基 くもので、今 日これをフ ァシズムなどときめつける如 きは、自らの短見を表明

する以外なにものでもない。

つま りこの助成金は、当該町村に於ける経済更生総合計画その ものに対す る僅かばかりの助

成金に過 ぎなか つたが、純朴な農民は助成金そのものよりも、自分達の努力が中央か ら認め ら

れたと云う、その一事を もって既 に十分であったのである。

最後に農民道場につ き言及 し度い。『八ケ岳農場物語』で久保佐土美氏が詳述 しているが、

私なりに些か敷桁 して置き良い と思 うことがある。当時地方では県内各町村え り抜きの篤農青

年を自県内の農民道場に収容 し、開墾 と学科 と精神の修養に重点を置き、農民道 と云 うか、農

士道 と云 うか、心身ともに兼ねそなえた中堅青年を育てるべ く、薫育にあたったのである。

立地の選択、人選、鍛練 ともに当時の世相 に照 し不都合な く、従 ってスパルタ教育の名を以

てする人 も鋤 くなか った。私共が農大に入学 した当時 『小作農民の苦労や、開墾の実際を経験

しないで、農民の指導者たる資格がない』と言 う、横井学長の主張のもとに、1年 生 は夏休み

返上で開墾実習を課せ られ、サボった ものは落第させ られた。

関東地方独特の十二鋤法なるものも、此の折に教わった もので、随分 と鍛え られた ものであ

る。世界的経済恐慌か ら脱出を目指す当時の農民道場での青年教育が、畳の上での水練のよう

な形式的なものであ っては、到底救われないことは明 らかであった。
ロク ドウ ジ ガ ハラ

農民道場の教育が、友部の内原、信州の八ケ岳或は山形の六道路ケ原のように、徹底 して心

身共に鍛える独特なや り方であり、各県 も亦、これを範 として農村青年の精神作興に力を こめ

た為に、 この風潮は一波、万波 と作動 し、地方農民の自力更生運動 に好影響をもたらした事実
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は争われない。

当時、年に2～3回 県下の農民道場に出かけて、講義や、座談会形式で泊り込みの交歓をやつ
スガスガ

た中で、どの青年 もこの青年も一種の使命感を もつものの如 く受け止められ、清 々しさを感 じ

たことを、今 も忘れられない。

後藤農相、石黒次官、小平部長の トリオは、蓋 し、私の目には空前絶後の もので、今後 と錐

もわが国の農政史上あのような見事な人事は容易にあ らわれないものと思 う。

所詮rマ ツリゴ ト』は人にあ りと思 う。低迷す るわが国農村の現状に照 し、私はr農 業の復

権 は、将 に農民 自身の胸3寸 にあり』と思 う。

(完)
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