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1.村 ノ概観

古口村ハ山形縣最上郡ノ西北端、飽海、東 ・西田川3郡 ト接 シ東西4里 、南北2里 、7方 里

約1万 町歩 ノ面積 ヲ有スル。国有林 ソノ大部分ヲ占メ、最上川之 ヲ貫流シ、耕地ハ僅カニ全面

積ノ五分ニモ満タナイ。最上郡ハ古 クハ最上氏ノ領 スル所デア ッタガ、元和8年 戸沢領 トナ リ

明治維新二至 ッタ。其ノ間 「天明」「享和」「慶応」年間凶作相続キ暴動が至ル所二起 ツタ。

中央 ヲ貫流スル最上川ハ畏 クモ今上陛下摂政殿下 ノ御瑚 リ

廣 き野を流れ行けども最上川

海 に入 るまで濁 らざりけり

ノ御歌 ヲ賜パ リ、陸路ナキ昔ハ新庄 ト酒田ヲ結 ブ唯一 ノ交通路二宮 リ、『最上郡史』ニモ此 ノ
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村ハ 「酒田港二通ズル要路 タリ。古來通航休泊 ノ処ニ シテ村内二番所 アリテ船 ノ出入積荷 ヲ改

メタリ」 トアル。

明治10年 盤根新道開通以來車馬往々渋滞 スル事ナク駅所 トナ ッタ。 カク駅所 トシテ栄エタ古

口村ニ トッテ文明ハ仇 トナリ大正12年 陸羽西線 ノ開通ハ新庄 ヨリ僅カニ30分 ノ距離二縮 メラレ、

旅客貨物ハ酒田二直行 シ村二一顧スラ與ヘナイ状況 トナ リ最近一路衰亡ノ途 ヲ辿ルニ至 ッタ。

又本村が水害二苦メラ レタ事ハ、枚畢二連ガナイ。最近デハ昭和元年床上1尺5寸 ノ侵入ア

リタリト聞 ク。『最上郡史』ニモ 「…清川二至ル四里弱其 ノ間陸路ナ ク一水 ノ舟行風雨三際 シ

往来 ヲ絶チ旅客運航 ヲ滞留セシムル数句二歩ルア リテ…」 「此地や郡内最上川下流ニシテ以西

両岸対峙 シ川 ヲ窄メ為二諸川暴漆ノ都度溢水村域 ヲ浸シ家屋ヲ沈メ或ハ畢村押流サルル数回」

トアルヲ見テモ首肯ケル所デアラウ。 コノ水害 ノ危険ニサラサ レテ居ル事ハ、村民ノ生活ソノ

モ ノ家屋 ノ建築ニモ無駄 ヲ強イラレ、各戸が梢高ク土 ヲ盛 り上ゲテ納屋等持 ツハ之ガタメデア

ル。

尚此地山 ト山 ノ間二位 シ気温低ク稲作二好適 トハ云ハ レナイ。昭和9年 ノ凶年ニハ4分 作、

殊二外川部落デハ3分 作二過ギナカ ッタ。コノ凶年 ノ年以外デモ田植ハ庄内ヨリ大体2週 間遅

レ非常二恵マ レテ居ラナイ。

此ク鉄道 ニヨッテ負債が運バ レ水害ニ ヨッテ富 ヲ流失 シタ古 口村ハ、約10ノ 部落二分 レ東端

藏岡ハ津谷駅、本村眞柄、猪鼻、沓喰マデハ古 口駅、 ソレヨ リ以西山之内各部落ハ清川駅ニテ

乗車 シ、一村二生活スル トハ云へ各部落民ニ シテ1年 中殆 ンド顔ヲ知 ラザル者スラ多キ有様ニ

テ、之ハ村政ノ上二大ナル障害 トナッテ居ルヤウデアル。

人口、戸数、職業別戸数

右 ノ通 り戸数 ノ逓減ハ村 ノ窮迫 ヲ物語 リ、一戸當 リノ家族員数八次第二増加 シツツ全体ノ人

口が昭和9年 二於テ出生169、 死亡90(毎 年大体 コノ数字二近イ)ナ ルニモ拘ラズ増加 ヲ見ナ

イ事ハ既二戸数、人口共二飽和状態以上ニアルヲ物語ルモ ノデアル。

-301-



職業別戸数ハ農業48%ヲ 占メソノ多クハ村 ノ東部、西部山之内ハ林業(木 炭生産)ヲ 本業 卜

巳ムヲ得ズ称スルノデアルガ、農業者 ト錐モ約半年 ノ飯米スラ自給スル ヲ得ズ。林業 ト云フモ

各戸200俵 乃至250俵 ノ木炭 ヲ生産 スルニ過ギズ。唯従來 カラ除雪工事其他土木工事ニ ヨリテ賃

銀収入ノ相當ア ッタ事、山ノ副産物二恵マ レテ居 ッタタメニ漸 ク生命ヲツイナダニ過ギナイ。

本村 ノ専業兼業関係ハ、農業者ノ之二就テ見テモ

専業64%兼 業36%デ

山形縣ノ数字 ト比較 シテ見ルニ

山形縣 専業74%兼 業26%

殊二考ヘネバナラヌ事ハ之等兼業が軍 ナル副業的存在デハナ ク、私見ニ ヨレバ副的本業ノ位置

ニアリ、例ヘバーツノ除雪工事 ノ賃銀収入が減 ジテサへ、彼等 ノ生活二八徹底的ナ影響 ガアル。

更ニコノ観察 ヲ進 メル トキハ、彼等ニハ頼ルベキ本業 スラシッカリシテ居ラナイ。幾 ツカノ副

的本業バカ リニ ヨッテ辛ウジテ生キテ居ル事 ヲ知ル事が出来タ。東北問題 ノーツ トシテ副業 ヲ

考ヘル前二本業 ヲ與ヘ ネバ ナラヌ事 ヲ知 ッタノデアル。左 ノ統計 「其他 ノ職業」141ハ 副的本

業 ノ中心 トシテ日雇 ヲ業 トスルモノデ最モ不安定ナモノバカ リデァル。

右 ノ農業者ヲ自小作別二見ルニ、各戸数が平均二減少 シテ行 クノハ上層階級ノ轄職 ト下層階

級 ノ離村 ノタメデ、自作兼小作、小作 ヲ合セバ169戸72%ガ 小農 トシテ生活ニアヘギ、特二 自

作兼小作階級ガ14%デ 著 シク少ナイ事ハ、村ノ中堅農家 トモ云 フベキ層ノ弱サヲ示スモノデア

ル。

労力関係カラ見ルニ所在労カバー戸當 リ4-7人 デアル。雪融ケノ期節農業ノ仕事が何モカ

モー時ニオ シカケルタメニ5、6、7月 ノ農繁期ニハ田植 ノ早イ庄内ノ農業者が延人員約8千

人入ル、賃銀1日70銭 ト見テモ5,600円 ノ流失デアル。

一方冬期 ノ仕事ナ ク過剰労力 トシテ延212 ,452人 が数 ヘラレテヰルガ、労力ノ調査二就 テハ

尚研究 ノ余地ガアル ト共二或ル程度マデハ需給調節ノ途ガアル事ハ云 フマデモナイ。然 シコノ
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問題ハ労力ダケヲ見ツメテ考ヘテモ解決ガツカナイノデアルカラ、差當 リ職業紹介程度ノモノ

シカ考ヘ ラレナカッタ。

自 小 作 別 戸 数

参考 山形縣 ノ自小作戸数 ノ比率(昭 和7年)

自 作23%

小 作32%

自作兼小作45%

土地

土地八 田250町3反1戸 當9反

畑187町7反1戸 當6反5

田畑ノ割合ハ田5割7分 二対シテ畑4割3分

山形縣田畑 ノ割合 田71.2%畑28.8%

最上郡田畑割合 田74%畑26%

土地面積二対 スル耕地面積ノ比、全国ハ1割6分 ナルニ対 シ本村二於ケル夫 レハ僅 カニ5分

二満タナイ。食糧ノ自給ニハ遠 ク及バナイ事ハ云フマデモナイ。

山林ハ全村 ノ9割5分 ヲ占メ殆 ン ド全部が国有林デアル。1戸 當 リ33町 歩、古口村 ノ運命が

一二カカ ッテ国有林 ノ利用如何ニアル ト考ヘ タ所以デアル。

尚土地ノ所有関係 ヲ見テモ

本村人が他町村 ノ田ヲ所有 スル面積25町7反9畝 ナルニ対 シ、他町村人が本村田地 ヲ所有ス

ル面積60町7反2畝 、差引34町9反2畝 二上 ル。

田畑耕作関係ハ

本 村(山 形縣)

戸数%%

5反 未満1424527

5反 以上491519
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1町 以 上782426

2町 以 上381213

3町 以 上1247

5町 以 上208

10町 以 上

50町 以 上

自小 作 別 田畑 面 積 ハ

(山 形 縣 ノ%)

田 自作85町2反6セ33%40%

小 作166町5反2セ67%60%

畑 自作82町5反3セ51%62%

小 作79町3反1セ49%38%

計 自作167町8反4割 強46%

小 作245町8反3セ6割 弱54%

ママ

全国平均ハ自作53%畑47%デ 本村 ノ数字著 シク悲観的数字ヲ示シテ居ル。

生産物

筆頭ハ米、総額 ノ82%ヲ 占メル。麦類 が僅 カニ7石4斗 二過ギナイノハ ドウシタモ ノデアラ

ウカ。

生産高 ヲ比較 スルニ

全 国1人 當 リ186円

1戸 當844円

東北地方1人 當95円

1戸 當574円

山形縣(昭 和7年)

1人 當98円

1戸 當607円

最上郡

1人 當66円

1戸 當421円

古 口村

1戸 當398円

之等ノ生産物 ノ生産費 トシテ124円 ト称セラレ、
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諸 税 負 担23,965円1戸 當49円

種 苗1,1034

金 肥6,74324

農 蚕 具3,17112

蚕 種5042

消 毒 材 料1990.2

食司ホ斗8724

雇 人 料6,34222

桑 葉1710.6

漁 具1014

製 炭 機 具7253

言十44,895124.8

右 ノ中 金 肥 購 入 ハ 大 豆 粕 、 豊 年 撒 粕 、 硫 安 、 過 燐 酸 石 灰1,000円 乃1,300円1戸 當4円 乃 至5

円 、 他 二 数 種 ヲ 混 ジテ1戸 当24円 、 総 額6,743円 デ ア ル 。 尚

昭 和5年5,342円 昭 和5年 度 ヲ指 数100ト シ

6年4,11077

7年7,175134

8年6,743126

米 債 安 二 比 較 シ肥 料 消 費 ハ 累 年 増 加 シ然 カ モ 現 金 ニ シ購 入 ス ル モ ノ490戸 中 値 カ ニ46戸 他 ノ93

%ハ 商 人 ノ手 カ ラ 高 利 ヲ以 テ肥 料 ヲ借 り受 ケ ル ノ デ ア ル

以 上 村 一 般 概 況 ハ ドノ項 ヲ見 テ モ 全 部 極 端 二 悲 観 的 数 字 バ カ リデ ァ ッタ ガ 、 夏 雲 各 戸 ノ経 済

二 就 テ 見 ル ニ

各 戸 ノ経 済

生 産 物 ノ販 責 状 況 ハ

米1,973石3斗37,625円

繭2,703〆13,625

漁 獲 物1,013

藁 工 品169

荒 業346

木 炭87,08411,648

纏!額64,425円

1戸 當226円
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生 産 物 収 入1戸 當 僅 カ ニ226円 、 販 賓 方 法 トシ テハ 僅 カ ニ 米 、 繭 ノ10%ガ 共 同 販 費 デ 他 ハ 全 ク

ノ無 統 制 ニ ァ リ、 殊 二 小 作 農 家 八 反 當 収 量1.6石-2.2石 ノ所6斗-1石2斗(平 均1石)ノ 小

作 料 ヲ納 メ、 昨 年 、 一 昨 年 ノ凶 作 ニ ス ラ8割 強 ヲ納 入 ス 。 殊 二 昨 年 ハ 収 穫 高 漸 ク反7斗2升 二

過 ギ ザ ル為 二 一 般 二 負 債 トシ テ残 サ レ タ ヤ-デ ア ル 。

現 金 収 入 、 支 出 ハ

収 入 総 額1戸 當

耕 種 生 産39,072円80円

養 蚕13,62428

畜 産2700.5

林 産41,06084

漁 獲1,01320

出 稼 収 入13,32427

俸 給 恩 給31,04763

高 工 其 他83,941176

酒2,100

貸 金 利 子1,345.6

1戸 當488円1人 當80円

支 出 総 額1戸 當

産 業 用 品(金 肥 以 外)4,87010円

金 肥5,39711

生 活 費 経 常 費163,198333

臨 時 費21,00143

負 担24,39649

負 債 利 子67,683138

労 賃6,34215

総 計292,887

1戸 當577円

差 引 不 足 総 額53,980円

1戸 當110円

コ ノ 明 確 ナ 数 字 トシテ 現 ハ レル マ イ ナ ス が 積 り積 ツ テ1戸 当 リノ 負 債764円 、 ソ ノ利 子 実 二

128円 二 及 ビ各 戸 ノ経 済 ハ 全 ク 行 キ 詰 り トナ ッテ 了 ッ タ 。 サ レ ド金 融 方 面 デ ハ 各 銀 行 カ ラ ノ 新

ナ ル貸 付 ハ 殆 ン ドソ ノ 見 込 ナ ク、 唯 、 村 内 外 ノ高 利 貸 カ ラ ノ20円 、30円 ノ貸 付 ケ ヲ受 ケ 月1分
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ノ利 子 ヲ支 払 フ 有 様 デア ル 。

學 児 ノ中 欠 食 児 童 古 口 藏 岡 両 校 ニ テ40名 其 他 ノ分 教 場 ハ 殆 ド全 部 ノ(100名)給 食 サ レテ 居 ル 。

高 等 科 生 徒 ノ授 業 料 未 納72人50円20銭

中 等 學 校 へ 進 ム者 モ 若 干 名 ヲ 出 デ ナ イ。

医 者 ハ ナ シ。 山 之 内 百 戸 二 八 電 気 ナ シ。 電 話 ハ ー ツ モ ナ イ 。

生 活 費 二 就 テ 全 国 平 均(農 家 経 済 調 査)ト 比 較 スベ キ デ ア ル が 村 ノ統 計 が 目茶 ナ タ ソニ 唯 ソ

ノ マ マ ヲ ア ゲ ル ニ 止 メル 。 最 近 本 村 ノ更 生 実 行 組 合 ノ人 々 ヲ指 定 シ農 村 更 生 協 会 ノ更 生 簿 ヲ 記

入 セ シ ム ル 事 トナ リ タル ヲ以 テ 來 年 ハ 正 確 ナ ル 数 字 ヲ得 ル モ ノ ト思 ッテ 居 ル 。

古 口村 ノ基 本 調 査 ニ ヨル 生 活 費

総 額1戸 當

被 服 費11,803円22円

教 育 費9.14218

酒5.67411

煙 草4,3128

塩2,4465

薪 炭7,32314

電 燈 料5,50611

野 菜2,4565

砂 糖2,5865

醤 油3,7337

雑 貨7,35715

保 険 料7,40715

医 薬 料10,55221

漁 類9,78520

飯 米49,327105

麦1,0172

交 際 費10,97922

新 聞 雑 誌1,5364

菓 子3,0026

娯 樂 費1,4913

労 賃6,34213

負 債 利 子67,683138

営 繕 費5,54411

味 噌2204

言十237,223485

尚 臨 時 費 概 算 ハ21,000円 、1戸 當47円 デ ア ル 。

307



以上村 ノ概況、各戸 ノ経済各項二就テ見ルニスベテ悲観的数字バカ リデ、村 ノ人 ノロカラモ

「コノ村デハ5軒 以外 ノ者ハ食 ッテ行カ レマセ ン」 ト云フ程デアル所 カラ 「古口村ハ食 ッテ行

カレナイ」 コノママデハ ドウナルカ 「見込ノナイ村」デアル ト云フ事が出來ル。

コノ古 口村 ヲ何か故二農村更生協会ノ指定村 トシタカ。初メ昭和10年3月 協会が第1ノ 仕事

トシテ東北地方二特別指導村 ヲ設定 スル事 トナ リ山形縣カラモ推薦 ヲオ願 ヒシタル回答 トシテ、

東置賜郡和田村、最上郡古口村、飽海郡袖浦村が候補地 トナ ッタ。後デ聞 イタ話デアルガ 「協

会が直接人 ヲヤ ッテ指導 スル以上ハ ヨクナイ村デ指定村 トシテモ若イ所ニシタイ」 と云フ縣更

生係 ノ意見ダ ッタソウデ、国枝班が座談会ヲ開イタ結果デハ古 口村が一番有望 トノ報告ガア リ、

人物 トシテハ農業補習學校 ノ工藤金一先生が居ル トノ事デアッタ。然シ私が愈々古口村へ行 ツ

タ時ニハ既ニ工藤先生ハ北平田農会二轄任 トナ リ、 コノ座談会二出席シタ人々ノ大多数ハ私 ノ

テス トニ落第 シタ。

2.入 村式

昭和10年5月5日 午前9時 、山高 フロックコー トノ村長、紋付ノ羽織袴 ノ村会議員、婦人会

ノ方々二迎ヘラ レテ古口駅到着、直チニ 白山神社参拝。此 目今正ニラ ンマンタル櫻花ノ下二更

生記念 日ノ祝典 が催サ レ併セテ私 ノ入村式が畢行サ レタ。

村長 ノ歓迎 ノ辞 「皆サ ンオ待チカネノ塩田サ ンが漸 クオ見エニナ リマシタ。吾 々ハ先生 ノ御

指導ニ ョリ一致協力更生 シヤウデハア リマセンカ」。私一人二古 口村更生 ノ重荷ヲ負ハサ レタ

ヤウナ話デ責任 ノ重大サヲ感 ジタ。 ソノ時私二対スル村民 ノ眼ハ全 ク神様扱 ヒダ ッタソウデ、

之 コソ神ナラヌ身 ノ知ル由モナカッタ事 トハ云へ、 コノ貧乏書生が金貨 ノヤウニ見工タ トハ一

生一代 ノ光栄デアッタ。青年団ノ入団式招魂祭二列席、櫻花 ノ下二振興委員会 ノ方々ニオ集 リ

ヲ願 ヒ 「私ハ今非常二歓迎セラ レテ村二人 レテイタダキマシタ。ガ然シ私ハ唯遊 ビニ來タノデ

ア リマセ ンカラ悪イ所ハ ビシビシ指摘 シマス。更生 ト云フー番 ムツカシイ仕事 ヲ村民 トシテオ

手樽 ヒスルノデス。何 トゾ皆サ ンニ御協力ヲオ願 ヒシマス。実ハ今皆サ ンニ歓迎 ノオ礼ヲ申上

ゲタイガ私ハ敢テ此 ノ仕事 ヲ仕上ゲテ村 ヲ去ル時マデオ礼 ノ言葉 ヲ申上ゲマセン。」

女子会 ノ心カラノ余興二招カ レソノ最中降雨ガアリ一同巳ムナク役場二引キアゲタガ、思ヘ

バ古 口村 ノ前途雨力風力。朝カラ引ッパ リ廻サ レ私 ノ頭ハ村二人 ツタ緊張 トー種 ノ不安、熱 イ

オ湯へ飛 ピコムツモ リデ村へ行 ク ト云 ッテ東京 ヲ出タモ ノノ、何 トモ云ヘ ヌ淋 シサニ旅宿亀屋

ノ二階 ノフ トンハ冷タカッタ。

3.各 方面 ト連絡

翌5月6日 直チニ山形縣庁二出頭、経済更生 ノ横田主事二面会。「從來 ノ更生計査ハ上 カラ
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與ヘラ レタモ ノヲ下デウノ ミニシタニ過ギナイ。今私 ノヤラウ ト思 ッテ居ル ノハ一家 ・部落 ノ

更生 ヲ指導 シ、ソレカラ盛 り上 ッタモ ノ トシテ ノ農村更生運動ヲ考ヘテ見タイ」 ト述べ、田村

経済部長不在、金森長官 ヲ訪ネ 「一村民 トシテ村二入 リ更生二関 スル仕事 ノオ手傳 ヒヲシタ

イ」 ト申上ゲタ所、長官ハ 「古口村ハ君二才マカセスル以上細々シタ事二就テハ一切干渉 シナ

イカラー生懸命ヤ ッテ貰 ヒタイ」 トノオ言葉デア ッタ。

翌7日 上 ノ山国民高等學校 ヲ訪 レ西垣先生 ト会フ。 「吾々ハ国民高等學校運動 ト表裏 スルモ

ノ ト思フカラ御協力願 ヒタイ」 トオ願 ヒシ、帰途新庄町二立寄 リ積雪地方農村経済調査所山口

弘道氏訪問、後山林盗伐事件関係及国有林 ノ利用関係上屡々舟形営林署、秋田営林局訪問、古

口村山之内部落 ノ木炭販責統制ノタメソノ消費地 ノ産業組合、北平 田、藤島、狩川、縣信連、

縣購連 ト連絡 ヲ密ニスル事 トナ リ各方面ノ御後援御指導ヲ得 タ。

村二人ル前 「村二行 ク ト退屈ダラウ」 ト聞 カサ レテ行 ッテ見タガ、愈二村二人 ッテ見ル トコ

ノ連絡ダケデモ伸 々忙 シク、殊二何年間力縣庁デ居 ツタ者が村 ノ立場カラ縣庁ヲ訪 ネテ見ル ト

仲々要領 ヲ得難 ク、又縣庁ノ方々モ伸々水戸黄門ニナ リ得ル人モナイ」 トス レバ村が縣庁 カラ

指導 ヲ受ケル事ハ殆ン ド望マレナイノデハナカラウカ。

4.山 林盗伐事件

私 ノ古口村二人ル前後各方面カラ受ケタ中一番多カッタノハ、「農村 ノ事ハ急 イデハイケナ

イ」 ト云 フ事デアッタ。

農村二於 ケル因襲 ノカノ強イ事ハ カネテ知 ッテ居タ事デモア リ、又之コソ直接村二人 ッテ仕

事 ヲスル私二與ヘ ラレタル調査 ノ重要ナル題 目 ト思 ッテ居タノデ、急 イデ積極的ナ事二就テ指

導 ヲスルヨリモ先ヅ差シ當 リハ農村更生が障碍 トナルベキモノヲ取除 クコ トニ全力ヲ畢 ゲルコ

トトシタ。

先ヅ山林盗伐事件。之ハ昭和9年12月 以来山之内部落ノモノガゾクゾク横撃ニア ヒ取調べニ

テコヅラサ レタタメ問題ガコジレ、相當昔 ノ事実ニマデ遡 ッテ取調べヲ受ケルニ至 ツタ。山之

内一体ハ戦 々恐々 トシテ炭焼 ク人モナ ク 「コノ事件が解決 シナイ以上更生 ノ事等耳二人 リマセ

ン」 ト云 フ有様デアッタ。

私 自身 トシテハコノ事件 ソノモノニ関係スベキ筋合デモナイ事ハ明白デア ッタガ、更生 ノ仕

事二着手スルタメニ村長ニモ話 ヲシ、先ヅ頑強二 ロヲ割 ラナイタメニ他 ノ部落民二迷惑 ヲカケ

テ居ル ト考ヘラレタ外川部落二行キ一 同ヲ分教場二集 メタ。色々事情を聴 イテ見ル ト、皆悪イ

事 ヲシタ トハ思 ッテ居 ラナイ。訳ハ ワカラナ イが次カラ次二検事セラ レルカラ、唯々恐 レテ居

ル外途 ヲ知 ラナイ ト云 フノが実情デア ッタ。

私ハ行 ク前ハ トニ角部落 ノ連中ヲシカ リツケ人 ノ木 ヲ盗ムモ ノハ盗伐ダ ト説 クツモ リデアッ
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タガ、愈々盗 ンダモノデ何ヲ買 ッタカ等聴キ、 コノ山村デイジケテ生活 シテ居ル人 ノ前二立 ツ

タ時私ハ唯涙 ノ出ルヲ覚エタ。

暗イランプノ下二30人 ノ人間ガモ クモク トウヅクマ ッテ居ル。初メ私ノ鼻ハ異様ナンノ臭気

ニツカレタが段 々ナレテ來タ。 ツクヅク私 ノ仕事 ノ第1ハ 之等 ノ人間ヲ救 フ事ダ ト考ヘサセラ

レタ。

「今マデナシタ事ハソレデ仕方ガナイカラ潔 ク告白シ、一切過去ヲ最上川二流 し、一度死 ン

ダ気デ新 シク今 日唯今カラ更生 ノ門途 ヲシヤウデハナイカ」 ト説イタ処ガ、一青年 が立上 リ

「私ハ最上川二飛 ピコンデ死ニマス」 ト叫バ レタノニハ驚カサ レタ。大体ハ私 ノ意見二從 ッテ

クレタガ、 「俺ハ外川 ノ惣三郎ダ」 ト今日デモ部落 ノ草分 ヲ誇 り之が又相當物 ヲ云 ッテ今デモ、

討伐罪 ヲ他 ノ人ニオ ッカブセ仲々進展 シナイ。3日 ノ中二営林署二自白スルコ トニ シテ、晩ノ

10時頃是非 ニ ト止 メラ レタガサスが二才コ トハ リシテ一応引キ上ル事ニシタ。山 ト山ニハサマ

レタ コノ峡谷ニ カカ ッタ上弦 ノ月、キラキラウツル最上川 ノ急流 ヲオ シキル青年二送ラ レテ

帰 ッタガ、 ソノ晩ハ恐 ラク終生忘 レヌ事 ノ出來 ヌ晩デア ッタ。

土湯 ノ人々ノ告白書デ盗伐シタ理由ソノ使途等ハ、実際讃 ンデ行 ク中二自ラ涙 ヲ催 スデアラ

ウ ト思フ。

1,某 長 男が修学旅行費二必要ナル金70銭 及小學校 ノ授業料不足 ノタメ雑木径2、3寸 一4

寸位 ノモ ノ約5荷

1.同 人妻毎年6、7回 枯柴、碗豆干柴ヲ幼児二菓子 ヲ買 ヒ與フルタメニ盗 ム。又案山子代

用稲田 ノ鳥追鳴子材料 トシテ ト云 フモ ノ

子供 ノ本代不足、運動会ニパ ンツ代(60銭)ト シテ ト云フモノ。

ビンツケ油 ヲ買 ッタ ト云 フ姿サンモア リ。炭運搬ノ トキ途中デタキ火シタ ト云 フモ ノモアッ

タ。

男子デカマ作 りノタメノ盗伐デハ、

イ.製 炭從事中間伐地内二作ル際地持ヘニハ小柴ヲ切 り佛 ヒ、スガラ柴二利用スルコ トが多イ

ロ.ス ガラ柴二利用セザル場合、婦女子が炭ヲ運搬スル時夕方燃料二供ス

パ.彿 下伐 ヲ伐採 スル際他 ノ木 ノ枝二引 ッカカリ又ハ打折ル際作業上巳ムナク伐 り倒 シ腐敗

ヲ恐 レ炭ニ スル

ニ.小 屋掛二要スル材料中佛下木中 ヨリ適當 ノ曲木 ヲ見出スニ困難ナル場合払下 ヲ受ケザル

木ヲ伐ル事 ガアル

ト云フ製炭上巳ム ヲ得ザルモノノ外、割木、小柴ハ

ホ.貧 困ニ シテ手許二金ガナイ場合小供二菓子 ヲ與へ

へ.小 柴ハ畑作二手柴 ヲ必要 トスル トキ伐採 ス
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等農耕上 ノ必要ノタメ ト云 フモ ノモアッタ。

山ハ昔カラ自分達 ノモノ ト思 ピコンデ居 ッタモ ノガ、地租 ノ賦課 ヲ恐 レテ国有 トナッテ了 ッ

タ ト云フ歴史ハ トモ角、裏 ノノキ下ノ手 ノ トドク所マデが国有林デ、一方生活ハ不自由バカ リ

ト云フ事デア ッテ見 レバ盗ム盗マナイと云フ処以上 ノモ ノデ、殊二歴史家政治家 が折ニフレ、

「国有林ハ村 ノ人 ノモ ノデアッタ。又村 ノ人 ノモ ノニシナケ レバナラヌ」 ト云 ツタ歴史的ナ話、

政策的ナ話ハ直チニ彼等ノ耳ニハr我 々ノモノデアル」 ト聞エル ノハ寧 ロ当然ナ事デ、之 ノ

人 々ヲ前ニ シテ気焔 ヲアゲタ人 々ガウラマレテナラナカッタ。

全クソノ生活ハ生キテ居ル ト云フバカリ、 ソレモ或ハ盗伐デ食 ッテ居タ ト云フが恐ラクソ レ

ハ過言デハナイ ト思ハ レタ。或ル時盗伐 ノ注文ガア リ径何寸何尺 ノ枝 ヲ切 り川二流シ下流デ之

ヲ受取 ッタ ト云フ実例モアル。無智が犯罪 ノ抗弁ニハナラナイガ、此 ノ人々ヲ如何ニ シテ救 フ

ベキカ。

コノ盗伐 ノ根本的解決ハ山村 ノ更生、彼等 ヲ食 ッテ行カ レルや一二スル事が一番必要 ダ トワ

カ リ切 ツタ事 ヲ考ヘテ見タ。少ナク トモ処罰 スル事が解決出来ナイ。彼等 ノ多 クハ前科4犯 力

5犯 デアル ノヲ見テモワカル事デアル。

ソノ旨秋田青森営林局二建言 シ、東北地方二於 ケル山林盗伐事件 ヲ調査 シテ貰 ッタが案外件

数が多イノニ驚カサ レタ。 ソノ理由 トシテ、営林局 ノ仕事が複雑ニナ リ見廻 リニ手ガ トドカナ

イ ト云フ事、又間伐 ト云フ方法 自体二問題ガアルコ ト、即チ木ノタメノ山林経営デ、部落民 ノ

タメノ山林経営デナイ事 が問題 ト思ハ レタ。然 シ村 ノ人々二対 シテモ

1.木 ヲ粗末ニ シナイヤ ウ、山林二対スル観念 ヲハ ッキ リ教ヘル コ ト、殊二家族ニモ ヨク知

ラシメルコ ト

1.各 部落別ノ山林組合デハ盗伐 ヲ発見 シタ場合デモ ドウモ秘密ニスル恐 レガアルカラ、一

村単位二山林組合聯合会ニ シテ聯合会デ監視 ヲ引受ケル コ ト

等 ヲ考ヘデ見 夕ガ、山林組合聯合会ハ聯合会長 トシテ村長 自身名乗 リヲアゲタタメニ、眞柄 ノ

荒木留五郎外 ノ反対ニアヒ不成立、結果、私 ノ トッタ農事実行組合 ノ仕事二山林組合 ノ仕事 ヲ

移スコ トニナ ッテ解決 シタ。

尚後述 ノ山之内中部農事実行組合デハ、万一不心得ノタメ盗伐スルモノア レバ直チニ除名 シ

テ委託林二入 レシメザル事 トシ、社殿ハア レ ドモ祭典中止中 ノ山 ノ神 ノオ祭 ヲ復活 シ精神的二

更生 スルー助 トシタ。

最近営林局ハ急速度 ヲ以 テ山林 ヲ山村更生 ノタメニ経営セ ン トスル空気二向 ッタガ、地元二

於テ此ク從來 ト心持チヲ一新セザル以上効果 が無 イ ト考ヘル。

此 ノ山林盗伐事件ハ最初ニブッツカッタ難関デアッタガ、昔カラ積 り積ッ タ犯罪ヲ之デー時

二佛 ヒノケル機会 トナ リ、コノ時私が村二入 ル事ニナ ッタ事ハ、私 自身大キナ問題 ヲ見ル事が
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出来 タノミナラズ、村 トシテモ幸ダッタヤウニ思ハ レタ。

尚村民 ノロカラ村ハ入会デア ッタ由ノ事 ヲ聞カサ レルガ、大正3年(オ)第572号 「入会権確認

請求 ノ件」判決要旨

1明 治初年地租改正処分 に於て官有地に編入せ られたる土地に対 し從前慣行に依 り村民の有

したる入会権の如き私権関係は同処分に依り其編入 と同時に當然消滅 したるものとす

其他 ○判例森林窃盗 ト罰金量定 ノ標準

○森林窃盗者加工 ノ処分

○森林窃盗 ト粧額明示 ノ要 旨

○森林窃盗 ト粧物

○森林窃盗二於テ駐物 ノー部ヲ被害者二還付 シタル場合 ト罰金額

○山林 ノ土石ハ窃盗ノ目的物ナ リヤ

○他人所有 ノ森林内二於テ窃取 ノ意思 ヲ以テ他人所有 ノ樹木 ヲ伐採シ來タ現物ヨ リ搬

出セサル場合ノ罪責

等参考 ヲ要 ス。

森林警察、森林刑法二就テハ尚研究ヲ要 ス ト思 フ。今回 ノ検畢二當 ッテモ、検畢ノ前森林主

事 ノ更迭 ヲナシテカラ初メテ手 ヲ附ケタ如キハ、検畢ニヨル盗伐撲滅 ノ効果 ヲ半減スルモ ノト

思ハ レタ。 日常親方ノ内二宿 リ、酒食ヲ受ケル。之モ或ル程度 マデ仕方ガナイ関係モァル事ハ

諒 トスルモ、コノ方法ニヨッテ部落民 ト親 シム ヨリ、更生 ソノモノニ努 ムル事 ヲ適當 トスル ト

思ハ レル。

青森営林局管内森林窃盗事件
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秋田営林局管内森林窃盗事件

5.村 ノ政党問題

古口村ハ元來政友会松岡俊三氏ノ地盤デア ッタ所へ民政党ノ清水徳太郎氏 が手 ヲ入 レ初 メ、

役場が政友デ産業組合が民政 ト云ハ レテ來 タモ ノデアル。昭和8年 村会議員ノ選挙二宮 リ両派

ノ泥仕合が初マ リ,280名 が検事ニア ヒ80名 が公民権ヲ停止セラレ、罰金合計1,500円 ヲ課セラ

レタ。山村盗伐、選挙違反等デ古 口村ハ前科者 が非常二多 ク 「免囚保護協会 ノ仕事 ノヤウナ気

ガスル」ト述べタ事ガア ッタガ、全 ク村 ノ空気ハ清クナカ ッタ。事実又從來第1線 二居 ツタ人 々

が之が為二失脚 シ、第2第3線 ノ人物デ村会 ヲ固 メテ居ル事ハ村 ノ現状理解上一 ツノ重要ナル

項 目デアル。

當時一方デハ時 ノ村長安喰金治氏が公金費消事件 デ刑ム所入 リヲシ、遂二縣庁 ノ事務官掌 ト
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ナ リ地方課高橋属が派遣セラ レ、2ケ 月 ノ後、高橋属が父ノ友人タ リシ関係 ヨリ現村長奈良崎

晴雄氏 ヲ推薦シタノデア ッタ。奈良崎氏ハ元郡役所 ノ書記デ庶務課長ヲ務 メタ トノ事デアルが

郡役所廃止 ノ時退官 シ、福徳生命ノ外交員 ヲシテ居タ処村長 ノ交渉 ヲ受 ケ、「今後 ケ ンクワヲ

シナイ」条件デ村へ來タ ト云 ッテ居 タ。

村長ハ松 岡代議士 ト近 ク、役場が相変 ラズ政友派デアル事ハ継続 シタ ト称セラル。村長ハ

折々松岡氏 ノ名前 ヲロニシ、昭和10年 夏ハ同氏が出席スル夏季学舎 ヲ引キ受ケ、高屋二停車場

ヲ設置スル事ノ運動 ヲ松岡代議士二依頼 シ、山之内連署ニテオ礼状 ヲ出サシメル等相当尽クシ

テ來タ事ハ 事実デアル。 コノ関係カラ産業組合ノ小林芳藏氏 トハ悪 イ。前村長安喰金治氏ノ事

ハ常二悪 シ様二云 フ関係上良キ筈ハナイガ、コノ一派ハ安喰福藏、青木長作等商人ガア リ、巳

レノ利益以 外何物モナイ人間が中心 ヲナス関係上、要領 ヨク子分ヲシテ村長二接近セシメタ。

本村 ノ二大 勢力 ト村長 トノ関係ハ以上ノヤウデアル。

一方藏岡ニアル永沢弥吉ハ村内二於ケル最モ大ナル地主 デ之が云ハバ村長 ノバ ックナシ、補

助金目当テ ノ開墾、揚水 ノ動力機 ヲ買 ッテ村民 ノ膏血 ヲシボル等相当目三余ル人デア ッタガ、

昨年 ノ縣会議員選挙 デ村内唯一違反 ヲナ シ遂二発言権 ヲ失 ッテ了 ツタ。コノ派ハ子分村会議員

小野里治 ヲシテ代表セ シメ策動 ヲ績ケテ居ル。

然 シ乍ラ村ノ政党問題 ヲ此 ク眞細 目二考ヘルコ トハ相當馬鹿ゲタ事 ノヤウニモ思ハ レル。厳

密二云ヘバ 別二意見ノ対立ガアルワケデモナク、唯其 ノ折 々利益ヲ追 ッテ動 クダケデ、何 トナ

ク2ツ カ3ツ ニ分 レテ対立 シテ居ル。之 ヲ政友民政何 レカガソノ中心 ノ人間 ヲ引キツケテ立派

ナ村 ノ民政 党、政友会 ヲ作 り上ゲ、一人一人二聞イテ見ル トサ ッパ リ訳ハ ワカラナイが大勢集

ル ト、兎二角事実 トシテ分 レル ト云 フノが実情 デアル。

更ニ-歩 進 ンデ調べテ見ル ト大キク村内二対立スル ト云フヨリ、一人二人非常二利己主義ナ

男ガア ッチへ行 ッタリコッチニツイタリシテソノ度毎ニ ゴタゴタスル、ソノゴタゴタが今度ハ

因ヲナ シテ抜 ク可ラザル感情 ノ対立 トナッテ仇敵 ノ如 クナ ッテ行 ッタ。

古クハサテオキ

古口村近世史 トシテ大正15年 頃カラノ状況 ヲ見ルニ、政友系 トシテ永沢弥吉、安喰金治

民政 小林芳藏、青柳慶佐藏、佐藤力藏ノ混成 ノニツ二分 レテ居 タ処ガ、佐藤力藏が現役場

吏員山之内国次二永沢弥吉 ノ女 ヲ仲人 シテ永沢二接近 シ、安喰 ト永沢 トガ歩調 が合ハナクナッ

テ、民政が安喰、小林、青柳 トナッタ。

昭和2年 細矢(元 一等軍医正)村 長が辞職後、安喰金治が村長 トナ リ青柳慶佐藏 が横暴ヲ極

メ、遂ニニエキラヌ小林芳藏 ヲ追 ヒ出 シテ昭和8年 マデ持 ッテキタ。当時ノ分派ハ

安喰村長 派ハ 外川 和田惣三郎

土湯 高橋勘太郎
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東村 今井紋藏

〃 山内作右衛門

〃 内脇栄作

眞柄 斉藤吉治

藏岡 青柳治橘

古口 矢作重次郎

反村長派 古口 大江慈導

"小 田島吉内

沓喰 佐藤初五郎

中立 古口 庄司末藏(死 亡)

村長派が絶対多数 ヲ占メタル折柄、今井紋藏、矢作重次郎、内脇栄作が村 ノ救済事業 ノ請負

ヲナシタルヲ、大江慈導等 が異議 ヲ述べ初 メ多数派二押ヘ ラレタが遂二参事会ニマデ出ル事ニ

ナ ッタ矢先、村会落選派荒木留五郎、永沢弥吉、小野里治、細谷貞等選挙違反ノ告訴状 ヲ出ス

事 トナ リ、昭和8年10月5日 愈々手入が初マ リ引張ラ レシモ ノ280名 、一方産業組合モ告訴 ヲ

出サ レ小林芳藏モ引張ラレル。

コノ事件 カラ村会議員 ノ中山内作右衛門、今井紋蔵等失格 シ、補欠選挙 ノ結果、古ロカラ進

藤久助、青木長作、安喰福藏、山之内斉藤熊太郎、岩花ノ安喰銀作、蔵岡ノ小野里治初 メテ登

場 ト云フ事ニナッタガ、之等 ノ間常二裏面二私腹ヲ肥 シナガラ策動スル、佐藤力蔵、青柳慶佐

藏、永沢弥吉ハ云ババ古ロノガン トモ称スベキモノデアル。

内容ヲ見ル ト村ノ政党位意味 ノナイモ ノハナイ。ガ実際二之等が集 ッテ一国政党ノ基礎 ヲナ

ス ト思ヘバ、選挙粛正モサ リナガラ村民 ノ政治教育 ノ急務 ヲ痛感 シタ次第デアル。

6.小 學枝移韓問題

現在古口村二於ケル小學校ハ、本村二本校、藏岡二分校、山之内各部落、柏沢、土湯、外川、

沓喰、栃台二分教場ガアル。何 レノ小學校モ山村ノモノハ施設が眞ニオ粗末デ、彼等ニ トッテ

ハ唯一 ノ機会 タルコノ6年 間が一生涯ヲ左右スルニモ拘ラズ、教育 ソノモノカラ見テモ極 メテ

無責任ダ ト思バ レル。アル者ハ6年 間學校へ行 ッ夕 ト云フダケデ名前モ書ケ ヌママニ社会二押

シ出サ レル。

次ハ教育費ノ問題デアルガ、昭和9年 度才人才出予算21,951円 二対 シ教育費ガ13,731円 ノ多

額二上 リ、6割3分 二當ル。

第3、 從來村二於ケル小學校問題ハ ヒイテ複雑ナル問題 ヲ惹起スル事ハ各地二幾多 ノ例ガァ

ル通 りデアル。各部落二存在スル場合各卒業生 ノ対立 ヲ來スコ トハ自然 ノ勢デ、藏岡 ト本村二
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2校 アルコ トハ2部 落ノ対立二影響ガアル事ハ明白デアル。殊二本村 ノ學校ハ明治19年 ノ建築

ニカカリ相當危険デアル上二、鉄道 ノ開通後ハ列車が教室 ノ脇 ヲ通 り教育上非常二大ナル障害

ヲ來タス事 トナ ッタ。

ソコデ學枝移輔問題が議論セラルニ至 リ、此際藏岡 ト本村 ノヲ合併 シ中間ノ眞柄へ持 ッテ行

カウ ト云 フ事が出デ、眞柄 ノ予定地ハ村 ノ有力者が競争 シテ買占メガ初マ ッタ。村会議員青木

長作 ノ如キハ予定地 ヲ対角線二一間巾ノモノヲ買取 リ、之ナクシテハ建築 ヲ初メル事 ヲ得ザラ

シメテ高 ク責 リ付ケ ン ト私利私慾ヲ露骨二項ハ シ初メタ。村民ハ激昂 シテ之 ヲ中止セシメタ。

コノ トキ村 ノ底 ヲ流 レル対立ガ コノ問題 ヲ機会二表面化 シ、村ハ上 ヲ下ヘ ノ大騒ギニナッテ

了 ツタ。 ソノ結果今二至ルマデ決定セズ、対立が小學枝移轄 ヲ解決セ シメナカ ッタ事が今度ハ

逆二対立ヲ作 ッテ行キ、之 が最近 ノ分派ノ色分ケヲ判然タラシメテ居ル。

ソコデ小學校ヲ ドコへ持 ッテ行 クカソノ理由、反対理由ヲ聞 イテ見テモハ ッキ リ考ヘテ居ル

者ハ殆 ン ドナカッタ。私 ノカ リニ考ヘテ見タ理由 トシテハ

古 口本村へ再タビ建築スベ シ トノ説 ノ理由

1.水 害 ノ トキ本村 ノ避難 トシテ必要デアル事

2.児 童が眞柄へ行 クニハ20分 位毎 日時間ガカカル事

3.本 村が村ノ中心地デアルコ ト

4.眞 柄へ移セバ本村 ノ文房具 ヲ責ル五軒 ノ商店が費 レナ クナル

眞柄へ移 シ藏岡分校 ト合併スルコ トノ理由

1.村 ノ統一上 ヨシ

2.経 費ガ1ケ 年約1,200円 節約 シ得ルコ ト

3.古 口村二適 当ノ場所ナキコ ト

4・ 感情上眞柄へ行 クコ トニナ レバ本村 が敗ケタコ トニナル

等 ヲ数ヘ ラレタガ、コノ問題 ヲ解決スルコ トハ教育 ソノモノノ完全 ヲ期スル コ トニナル ト同時

二、行キカガ リノ懸案事項 ヲ解決スル事が出来ルカ出来 ヌカガ、人 ノ心ヲ統一 シテ農村更生 ノ

ー途二前進 シ得ルカ否カノ試金石 トナ ッタ形デアッタ
。

7.コ ゲッィタ産業組合

古ロノ更生二産業組合が中心的役割 ヲナス事ハ論ズルマデモナイ事デアッタガ、初メ縣庁へ

行キ山田主事二会 ッタ トキ 「古ロノ組合ハ全ク仕方ガナイモノデ、アレハ解散シテ新二作 ッタ

方ガヨカラウ」 トノ指示デア ッタ。実際二當 ッテ調べテ見ル ト眞二簡単ナ組合デ小壁校移輔費

トシテア ッタ6,000円 ヲ當時 ノ細矢村長が信用組合二預ケ入 レ、村 ノ有力者が競争 シテ借 り受

ケ元利共ニ一銭モ彿ハナイデ今 日二至 ッタダケノモノデア ッタ。
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専務理事(組 合長代理)小 林芳藏氏 が民政系 ノ人ダ ッタ為二産業組合が民政系 トノ評ガア リ

政争 ノ具二利用セラレタ時代モア ッタラシイ。 ソノ時 カラ細矢貞が書記 トナリソノ月給20円 モ

債務者 カラ取立テテ村ニハ支佛ハ ナイデ食 ッテ居タ形デ眞二困 ツタ存在ダ ト考ヘテ居 タ。

其 ノ時農林省、産業組合中央会、中央金庫三者 ノ特別指導 ノー行が隣村戸沢村二出張セラ レ

ル事 ヲ耳ニ シタ。実ハ戸沢 ノ組合ハ古田ノ夫 レト非常二似タモノデア ッタノデ、ソノ指導 ノ結

果二就テハ大イニ興味ヲ感 ジ戸沢村指導ノ見学 二行 ツタ。所 が最後ノ断案ガ 「解散 シタ新二同

ジメンバ-デ 再組織スル コ ト」之ハ縣庁カラ解散 ノ指示 ヲ受 ケテヰタ私 ノ頭ニハ非常二響 カザ

ルヲ得ナカ ッタ。

米沢事務官ニモオ会 ヒシ古ロノ組合 ノ現状 ヲ述べ 「若シモ私ノ組合 ヲ指導ナサル トスレバ ド

ウナサ レマスカ」 トオ尋ネシテ見タ。 「ヤハ リ解散デセウ」 卜云 フ事デアッタノデ愈 々決心 シ

書記 ノ細矢 ヲ説イタ所が伸々ウント云ハナイ。第一小林氏ハ土台ガナイ事ニナルカラ賛成 スル

筈モナ シ、細矢ハ其当時動カナイ組合ヲ食物ニシテ居ル形デア ッタカラ賛成シナイノモ當然デ

アッタ。村長ハ小林氏 トハ反対ノ立場ニアル点 カラ解散説ヲ トルモノ ト思 ッテ居ル ト、之ハ又

小學校 ノ建設資金6,000円 、 コノ利子合計9,000円 か取 レナクナル。之ハ校長サンモ同 ジ立場デ、

私 トシテハ大イニコノ方へ引キヅラレ、債務者側サへ誠意ヲ以テ返スナラバ ト云フ条件デ取 り

敢ヘズ継続説二賛成 シタモノノ、一向返還 ノ意思スラ見エナイ。 中ニハ 「役場二金 ヲ返スタメ

ニ村民 ヲ苦 シメル法ハナイジャナイカ。俸を引イテモイイ筈ダ」 ト暴言 ヲハ ク者モア リ、之デ

ハ一度二返済サセル事ハ到底不可能ダ ト考ヘタ結果、細矢君 ヲシテ一 々債務者ノ家ヲ訪問セシ

メ本人 カラ何年賦ニス レバ支払佛 フ事が出来ルカラヲ尋ネサセ一 々印ヲ トラシタ。

コノ返済方法 ト二種(信 用購買)経 営ヲ四種兼営ニスル為ニオ寺デ総会 ヲ開ク事 トナ ッタ。

所が其 日縣庁カラ出張 シテ來 タ阿部主事補 が云バ レルノ二八 「縣庁ハ今デモ解散説デアル」 ト

云 フ事デアッタノデ、縣庁カラ解散命令 ヲ出サ レル ヨリハ 自分デ解散 シ夕方ガヨクハナイカ ト

云 フ意味デ私が解散 ノ提案 ヲスル事ニナッタ。丁度此 日選挙粛正演説 ノタメ田村経済部長が來

村セラレ小學校が会場ニナ ッテ居 タ。一方オ寺 デ開イタ産業組合 ノ総会が解散ダ継続 ダ ト議論

シテ居ル中、小學校 ノ方ハサ ッパ リ人が集 うナイ。遂二阿部主事補が呼 ビツケラレテ 「組合が

解散ヲ決議シテモオ レハ経済部長 トシ判 ヲオサナイ」 ト云 ッテシカ リトバサ レ、阿部君ハ私ヲ

小筆校 ノ運動場 ノ隅ニツ レテ行キ 「何 トカ助ケテ貰 ヒタイ」 ト云ハ レテ見ル ト、私ニモ責任ガ

ァル事 トテ引キ受ケテ部長サ ン二会 ヒ 「解散ノ提案ヲシタノハ私デスヨ」 ト申シ述べ タ事カラ、

私ハ越権ダ ト云フ事デ長 ク経済部長サ ンカラニ ラマ レル事 トナ リ、大分困ル事 トナッタ。

一時ハ古 イ方モソノママニスル事二(経 済部長ハ1万 円モ金ヲ借 りテ來テ米ノ販責統制 ヲヤ

レト云フ指示デア ッタガ ソンナ事ハ出来ナカ ッタ)シ 、新二山之内ダケデ更生産業組合 ヲ作ル

事ニ シテ相当口数 ト130人 位 ノモノが組合員 トナル事ニナッタガ、之ハ古口村内部 ヲニ ツニ
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割イテ対立 ヲ新二作ル事 ト考ヘテ中止スル事ニシタ。

此間私が解散説 ヲ唱へ、ソレニ防戦 シタ細矢ハ元々村長 ト犬猿モ只ナラ ヌ間ダッタガ、村長

ハ コノ時ニハ幸、私 ヲ孤立無援ニスルハ コノ トキ トバカ リ細矢 ダキ コミニカカ リ、9,000円 ノ

村役場 ノ組合二対スル預金を 「無利子10年 賦」ニスルカラ ト云 フ好餌 ヲ以テ迎へ、細矢ハ 「之

サへ取 レバ後ハ何モイラン」 ト村長 ノ宅 ヲ訪ネ 「農会長 ヲヤメテ村 ノ物二譲 ッテ貰 ヒタイ」 ト

逆ネジヲ食ハシテ了 ツタ。

今マデ組 合が解散 スレバー時二取立 ヲ受ケルノデナイカ ト内心恐 レテ居タ組合員ハ、愈々私

が応援 シテ復活スル事 トナ リ、除名セラ レタ県購聯モ復活 スル事 トナ リ、雑貨が次カラ次二送

ラレ、家庭薬ニ ヨッテ富山ノ薬1万 円ヲ駆逐スル事 トナルノ盛大二向 ツタ頃、直接影響 ヲ受ケ

タ商人連中ハ愈々反発運動ヲ起 シ初 メタ。

8.村 ノ生 活第-歩

私が村二入 ッテカラ私が何 ヲ為スカ、 ドノ部落 カラ初メルカバ、當初カラ私が非常二金 ヲ

持 ッテ來テ居ル ト評判 ヲスルバカ リカ、産業組合 ノ幹部会 ノ席上 「塩田サ ンバ千両箱 ヲ幾 ッ

持 ッテ來テ居マスカ」等 ト露骨 二質問 スル者モア ッタ位デ、私 ノ-一言一動ハ村民注 目ノ的デ

ア ッタ。村長 トシテハ助役力何力非常二 自分 ノ助ケニナル人が來テ クレタツモ リデ 「古口村デ

一番統制上困 ッテ居ルノハ蔵岡デスカラ、ソコが何 トカナ レバ大助カ リデス」 トノ事ダ ッタデ、

初メハ藏岡へ入 ッテ家ヲ借 りヤウ ト思 ッテソノ由村長二話 ヲシタ。

村長サンバ非常二喜 ンデ青柳慶佐蔵ナル人 ノ家が適當ダカラ ト云フノデ推薦サ レ、當人モ大

イニ歓迎 スルカ トノ事デ部落民数名が迎ヘテ來テクレタ。部落デハ酒肴 ノ用意ガア ッタラシク

私 トシテモ歓迎セラレル事二八一応警戒 ヲスル必要ガアル ノデハナイカ ト思 ッテ、色々調査 シ

テ見ル ト一寸イヤナ話が耳二人 ツタ。

ト云 フノハ青柳八音相當ナ暮 シヲシタ人 ダが近年懐工合悪 ク、政治的ニモ昔ハ裏面デ策動 シ

テ相當幅モキイタガ、経済的二工合が悪 クナル ト共二勢力モ地二墜チルヤウナ事ニナッタガ、

村長 トシテハ敵三廻 シタクナイ男 ト見工不思議ニダキコミニ苦心 ヲシテヰタラシイ。 ソコへ私

ト云フイイカモが飛 ピコンデ來 タノデ之幸 ト青柳方二世話 ヲシ、青柳モ之デ勢力挽回 ノーツノ

手段ニ シタイ ト思 ッタソウデアッタ。

コノ事情 ヲ知 ツタ以上直チニ藏 岡二人ルコ トハ危険ダ ト考へ、殊二村一般 ノ指導 ヲスル場合、

ドコカラ、 ドンナ仕事 カラ手 ヲ附 ケルカニ自信モナカッタノデ一 日延 シニ延バ シテ行 ッタ。之

デ何 レへ行 クカ未定デアル事 が村民二知 レル ト、私 ト云フ人間ニデナク、幾 ラナイ ト云ッテモ

ア リソウ二見エル金 ノ方二色々ナ人間ガタカッテ來テ、之 ヲヨリ分ケルノニー苦心 デ初期ノ仕

事ハ殆 ン ド之 ノ話 ヲ聴キ ワケル耳 ノ練習二終始シタヤウナモノダッタ。此頃秋 田営林局デモ
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「古口へ入 ッテ何 ヲスル ノデアロウカ、大シタ事モ出来 マイガ」 ト云 フ声、県庁デモ 「一人デ

モツイテ來 レバ偉イモ ノダ」 ト、雪害調査所デモ 「失敗 シナイヤ ウニ」 ト云 フヤ-ナ 雑音 ヲ多

方面カラ浴 セカケラレ、然 カモ当縣庁カラノ紹介デ見学者ガヤ ッテ來タ。農村ニ トッテコノ見

学者位迷惑 ナ事ハナイ。然 シ村 ノ人、村長、村会議員ハ大喜 ビデア ッタ。村 トシテ知事、調査

官、貴族院議員ノ方々ヲ迎ヘルノ光栄ヲ持 ツタ事ハ初マ ッチ以來 ノ事デ、応接ニイ トマガナク

ナ ッテヰタ。

村長サ ンバ色紙 ヲ買 ッテオイテ來ル人二何 力書 イテ貰 ッタラ ト云フ事デ、若シモ私ガソレヲ

止メナケ レバ今頃ハ相 当枚数が増エテ居タモ知 レナカッタ。村長、校長サンノ説明振 リガ板ニ

ツクヤ ウニナ ッタが私ハ一切説明スル気持ニナ レナカ ッ夕。 コンナ ワケデ村 ノ生活第一歩ハ

中々雑音が多 ク、ホン トノ姿が出ル前二色々ナ霞三橋ハ レタ有様デ、本當ノ声ハ伸々オ シツケ

ラレ、古口村 ノ本當ノ調子 ヲ知ル事ハ容易デナカッタ。

殊二最初 カラ悩マサ レタ事ハ、農村指導一般二就テ相当理論的ナモ ノヲ持 ッテ居 ラナケ レバ-

ナラヌニモ拘 ラズソレヲ誰カラモ教ヘラレテ行カズ、私個人 トシテモ、村民 ノー人 トシテカ、

取 り敢ヘズバ ク然 ト農村指導者 トシテ、之八八 ッキ リ云ヘナイが少テ ク トモ単ナル経営二止マ

ル トカ販責 ソノモノノ ミニ就テ、方策ヲ他地方ノ例ヲヒイテ教ヘル程度 ノモ ノヲ指導 トハ考ヘ

テ居ラナカッタ。モ少 シ複雑-二考へ農村生活、経済組織一般二就テ村 ノ実態 ヲ正確二取 リ上ゲ、

ソシテ具体的方策二就テ一歩 ヲフミ出サシメ、ソノ見通 シヲ村民 ノー人一人二心カラ心へ傳ヘ

タイ ト思 ッタ。

「コンナ事 ヲヤッテ見タイ」ト村 ノ人二相談 ヲ持チカケル ト、キ ット「ソンナ事 ヲシテモノー」

トロニ出シテ云フモノハマダ シモノ方デ、大抵ダマ ッテ去 ッテ行 クノが多カ ッタ。之ハ指導 ヲ

スル ト云フ気持が私ノ頭ニア リソレが折々態度ニモ現バ レルラシイ。村 ノ人 カラ考ヘテ見ル ト

突然他力ラヤ ッテ來タモノが何十年何百年 ノ村 ノ歴史 ヲ一撃ニシテ変ヘル事、 ソノ事ハ大小ハ

問ハズ伸々 ウント云フノニ八八 ッキ リ問題 ヲ理解スル事 が出來ナイ。仕方ナシニ黙 ッテ過 シテ

行ク。 コノ云ババ反射的二出テ來 レナイ事が初 メ非常二物足 リナク感 ジサセラレター ツデア ッ

タ。

或ル者二 「鍬ノ柄ノ短 カイ事ハ衛生上カラモ農耕上カラモ宣 シクナイ ト思フガ」 ト話 シテ見

ル ト、村ノ人ハ柄 ノ短カイ理 由ヲ例ヘバ土が深イ トカ土質 ノ関係 トカ苦 シイ説得 ヲ並べルノデ

ァル。 ト云 ッテボンヤ リシテ居ルノカ ト思 フ トソウデモナイ事モアル。何 トカシナケ レバナラ

ン ト始終考ヘテ居ル。ガ然 シ他人 が一寸 ソレニ取掛ル ト皆デソレノタタキコハ シヲ初メルノデ

一寸理解出來ナイ事ニ ブツカル事 ガアル。

村 ノ輿論ハ ドコカラ ドコデ発生 スルノカ一寸 ソノ場合場合デナイ トハ ッキ リ云ヘ ヌガ、風呂

デアッタリ、ぱ端デアッタ リ、畦デア ッタ リスル。 コノ輿論 ノ発生ハコンナニ多種多様デ的確
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デナイノニモ拘ラズ、発生 シタ輿論ノカバ伸々カガアッテ法律 ドコロノ騒ギデナイノデアル。

或ル時小學校ノ先生が出張デ不在ノ晩二奥サ ンノ処へ男ガシノビコンダ ト云フ噂が立 ッテ村

中ハソノ話題デ大変ニナ ッタ。先生ハ毎 日ヤケ酒 ヲ飲 ンデ新聞二出ル ト首ニナル ト云 ッテ心配

シテ居ル中、村 ノ人 ノ間デハコノ犯人 トシテ第1候 補第2候 補ガアゲラレタ。 ソレカラ4、5

日過デテ第2候 補者が犯人 ト確定シタ。

又村会議員二青木長作 ト云フノガアル。之ハ村 トシテ八相當 ナ人物ノ方 デ小學校へ日露戦争

ノ絵 ヲ寄附 シタリ、橋 ヲ修繕シタリ公共的ナ仕事 ヲスルノニ一向村 ノ人カラ有 り難ガラレナイ

ノデ不思議三思 ッテ居ル ト、ソノ理由ガアッタ。 コノ男ハ入婿デ先夫ハ 日露戦争デ戦死 ヲシ家

族二扶助料ガツイテ居 タ。若シモ入籍ス レバ之が取 レナクナル処カラ籍二人 レナカッタ。法律

ハ之ヲ ドウスル事モ出來ナカ ッタが村 ノ判決ハ立派二恩給 ドロボウ ト下 ッテ居 タ。村ノカノ恐

シサヲ感 ジタ。

コンナ空気 ノ中デ古口村ニハ古口風が出來上 ッテ居ル。モーツ下 ッテ各部落ニモ夫々気風ガ

アッテ、青年団ノ対抗 トカ色々ナ時二之が表面化スルノデアル。悪 ク云ヘバ之 ヲ部落根性 トデ

モ云フノデアラウカ。ガ然 シ良イ半面 ヲ考ヘル ト、之 ノ発生原因 ヲタヅネ、ソノ農業経営、 ソ

ノ地勢等 ト結 ビツケテウマ ククピアヘバ更生 ト云フ問題ニ シテモ案外早 ク第一歩ヲ踏 ミ出サセ

ルノデナイカ ト考ヘサセラレタ。

9.人 間ヲ探 ス

初メ私 ノ周囲二接近 シテ來ルモノヲ撰 リ分ケテ居ル ト、結局1人 モ居ナイヤウニナ ッテ了 ツ

タ。サ レバ ト云 ッテ農村、部落二気風ガア リ、又一種 ノ輿論ガアル以上 ソレヲ幾 ラカデモ リー

ドシテ居ル二連 ヒナイ ト思 ッテ居 タ。

岡山県高月村 ノ調査二當 ラレタ暉峻先生ハ私 ノ出発 ノ前協会ニオ出デニナラレ 「村 ノ輿論ヲ

リー ドスル人ハ村会議員其他 ノ所謂村ノ名士デハナク、年令カラ云ヘバ35才 カラ40才 位 、中流

ノ農家デ常二余 リオシャベ リヲシナイが愈々討論が終結 シ問題が決定 シヤ ウシ トスル時、人々

ノ目や耳ガソノ人 ノ一言一動二向ケラレソシテ落チック所へ落チツカセル人が必ズアル。 ソレ

が中心人物デアル」 トノ御教示 ヲ下サ ッタ事が思 ヒ起サ レ、 ソノツモ リデ村 ノ人々ニモ接近 シ

テ見 タ。成ル程一人二人ヅツ私 ノ眼二浮 ビ上 ッテ來初 メタ。アル場合ニハ一寸爆弾 ヲ投 ゲツケ

タ形デテス トヲヤ ッテモ見 タ。

東カラ藏岡ニハ昨年富民協会 ノ安城ノ講習会へ山形県カラ選抜セラ レタ10名 ノ中ノ1人 芦原

君が居 タ。講習会 カラ帰 ッテカラハ数ケ月集会毎二立上 ッテ吾々ノ、部落モ何 トカシヤウ ト叫

ンダが部落 ノ人バー寸講習会へ行 ッテ生意気ダ ト云 フノデ誰モ ソノ声二応 ジナカッタノデ、芦

原君モ遂二沈黙 シテ居 タ。之ハム シロ当然ナ話デ少 ク トモソノ声ニババ ックヲ持 ッテヤル必要
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ガァル ト思ッ タ。

私ハモ一度ソノ声 ヲアキラメナイデ績ケサセル為二2回 バカ リ芦原君 ヲ訪ネ又、 ワザワザ東

京 日々ノ支局二話 ヲシテ富民協会 ノ講習会二行 ツタ(山 形県カラ)連 中10名 デ作 ッテ居ル農事

改良族党 ノ第一総会 ヲ古ロデ開キ、ソノ人 々二芦原君ノ部落ヘモ行 ッテ貰 ッテ芦原君 ノ債値ヲ

知 シラシメ、又ソノ部落ノ青柳伝次郎、矢 口豊治君達4名 ヲクッツケテ農事研究会 ヲ作ラシメ

テ藏岡更生 ノ芽ヲ作 ッタ。

本村ニハ上山国民高等學校 ヲ卒業 シタ安喰喜一、喜文ノ兄弟ガアッテ西垣先生カラモ頼マ レ

テ來タガ、父親が前村長安喰金治氏デ刑務所へ行 ッタ リシタノが非常二影響 ヲ受ケ、喜一君ハ

完全二古 ロノ悪イ特質エゴイスティックデ陰険ナ影 ヲ持 ッテ居タ。弟ハ唯々悩 ンデ居タ。満州

へ行キ タイ トノ話モア ッタが身体が余 り丈夫デナカッタ関係モア リ、コノ人間 ノ周囲ニハ人間

が結 ビツカナタ ッタ。大体国民高等學校出身者二八一種 ノ変 り者 ト云 ッテ村デー人 ダケデコソ

コソヤ ッテ行 ク人 ト、相當組織 ノ中心人物ニナルノ トニ通 リアルガ、山形県デモ北平田ノ澁谷

君、山木君、柴橋ノ安孫子君等ハ後者ノ適例 デアルガ、コノ級 ノ人ハ勿論古 ロニハナカッタ。

山之内二八初メ問題ニナル人ハ見當ガツカナカッタ。

然 シ現在 ノ人間ヲ探 スバカ リデナ ク人間 ヲ養成 スル事ノ仕事 ノ急務 ヲ感 ジ、西垣先生ニオ願

ヒシ5名 ヅツ10日 間上 ノ山 ノ国民高等學校ニアヅカッテイタダク事ニ シ、折 ヨク谷地町デ初マ

ル県農会ノ農村女學校へ一名入学セ シメタル事 トシ、 ソノ希望 ヲ男女青年団 ノ集 りデ聴イテ見

夕。然 シ驚 イタ事ニハ希望 ヲ申シ出ルモノハ1人 モナカ ッタ。

或ハ 自分 コソ村 ノ代表者 トシテ申出ルコ トハ他 ノロノウルササヲ感 ジテ遠慮シタモ ノ トモ見

エタノデ、青年學校 ノ芦野先生ニオ願 ヲシテ平身低頭 ヲシテ漸 ク4名 ヲ行ク事ニ シ、旅費 トシ

テ金20円 ヲ出ス事 トシ上山 ノ帰 り二八柴橋 ノ安孫子君 ノ産業組合、谷地 ノ農村女學校、農事試

験場等 ヲ見学スル事 トシタ。

処が愈々行 ク前 ノ日4名 ノ中1名 郵便局二居ル斉藤直吉君が都合が悪イ ト云 ヒ出シタ。ソ レ

ハ局デ代理 ヲ出シテ貰 ッテカラ行 ッテクレト云フノデアル。 コノ青年ハ23才 、賀川豊彦先生 ノ

流 ヲク ミ若イニモ拘 ラズクリスチ ャントシテ立派ナ男デ、山羊等 ヲ飼 ヒ有畜農業二非常二興味

ヲ持 ッテ居タノデ是非参加セ シメタイ ト思 ヒ、仕方ナ ク私 ノ方カラ1日50銭 ノ金 ヲ出シ10日 間

代理者 ヲ雇フ事 トシタ。

私 ノ方デ之ダケ青年ヲ教育スルノニ犠牲ヲ佛 ッテ居ルノニ ト遂 グチモ云 ヒタクナ ッテ居ル ト

一難去 ッテ又一難、菊池喜一郎君ガソノ見習奉公先ノ菊池清君ノ内デ 「喜一郎ハ内二必要ダカ

ラ雇 ッテ居ルノダカラ代理 ヲ置イイテクレ」 トノ話デ村一番 ノ篤農家が何 ヲ云 フ事カ ト一寸 シ

ヤクニモサハ ッタガ、之ハ私が出テ行キ頭 ヲ下ゲテ頼 ンデ漸 ク解決 シタ。

一方農村女學校 ノ方モ仲々居ナイ。漸ク藏内 ノ青柳 トシエサ ンニ行 ッテ貰 ウ事ニ シテ30円
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入学金 ヲ出ス事ニシタ所ガ、之ハ又卒業 シタラ東京へ行 ク ト云フ話 ヲ後 日ニナッテ他 カラ聞カ

サ レ、イヤナ気持チニサセラ レタ。

然カモ他 ノ方カラハ20円 、30円 ヲ出シタ事 ヲ聞イタ後デ人選ガ ドウノコウノ文句 ヲ云 ヒ初 メ、

村長マデガー ショニナ ッテ 「塩田ハカタハモノバカ リニ金 ヲ出シテヤル」 卜罵 リ初 メタガ、之

八一 ツノ原因 トシテ金 ヲ村ナ リ青年団二頂ケテ適当ニヤッテクレ ト云フ式 ノ從來ノ方法 ヲ トラ

ナカッタ事 ト、直接 ノ原因ハ本村二前 ノ農業補習學校 ノ工藤先生 ノ時二出來タ農事研究会ノ5

名、即チ村 ノ有力者 ノ息 ヲ含ム菊池清達 ヲ無視 シタ反感ガア ッタ トノ事デ、之パー応考ヘテ見

タガ、コノ5人 ハモウ一種 ノ篤農病ニカカッテ居 り農事ノ事ナラ俺達デナ クテハ ト云 フ鼻ニカ

ケタ事ヲ2、3回 聞イタカラ之 ヲ敬遠シタノデアッタ。

然 シ青年団一般二対 シテハ相当接近 ヲシ、古口村全部デ1ケ 年2千 円以上 ノ疏菜ヲ買込ム事

ヲ駆逐 スルヤウニ ト、「ナス」「トマ ト」 ノ苗 ヲ庄内ニテ買込 ンデ団員二配布 シテ(更 生 ノ苗

トシテ)又 優良 ナ豆 ヲ買込 ミ之ハ小筆校5年 生以上 ト青年団二配布 シテ今マデ何モ植エテ居ナ

イ地二種 ヲマカセル事ニシタ。 コンナ事ニモ相当費用 ガカカ リ45円 指導費カラ支出 スル事ニ

ナ ッタ。

村 ノ金持 ト云ヘバ藏岡ノ永沢弥吉、本村ノ小林甚一、安喰金治等デアルガ、之 ノ人 々が村ノ

為二犠牲 ヲ佛 ッテモヨイ ト云 フ気持 チデナカッタ事ハ云フマデモナイ。有力者が小學校 ノ教育

二関心 ノナ イ事モ極端ナ位デ、祭 日、卒業式何 レノ時ニモ未ダ喜デ父兄ニシテ参列 シタ大八ナ

カッタソウデアル。コノ人々ハ初 メ私が村二人 ツタ頃、元小作官 ヲシテ居 タ事 ヲ非常二恐 レテ

居タソウデァル。

小作料ハ反當収穫一石六、七斗 ノ処デ平均一石強ニナ リ常識デ見テモ高イ所デ、一昨年反當

7斗5升 ノ年ニモ一粒モ減免 ヲシテ居ラナイ。中二八交付米デ佛 ツタ人モ確実ニアル位デァル。

コノ人達 ト私 ノ関係ハ、私 ノ農村 ノ指導 トシテ小作料土地問題二及ブカ否力疑問 ヲ持 ッテ居

タ丈ケ二大キナ悩 ミニナ リハ シナイカ ト心配シテ居タガ、案 ズルヨリ生ムが安ク小林甚一 ノ家

ハ女戸主デ長男が甚一23才 、之が郵便局 ヲヤ ッテ居ル酒家。ソノ弟が中学3年 生 ノガァル。之

が将来医者ニナル ト云フ親兄 ノ希望デ、之二勉強ノ仕方 ヲ教ヘテクレ ト云フ事デ仲 ヨクナ ッタ。

安喰金治ハ利 己主義デ伸々困 ッタ男ダが刑務所へ行 ッテカラ佛心 ヲ起 シ、今デモ白山神社 ノ

鐘ヲ朝6時 ニツイテ居ル。然 シ之ハ子供が国民高等學校 ノ卒業生デ西垣先生 ノ関係カラ問題ハ

ナクナ リ、唯永沢弥吉デアルが之ハ村二於テ村長ノバ ックヲナス唯一 ノ男デ藏岡ノ人々ノ迷惑

ヲ尻 目二、補助金 目當 ノ開墾、揚水動力機ノ購入等勝手ナ事 ヲシテ居夕所ガ、昨年ノ縣会議員

ノ選挙デ遂二違反 ヲヤ ッタ。

從來カラモ小作人 が土地引上ケニ脅カサ レ投票ノ自由ガナカ ッタガ、今度モ此ノ手 ヲヤル為

二新庄 ノ縣議五十嵐源三郎カラマ トマッタ金 ヲ手二人 レタガ、違反1人 キ リニテ終 ッタノハソ
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レヲバ ラマカナカ ッタ事 ノ生キタ証拠 トナ リ、村 ノ人ノタメニハ幸デアッタ。

コノ男ハ土地利用組合 ヲ作 ッテ少金 ヲ物ニ シタイ ト云フ事デ、私二会 ヒタイ会 ヒタイ ト伝言

ヲヨコシ、又最近清新デ兵隊二行 ッテ居 タ次男が帰 ッテ私ノ処 ノ書生二置イテ呉 レマセ ンカ ト

云 フ話デア ッタガオコ トハ リヲシタ。今年 ノ旧正月新庄デ万引ヲヤッタ記事ノ中二、 コノ次男

坊 ノ名前 ガア ッタノデオコ トハ リヲシテヨカッタ ト思 ッタ。実ハ コノ人ダケハ今マデ一度モ

会 ッテ居 ナイノデ、一度ハ会 ッテ見ヤウカ ト思 ッテ居 タ。

何 レニセ ヨコノ有力者達ニハ更生 ノ為ニハー奮発オ願 セネバナラント思 ッテ居ル。農村 ノ自

治カラ見テモ今 ノヤウニ他カラ俸給60円 モ出 シテ他カラ村長 ヲ雇 ッテ居ル ノハ、農村自治 ノ本

義ニテラシテ本営デナイ ト思 フ。コノ人 々ノ責任デナカラウカ ト常二説 イテ居ルガ、金持ハ要

領ヨクオサマ ッテ居ル。

村出身デ中央デ働 イテ居ル人モ皆無デハナ イガ、細矢元一等軍医正今ハ遼陽ノ病院長 トカデ

ァルガ、一度帰村 シテ半年バカ リ村長ニナヅテコ リゴリシテ出テ行 ッタ以上、村ノ事ハ関心処

力面白ク思 ッテ居ナイ。モ一人、昔一高デ學 ビ大學 ヲ中途退學 シタ小林良吉 ト云フ人ガアルガ、

之ハ実業界二人 リ一時ハ ヨカ ッタが今ハ余 リヨクナイラシク、私ハ屡々会 ッテ村 ノ将来二就テ

関心 ダケ持 ッテ貰 ヒタイ トオ話 シ或ハ村長ニデモナ ッテ貰 ッタラ ト思 フガ、経済上有給ヲ希望

スル ノデハ困ル。

現在村ニハ助役 ノ俸給ハ全部村長 ノ方デ食 ッテ居ル形デ欠員デアルガ、 コノ方ハ自薦者が多

ク青柳慶佐藏、小野里治等ハ相當運動 マデシテ居 ルガ、之等ハ皆利権屋デ之等 ヲ一掃スル事ハ

更生上急務デアル事 ヲ痛感 シテ居ル。

村民二対スル教育方法 トシテ

6月26日 カラ大 々的 ノ全村學校 ヲ開 ク。

1、 午 前11時 開校式

午後1時 ヨリ山形縣知事金森太郎氏1時 間二渉 ッテ訓示

午後2時 ヨリ石原治郎氏(聯 合青年団)

晩ハ活動写眞

6月27目 先二採集セル薬草 ヲ中心二

梅本鶴岡中學校長

村井貞固先生

市原新中校長

晩、三木社会教育主事 ヲ囲ム座談会

6月28日 女子二限ル。

三木主事、毛 呂酒田女學校教諭

丸岡秀子先生、五十嵐酒田女學枝々長
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コノ日松井東北振興事務局長官来村挨拶ヲ述ブ

晩、西垣先生 ヲ囲ム座談会

6月29日 男子青年団

土屋主事、西垣先生

山本庄内農學校教諭

晩、横田主事ヲ囲ム座談会

6月30日

山田主事、吉松課長

閉校式

7月 県社会化 ヨリ営養技手 ヲ招キ

営養料理講演会 参加130名

8月 鶴岡女學校石川先生ヲ招キ

裁縫講演会(之 ハ生活改善 ノタメニナシタルモ ノ)

参加者15名

6月 ノ全村學校 ノ準備 トシテ6月18日 ナシタル村内薬草調査ハ、2日 間第一班ハ村井先生 ヲ

班長二、第二班ハ梅本先生ヲ班長二、雪害調査所カラ中村技手等、古口小學校先生等、新庄中

學 カラ菅先生、庄内農學校カラ川村先生等20数 名参加、後二示スガ如キ標本 ヲ作成 ス。

主 要 食 用 食 物
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需 根 用

オ ニ ド コ ロ トコ ロ

{-
ヤマ ノイモ ジネ ンジョ

山ワサ ビ

山ウ ド

外二

{
ウ ハ バ ミ草 ミヅ

ヤ マ トゲ ホ コ リ 青 ミヅ

ハ 現 在 多 ク 食 用 二 供 セ ラ レル 。

餅 二 草 ヲ 混 ズ ル モ ノ が 多 イ 。 之 ハ 尚 研 究 ヲ要 ス。

ゴ ニ バ ノ葉(古 キ モ ノ ヨ シ)、 モ チ グ サ 、 山 ブ ドウ ノ若 イ葉(ヨ モ ギ ョ リネ バ リ早 ク赤 ク

{-
ナルナル弊)

ナラノ木 ノ実(澁 味 ヲ帯ブル恐ア リア クヲ抜 ク要ア リ)

トチノ実

古 口村附近二於テ採集シ得 ル薬草
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10.小 學校 二働キカケル

山崎農相 ガ ドコノ県力優良村 ヲ視察セラレ色々説明 ヲ聴イタ最後二 「ソシテ小學校ハ」 ト校

長サ ンニ質問サ レタ。校長サンノオ答ハ 「教育ハ更生 トハ別デス」 ト云フ事デ立派二落第 シタ

話 ヲ聞 イタ事ガア ッタ。 ソコデ落第 ヲシナイヤウニ小學校へ働キカケル事ニシテ、小學校 ノ先

生方二會 ヒ意見 ノ交換 ヲシタ。

昔ハ コノ學校へ來ル ト首 ノ座へ直 ッタ ト同ジダッタソウデアルガ、今ハ ソレ処力元気 ナ若イ

人バ カ リヲ集メ、校長サ ンバ他 ノ學校デ2回 バカ リ鉄拳 ヲ振 ヒ首ニナル処 ヲモーペ ンダケ ト云

フワケデ古 口へ來タ トカデ、柔道2段 ノ腕前モ物 ヲ云 ヒ村 ノ青年 カラハ尊敬 ヲ受ケテ居タ。

私 ノ考ヘデハ小壁校 自体 ノ教育二立入ルベキデナイ、卒業後或ハ在学中デモ村デ生活スルノ

ニ役立 チ之 ヲ通 ジテ父兄 ノ教育 ヲヤラウ トノ考ヘ カラ、子供 ノ前二立 チ 「僕ハ古 口小學校の

誰々デアリマス」 ト云フヤ―ナ挨拶 ノ仕方カラ教へ、鳥取県竹田小學校 ノ日誌ニマネテ向上日

誌 ヲ作 ッテ小學校5年6年 高等1年2年 生ニツケサセテ、将来簿記 ヲツケル予備練習 タラシメ、

高等科1、2年 生80余 名ヲ組合員 トシテ模擬産業組合 ヲ組織 シ、1口10銭 ダガ、協会カラ トシ

テ金10円 ヲ寄附 シタ。

他 ノ小學校、例ヘバ村山ノ大蔵村デハ理事監事 が全部先生デアルガ、1歩 進 メテ全部生徒ノ

手デ之 ヲヤラセル事ニシタ。

5月18日 第1回 総會が開カレタ。

1,開 会 ノ辞

2,君 ヶ代

3,教 育勅語

4,設 立経過報告

5,祝 辞 村長,校 長、塩 田

6,顧 問 ノ推薦

7,閉 会之辞

8,両 陛下組合ノ万才

コノ時バ カ リハ生徒 ノフル指揮棒二合ハセテ先生モ來賓モガ君 ヶ代 ヲ歌 ヒ万才 ヲ三唱シタ。

コノ後 デ來賓 ノ縣 ノ阿部主事補二 「産業組合歌」ヲ教バ リ、古口村ハ先ヅ子供ノロカラ共存同

栄 ノ歌が拡 ガ ッテ行 ツタ。ヤガテコノロカラ古 口村更生 ノ叫 ビが出ルニ違 ヒナイ ト樂 シミニ

ナ ッテキタ。

第2回 総会ニハ縣金森長官が來村 セラレタノヲ機会二開催 シ、挨拶山形縣知事 ト子供二呼 ビ

出サ レテ壇上二立 ツタ長官カラ 「組合員諸君」 ト約10分 祝辞 ヲ受ケ タ模擬産業組合ハ恐ラクコ

ノ組合以外 二八アルマイ ト今デモ誇 りニ シテ居ル事デアル。
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然ルニコノ第1回 総会デ來賓 ノ席二袴 ヲハイテオサマ ッテ居 タ村会議員、学務委員安喰福蔵

カラ、組合が直接縣購聯か ら文房具 ヲ買ハ レタノデハ吾々商人ハ立 ッテ行力 レナイ、組合が買

フモノハ吾々カラ買 ッテ貰 ヒタイ ト云 フ苦情デ結局赤クナッタ紙力雑記帳 ヲ村ノ人カラ買フ事

ニ シタガ、コ ンナ子供 ノ懐 ヲアテニシテ6軒 モ7軒 モノ商人ガシノギヲケズル心 ノ中ガワカラ

ナイ処力、折角組合が出来テ愉快ニナ ッタ私 ノ心ハ暗クナラザルヲ得ナカッタ。

トマ レコンナ汚イ小學校ニ コンナ立派ナ組合が出来、第2学 期 ノ利益ハ全部デ50銭 、之 ヲ貯

金シ次ノ総会デハ全生徒 ヲ組合員ニシ、分教場、分校モ農事実行組合員ノヤウニ団体加入 スル

事 トー決 シ紙モ全購聯カラ買 フ事ニナ ッタ。小學校 ノ子供二働キカケル事ハ気長イヤウデアル

ガ、モウ高等2年 生ハ3月 二八卒業 スル。私ハ イツマデモ之 ノ子供 トハ友達ニナ ッテ行 クツモ

リデアル。

職業ノ世話モヤル事 トナ リ、5名 バカ リノ女 ノ子ハ和田調査官、後藤産業組合事務官等 ノ内

へ行 ク事ニナ ッテ居ル。男ノ子ハ今年カラ初メラレル上 ノ山国民高等學校 ノ短期生ニマ トメテ

ヤル事ニ シタ。

校長サ ンモ、 「今マデコノ子供連ハ親カラモ誰 カラモ可愛 イガラ レタ事 ガナイノデ今 ノ喜

ビヤウガハ ッキ リ分ル」ト云フ事デ、殊二山之内土湯分教場 ノ子供25名 ノ中17、8名ハオネ ショ

ヲスルが之が栄養不良 ト生活様式、殊ニソノ寝床が万年床デナン ドト称 スルー番暗イ部屋二

寝 ルカラデアル ト云フ原因ガワカリ大 イニ注意 ヲシタ所ガ、昨年12月 高橋視學 ノ視察講評デ

ハ山村ノ子供 トシテハ珍 シク顔色ガヨイ トノ事 デ、コンナ事 マデガウレシク思ハ レテナラナ

カ ッタ。

楽 シ ミノコノ子供達二協会 カラ内藤氏 が來ル度二16ミ リヲヤッテ貰 ツタ。イツモ小學校ハ

300名 以上 ノ大満員で、 ツマラヌ事デ5円80銭 モ電気代 ヲ トラレル事モ忘 レテ居タガ、村長サ

ンカラ 「ワシニ コ トハ リナ シニ小學校 ヲ使 フ トハケ シカラン」 ト云ハ レ、白イ幕 ヲ貸 シテク

レナカ ッ'タ時ニハ多少腹モ立 ッタガ、問題ハソンナ事デナ ク子供 ヲ大切 ニスル事、之 コソ更

生 ノ芽ヲ育テ上ゲル私 ノ大仕事ダ トガマ ンヲシタ事デア ッタ。

参考 ノタメ、古口小學校模擬産業組合定款 ヲ附シテオク。

古口小學校模擬購買組合定款

第1章 総則

第1條 本組合ハ産業組合ノ研究 ヲナシ其 ノ実務 ヲ練習 シ兼 ネテ学資 ノ軽減 ヲ図ル為学用品 ヲ

購入 シ之ヲ組合員二配分 スルヲ以テ目的 トス

第2條 本組合ハ古口小學校模擬購買組合 ト称ス

第3條 本組合 ノ事務所ハ古口小學校内二置 ク

第4條 組合員ハ本校高等科児童二限ル
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第2章 出資及積立金

第5條 出資一ロノ金額ハ金拾銭 トシ一時二全額 ヲ佛込ムモ ノ トス

第6條 本組合ハ剰余金 ヨ リ積立金 ヲ積立テルコ トヲ得

第7條 積立金ハ損失 ノ填補又ハ臨時 ノ支出二処分 スル コ トヲ得

第3章 機関

第8條 本組合二理事5名 監事3名 ヲ置 ク

理事ハ組合長1名 ヲ互選ス

組合長ハ事務 ヲ総理 シ組合 ヲ代表ス組合長事故アル トキハ理事 ノ互選ニヨリ其ノ1名

之二代ル

第9條 理事及監事ハ高等科2學 年 ヨリ之ヲ選出ス

第10條 理事及監事ハ名讐職 トス但 シ総会ノ決議ニ ヨリ報酬又ハ賞與 ヲ支給 スルコ トヲ得

第11條 理事及監事 ノ任期ハ1學 期間 トス但 シ再選 ヲ妨ゲズ

第12條 通常総会ハ毎年1回4月 之 ヲ開 ク

第13條 本組合二顧問ヲ置キ組合事業二関シ指導啓発 ヲ受ケルモノ トス

第4章 事業 ノ執行

第14條 本組合 ノ事業年度ハ毎年4月1日 二初マ リ翌年3月31日 二終ル

第15條 本組合二於テ取扱 フ物品左 ノ如 シ

1學 用品

2其 他理事会 ノ決議ヲ経タルモ ノ

第16條 理事ハ組合ノ需要 ヲ調査シ又ハ注文二依 リ前條 ノ物品 ヲ便宜購入スルモ ノ トス

第17條 組合員二責却スル物品ハ市償 ヲ標準 トシ理事之 ヲ定ム

第18條 組合員ハ現品引取 ト同時二代金 ヲ支彿フモノ トス

第5章 剰余金 ノ処分

第19條 剰余金ハ総会 ノ決議 ヲ経テ積立金、役員 ノ報酬賞與又ハ児童用具ノ購入二充ツルモ ノ

トス奨働金を受ケタル トキ亦同ジ

第6章 加入及脱退

第20條 本校 ノ児童ハ高等科二入學 ト同時二加入 シ卒業又ハ退學 ト同時二脱退 スルモノ トス

出資金ハ脱退 シタル トキ佛戻 スモノ トス

第7章 解散

第21條 本組合解散 シタル トキハ理事精算人 トナル
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11.村 財政問題デ村長 ト衝突

初 メ私 ノ入村 ヲ一番喜 ンダノハ村長サ ンデア ッタ。役場デハ村長サンノ横、丁度欠員ニナッ

テ居 夕助役 ノ所二私 ノ席が新二設ケラ レタ。吏員ハ収入役、兵事係、賦課、土木、戸籍、滞納、

更生、受付、小使2人 、農會技術員、木炭検査員(之 ハ縣吏員)、 産業組合書記 ノ大世帯 デア ッ

タ。俸給ハ平均37、8円デアッタ。

村長ハ折 々之 ヲ机 ノ前二集メテ訓辞ガアル。私モー同起立 ノ中二村長サ ンカラ紹介セラレ、

一同ノ眼耳ハ私 ノー撃手一投足ニムケラレ、後デ聞イタ話デアルが村長ハ只デ助役 ヲオイタツ

モ リダ ッタソウデ、村 ノ人一般 ノ声ハ 「アノ若 イノニ何ガヤ レルカ」 トロニスル人サヘア リ之

が定評デ。村長ニウマクナメラレテ居ル ト云フノが定評ダッタ。

処ガ コノ官僚式ナ村長サ ン ト衝突スル日が案外早 ク來テ了 ツタ。私ハ入村式 ノ翌 日縣庁へ

行 ッタ トキ負債整理 ノ川村主事二面會 シ 「今度古 口村ニモ負債整理組合ヲ作ラウ ト思フカラ何

トカ御指導願 ヒ夕イ」 トオ願 シタ。然 シ川村氏カラ 「古ロハ前ニモ農林省 ノ山本事務官 ト行 ッ

タガサ ッパ リ熱ガナカ ッタ」 卜云ハ レタガ、「私が更生 ノ仕事ニヤッテ行 ク以上負債整理 ノ仕

事 ヲ ドウシテモヤラウ ト思 ッテ居ル」 卜述 べ、 「ソレデハ今度仙台へ行 ク用事ガアルカラ預金

部支部デ話 ヲシテ見ヤウ」 ト云フ事 デ分 レタ。

処ガソノ後に會 ツタ時 「仙台デハ ドウモ古ロハ信用ガナイカラ組合 ヲ作 ッテモ金ハ來ナイダ

ラウ。先ヅウソデモヨイカラ村ノ健全財政 ヲ樹 テテ見タラ ドウカ」 ト云 フ指示ガアッタ。デ日

曜 日デア ッタ ト思フガ、村長サ ンが着流 シデ亀屋 ノ2階 ニヤ ッテ來タノヲ幸二今ノ話 ヲシ 「川

村主事ノ云フウソデモ ヨイカラ ト云 フノ二八大変意味ガアル所デアルカラ健全財政計書 ヲ樹テ

テ見タラ ドウデセ ウカ」 ト話 シタ処ガ、「樹タナイ」 ト云フ。「ソレが樹 タナイデハ古 口村ハ

更生 ドコロデナイ、第一更生 シロシロ ト云 フ話 スラスル資格ガナイデハ ナイカ」、「ソレデハ

君ハ樹テル事が出來ルカ」 トノ逆二質問デアッタノデ 「私ハ樹 ツ樹 タナイノ問題デナイ。 ドウ

シテモ樹 テナケ レバナラン」 卜述べタ所ガ、「ドンナ案ガアルカ」、「今簡軍二考ヘツイタ所デ

モ人件費ヲヘラス事が先ヅ第一。東北ノ他 ノ村 ノ人ハ日曜日ダカラ ト云 ッテ凶作以來休マナイ

所が多イカラ言口デモコノ元気サヘア レバ人件費を減ラス余地ハアル。 ソレモ唯首 ヲ切 ルノデ

ナ ク就職口ヲ探 シテカラヤメテ貰ヘバ ヨイ。役場 ヨリモ ヨイ所へ行 クや一二ス レバ ヨイデハナ

イカ」。

之が後日問題 トナル分 レ道 デ、ソノ翌 日村長ハ役場吏員ヲ集 メ、

「塩田 ト云フ奴ハケシカラン事 ヲ云フ、諸君ノ首 ヲ切 レト云 フカラ吾々ハ結束シテ塩田二當 ラ

ナケレバナラン」。

コノ話 が村會議員 ノ耳二人ル。吏員ハ皆誰力1、2ノ村舎議員 ヲ背景 として入 ッテ居ルノデアル

カラ、村議連中モダマッテ居 ラレナイ。11名 ノ村會議員が揃 ッテ亀屋ヘオ シオケテ來タ。私ハ
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一同二対 シ 「健全財政樹立 ノ急務」ヲ説キ午後5時 カラ11時 二及 ンダ。一同ハ之 ヲ諒 トシテ帰

り、之 カラ1ヶ 月二1回 ハ村會議員 ト会 ッテハ ドウカ ト云フ事デ帰 ッタ ト思 ッタガ、 ソノ翌日

村舎議員一 同が又村長 ト会 ッテカラ問題ガコジレテ了 ツタ。

之 ヨリ先既二私ハ一週間役場二居タガ 「私ハ村民 トシテ村 ノ更生ノ仕事 ヲシニ來タカラ」 ト

述べテ引キ下 り、私ハ私ノ途 ヲススム事ニ シテ居タ。私 ノ指導ハダカラ唯ロニ シャベ ッタ リ計

書ヲ書 イタ リシテソレデ能事終 レリトハ考ヘテ居ナカッタ。

私ハ汗 ヲ流ス事、実行スル事、之 コソ私ノ トルベキ指導方法也 ト考へ、明ラカニ村長 ノ声 カ

ラ聞エル私 ヲ罵ル声 「若輩」「アダナヤツ(山 形縣村山地方 ノ方言、ア ンナ野郎)」 「小作官 デ

方々デ失敗 ヲシ韓任サセラ レテバカ リ居タ男二何 が出來ルカ」(以 上ハ村長が述べタ言ナルコ

ト証人ア リ)等 村長サンが妙ナ役割ニナ ッテ私ノ悪口バカリが仕事ニナ リ、私 が協会 ノ用事ニ

テ帰京ス レバ直チニ 「モウ塩 田ハ帰 ッテ來ナイ」 ト宣傳 ヲ初 メ、私自身 トシテハ コノ声ニ ヨッ

テ村長が如何ナル者デアルカヲ知 り、又村民大衆 ノ眼前二之 ヲ示ス大事ニナル ト考へタノ ミナ

ラズ、 ソノ声ノ中ニハ私二対スル不平 ヲ懐 ク人々ノ声が混 ッテ居ル事 ヲ聴キ知 り、村 ノ大勢 ガ

コノ声二反響 スルカ反掻 スルカ大キナバロメタ-ニ ナ ッタ為二非常二幸デアッタガ、縣庁各課

廻 リヲシテ私 ノ悪口ヲ云 ヒ、「古ロハ更生 ドコロカ悪 クナッテ行 ク、塩田が統一 ヲ乱 スモノデ

アル」 ト述べ、協会内藤氏 ノ処ヘハ 「塩田主事ノ言動過激ニ シテ農村指導者 トシテ適セズ」 ト

手紙ヲヨコシ、 ソノ返事 ナキヲ知ルヤ、再タビ手紙 ヲ寄 コス等、又新庄 ノ耕地整理出張所 ノ笠

原所長 ノ所へ相沢デ自力デ耕地整理 ヲヤラウ ト思 フカラ技術的指導ヲ頼 ミニ行ケバ直チニ村吏

員小林十郎 ヲ新庄二派 シ、 「塩田ノ申出タ耕地整理ハ村長 ヲ経 タ話デナイカラ」 ト妨害 ヲシ、

営林署又然 リ。幸各方面ノ人々が冷静二考ヘテイタ ・"イタカラ私個人 トシテハ迷惑ハナカッタ

ガ、農村更生協会、古口村々民ニハ眞ニスマヌヤーナ気 ガシ、10年 ノ夏頃私ハ心配 ノ余 り相 当

ヤセタ時代モアッタ事ハ今 日古口村民 ノ記憶ニモ残ル所デアル。

ソノ間折々コノ関係及 ビ村長ハ法律ニパフ レルカ ドウカ知 ラヌが村長 トシテ賛成 出來 ヌ仕事

が数々アル事 ヲ石黒先生ニモ報告 シタ。然 シ、ホン トウニ私一人孤立無援ノ状態ニナッタ夏頃

ノ状態 ヲ申 シ上ゲタナラバ、恐ラク先生ハ私二 「止メテ帰 ッテ來 イ」 ト仰セラレタ事 卜思 フ。

私ハ死 ンデモ ト覚悟 ヲキメタ。 ソシテ次第二私ノ考、私ハ ドンナ事ガア ッテモ古ロノ更生 ノ仕

事 ヲヤルノダ ト云フ事が村民二分 リ初 メタナア ト思フ頃、10月17日 中金 ビルデアル村長 ノ座談

會二古ロノ村長モ呼 ビナサイ ト云フ石黒先生 ノオ話デア ッタ。

然 シ、私 トシテハ村長 ヲ向 フニオキ、村ノホン トノ者 ヲ引キアゲ之 ヲ育テ上 ゲヤ-ト 考ヘ

ソロソロツイテ來初メタ頃 ノ事デア ッタノデ、今村長 ヲ東京二呼 ンデ私が村長 ト歩調 ヲ合セタ

事ニナル トコノ人達が私 カラ去ルデアラウ ト、私 ノ頭ハ之ダケシカ考ヘラレナカッタ。 ソレデ

失礼デハア ッタが石黒先生ノ古口村長 ヲ呼 ビナサイ トノ仰セニ反対シテ了 ッタ。
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ソノ後、昨年ノ忘年会二幸楽二行 ク途中、自動車 ノ中デモソノ事でオ シカ リヲ受ケタが私ハ

私 ノ信ズル所 がホ ン トデア ッタ ト自分 ダケデ慰 メテ居ル。今 日マデ 「言口ノ指導ハ失敗 ダ ッ

タ」 ト色々ナ方面デ聞カサ レルガ、 コノ対村長問題 ヲ目シテ為サ レル批判ハ當ラナイ ト考ヘテ

居ル。何 トナ レバ私ハ未ダ嘗テ古口指導二関シテホ ントウノ話 ヲシタ事 ガナイカラデ、恐ラク

ハ コノ一編二於テモ完全二尽ス事が出來ルカ ドウカ私 自身デ怪 シンデ居ル位デアル。

12.村 ノ財 政 概 観

税 問 題 ノ 中 心 ニ ナ ッ タモ ノ デ ア ル カ ラ 此 際 村 財 政 ノ一 般 ヲ示 シ テ オ ク。

才 出 予 算31,712円

神 社 費30,会 議 費251、 役 場 費5,298

土 木 費63、 教 育 費14,196(予 算 ノ44%)

衛 生 費400、 各 種 事 業 費2,283

基 本 財 産 積 立 金 其 他 財 産 額605

公 債 費2,883、 郷 倉 建 設 費1,056

雑 支 出4,198、 予 備 費449

(教 育 費 ハ 予 算 ノ44%二 當 リ、 ソ ノ47%ハ 国 庫 縣 ヨ リノ補 助 、 村 負 担7,476円 デ ア ル)

才 人 昭 和10年 度31,712

財 産 収 入538使 用 料 及 手 数 料307

交 付 金6,708

国 庫 補 助 金1,164
26.3%

縣 補 助 金

奨 働 金

貸 出 金 収 入1,184

村 税11,59836.6%

郷 倉 施 設1,056

繰 越 金66雑 収 入7,320

公 債1,300

租 税 公 課1戸 當 ノ負 担 ハ48円 二 當 リ、1戸 當 現 金 収 入488円 ノ1割 二 當 ル(全 国 平 均 ハ7%)

納 税 成 績(昭 和8年 度)

調 定 額 納 期 内納 入 額 ソ ノ%

国 税2,939円392,689.210.914

縣 税6,526.08516.660.079
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ホ寸税10,759.452,907.570.270

計20,225.456,113.440.303

山 形 縣 合 計 ノ納 税 成 績 ハ71%32、 比 較 ス レバ 非 常 二 成 績 不 良

村 税 ハ 昭 和10年

11,598内 戸 数 割8,118円

1戸 平 均15円93

山形 縣 平 均 戸 数 割1戸16.94二 比 較 ス レバ 低 ク、 最 上 郡 平 均1戸15.14ヨ リ高 イ

戸 数 割100円 以 上7人

100円 ～50円14人

50円 未 満102人

村 債 ハ 、 昭 和9年 度 ニ ハ 教 員 ノ俸 給 不 彿6ヶ 月 二 及 ビ、 村 有 財 産 ヲ責 彿 ヒ10,300円 ヲ捻 出 シ タ。

村 費 填 補 ノ 為 メ ノ公 債 ハ

諸種 ノ事業ノタメノ公債ハ

林道開設事業費500

農村振興土木事業費2,500

凶作応急施設土木事業費700

低利資金

自作農創設維持資金7,300

失業救済農山漁村臨時対策事業費2,550

内荒廃桑園改植資金1,200

木炭倉庫建設資金900

内地向副業施設資金200

農業共同施設資金390

畜産施設資金100

農業及中小商工業者700

元利支彿資金

水利事業ノ為

真柄堰灌概回復資金900

角川筋欠潰箇所復旧工事費3,000

計23,750円 利率3分2厘-3分5厘
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貸主ハ大蔵 省予金部、山形縣、勧業銀行デアル。

村有財産

基本財産金穀之部8,349.74

村有基本財産6,512.09

古口信用組合預金6,436.48

郵便貯金5.61

勧業銀行復興貯蓄債券70.00

教育基本財産189.90

古口信用組合預金93.09

郵便貯金2.02

新庄銀行預金85.79

救済基本財産1,647.75

古口信用組合預金321.00

新庄銀行預金1,326.75

以上 ノ外

村 ノ基本財産土地28反7

教育基本財産土地60.5

畑4LO

救済基本財産土地1.8

13.農 事実行組合ゾクゾク誕生

愈々仕事 ヲ初メルニ就テ、 ドコカラ初メルカ ト云フヨリカ組織 ヲ如何ニスベキカヲ考ヘテ見

タ。部落 ヲ全部包含 シテ昔ノ農事改良組合 ノ考へ方、共同ニス レバ利益 ノアル ト思 フモノヲ

個々二共同ニスル為二結成スル組合、ハ農村 ノ小組合 トシテハ一時的 ノモ ノデカガナイ ト思ハ

レタ。

部落デ共二生活 ヲシ生キルモ死 ヌモ共ニ スル、樂バカ リデナク苦 シミモ共ニシヤウ ト云フ全

部的協同観念 ヲ中心二、作業 ノ ミナラズ全生活関係 ヲ共ニスルモ ノコソ農村小組合 ノ新二向フ

ベキモノ ト考へ、部落民ナルが故二全部ノ人 ヲ参加セシメルヨリモ、気持 チモ合致 シ経済関係

モ完全二協同シテ一層希望 ヲ持チ得ル人間バカ リノ集 りガ適當 ノヤウニ思ハ レタ。 デ人数モ從

來 ヨリ少ナクナルベキデ、5人 組制度 ノ精神 ヲ中心二経済的二一寸大キクナッタモノ ゝヤーナ

モモ ノヲ考ヘタ。之 ヲ以テ各部落二於ケル私 ノ足場 トシヤウ ト思 ッタノデアル。

ソノ時私 ノ眼二新二浮 ビ上 ッテ來タ一人二土湯分教場 ノ奥山常雄先生ガア ッタ。隣 ノ角川村
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デ先生ヲシテ居夕時、青年團ノ幹部 ヲナグリツケテコノ分教場二左遷セラ レタ経歴 ノ持主デァ

ル丈 ケニ、却 ッテ思 ヒ切 ツタ事 ノ出來ル男 ト思ハ レタ。

コノ人が度 々私 ノ宿ニヤッテ來テ 「去年(昭 和9年)仕 送 リ(木 炭ノ親方)二 炭ヲ昔ノ通 り

責 ッタノデハ1俵 昨年80銭 位(市 債 ガ1円20銭 ノ時)デ 安 クテ困 ツタ所カラ夜陰二乗ジ50俵 バ

カ リ舟二積 ンデ酒田二賓 リ非常二利益 ヲ得 タ。之 が親方 ノ方二発覚シ今年ハ原木代 ヲ出 シシ

ブ ッテ居 り、又炭焼 ノ方デモ昨年 ノ味ヲシメ今年ハ何 トカシテ原木代 ヲ他カラ貸 シテ貰 ッテ木

炭ノ販責統制 ヲヤッテ見タイ」 ト云 フ。眞ニ ピン ト二合 ッタ説明デ、ソノ原木代ハ土湯草薙デ

500円 程度、 ソレヲ焼イテ居ル中二高屋 ノ方ノ300円 位 ノモ ノハ出セル ト云フ案デ、私 ノ宿"二3、

4回 泊 リコ ンデ色々説明 ヲシテクレタ。

此 ノ時私 ノ腹 トシテハ、古口村 ヲ見渡 シ現在ハ政治的ニモ、経済的ニモ、社会的ニモ一番最

低二評償 セラレテ居ルガ、国有林9000町 以上 ヲ有スル山之内部落が生産方面二希望ガアル。今

マデ山林盗伐事件ダノ色 々代金 ヲ彿ハナイ為二営林局 ノ評判が悪イ為二、一切之 ノ方面二手ヲ

附ケル事 が出來ナカ ッタガ、協会 トシテヤル場合ハ秋田営林局、農林省ノ応援 ヲ得ルニハ大イ

ニ便利ガアル ト考ヘ タ結果、山之内二先ヅ手ヲ着ケヤー ト決心 シタ。山之内モ柏沢、土湯、高

屋、草薙、大外川、外川、栃台、沓喰ノ各部落デ100戸 アルガ、全部二手ヲツケル ヨリモ奥山

先生 ヲ中心二土湯、草薙、高屋 ノ24戸 ヲ以テ農事実行組合 ヲ結成 スル事 トシ、愈 々6月 ノ中旬

カラ私 ノ足が屡 々土湯分教場二連バ レ、新二建 ツタ作業場 ノ2階 油煙 ノ奥イランプノ下デ20数

名 ト協議 ヲ初メタ。

然 シ初 メハ伸 々気乗 リガシナイ、何 トナク話ガウマスギテ本當 ダラウカ ト云フ気ガシタソウ

デ、2、3日 毎晩協議 ヲ績ケタ。奥山先生ナ リ部落 ノ人ハ極メテ軍純デ、唯原木代ダケ出 シテ

クレ ト云 フノデア ッタガ、親方カラ借りテ居ル借金ハ ドウスルカ、炭が出ルマデ、ソノ後 ノ食

料ハ ドウスルカ等二考へ及バナイ。 コノ方モキチン トシテ居カナイ ト、コノ人々ノ更生ノ利益

ガ ドコへ行 クカワカッタモノデナイ事ハ火 ヲ見ルヨリ明ラカデアル。農村二金ヲ入 レル場合、

ソレ ト共二智識 ヲ伴ナハス必要ガアル トツクヅク考ヘ タ次第デアル。

ラ ンプノ油煙が私 ノ鼻ニナ レタ頃、話 が少 シヅ ゝ本調子ニナ ッテ來タ。今マデハ ッキ リ云ッ

テク レナ カッタ、ホ ン トノ各戸 ノ債務額 ヲ聴 ク事が出來 タ。仕送 リ トシテハ高屋 ノ八郎兵衛、

土湯、草薙 ノ半分が清川 ノ金次郎、金八、 ト云フ事 ガハ ッキ リ分 ッタガ、サテ之等二向 ッテ負

債 ヲ年賦ニ シテ クレト交渉二行 クモ ノガナカッタ。當事者 ノ勝手ナ願 トシテハ、今マデノモノ

ヲ10年 賦二出來 レバ何 トカナル トハ願デハ云 フモ ノゝ、今マデ原木代ヲ出シテクレ、毎 日米、

醤油 ヲ借 りニ行ク、病気 ヲス レバ平身低頭シテ金 ヲ借 りタ人々が対等二負債 ノ交渉二行ケヤ-

筈モナカ ッタ。 ドコヤラニ之が巧 ク行カナカッタ場合、又親方二頼マナケ レバナラ ンカラ、今

コノ第一線二立 ッテニラマ レル ト将來困ル ト云フ考モアッタソウデアル。或ハ、バァサンが八

334



郎兵衛 ノバアサ ン トオ茶飲友達デ何 トモ申訳ナ イが今度ノ話 カラノケテ貰ヒタイ、デナイ ト私

ハ養子ダが離縁ニナル ト云フサハギ、全部 ノ方向が一方二定マルマデニハ一苦労シタ。

最後二負債 ノ整理 ノ方ハ奥山先生二行ッテ貰 フ事ニ シタ。清川 ノ仕送 リカラ 「ヤ ッパ リ時代

デスナ」 ト云ハ レテホ ットシ、「今直グ佛 ッテ貰ヘルナラバ半分ニ シマセウ」 ト云 フノデ直グ

解決 シタ人モア ッタ。山田ヲ抵当二人 レテ居タ ノヲ流ス事ニ シテ解決 シタノヲソノ翌 日ニナッ

テ本人ガヤ ッテ來テ 「ドウシテモア レヲ手放ス事ハ出來マセ ン」 ト云 ッテ他二方法モ持 ッテ來

ナイ、ソ レデハ5年 間ノ買戻約款付ニシタラ ドウカ ト教ヘタリシテ清川 ノ方ハ何 トカ仕末が附

イタガ、八郎兵衛 ノ方ハ戸主ガオバアサ ンデ、娘2人 が未亡人デ之が子供 ヲ持 ッテ居ル。一郎

と云 フ1年 生ガソノ相続人デアルヤウナ内 デアルカラ伸々問題 ノ解決 ノ方法ガナイ。 「今アナ

タ方が心配 シテクレル事ナラ、オマカセ シマス」 ト云 ッテ承知 シテクレタノカ ト喜 ンデ居ル ト

「一時二全部彿 ッテ クレ」 ト云 ヒ出ス。全 ク困 ッテ了 ッテ新庄区才判所へ金銭債務調停 ノ申立

ヲスル事ニ シタ。

調停 ヲナス立場ニアッタ事ハアルガ、申立 ヲナス事ニナ ッタノハ初 メテ ベ非常二心配デアッ

タ。新庄 デハ郡農会ノ金田サ ン等が委員デ、双方ノ中ヲ取 り5年 ～8年 賦ニテ落着 シタ。此 ノ

方法ハ最善 トハ云ヘナカッタカモ知 レナイガ、私が相宮腹 ヲスエテヤルノダ ト云 フ事ハ村 ノ人

ニワカッタラシク、之カラ割合ツイテ來ルヤウニナ ッタ。

「私ハ諸君 ト共二更生の仕事 ヲスル以上ハ絶対二生活 ヲ保証スルカラ安心 シテ一生懸命ヤッ

テクレ」 ト説明 シ、原木代500円 ノ外二米代 トシテ200円 ヲ出シ、負債整理 ノ中半減ニテ直チニ

解決 シタモ ノ255円 ハ當方デー時負担 シタ。 ソノ時奥山先生 ノ話デハ昨年 ノ凶作 ノ後 ダカラ

1ヶ 月位ハ飯米 ノ補給 が必要ダ ト云 フノデ、200円 ノ米代 ヲ出シタノデア ッタガ、伸々 ドウシ

テ難関ハ早速ヤッテキタ。

米ガナクナ ッタ ト云 フ報告が毎 日ヤ ッテ クル。私ハ ソウソウ協会ニモ金 ヲ出シテクレ ト云ヒ

カネテカネテ、知合デア ッタ澁谷君 ヲ頼 ッテ北平田産業組合二米30俵 ト麦10俵 ヲ借 りル事ニシ

タ。コノ北平 田二行 ッタ事ハ澁谷君二頼ム為二行 ッタ外二、実ハ消費地 トシテ ノ庄内平野 ヲ何

トカシテ生産地タル古口村 トクッツケ、経済交通路 ヲ開カウ トノ考ヘガアッタ上二、幸同村農

会 ノ工藤技手 が先達 マデ古 ロノ農業補習學 校ノ先生 ヲシテ居タ関係 モア リ、浅カラ ヌ縁故ガ

アッタワケデアル。

之ハ後デ2回 二分ケテ支佛フ事 デ大体飯米 ノ点バー応解決ガツイタガ、サテ炭ノ販責二就テ

ノ調査ヲ初メネバナラナカ ッタ。從来古ロノ村民が余 りニ新庄ニノ ミ.経済関係 ヲ重視 スルヲ不

可 ト考へ、大消費地 トシテノ庄内平野ヲ見直ス事 ヲ提唱シタ。

私 ノ北平 田デノ調査デハ、飽海郡ハ比較的良 イ炭デ4〆 俵が需要者 ノ注文デア ッタ。最上川

ノ南藤島 ノ組合デハ、反対二荒並 が結構8〆 俵 が希望デアッタ。 コノ組合 ノ組合長ハ古 ロノ農
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会ノ技手阿部君 ノ父デア ッタノヲ幸二、1ト ラック(50俵)見 本 トシテオ願イスルコ トゝシ、

奥山先生 ト2人 トラックニ乗 リコミ、途中パ ンクシタリ等 シタ事モ思出 トシテハ愉快 デアルガ、

ソノ時私ノ頭ニハ仕送 リノ買値段1俵75銭 ヲ販賓統制 シタ以上出來ルダケ高 ク責 リタイ、理想

トシテハ1俵1円 ニ ト願 ツタ。

愈々藤島 ノ組合デ責込ム事ニナ リ目方ノ検査 ヲヤラレタ、之ハ8〆 ヨリ重 クテ安心シタガ、

中味ノ検査ニハ冷汗 ヲカ ゝサ レタ。掛 ノ人カラ立谷沢 ノモ ノト同格 ト認定サ レ1俵95銭 ト切 り

出サ レタ トキ、奥山先生ノ眼二八涙が光 ツタ。私ハコノ次又1円 ニオ願 ヒスル事ニシテハ如何

カ ト先生 ヲナダメル役二廻 ッタガ、先生ハ立谷沢ノ炭 ト同格二見ラ レテハナラン ト頑張 ツタ。

然 シ トニ角95銭 デ手 ヲ打チ村へ帰 ッテ來タガ、1俵95銭 ノ値段ハ全山之内二鳴 リヒ・"キ段々統

制ノ気分が動キ出シタ。

10年7月15日 。土湯、高屋、草薙24戸 デ山之内中部農事実行組合が結成サ レテ以來、コノ総

会 ノ時二八必ズ他 ノ部落カラモ一人ヅ ゝ見学ノ為参加 ヲ願 ッテ大体組合 ノ様子 ヲソレトナク教

ヘテモオイタ為二、各部落ニモ農事実行組合 ヲ作ルカラ私二來テクレ來テクレと云フ毎日ノ催

促デア ッタガ、私ハ ワザ ト出馬セズ、奥山先生 ソノ他 ノ方 ヲ派遣 シ、沓喰、柏沢ニハ各10俵 位

ノ米ハ土湯 カラ貸 シテヤル事ニ シテ、山之内ハ コノ中部農事実行組合 ヲ中心ニスル事二努力シ

私ハコノ組合経営二全力 ヲアゲ タ。

指導、又ハ金ノ入 レ方ニシテモコ ゝ1ヶ 所二集中シタ事ハ、那須先生 カラオ話 ノアッタ 「米

ヲツク時臼 ノ中ノ1ヶ 所 ヲツイテ居 レバ グル グル廻 ッテ全部が白クナル」 ト云 フ指導 ノ仕方デ、

事実ハ コノ1組 合ダケニデモ相當金 ヲ要 シタ。然 シコノ影響ハ私 トシテモ驚 クバ カリデ、他 ノ

山之内各部落 ノ農事実行組合ハ土湯 ト同 ジクソノ分教場 ノ先生 ヲ組合長 トシ、負債 ヲ何年賦ニ

カ契約 ヲ定 メ、木炭ノ値段ハ土湯ノ値段カラ10銭 安デ親方へ責ル事ニナ ッタ。

コ ゝ二至 ルマデノ苦心八相當色々ナ方面二気ヲ使 ツタ。古ロカラ土湯二行 クニハ、清川へ汽

車デ行キ1里 バカ リ引キ返 シ夕方が直接2里 半歩 クヨリハ樂デア ッタガ、私ハ殊更歩 イテ行 ツ

タ。途中 ノ沓喰、外川 ノ人 々二土湯へ注意 ヲ向ケサシタイ ト思 ッタカラデアル。事実上之ハ沓

喰、外川 ノ人々カラ後 日聞イタ所デハ効果ガア ッタソウデ、 「何 日ノ目土湯ヘオ出デニナ リマ

シタナ」 ト云 フ質問ヲ受ケルヤウニナ ッタ。

然シ土湯 ノ組合 ノ経営ニハ波ガナイワケデハナカ ッタ。私ハ土湯 ノ草分ケ トシテ威張 ッテ居

ル村会議員高橋勘太郎 ヲ組合長ニシナカッタ。ソノ不平八相當大キ ク事毎二表面化 シタ。村長

ハ コノ不平 ヲ利用 シテ中部農事実行組合解体 ノ運動 ヲ初メ、喜三郎 ト勘太郎2人 ヲシテ奥山先

生排斥運動 ヲ初メ、営林局 カラ來テ居ル第2担 當区ノ武田氏ヲ役場二呼 ンデ今後勘太郎 ヲ中心

ニヤ レ ト云 フ事デア ッタガ、武田氏ハ之 ヲハネツケタ。私 トシテハ勘太郎二脱退ヲ迫 ッタガ、

若 シモ組合 カラ出テ行ケバ死 ヌヨリ外途ガナイカラ ト泣キツイタノデソノマ ゝニシタガ、之ハ
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今後尚問題ニナル ト予想サ レル。

ソレカラ同 ジ組合員デモ経済状態が違 フノが私 ノ眼カラ又取扱上同一視サ レル事、又共同販

責共同購入上 ソノ経済が完全二統制サ レ現在 ノ処組合長 ノ帳簿ニ ヨッテノミ動イテ居ルノデ各

自が金銭 ヲ取扱ハナイ事ハ、多少金ノアル者或ハ帳簿 ノ上デ取 り分 ノアル者ハ不平 ヲ持 ッテ居

ル。之ハ、組合 ノ経営上カラハ仕方ガナイ事デハアルガ、各自ノ心理 カラ云ヘバ個人経済ノ独

立ガアル以上眞二當然ナ事デアル ト思 ッテ居ル。

個人が完全二一ツニ融合 スル事ハ望 ンデモ居ラナイガ、コノヒ"ハ 秋に入ル ト次第二大キク、

共同作業場二米が少ナクナ ッタ事が組合員 ノ1、2ノ ロカラ聞コエ初 メル ト今 ノ中ニ ト、方々

カラ1俵 ヅ ゝ米 ヲ取 りテ來テ、銀行が取立二合 ッタヤウニナッテ了 ツタ。愈々セッパツマ ッチ

狩川 ノ産業組合二話 ヲシ之ハ イツマデモ忘 レル事ノ出來ナイ事デアルガ、何俵デモヨイカラ ト

云 フ事ニナ リ250俵 バカ リ1冬 ノ飯米 トシテ貸シテ クレル事ニナ リ村 ノ人心モ落付キ ヲ見ルニ

至 ッタガ、組合 ノ前ニヤハ リ個人ガアル事 ヲハ ッキ リト教ヘラ レタ。

コンナニ シテモ1戸 當200ヤ250俵 デハ冬 ヲ越ス事ハ出來ナイ事ハ明 ラカデア ッタ。冬 ノ副業

が東北問題 ノ重要ナル1ツ ノ項目 トシテ叫バ レテ居ルガ、収支ノバランスノ著 シク破 レテ居ル

コノ人々(大 体1戸150円 ノマイナス)二 、副業程度デパオサマ リガツカナイ ト思 ッ夕。又適

當な副業モ見付ケル事 が困難デア ッタ。

私ハ遂二活路 ヲ見出シタ。副業デハナク冬モ本業 トシテ木炭 ヲ焼カウ ト計書シテ見タ。所が

山ノ携下ゲバ施業案が定マ ッタ以上伸々変更が面倒デア ッタ。先二高屋二木炭倉庫 ヲ作 ッテイ

タダキ、栃台へ至ル林道二500円 ヲ與ヘ ラシ、今又秋田営林局、舟形営林署ハ大英断 ヲ以テ冬

山ノ佛下 ヲ決定 シテイタ"イ タ。藤井技手ハ ワザワザ数 ヶ月二亘 ッテ出張セラレ、利用課長サ

ンが來テイタ・"イテ私達 ノ希望が達スル日が到來 シタ。苦カラ夢 ノヤ ウニ、彼等 ノ希望デアッ

タ山之内杉 ノ杉が佛下ゲ ヲ受ケル事が出來ルヤ ウニナッタ。此ノ山村更生 ノ為二施業案マデ変

更 シテ下サ ッタ秋田営林局 ノコノ度 ノ英断ハ、歴史的事実 トシテモ記録サルベキデ我 々ハコノ

恩二報ユル事 ヲ誓 ツタ。

然ルニ、連中二 トッテ冬ノ山二人ル事ハ生 レテ初 メテノ事デ不安ガア ッタ事ハ明白デ、相當

田モ作 り飯米ガ2、3ヶ 月 アル勘太郎等ハ、冬山ノ原木 ノ割當ノ不平等 ヲ理由二返上 ヲ唱へ初

メタ。私ハ丁度 ソノ場二居合セテ、営林局 ノ好意 ヲ無二シテハナ ンノミナラズ、コノ仕事ハ

山村更生上可成大キナ影響 ノアル意義 アル仕事デアルカラ ト説キ、之ニヨリ諸君 ノ生命 ヲツナ

グ外諸君二途ガアル ノカ ト話 ヲシタ。勘太郎、石藏 ト喜久藏3人 ダケが遂二反対デ他ハ皆賛成

シテクレタ。3人 が居テハ他 ノ者ノ邪魔ニナル ト思 ヒ皆 ヨリ先二山ヲ下 ッタガ、途中私ハ3人

ヲ憎ムマイ ト思 ヒツゝモヤハ リ腹が立 ツッテナラナカ ッタ。

現二大キイ問題ハ会計デアッタ。今マデハ奥山先生ノ手二集中 シ、販責モ完全ニコ ゝノ手一
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ツデヤ ッテ居ル為二、相當マ トマ ッタ数量ノモノが何時デモアル ト云フ利益ガアル。商人達ハ

今デハ競ッテ此虞二集 リ手付 ヲオイテ行 ク状態デ、1俵 荒並ガ95銭 カラ1円 、1円20銭 、12月

終 リニハ遂 二1円40銭 ニナ ッテ行キ、酒田 ノ市債と同 ジニナ ッタ。從 ッテ コゝデハ相當マ ト

マッタ金が動キ、会計ヲ正確ニスル事が事業 ノ遂行上大キナ問題 トナ ッテ來タ。

部落 ノ人 ノ中ニハ薗部一郎位ニヤラシテ見ヤウ ト思 フ外道當ナ人が居ナイ。教育ノ為二大変

忙 シイ奥山先生が或ハツケ落 シノアル事ハ巳ムヲ得ナイ ト思 ッテ、アル場合ニハ私ガソノ穴埋

メニ80円 バカ リ出シタ事モアッタガ、之ハ将来二残サ レターツノ問題 トシテ 「農村内部二経営

的手腕アル者 ヲ養成 スル事」之ハ私ガイツカ考ヘタイ ト思 ッテ居ル事 ノー ツデアル。

実行組合切 リクズシニモ之 ヲヒナ ンスル人モア ッタ。又之ダケ高 ク責 ッテモ尚文句 ヲ云 フ者

モア ッタ。高ク買 フ ト云フ人 ガア レバ組合ノ値段 トノ差額 ダケヤルカラ ト組合員二申渡 シタが

今二至ルマデ1名 モナイカラ、軍ナル販責統制ノ切 りクズシニ過ギナカッタ様デアル。

他ニ ヒ ・"ノ入ル恐ハ幾 ツモアル。山之内杉 ヲ1本 責 ッタダケデ800円 ノ利益 ガア ッタ事ハ

却 ッテウ レシクナカ ッタ。之ハ炭 ヲ焼ク事 ヲ喜バ ヌ事ニナル カラデアル。山之内ニ トッテハ

「木炭」ハ神様 トシテ忘 レテナラヌ事 ヲ村ノ人二教ヘテオキタイ ト思フ。

木炭 ノ焼キ方二就テモ全 ク原始的デ、販責二就テモ生産者デア リ乍ラ消費者 ノ意向ヲ聴 イタ

事モナカッタ。之デハ神 トシテ ノ 「木炭」二対シテ相 スマヌノデハアルマイカ。現在 ノ木炭生

産高ハ1万 俵～1万2千 俵二過ギナイガ、私 ノ目標ハ取 リ敢ヘズ之 ヲ倍加 スル事ニアル。 ソノ

消費地 トシテハ将来東京 ト云 フ問題ガアル。 トスレバ他 ノ地方 トノ競争、東京二於ケル消費者

ヲ目標 トス レバ黒炭三韓向 シナケ レバナラヌ。第1技 術、第2資 金が問題 トナッテ來ル。

土湯 ノ中部農事実行組合が今 日マデ発展 シテ來 タコ トハ、天祐デア ッタ以上二営林署 ・営林

局 ノ応援ガア ッタコ ト。冬 ノ飯米 ノタメニ1枚 ノ証文モ トラズニ250俵 以上 ノ米 ヲ貸与シテ ク

レタ狩川ノ産業組合其他北平 田、藤島ノ組合ニハ感謝ノ辞ガナイ程デアル。第1年 度 ノ私 ノ仕

事ハ理論 トシテハ農村指導二就テ未ダマ トマ リヲ見ルニ至ラナカッタガ、事実 トシテ村民 ノ前

ニアル努力 ノ成果 ヲ見セタ ト信 ジテ居ル。

古 口村ノ人々ノ眼耳ニモ之ハ非常に大キナ影響 ヲ持 ツタ。私ヲ指 シテ木炭狂 ト云 ヒ 「塩 田ハ

古口村へ來テ山之内バカ リ恩恵 ヲ被 り本村其他ハサ ッパ リ有 り難 クナイ」 ト云フヤウナ言葉が

批難 ノ形デ村長村会議員ノロヲ通 ジテ耳二人 ッテキタ。然シ12月 ニナルマデジッ トコラヘテ

他へ働キカケナカッタ。

然 シコノ農事実行組合ハ之 ダケデハ全国的運動二加ハルニカが乏シク、又系統機関二入ル事

が出來ナイ。 ドウシテモ産業組合ノ復 旧が問題 トシテ當然浮 ビ上 ッテクル。 ソレデ古イ組合 ノ

整理ヲナ シ、嘗 テ除名セラ レタ縣購聯二再加入 ヲシ、300円 ノ範囲ニテ私個人が責任 ヲ持 ツ事

トシテ雑貨 ヲ送 ッテ貰 フ事ニシ、現在デハ1日10円 乃至30円 ノ實上ゲガアル。

338



山之内ノ実行組合 ノ確立、モウコ ゝ二至ッ タ以上ツブス事出來ナ クナ ッタ実行組合 ノ成果ハ

次第二本村二流 レテ行 ツタ、ユ2月ノ終 り猪鼻 ノ実行組合、本村 ノ渡辺梅次郎、寺内金作、門脇

定吉等古ロ トシテハ最モ堅実ナル農家ヲ中心 トシ夕更生農事実行組合、真柄 ノ農事実行組合ガ

ゾクゾク誕生スル事ニナッテ行 ツタ。又藏岡 ノ方デモ矢口豊治君、青柳傅次郎其他5名 デ農事

研究会が出來、一方産業組合ノ復活ハ村 ノ商人階級二直接大キナ打撃 ヲ加へ、古ロノ雲行キ急

ヲ告ゲルニ至 ッタ。

参考 ノタメニ中部実行組合 ノ規約 ヲ附 シテオ クガ、今マデア ッタ山林組合、納税組合、其他

一切 ノモノヲ解散 シ全部 ソノ職能ヲ之二集 メタ事 ト、ソノ中心 ヲ分教場 ノ先生ニオキ、山村 ノ

部落 ノ更生 トシテノーツノ試 ミヲナシタ事、村雲 ソノ先生 ノ奥サ ン方が影ニナ ッテ活躍 して居

ル事 ヲ特筆 シテオク事ハ私 ノ責任ノ如ク思 フ。産業組合二就テハ特二山田主事が心配セラ レ、

1.現 理事 ヲ更迭 スルコ ト

2.雑 貨ハ現金責ニ シ、月10銭 ノ更生貯金 ヲナス事

等指示 ヲ受ケ、理事ハ若イ者デヤッテ行 カウ ト思 ッテ居 ル。新二3月6日 ニハ青年聯盟が生 レ

ル準備ガナ ッテ居ル。更生貯金ハ1ヶ 月10銭 デ コンナモノ位ハ ト思 ッタが仲々困難ナヤウデ更

生実行組合デハ1ヶ 月5銭 二切 リ下ゲ猪鼻其他 デハ既二通帳 ヲ作ルニ至 ツタ所モアル。

山ノ内中部農事實行組合規約

第一章 縛 則

第一條 本組合ハ組合員 ノ共同ノ福利増進ヲ計 り進 ンテ組合員 ノ精神経済 ノ更生 ヲ期スルヲ以

テ目的 トス

第二條 本組合ハ山ノ内中部農事實行組合 ト構ス

第三條 本組合 ノ地遍ハ山形縣最上郡古口村大字古口字高谷 ・土湯 ・草薙 トス

第四條 本組合 ノ事務所ハ之 ヲ山形縣最上郡古 口村大字古口宇土湯、土湯共同作業場二置 ク

第五條 本組合ハ地屋内ノ農業者及 ヒ製炭者 ヲ以ツテ組合員 トス

第六條 本組合ハ其ノ目的 ヲ達スル爲左 ノ事業 ヲ行 フ

ー、必需品ノ共同購入拉二生産物 ノ共同販責

二、共同利用 ノ設備、維持、受託(共 同作業場、國立木炭倉庫)

三、小口金融拉二負債整理

四、國有林野ノ保護監視 ノ受託

五、農林業 ノ研究指導奨励
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六、共濟備荒 ノ施設

七 、納税完納 ノ奨励

八、副業拉二生活改善 ノ研究奨励

九 、前各號 ノ外組合ノ目的ヲ達 スル爲メ必要ナル事業

第七條 本組合ハ古 口村産業組合二加入スルモノ トス

第八條 本組合 力組合財産 ヲ以テ債務ヲ完濟スルコ ト能ハサル場合ハ本組合 ノ全員力本組合力

産業組合二封 シ負捲 スルー切 ノ債務二付キ連帯無限 ノ責任 ヲ負握 ス

第九條 本組合 ノ公告ハ組合 ノ掲示場二掲示シテ之 ヲ爲ス

第二章 加入脱退

第十條 組合員 タル資格 アルモノ線會ノ推薦ヲ以テ加入申込書 ヲ理事二提出シ前年度末 ノ組合

員持分額 ヲ納付 スルコ トニヨリテ組合員タル事 ヲ得

前項 ノ申出書 ヲ受ケタル時理事ハ遅滞ナク組合員名簿二登録 シ其ノ旨申出人二通知スル

モ ノ トス

第十一條 組合員脱退セン トスル時ハ少 ク共三ケ月前二書面ヲ以 ツテ其ノ旨理事二豫告スヘシ

第十二條 組合員死亡 シタル トキハ其 ノ家督相績人ニ シテ組合員 タル資格アルモノハ被相績人

二代 リテ組合員 ト爲ルモ ノ トス

第十三條 組合員左 ノ各號 ノ一二該當 スル トキハ線會 ノ決議ニ ヨリ之 ヲ除名ス

一、組合ノ事業事務 ヲ妨 クル所爲アリタル トキ

ニ、犯罪其 ノ他不正 ノ所爲ニヨリ組合ノ信用 ヲ殿損 シタル トキ

組合前項 ノ規定二依ル除名 ヲ爲 シタル トキハ其ノ旨本人二通知 ス

第三章 事務 ノ執行

第十四條 本組合ノ事務業年度ハ四月一日二始リ三月三十一日二終ル

第十五條 本組合ノ行フ事業ニシテ産業組合ヲ利用シ得ルモノハ縛テ産業組合ヲ利用ス

第十六條 本組合ノ事業執行二關スル細則ハ繕!會ノ決議ヲ経テ別二之ヲ定ム

第十七條 本組合ハ手数料又ハ使用料ヲ徴収スルコ トヲ得

前項ノ手数料又ハ使用料ハ毎年線會二於テ議決シタル範園内二於テ理事之ヲ定ム

第四章 役 員

第十八條 本組合二理事五名監事三名ヲ置ク理事ハ組合長一名ヲ互選ス

第十九條 組合長ハ組合ノ業務ヲ統轄シ組合ヲ代表ス

組合長事故アル時ハ理事ノ互選二依 リ其ノ壷名之二代ル

第二十條 理事及 ヒ監事ハ組合員中ヨリ線會二於テ之ヲ選任ス

但シ特別ノ事情アル場合ハ組合員外ヨリ選任シ得
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組合設立當時 ノ理事及 ヒ監事ハ規約 ヲ以テ之 ヲ定ム

第二十一條 理事及 ヒ監事ハ何時ニテモ総會 ノ決議ヲ以 ツテ之 ヲ解任スルコ トヲ得

第二十二條 理事 ノ任期ハ武年 トシ監事 ノ任期ハ壼ケ年 トス但 シ再選 ヲ妨ゲズ

第二十三條 理事及 ヒ監事ハ任期満了後 ト難モ後任者 ノ就任スルマデ其ノ任ニアルモ ノ トス

第二十四條 辞任其ノ他 ノ事由ニヨリ理事監事二訣員 ヲ生シタル場合ハ臨時総會ヲ招集シ補訣

選畢 ヲ行 フモ ノ トス

第二十五條 補訣選畢ニ ヨル理事監事 ノ任期ハ前任者ノ残任期 トス

第二十六條 纏會力理事又ハ監事ノ解任ヲ議決 シタル時ハ同時二其 ノ補訣選學 ヲ行フコ ト

第二十七條 理事監事ハ名讐職 トス但 シ線會 ノ決議ニヨ リ報酬手當 ヲ支給 シ得

第二十八條 理事ハ規約総會 ノ決議録財産 目録組合員名簿 ヲ事務所二備へ置 クベシ

第二十九條 理事ハ組合員名簿 ヲ加入 シタル産業組合二提出スベシ

前項 ノ組合員名簿二饗更ア リタル トキハ遅滞 ナク産業組合二之 ヲ通知スベ シ

第三十條 本組合ニハ左 ノ職二有ルモ ノ中線會 ノ決議ニ ヨリ顧問二推載 ス

一、古口村長

二、舟形螢林署長

三、古口旛當匿詰員

四、徳望學識経験アル者 ノ中

顧問ハ本組合備付 ノ簿珊一切 ノ閲寛 ヲナ シ組合一切 ノ相談二参與 シ重要助言 ヲナシ得ルモ

ノ トス

第五章 會 議

第三十一條 縛會ハ通常紹會及臨時穂會 トス

通常縛會ハ毎年四月之ヲ開ク

臨時総會ハ左 ノ場合二於テ之 ヲ開ク

ー、理事力必要 ト認 メタル トキ

ニ、監事力組合 ノ財産 ノ状況又ハ業務 ノ執行二付不正 ノ廉アル事 ヲ発見シ之 ヲ報告スル爲

穂會 ノ招集ヲ必要 ト認メタル トキ

三、組合員五名以上 ヨリ會議 ノ目的タル事項 ヲ示シテ線會ノ招集 ヲ請求セル トキ

第三十二條 左本規約二定ムルモノノ外左 ノ事項ハ紹會 ノ決議ヲ経ル コ トヲ要ス

ー、経費牧支豫算

二、組合費 ノ分賦牧入方法

三、借入金及貸附金 ノ毎年度最高額

四、規約 ノ饗更
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五、産業組合ヘ ノ加入又ハ脱退

六、組合 ノ解散

第三十三修 練會ノ決議ハ出席シタル組合員 ノ過半敷 ヲ以ツテ之 ヲ爲ス

但 シ組合員 ノ除名、役員 ノ選任解任規約 ノ饗更産業組合ヘノ加入又ハ脱退組合 ノ解散拉二

組合費二關スル決議ハ組合員半敷以上出席 シ其 ノ四分 ノ三以上 ノ同意アルコ トヲ要ス

第三十四條 理事ハ事業報告、経費ノ牧支決算剰鹸金ノ庭分及財産 目録 ヲ通常総會二提出 シテ

其ノ承認 ヲ求ムヘ シ

監事ハ豫メ前項 ノ事項二付キ之 ヲ調査シ通常線會二之 ヲ報告 スヘシ

第三十五條 縛會ハ組合長之 ヲ招集ス但 シ第三十一條第二項 ノ場合二於テハ監事之 ヲ招集ス

第三十六條 総會 ノ招集ハ少 ク トモ五日前二 日時場所及會議 ノ目的タル事項 ヲ示 シテ組合員二

之 ヲ通知 スヘ シ

第三十七條 総會二於テハ前條 ノ規定ニ ョル豫 メ通知シタル事項二付キテノ ミ議決スルモノ ト

ス

但 シ緊急 ヲ要スルモノニ付 イテハ之 ノ限 リニ非ラス

第三十八條 穂會 ノ議長ハ組合長ヲ以 ツテ之二充ツ組合長事故アル場合ハ理事 ノ互選ニヨル

監事 ノ招集 シタル線會ハ招集シタル監事之二當ル其ノ多敷ナル トキハ其 ノ互選ニョル

前項 ノ規定二關セス出席者 ノ互選ニヨ リ議長 ヲ定ムルコ トヲ得

第三十九條 組合員ハ代理人ヲ以テ其 ノ議決権 ヲ行フ事ヲ得此ノ場合二於テ之 ヲ出席者と看倣

ス、但 シ代理人ハ家族 ノ者 ノ外委任状 ヲ提出スベ シ

第四十條 縛 會二於テハ決議録 ヲ作 リ開會 ノ日時場所議決事項組合員練敷、出席組合員敷其 ノ

他會議 ノ顛末ヲ記載スルコ トヲ要ス

決議録ニハ議長及出席者三名以上之二署名又ハ記名捺印スヘ シ

第六章 會計資産及損失分憺

第四十一條 本組合ノ経費ハ左ノ敗入 ヲ以ツテ之二充ツ

一、組合費

二、手敷料又ハ使用料

三、補助金又ハ寄附金

四、雑牧入

第四十二條 本組合二鹸裕金アル時ハ加入産業組合二預金又ハ郵便貯金 ト爲スモノ トス

第四十三條 組合財産 ヲ以 ツテ組合 ノ債務 ヲ完濟スルコ ト能ハサル場合 ノ各組合員間ノ損失分

捲ハ平等割 トス

第四十四條 組合財産 ノ管理及會計二關スル細則ハ線會ノ決議 ヲ経テ組合長之 ヲ定ム
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第七章 解 散

第四十五條 組合解散シタル トキハ理事清算人 トナル

第四十六條 清算ノ結果生シタル残鈴財産ハ平等割二各組合員二錦属ス

第八章 附 則

第四十七櫟 本組合設立常時ノ理事監事ヲ定ムルコト左ノ如シ

但シ第一回通常総省二於テ之ヲ改選ス

理事組合長 奥山常雄

理 事 齋藤喜三郎

理 事 園部一郎

理 事 高橋勘治

理 事 加藤清明

監 事 今井長次郎

監 事 高橋勘太郎

監 事 富石蔵

昭和十年七月十五日本規約ヲ作製ス

14.本 年中ナスベキモノ トシテノー トシタ私 ノ計-

(1)柏 沢8町 歩ノ開墾。

之ハ現在畑ニナツテ居ル所 ヲ第1案 、白糸瀧 カラ水 ヲヒクカ、第2案 後ノ山ニアル貯水池 ヲ

利用スルコ ト、之ハ1度 新庄出張所 ノ笠原技手二見テ貰 ツタ事ガア リ、當事者ハ多年希望 シタ

所 デアルカラコノ際相當犠牲 ヲ佛 ツテモ決行スル意志ハ充分 アル。

此 ノ部落ハ山 ノ木モ殆 ン ドナク現在外川 ノ山二喰 ヒ込 ンデ居ル位デアルカラ、將來ハ ドウシ

テモ開墾二向ハネバナラヌ、8町 サへ田ニナ レバ現在畑 トシテノ牧人5円 二数倍 シ大体自給シ

得ルモノ ト思フ。

初メコノ部落八相當風ノ強イ所 ト聞イタタメニ風測器を以テ測 ツテ見 タガ案外弱 ク2米-4

米半位 ヲ往來 シ、最上川ノ水位カラモ20数 尺 ノ上ニアル事が斉藤長一氏ニ ヨツテ調査セラレ風

車ニヨル事バー時 ノ形ニナツタ(別 紙風車ノ設計図ハ埼玉縣鴻巣試験場ニテナサ レタルモ ノ、

1台15円 ニテ出來、持チ運 ビ自由、之ハ他日何力動力ノ必要ナル場合二考フル必要ガアル。)

(2)草 薙、土湯、高屋

木炭生産高ハ1ケ 月平均700-800俵 ナルモノヲ倍加 シ、殊二夏ノ間焼キダメヲシテ冬高 クナ

ル時責ルダケノ金融 ヲ考ヘル事。木炭倉庫ハ2,500一3,000俵 入ルヲ以テ倉庫ニハ心配 ガナイ。

山之杉ノ利用二就テハ秋田営林局二於テ簡易製材所 ヲ高屋二作ル計画ガアル。コ ・ニハ山林4
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町 ノ開畑が既二許可済デアル。

(3)外 川 コ ・ハ3町8反 ノ田ヲ耕 シ1反 牧量4俵-5俵 ノ所へ小作料 ヲ2俵 納 メテ居ル。地

主ハ石沢幸之助 ト云 ヒ現在酒田ノ本間二挺當二人ツテ居 ルガ、本間デモ持テ余 シモノデ一度交

渉 シタル所ニヨレバ私サへ當面 ノ責任者 トナレバ反140円 位ニテ買取ル事が出來、若シモ 自作

農創設 ノ金デモ都合ツケバ1年 間1俵 位ノ事ニテ地主ニナ リ得ル ト考ヘラレルガコノ部落ハ全

ク信用ガナイ。

山 ノ木モコノ部落二余ル ダケアル ノデアルが非常ニスネタ人バ カリ多ク、若イ者八次第二出

テ行ツテ了 フノデアル。之ハ何 レナ クナル部落 ト思ツテ居ル、ソレが又彼等 ノ幸福カモ知 レナ

イ ト思ツテ居ル。

(4)沓 喰 コ ・ハ古口村デモ一番ヨク働 ク所デアルが借金ノ利子デ困ツテ居ル。然 シソノ負債

整理 ノ道 ガツイタカラ何 トカ棄テオイテモナル ト思 フ。

(5)猪 鼻 カネテ希望 シ夕3町8反 ノ開墾が漸ク私等ノ骨折デ保安林解除 ノ結果可能 トナ リ、

本年カラソレニ着手 スルが之デ當分 ノ仕事ハアル。

(6)本 村 之バー番難物デアルガ、産業組合 ノ活動ハ一番 ココニ影響ガアル。労カ ノ過剰二就

テハ酒田 ノ職業紹介所二既ニ シ出稼人組合ヲ作ル事 トナツテ居ル。又産業組合デ約3千 円ノ金

融 ヲ仰ギ1,500円 ニテ肥料 ノ共同購入(之 ガヤガテ來年ハ米ノ共同販寅 トナル)ヲ ナシ、残ル

1.500円 ニテ山之内全部 ノ原木代 ヲ出 シ木炭ノ販責 ヲコ ・ニテナスベキモノデアル。

ソレカラ無限 ノ原木 ヲ藏スル三 ツ沢二組合経営ニテ黒炭 ヲヤクカマヲ築 ク事、之ハ可能性ガ

アル。スベテコノ部落ハ更生実行組合ヲ中心二考ヘル事ニ ヨツテ初メテ効果 ヲアゲル事 ヲ得。

2月7日8日 両 日二亘 ツテ協会カラ貞光君出張 シ、更生簿 ノ記入 ヲ教へ協会 ノ指定農事実行

組合 トナツタ。

尚組合デ堂坂5町 歩 ノ開墾 ノタメ目下交渉中デアルガ、之ハ將來古口村 ノ自給化 ノ第一歩 ト

シテ積極的応援ノ必要ガアル。部落 トシテ12町 歩全部ヲ800円 ニテ佛下ヲ受ケ上物400円 ア リ。

5町 歩ヲ実行組合ニテ買 ヒ取 り後7町 歩ハ部落有 トスル予定ナルモ現在 ノ処5町 歩 ノ値段二就

テ疑問ヲ持 ツテ居ル。負債整理組合。

(7)真 柄1ヶ 年約2,000円 ノ疏菜 ヲ買込 ム古口村ニ トツテ、荒業二就テハ特殊ノ技能 ト興味

ヲ持ツ真柄 ノ人々ハ一種 ノ宝デアル。 コノ青年ヲ育テ上ゲル為二技術的指導 ヲ必要 トスル。

(8)藏 岡 コ ・ハ農業 トシテハ大地主永沢弥吉氏 ノ積極的反省が必要デアル。1ヶ 年約500俵

ノ飯米 ヲ酒田 ノ阿部定商店 カラ借 り入 レ3割-5割 ノ利子 ヲ佛 ツテ居 ルガ、永沢氏が若シモ

1ヶ 年責出ス米ノ中500俵 ヲ之二向ケ低利ニスル事 ダケニテモ部落 ノ利益ハ大デアル。然 シ之

ハ望マ レナイ。 ココデハ芦原君等5人 ノ研究会 ヲ中心二、亜炭 ト、粘土 ノアルヲ幸二家内工業

トシテ煉炭 ヲ考ヘ タイ ト思 フ。特ニ コノ部落ノ家ハ非常二大キイ事ガコノ條件 ト思バ レル。
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(9)産 業組合

各部落 ノ事業ハ夫々事業 ヲ中心二農事実行組合 ヲ組織 シ、ソレヲ集 メテ産業組合 ヲ強化 シナ

ケ レバナラ ヌト思ツテ居ル。産業組合ハ寧 ロ各実行組合 ノ資金的バ ックヲナスベキモノ ト思ツ

テ居ル。

⑩ 満州農業移民

古 口村500戸3,000人 ヲ養 フ三田280町 デハ ドウシテモ不足デアル。1ヶ 年大小麦7石5斗 デ

ハ話ニモナラナイ。半 ヶ年 シカ食糧ヲ支ヘル事 ノ出來ナイ状態デハ村 ト云ヘナイ ト考ヘル。從

ツテ私 ノ計蓋ハ自給 自足 ヲ目標 トシ本年、畑12町8反 ノ開墾 ヲナスノデアルガ、之ダケデハ村

民ハ希望ヲ以テ村二住 ンデ行 ク事が出來ナイ。村カラ出テ行 ク人ハ必 ズシモ少ナクナイが之ハ

殆 ン ド夜逃ゲ式ノモノバカ リデアル。

現在古口村カラ藝娼妓 トシテ21名 出テ居ルガ、幸 力不幸 力之等ハ今マデ割合終 ヲ全 ウシ出世

シテ來夕。又1年 二1度 東京見物二行クノハ之等 ノ親達二限ツテ居ル、 ソノ親達ハ意気揚々 ト

子供 ノ自慢 ヲスルノデアル。

21名 ノ内訳

女郎

古 口4人 猪鼻2人 沓喰3人

藏 岡2人 小外川2人 大湯1人

眞柄1人 出舟2人 大外川1人

藝妓

古 口1人 大外川1人 藏岡1人

コ ンナ離 村 ノ仕方ハ全 ク賛 成 出來 ナカ ツタ。古 口村二於 テ希 望 ヲ持 ツテ居 ルモ ノ又持

チ得 ルモ ノニハ ソ レゾ レ応援 ヲスル ガ、 然 うザルモ ノニ シテ土 二生キ土二死 ヌル信念 ヲ

持 ツ事 ノ出來ル者ハ満州二行 カ ウ ト移民 ノ話 ヲ提案 シタ。然 シ唯一 人ヤニ人 コ ・カ ラ出

ス ノデハ意味 ガナイ。 今マデ ノ移 民ハ農村 更生 ト余 り密接二結 ビツイテ居ナ カ ツタ事 二

鑑 ミ、少 ナ ク トモ20戸 力30戸 マ トマ ツテ行 キ、第2ノ 古 口村 ヲ作 ラウ ト話 ヲシタ。忽 チ

ニ シテ反応 ガアツテ寺 内君 ノ内デ4人 集 ツテ居 ルカラ行 ツテ見テ驚 イタ。実ハ ル ンペ ン

ノヤ ウナ者が行 ク ト云 フ ノデハ ナイカ ト見 ク ビツテ居 タ所 ガ、庄 司一、細矢武士 、和 田

金策、大友善 策 ノ4人 が集 ツテ居 夕。皆 相當 ノ若 イ者バ カ リデ、殊 二庄 司君ハ此 間 マデ

熱河 で2年 間兵隊二行 ツテ居 タ男 デアル。之 が熱河 デ東根村 カラ行 ツタ人ガ5町 歩バ カ

リ経営 シテ居 タ ノヲ見 タガ、全 ク好成績 デ古 口等デ農業 ヲヤル事ハ 馬鹿 ラシイ ト云 フ一

言八百万ベ ンノ移民奨働 ヨ リ村民 ノ耳二響 イタ。

但 シ此等 ノ人々八家 ヲアゲテ行カウ ト云 フ以上、仲々負債整理が難関デアル。更生協会 トシ
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テ之 ヲ応援 ヲシテ渡満セ シムル場合ニハ、積極的ニコノ方面 ヲ心配 シテヤル必要ガアル。幸更

生実行組合 ノ人々ハ渡満後ハソノ家族ニ シテ労力不足 ノ所ハ共同耕作マデシテ応援スル ト云フ

ノデアルカラ、今年 中ニハ各方面 ノ応援 ヲ受ケ決行 シタイ ト思 ツテ居ル。

村 ノ人 々ノ中ニモ次第二希望が多イ ト云フ事 ト、目下計書中ノ満州移民後援会が村二出來タ

時ハ、村 ノ輿論 トシテ彼等 ヲ見送ル事が出來ル。ソシテ農村更生 ト農業移民ヲ結 ビツケターツ

ノ試験が出來ル ト野心的二考ヘテ居ル重要 ナル項目デアル。

(11)百姓之 家

私 ノ今マデノ実行ハ、次第二村長ヤ ソノ周囲 ノ人々 ヲ追 ヒ込ム結果 トナツテ行ツタ。12月 ノ

終 り私 ノ宿 、亀屋 ノ藏 ノ2階 ノ電気が切ラ レテ、私ハ古ロノ眞中デランプノ下二生活 ヲ余儀ナ

クセ シメラレタ。之ハ亀屋 ノ主人が収入役 デ村長ノ子分デアツタカラ此ノ挙二出タ トノ話デァ

ツタガ、私ハ ソンナ事ハ笑話ニシテ終うシメヤウ ト思ツテ居ル ト、12月 ノ終 り私 ノ指導ノ下二

動イテ居 タ農会ノ阿部君 が首 ヲ切ラ レタ。

私 ノ為二首 ヲ切 ラ レタ トアツテハ 申 シ訳 ガナイ。然 シ私ハ村長 ト対立 スル意味 デナ ク、

今マデ ノ阿部君ハ ドウシテモ一人 前デナ イ、不 シダラデアル、 コノマ ・分 レル ノニハ ド

ウシテ モ シノ ビナカ ツタ。 殊二阿部君ハ 本年パー人 ノ子 ノ父ニ ナル男デアル カラ、 首 ヲ

切ラ レ夕気 持デ村 ヲ去 ラシタ クナカ ツタ所 カラ、石 黒先生ニモ御迷惑 ヲカケ私 ノ手 樽 ヒ

ヲサセル事 トシタ。

私ハ亀屋 ニモ居 りタクナイ気持チデ居ル所へ、コノ問題デ校長サ ンハ 「新庄ヘデモ行ツタラ

ドウカ」 ト云 フオ礼 ヲ云ツテヨイカ ドウカ私二対スル総攻撃が始マツタ。私ハ既二基礎ノ成ツ

テ居ル事 ヲ確信シテ居タノデビク トモ シナカツタ。12月 ノ終 り古口本村ノ西端秋山千代吉氏の

家ヲ改造スル事ニ シテ板 ノ間 ヲアゲテス トーブヲ据エツケ、コ ・二更生実行組合其他 ノ総指揮

本部 トシ、進 ンデ村民 ノ中目覚メタ人々ノ教育 ヲナス為二水曜、土曜ニハ3月29日 マデノ間講

習会ヲ晩7時 カラ9時 マデ開催スル事 トシタ

西垣先生、山田興之助主事、金井村技術、小林金吾、萩野ノ高橋猪一サ ン、庄内農学校 ノ山

本先生等ニモ講義ヲオ願 ヒシ皆次カラ次ニヤツテ居ル。 コ・ニハポ一夕ブルノ蓄音器ヲオイテ

多少ノ娯楽 トシ、風呂ヲ設備 シテ各自ノ家 ノモ ノヲ倹約セシメ、多少共同作業 ヲモナス設備 ト

シテ藁打 ツ石ヲオキ、生活改善 ノ意味ヲ以 テ、肉ヒキ兼粉 ヒキ器 ト製麺器 ヲ具へ、コノ利用ハ

驚 クベキ程デ、 コレラ名称ケテ 「百姓之家」 ト呼ブガ、 コ・二私 ノ本擦 ヲ定 メルや朝カラ晩マ

デ本営 ノ身 ノ上相談二來ルモ ノが余 りニ多 イノニ閉口シテ居ル。殊二最近ハ隣村、鮭川、戸沢、

清川等遠近 カラ話 ヲキ ・二來ルモノ次第二多ク、 「百姓之家」 ノ波紋ハ次第二大キイ事 ヲ感ジ

テ居ル。

(12)農村指導理論及方法ABCノ 研究
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古口村二人 ツテ以來、最初カラナスベカリシ農村指導理論二就テハユツクリ考ヘル ヒマガナ

カツタ。然 シ現在 ノ農会 ノ農業経営ノ指導ハ、 ソノ又部分ノ指導 ト云フヨリカ、指導者 が指導

ヲ受ケテ居 ル形デアル。何 レヲ見テモ農村指導 ヲナシツ ・アルモノハ皆無 ト云ツテ差支ヘナキ

マデニ、縣庁 ソノ他 ノ官庁 ノ方々が指導能力二欠ケテ居ル事 ヲ痛感 シタ。

指導理論二就テ各々が部分的二何等統一ナク思 ヒツキノマ ・二行フ事ハ、一利アルガ如 ク見

エテ百害アルヲ忘 レテ居ルノデ、寧ロ農村ヲ指導スルヲ止メヨ ト云フ事ニナル。今年1ヶ 年私

ガユツクリ考へタイ事ハコノ点デアル。 ト同時二農村農民、農業二対 スル国策樹立ナキ以上統

一的農村指導ハ絶対不可能デアルカラ、農村対策 ノ樹立 ノ急務 ヲ痛感 スル。

指導 ノ具体的方法 トシテハ報徳社、国民高等學校式、農会式、縣庁型、等々、指導者 ノ型ニ

モ種々アル事ハ云フマデモナイガ、夫々二就テ今年1ヶ 年ハマ トメテ研究 シタイ ト思ツテ居ル。

今日ノマ ・デハ農村ハ ドウモ動キヤウガナイ ト思バ レル。 ソノ日ソノ日ヲ徒ラニ過ス事ニ ヨリ

満足スル自称農村指導者、及殊二農村指導ヲナスベキ立場二居ルベキモ ノハソノ罪死二値スル

デアラウ。

15.会 計報告

山之内中部農事実行組合二対 シ

原木代500円 負債整理55円

米代200円 高屋二対 シ原木代300円

1,055円(証 書ア リ)

原木代(木 炭及杉)500円 ノ公債 ヲ貸与 シ延納 ス、6月31日 返還 ノ予定

小学校二対シ

模擬産業組合奨働金10円

山羊1頭10円

男女青女團

青柳 トシエサン農村女学校入学費30円

青年團 ヨリ上山国民高等学校へ10日 間派遣費20円

更生苗及豆代45円

猪鼻及眞柄へ

鱈及鯉32.70

全村学校

講師 ノ礼 ソノ他57.08

薬草調査費24.OO
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印刷費7,15

百姓之家

肉挽機6円 、 ポータブル25円

レコー ド10円

客用フ トン21円 、 満州移民研究ノ為、上ノ山へ4人 派遣10円 、

百姓之家二就テハ設備費 トシテ150圓 位要 シタ ト思ツテ居ル。

尚以上 ノ外土湯ノ薗部一郎二200円 負債整理費 トシテ貸与 ス、之ハ薗部一郎ハ組合ノ中心的

人物ナルニモ拘ラズ負債整理 ノ為参加出來ザ リシが為デアル。青年團ニハ謄写器1台30円 ト

2ヶ 月間行事表作成 ノ補助金20円

婦人会、講習会費40円

講師(鶴 岡女学校石川恵先生)1週 間

以上合計1,803円65

(外二500円 公債証書)

尚、秋田営林局へ3回 、山形縣庁、上ノ山国民高等学校へ数回、

北平田、藤島等各地へ屡 々等以上総計

貸金1,055円(証 書)、500円 公債証書

滞在費2,195円

古口小学校へ引綱54,80

向上 日誌運賃

古口全村学校へ52,74

丸岡女史旅費

全村学校石原氏旅費15,24

16.遂 二爆発

當初村 ノ健全財政二就テ村長二問題 ヲアヅケタマ ・デ分 レ、以後悪口雑言 ヲ以テ報イラレタ

ノデアツタが私パー切構ハナカッタ。然 シ之ハ望マシイ形デハナカツタ。私 トシテハ、村長 ト

シテ村 ノ有力者 トシテ此 クアルベキモ ノ ト考ヘタ条件 トハ凡 ソ問題ニナラン程没常識 ノ人バカ

リダ ト考ヘ ラレタ。協会ヘモ手紙 ヲ寄輿 シタ リ縣庁へ涙 ノ陳情 ヲシタリ 「塩田ノ更生指導ハ全

然失敗デアル、村ノ統一 ヲ害 シ昔 ノ古ロニ帰 シテ了ツタ」 トノ事デアツタガ、農事実行組合軍

位 ノ基礎固 メ八次第二全村二波及 シ村長サ ンガアハテ出シタ。

10年12月 ノ終 りニ校長サンが非常二心配 ヲシテ一度村長二会ツテ呉ナイカ ト云フ事デ私ハ承

諾 シ、23日 カラ25日 ノ間ナラ都合 ガヨイ ト返事 ヲシテオイタ。然ルニ村長サ ンバ 「全 ク必要ガ
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ナイ」 トノ事デ駄目ダカラ悪シカラズ ト校長サ ンカラノ挨拶デアツタ。

ソシテ一方阿部君 ノ首ヲ切リ、安喰福藏等村長二接近 シテ居ル商人が反産運動 ノ一種 ノ現ハ

レ トシテ私 ノ追出シ計書 ヲ廻 ラシ、遂二之が表面化 シ1月 ノ初メ村会議員、区長等 ヲ集メ 「塩

田 ト連絡が取 レナイデ困ルカラ連絡 ヲ トルヤウニ縣ニオ願 ヒスル」カラ ト云フ事デ左 ノ陳情書

二印 ヲオサ シメ、縣ノ田村経済部長 ノ手許二提 出シタ。

陳情書 ノ寡 シ

農村更生協会二陳情書経 由方申請

客年5月 本縣 ヨリノ御斡旋二依 リ、社團法人農村更生協会ヨ リ本村経済更生援助 ノ目的ヲ以

テ指導者 ノ御派遣相受ケ居 り候処、其 ノ経過 ノ概要別紙 ノ通 りニ有之、甚ダ遺憾 ノ次第二被存

ルニ付農村更生協会二対 シ特別 ノ御考慮願度、慎重熟議 ノ結果本村自治機関全員 ノ連署 ヲ以テ

陳情書差出候二付キ、御経由方御取計 ヒ相願 ヒ度此段申請候也

昭和11年1月

最上郡古口村長 奈良崎晴雄

山形縣知事金森太郎殿

陳情書

本年5月 ヨリ貴会 ヨリ特別ノ御撰助二依 リ、本村更生振興 ノ為メ塩 田定一殿御派遣相受ケ候

二就テハ村民一同感激 ノ下二御迎へ申候処、爾來各般二渉 リ御援助被下候段感謝奉候、統テ本

村ノ実情 ヲ見ルニ村内民心不統一 ヨリ延イテハ村政上 ノ素乱 ヲ來シ村政上誠二寒心二堪ヘザル

実態 ヲ出現候処、近年漸 ク此 ノ点 二反省スル処 ア リ村勢各般 二亘 リ改善 ノ途二向 ヒ候折柄、

偶々貴会 ノ御撰定 トナ リ暗夜二燈明 ヲ得タルカ如キ感謝 ヲ以テ期待候 ト共二、先 ヅ第一二民心

ノ統一精神 ノ作興二慮 リ既定計書ノ完行二努力罷在候処 、同氏 ノ指導ハ村営局ハ勿論村系統各

機関 トハ全 ク没交渉 ノ計董 ノ如 ク、時折來村 セラル ・模様ナルモ特種関係者 トノ交渉二止 リ、

其 ノ計董方針等更二関知スル処無ク斯 クテハ局部的二効果ア リトスルモ一村統一上民心 ノ帰向

等 ヨリ將來 ノ更生計量二甚ダ支障 ヲ來スヲ慮 ラシムル実情 ヲ示シ、今後斯ノ如 キ状態 ヲ継続 ス

ルニ於テハ折角ノ御選定御援助モ御辞退 ノ止ムナキ次第 トモ愚考セラレ、ソレが連絡等二就キ

相當考慮候モ現在二於テハ以上ノ如キ実状 ヲ示 シ居 り候二就キ、貴会二対 シテハ誠二恐縮 ノ儀

トハ存ジ候へ共事一村ノ將來二関スル儀二付率直実状具申候外ナキ次第、篤 ト御調査御高配 ノ

上生等 ノ目標タル村内協カー致連絡統制アル御指導御援助 ヲ仰ギ度、此 ノ際何分ノ御取計 ノ程

相煩ハ シ度、薮二村内関係者連署ヲ以 テ具申候也

安喰福藏

青木長作

進藤久助
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佐藤初五郎

高橋勘太郎

斉藤熊太郎

〃 吉治

小野里治

小田嶋吉次郎

安食銀作

青柳治橘印ナシ

有地圧弥

鈴木留治

安食菊藏銀作代

中村伊七

奈良崎晴雄

石黒忠篤様

右陳情書ハ奈良崎村長持参、村会議員 安喰福藏、青木長作、斉藤吉治、斉藤熊太郎、進藤

久助、小野里治6人 ト共二出縣、陳情書 ヲ先ヅ吉松経済更生課長二見セタル処、田村経済部長

二渡スヤー話ガアツタ ト云 フ。

然ルニ1月14日 東京朝日新聞山形版二

古 口村長以下

指定村解除願ひ

縣の農村更生協会ヘ

ト云フ見出 シデ左ノ記事が出タ。

「農村更生二力ヲ添ヘルタメ農村更生協会デハ昨年最上郡古口村ヲ指定 シテ前本縣小作官塩

田定一氏 ヲ派遣 シ秋田営林局ノ援助 ヲモ受ケ山村 トシテ ノ更生計書ヲ進 メテ居タガ奈良崎村長

ハ村会議員 ト共二13日 出縣縣更生協会 ノ指定解除方 ノ斡旋 ヲ縣二願出 タ

私設図体デハアルが相當 ノ資金ヲ支出シテ援助 ヲ與ヘル指定指導村 ノ恩恵ヲ返上スルノハコ

レが初 メテ ベ成行ヲ注目サ レテ居ル」

績イテ16日 同ジク東京朝 日山形版二

指定解除願 は

感情の衝突から、

古 口村更生のために遺憾
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柏倉校長は語 る

〔既報〕日本農村更生協会 ノ指定村タル最上郡古口村ガ指定解除 ヲ願 ヒ出タコトハ更生途上ニ

アル古口村 ノタメニモ亦本縣経済更生運動 ノ夕メニモ遺憾 トサ レテ居ルガ指定解除ヲ願 ヒ出夕

原因ハ塩田更生協会派遣指導員ハ進歩的デアルノニ奈良崎村長ハ姑息的デアル トコロカラ両者

ノ意見ハ常ニー致 シナカツタバカ リデナク宣傳付キノ村長ノ事績ガ黙殺サ レ更生協会 ノ事ノ ミ

新聞デ紹介サ レル ノヲ面白カラズ思 ヒ遂二感情 ノ衝突 トナ リ塩田氏 ヲ排斥スルニ至 ツタモノデ

アルガ両者 ノ間二立 チ調停二努力シテ居ル同村小学校長柏倉完氏ハ語ル

塩田更生協会指導員 ノ進歩的ニシテ独断ナ行為ヲ嫌 ツテ村長ガ指定 ノ解除 ヲ願 ヒ出タノデス

ガ村長モ塩 田氏モ共二村 ヲ思 ヒ村 ノ為メニ働 イテクレタノデスシコレカラモ亦働 イテモラハナ

ケ レバナラヌコ トガ澤山残 ツテヰルコ トデスカラオ互二悪感情 ヲ清算 シテ再 夕ビ握手シコレマ

デ通 リ古口村更生ノ為 メ働 イテモラヒタイ ト願 ツテヰル トコロデス塩田氏ハ飽クマデ古口村二

踏 ミ止マツテ働 クツモ リデ毎週2回 ノ座談会 ヲ計書 シ産業組合更生策 ノプラ ンモ立ツテヰタノ

ニ村長ガ之 ヲ排斥 シテ指定解除 ヲ縣二願 ヒ出 タコ トハ村長二似合ハ ヌ早マツタ仕業ダツタ ト恨

ンデヰル次第デス」

トノ記事ガ出タノニ就テ、村議青木長作氏二解除願 ノ顛末 ヲ聞イテ貰ツタガ、「解除願デナイ

連絡 ヲ トツテ貰フヤー頼ム為二印ヲオシテクレト云フカラオシタ。又 ソレヲ経済部長二渡シタ

カ渡サナイカ知ラナイ」 ト云 フ事デアツタ。一方村民側ハ右 ノ記事カラ輿論沸騰 シ各町毎二集

リガ毎晩ノヤウニ績イタ。結局、村長、村会議員二辞職勧告決議書二判ヲオス事 トナツタノデ

村長ハ大二驚キ、1月18日 区長、組長、振興委員二左 ノ通牒 ヲ発 シタ。(古 口村長名 ヲ以テ)

「村更生二関 シテ急告

本村更生上二関 シテハ鋭意協力村内ノ和合発展 ノ為メニ相共 二努メ來 リ候処、去ル本月14日

及16日 ノ両日朝 日新聞山形版所載 「古口村長以下指定村解除願 」 ト題スル記事有之、其 ノ内容

ヲ見ルニ村長以下村会議員出縣 ノ上指定村解除ノ陳情 ヲ為 シタルガ如キ、尚又古口小学校長談

話云々等 ノ事項記載 シア リ候処、之等二関 シテハ本職始 メ同校長二於テモ何等関知セザル誤傳

ニ シテ誠二遺憾 ノ次第 ト被存候

我力村更生ノ事 タルヤ一昨年以来畢村神明二誓 ヒ協力奮起相携テ共存共栄 ノ村 ヲ期待セル次

第ナルニ、右指定村 ノ解除 ノ如キ誤傳等 ノタメ人心 ノ動揺等ア リテハー村 ノ不名誉 タルニ止マ

ラズ將來 ノ振興上憂慮二堪エザルモノ ト深ク思考セラル ・所二候

就テハ前記実情二関 シテハ既二各位御了承 ノコ ト・ハ被存候へ共、或ハ誤傳ヲ妄信 シテ團体

的交渉二依ラン トスルカ如キ風説等アルヤニモ一部傳ヘラ レ候二付、此 ノ際各位ハ 自重 自励温

情以テ飽クマデ其 ノ蒙 ヲ鐸イテ人心 ノ善導二致サ レ、荷モー村 ノ更生平和 ト振興上二遺憾ナキ

様格段 ノ御努力 ト御配慮願度此段及御依頼候也
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追而近 ク各部落 ノ総会等二於 テ一般二対 シ委細示達致スベキ予定二付 申添候」

之ニ ヨレバ解除願ヲ出サヌ ト云 ヒ、新聞ハ出シタ ト云フ。

之 ヨリ先1月11日 古 口村長ハ横須賀へ兵隊 ノ見送 リニ行 ツタ途中協会へ立寄 リ、那須理事二

面談種々連絡其他私 ノ指導方針ガワカラナイ事 ヲ述べテ帰 り、石黒先生、農村更生協会二大変

御迷惑ヲカケタ事二就テ充分二責任 ヲ感 ジ、取 り敢ヘズ解除願 ノ有無 ヲタベス為二出縣、先ヅ

横田主事二聞キタルニ 「最近古ロカラ解除願ノ印ヲ取消シテクレ ト云フ書留郵便が來ルノデ不

思議二恩ツテ居ル際ダが自分ハマダ見タコ トガナイ。経済更生課長 ノ吉松サ ンモソンナモ ノハ

ナイカナイカ ト云 ツテ居ル位 ダカラ知ラナイダラウ ト思 フ。田村経済部長二間イタラ ドウカ」

ソレデ部長室へ行 ツタ。

丁度、林耕地課長モ居合セ種 々斡旋 ノ労 ヲ トラレタガ、部長ハ 「村カラコンナモノが來テ居

ルカラ君ハ手 ヲヒイタラ ドウカ」 トノ話デアツタ。私ハ 「然 シ、 ソレハ解除願デナイ新聞ハ誤

傳ダ ト云 フ村長ノ文モアリ、又 ソレニ判ヲオシタ人モ取消 ス者モア リ、村一般 ノ意思デナイ ト

思 ヒマスガ」 ト申上ゲタ。

然ルニ部長ハ 「朝 日ニハ 自分が話 ヲシタ。村民多数 ト云 フガ、敷デナク質デアル。村会議員

が全部デ判 ヲオシタ以上文句ハアル筈モナイ」。 「然 シ部長サ ンが色々ノオ話デ考ヘ ル事ダが

私個人二対 シテ何 力憾ガアルノデセウカ」 トオタヅネシタ。部長サ ンハ 「シャクニサハ ツテ居

ル」 トノ事デ、以前産業組合総会デ私が解散 ノ提議 ヲシタ事ハ 「越権デアル」 トノオ話デアツ

タカラ、今マデ説明シタ事ハナカツ夕ガ、ソノ顛末 トシテ ソレハ縣産業組合係 ノ指示デアツタ

事 ヲ説明 シ、部長サ ンニ対 シ 「村 ノ現状二対シテハ村長 ト私デ責任 ヲ トル」 ト云ツテ帰村、直

チニ石黒先生二手紙 ヲ差 シアゲタ。

1月26日 晩、小学校 ノ松坂先生 ヲ使ニオ願 ヒシ村長 卜7時 二小学校デオ会 ヒシタイ ト申込 ン

ダ所が、多勢 ダ ト行 クワケニ イカ ン トノ答デアツタカラ、 「イや私一人」デアル旨返事 ヲシ7

時10分 小学校 ノ教室デ会見 シタ。先ヅ私 カラ 「村 ノ現状此 クナツタ事ハ、アナタ ト私ノ責任ダ

ト思 フが如何」 ト切 り出シタ所 ガ、村長 「自分モソウ思 フ」 ト。 「然 うバニ人デ己 レヲ棄テ ・

時局 ヲ牧拾 シヤウデハナイカ」 ト云 フ事二話成立シ、10分 位デ終了 シタ。

ソノ方法 トシテ村長ハ1月27日 各区長、組長、振興委員二向ツテ

村治上二関スル懇談会開催之件

「來ル明后29日(旧 正月6日)午 前10時 ヨ リ、本村役場二於テ村治上二関スル懇談会ヲ開催可

致候二就テハ、雪路 ノ処誠二恐 レ入 り候へ共御繰合セ ノ上御参集相成様致サ レ度此段御通知申

上候也。」

然ルニ村民一般八事一村 ノ更生二関スル限 り一部 ノモ ノノ ミニテ解決スルヲ不可ナ リトシ、

各部落総代一同ニテ29日 ハ小学校二村民一同デ集マルカラ懇談会 ノ席 ヲ小学校へ移 シテ貰 ヒタ
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イ ト申込 ミ結局、約200名 小学校二集合。先ヅ村長 ノ挨拶ガア リ、私ハ 「事 コ・二至ツタコ ト

ハ村長 ト私 ノ責任 ト思 フ事二意見が一致シタカラ御心配 ヲカケタ事二対シ深ク陳謝致 シマス」。

唯私ハ新聞ニアルヤーナ村長 ト感情上 ノ問題 デコ ・二至ツタノデナク私が一村 ノ更生 ノ本筋 ト

シテ述べ タ健全財政二就テ意見が分 レタ事 ヲ述べタ。

村長 ノ、 「部長サ ンニ出シタ陳情書ハ解除願 デナク、連絡 ヲ トツテ貰 ヒタイ ト云フオ願 ヲシ

タノデアル」 ト云 フ事 ト、本 日ノ問題 トハ関係ナキ診療所、官行製炭 ノ運動 ヲナシツ ・アル事

等 クドク ドト説明。終ツテ村民カラ郷倉事件交付米事件等 ノ質問ゾク出 シ初メ、村長ハ 「私 ノ

主催 シタ懇談会ハ之ニテ終 りマス」 トテ閉会 シタ。

村民側ハ尚モ引キ績キ村民大会二移サン トシタル所、立会 ノ巡査部長 ヨリ3時 間前二届ナキ

ヲ理由二村民大会 ヲ不可ナ リ トシ、村民懇談会 ノ名前デ開会(私 、校長ハ退場)、 小林芳藏座

長 トナ リ、村長二種々村民 ヨリ質問ア リタル由。

最後二 「至急助役 ヲオ ク事

協会 ノ指導継続 ヲ願フ事

村長二就任以來 ノ説明 ヲナサシメ、若 シモ問題 アル場合ハ責任 ヲ トラシメル事」

等 ヲ決議シ実行委員10余 名 ヲアゲ、村長二面会、2月6日 マデニ助役ヲオク事二決定。

1月30日 協会 ヨリ土屋主事來村、那須先生 ヨリモ電報 ライタ ・"キ、1月31日 朝新庄 ヲ立チテ

帰京 ス。

此 ノ問題ノ前後二村民一般ハ事自分等 ノ更生 ノ問題二関 スル事 ヲ自覚シ、安喰福藏、斉藤吉

治、進藤久助 ノミが明ラカニ村長擁護二出デタル外全部が反対力、中立ノ態度ヲハツキ リ示 シ、

村 ノ向フベキ途二就テ一村全部が歩調 ヲー ツニスルニ至ツタ。然 シ私ハナスベキ事ヲナシタ。

今ハ唯協会二対シ今マデ仕事二道ハ レ怠 ツテ居タ実状報告 ト、指導 ソノモノニ対スル反省進

ンデ指導 ノー般的問題考究 ノ時期ナル事ヲ痛感 シ、 コ・二今マデナシタ仕事 ノ概況ヲ誌 シ報告

書 トスル次第デアル。

後記

其後 ノ村 ノ状勢ハ、阿部啓三、細矢貞ノ報告ニ ヨレバ経済部長二再タ ビ陳情二至 レル村長 ト

青柳治橘等6名 ノ村民二対 シ、経済部長 ヨリ 「コンナモノヲ出スカラ問題が起ルカラ持 ツテカ

ヘ レ」 ト先 ノ所謂指定解除願 ヲツキカヘサ レ、古口村が協会 ノ指定村 トナツタ経過 ヲ吉松経済

更生課長 ヨリ聴テ、 「縣庁が頼 ンデ指導 シテ貰 ツタワケデナイカラ継績 シテヤ ツテ クレ トカ其

他オ願 ヒスル事ハ出來 ン」 ト云 フ事デアツタソウデアル。

353



〔編者の添え書 き〕

本報告書の筆者塩田定一氏は、香川県出身で、昭和2年3月 東京帝国大学農学部農業経済学

科卒業。大学院研究生を経て、昭和5年 農林省に入り、昭和6年6月 長野県小作官補、昭和7

年11月 山形県小作官、同9年7月 山梨県小作官を歴任。

昭和10年5月 、石黒忠篤の招 きに応 じて農村更生協会の古口村駐村指導員(身 分は農村更生

協会主事)と なり、この報告書に述べ られているよ うに熱心な指導を行った。古口村を去った

塩田氏は、村長 との妥協が成立 し昭和11年5月 ～12年 秋再び古口村へ駐在 して指導にあたった

が、再び奈良崎村長と衝突 し、遂に農村更生協会 は古口村の指導を中止 して塩田氏は東京へ引

きあげた。

帰京後の塩田氏は、農村更生協会から中央農林協議会へ派遣され、次いで恩師那須皓教授の

奨めで戦時下の北京大学農学院で教鞭を とった。

戦後は、農地改革協議会常務委員、中央 自作農協会常務理事等のポス トで活躍 したが、晩年

は不幸病にたおれ、永い闘病生活ののち昭和57年 不帰の客 となっ た。(編 者 楠本 雅弘)
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