
[資 料No.13]

経済更生特別助成村 リーダーの村づくり活動回想記

は じ め に

ここに、昭和初期のむらづくりの当事者であった方々の 「生き証人」としての直筆の回想記を掲

載させていだきます。

そもそも、これらの方々に回想記をお書 き頂 くことになった直接的な動機は、稲作転換を契機に、

いわゆる 「むらぐるみ」の対応を必要とする施策を推進するようになってから、高度経済成長期の

産地形成や規模拡大に活況を呈 した町村や農家とは異なる場所やグル―プが クローズアップされて

来たことに気づき、その秘密を知ろうとしたことにあります。

すなわち、基本法農政期には、選択的拡大に対する競争力の強 さが重視 され青壮年が先頭を走っ

ていましたが生産調整期の 「む らぐるみ」対応の先進事例を見ますと、ムラやグル-プ の人々が、

まず集まり話合い知恵を出し合い、地域資源を生か し、すべての構成員を包みこんで、扶け合い協

力し合 う 「まとまりの良い」ムラやグループであり、その実質的 リーダーは中高年層が多いのに驚

かされた もので した。

幸い昭和50年 前後は、これ らの先進事例について仲間で調査研究する機会が多くありましたので、

「まとまりの良い」秘密を探 っていくうちに、多くは 「共同活動で成功 した経験がある」「優良町村

だつた」という歴史をもっており、農村経済更生運動に行きつくことが多いので した。

そこで短絡的に 「むらづ くり」の原点や秘密は経済更生計画～特別助成指定村にありと考え、仲

間である全国の普及指導活動専門技術員の方々にお願いして、それぞれの指定町村の中で、当時の

事情に詳 しい方をご推薦頂き、それらの方々に次の諸点について、ご執筆をお願いいたしました。

①特別助成指定をどう受けとめられたか、②当時の立場や役割、③当時の農業、農家の状態、④特

に重点とした事業と進め方、⑤優れた中心人物と業績、⑥この体験か らのむらづ くりのあり方。等、

お書き下さった方々は昭和55～58年 当時すでに70才 後半から90才までのご高齢で したが、文章と

いい文字 といい、その迫力には圧倒 され るものがありました。 また、その数 は26道府県約60町 村

160余人に及びました。

さて、そこから得た 「むらづ くり」の秘訣は、今回の事例の中に語 り壷 されているように思われ

ます。 しかも、その心が今日まで脈々として受け継がれていることには、只々敬服するばかりです。

なお、この記録の収集には各道府県の普及職員の方々の多大なご協力を頂いたほか、今回の掲載

市町村の農政担当の方々には最近資料のご提供を賜りました。また、設計の段階からご指導ご鞭縫

頂いた農村更生協会の井上先生、山形大学の楠本先生、故武田勉氏等のお力添で、やっと上梓の機

会に恵まれたことを感謝申し上げる次第でございます。(千 葉県農業改良協会 坂本義博記)
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1.奈 良 県添上 郡 月 ケ瀬 村(昭 和8年 指 定)

ま え が き

月ヶ瀬村 は奈良県の最北東隅を占め、村の北東部は三重県上野市 ・京都 府相楽郡南山城村 に

接 し、JR関 西線月 ヶ瀬口駅へ10km、 最寄 りの都市上野市へは12㎞ 、奈良市へは35㎞ の位置 に

ある。

月ヶ瀬村 は江戸時代か ら梅の名勝地 として知 られ、大正11年 には名勝史蹟天然物記念保存法

により、名勝月 ヶ瀬梅林と して指定せ られた。 「春 もややけしきととのふ月と梅」の芭蕉の句

碑をはじめ野口雨情に至るまで多 くの文人、墨客が訪れ、その足跡 も多い。

総面積 は21.2k㎡、明治22年 に石打、尾山、長引、月瀬、桃香野5ヶ 村を合せて 「月瀬村」が

誕生、その後 「嵩(だ け)村 」を編入 し、昭和43年 に 「月ヶ瀬村」と改めた。平成元年で村制

100周 年を迎えた。

昭和60年 現在の農用地面積は水田117ha、 普通畑16ha、 茶園272ha計405haで 、昭和40

～60年 の間に61haの 農用地を拡大 した。一方、農家数は、この20年 間に高山ダムの建設2兼

農家の離農 によ って423戸 か ら286戸 と137戸 が減少 し、農業従事者 も916人 か ら459人 と半減 し

たが、1戸 当農用地面積 は1.42haで 県の0.61haの2.33倍 、農業従事者1人 当 り(1戸1.6

人)0.86ha、 専業農家率 も21%と 県内で はAク ラスの優位を占めている。

その背景には、昭和初期からの回想記にあるように、伝統的に培われた農業尊重の精神的風

土と、「村づ くり村長」と、これを支えた人々によって、昭和37年 の第1次 農業構造改善事業

以来、山村振興事業、2次 構改等を行い、51年 度には、高度農業生産モデル地域の指定を受 け

「緑茶 による村づ くり」を推進 して来た。

さらに、56～64年 度には農村地域農業構造改善事業によって、施設整備が進むほか、155ha

の農地造成、226haの 畑地かんがい、等が行 なわれ、①茶専業、②茶+し い茸、③茶+水 稲

+し い茸等の経営が意欲的に進め られている。(坂 本義博)

1.昭 和初期 経済更生村の実態と思い出

奈良県月ヶ瀬村石打 稲葉長輝(大 正4年(1915)生)

(1)当 時の農業及び農家の状態

稲作の外 は養蚕を専業 としていた当時の我月 ヶ瀬村にとつては昭和初年の農村恐慌 は繭の値

下 りで一挙に貧のどん底 に落ちた感 じであった 。

高等小学校を終えて家の農業を手伝 い出し自ら農業経営の出納簿や 日記をつけていた私は今

まで100匁4～50賎 していた繭が16銭 余の値に暴落 してその年我家の経済が100円 以上の赤字欠

損(1年 の総経費4～500円)の 出た事を覚えている。

356



こうした不況の中で経済 自立更生運動が声高 く進められ、本村 もその指定を受けた。

(2)優 れた中心人物 とその活動

当時の村長は元農学校長をつとめた小西徳治郎氏(昭3～10)産 業組合専務田端喜一氏(組

合長 は村長兼務)農 会技手屏之内勇逸氏、社会教育を担当 した小学校長猪岡正保氏、農業補習

学校教諭西田弘夫氏と指導陣は人物熱意共 に優秀で実によ く揃っていた。

村長小西徳治郎氏と補習学校農業専任教諭西 田弘夫氏が共著で 「経済更生の要諦」を発行、

"精神教育 と経済 自立の実践 は車の両輪の如 し"と 説いた
。農業 は二宮尊徳の報徳精神を根幹

として勤労、感謝、農業への誇 りを強調 した。

そして農業経営は、従来の米麦単一農業でな く養鶏、畜産 を取 り入れた多角形農業を奨励 し

た。か くて村人達は桑園に代って村の中央を流れる五月川を境に川西は茶に、川東 は果樹、柿、

桃、梨、ブ ド一等に転換 したのである。果樹栽培は技術を要するので屏之内農会技術員、補習

学校の西田先生が、実際にその技術指導を行 った。殊に西田先生は自ら学校農園を2反 歩程確

保 し、モデル農家 として果樹園を経営、生徒に直接指導 した程である。(私 はその生徒の一人

であった 。)

村産業組合 は田端専務を中心に、苗木の共同購入,生 産品の販売、肥料その他の購入等進ん

で村政 に合致 した更生の先達となった 。

全体的綜合的指導は、社会教育の権威者で もあった 小西村長が計画に講演に自ら当りその説

得力は大きか った。

その頃月 ヶ瀬村の学校が3つ あ った(現 在統一 して1校)。 中央には高等科 と農業補習学校

が併設 され(校 長猪岡正保氏)て いた。その一つ桃香野小学校の沿革誌によると、昭和7年 頃、

小西村長よ り村内3校 長を数度に亙 り招集あり、村の経済発展の基礎 は精神教育か らと、先ず

報徳精神の普及指導を懇請 している。因みにその頃の小学校長は村の青年団、婦人会等社会教

育の第一人者であ った。小西村長の陣頭指揮 は申すに及ばない。

小西村長 はその功績を認め られ、昭和10年 農林省か ら抜擢 され地方農林技師と して長野県知

事に特に迎え られて、長野県下経済更生の指導 と社会教育主事と して後生を終始 し、彼県では

「農村更生の親」として景仰されたという。

(昭16年 の長野県知事の感謝状に 「……昭和10年 当時奈良県月 ヶ瀬村再建 ノ大業 ヲ荷 ヒテ令

名芽々タル君ヲ三顧ノ礼ヲ以テ本県二鴉ス、爾来7年 県経済更生事業ハー トシテ君 が施策尽痒

二俣タザルナシ」 とあ る。

西田弘夫氏 はその後高校教諭退職後郷里の農協長 となって手腕を発揮 された。

屏之内技手 はその後奈良県民生部長にまで栄進され、田端専務は生涯農協に蓋 して今尚健在

(89才)で ある。(月 ヶ瀬村長引)
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右の如 く優秀な指導者にその人を得た事 は論を挨たぬが 、実際に経済更生の中心人物 として

多 くの村民 を引っ張 っていった当時の篤農家を忘れてはならない。 この人達が後世=現 在の

月ヶ瀬村を発展せ しめているか らである。

即ち、稲垣正一氏(月 ヶ瀬村石打67才)

助役、村長を通 じて約20年 、昨年(昭 和56年)退 職する迄村の中心人物であ った。息子 も熱

心な農業後継者である。

○巽弥太治 氏(月 ヶ瀬村長引68才)

助役1期 を務めたが現在 も村の要職親子共農業経営者である。

○相相伝治 氏(月 ヶ瀬村桃香野70才)

月瀬農協組合長12年 で退職、養生中、家 は長男が農業経営に熱心(茶)

○西中庄太郎氏(月 ヶ瀬村長引75才)

専 ら農業、生涯篤農家で息子 も農業を継 ぐ

その他故人となった小谷白樹氏は じめ、その当時の多 くの人達が この村を支えてきた感 じで

ある。

(3)村 人 の受入態勢はどうであったか

ふ り返 ってみてその当時の青年は殊 に優秀で真面 目であった。 進学す る者 も少 く在学 中の

トップ クラスが殆 ど村 に居残り農業後継者と して村の補習学校で西 田教諭の指導を熱心 に受 け

更生の先頭に立ち、果樹の勇定や栽培に率先 して取組んでいったのである。

斯 くて数年後、果樹の結実を見る頃には近郊の市場 に出荷 して一躍柿や桃の産地として活況

を呈 して来たのであ る。昭和10年 には富民協会か ら全国優良更生村 として(全 国三 ヶ村の内)

表彰を うけ役場前庭に贈 られた二宮尊徳像が建立 して いたのを思い出す。

その後大戦争 と終戦後の食糧増産の国策の為に甘藷の強制栽培等で農業経営 も一変 したけれ

ども当時の月ヶ瀬村更生の足跡は忘れ得 られるもので はない。篤農青年がが っちり肩を組んで

立ち上が った共同精神こそは当時の村民の誇り得 る村民性であろう。

繭価下落、収入の道のと絶えた農民に、更生のために急に多角経営を呼びかけて もその当時

の生活の苦 しさか らはす ぐには救われるものではない。この時、更生事業と して、時の農村政

策の中で開墾の助成があった 。本村では二 ヶ大字石打区(第1～ 第4耕 地整理組合(組 合長上

田岩藤氏))25ヘ クタール、長引区で10ヘ クタール(組 合長田端喜一氏)の 開墾が実施 され、

農民が 自ら鍬を とって山林開墾すると、その労賃がその日の収入(1日1円)に な り不況救済

になった 。 この事業は昭和5年 ～昭和10年 に亘る大事業で、完成なった開墾畑は柿、栗、桃、

ブ ドー等、村の指導する果樹園と化 したのである。

私 もその当時、苦 しい農業から経済自立更生へ と取 り組みかけたが運悪 く病気で長年の療養
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のため断念。その後教職の道に入り、村の青年学校に奉職。最後には郷里月 ヶ瀬中学校長 とし

て11年 勤め、昭和51年 退職 した。以後亦村の委嘱をうけて新農業構造改善事業の全国モデル事

業等の リー ダーとして最近の補助政策の一翼を荷わされたが、農家の取 り組み方は、昭和初期

の経済更生 とは雲泥の差である。

そ もそも本村 は農山村の僻地だけに村民性は殊に平穏で真面 目である。村長も村会議員 も殆

ど話合いで無投票で当選 した ものである。昔から、お上の言葉はすなおによ くきいた村民であ

る。 しか し最近は若干変 って来ている。農業の前途に光明がな くな ると共に、現金収入を求め

て、人々はサラリーマン化 し、専業農家が後退するばか りか工場企業が入って来て既 に純農村

でな くなっている。このとき、農地基盤整備、集落セ ンターの建築、パイロッ ト事業の推進等々

国の農村補助政策が次か ら次へと村におろされてきる。ところが真に村の人々が これを心か ら

歓迎 しているであろうか、大 きな音を立て乍 ら山を切 り拓 いて耕地を造成 している土建業者を

農家は冷やかに見守 っている。 これでは造成の農地をどんなに して耕作利用するか全 く希望な

しである。 昭和初年の如 く真剣に如何に立 ち上 るか、農業経営に取 り組んだあの頃の感激に比

べて、笛吹けど踊 らず、村は補助金 目あてで大いに事業を引き受けてやろうとす る。農政を根

本的に考え直さねばな らぬ秋ではないかと思 う。増産 してはな らぬ米、荒 らしておけば(休 耕)

補助が もらえる。 こんな事で どうして農民 に希望をたせ られるだろうか。

(57.3.10記)

2.月 ヶ瀬村経済自立更生の歩み

奈良県月 ヶ瀬村長引 田端喜一(明 治27年 生)

(1)青 年有志で 「共和会」を結成

私の生れた頃か ら大正の初期 までは農家経済が行詰 まり、最 も貧 しい時期で した0

とくに私の家は、父が日清戦争には現役兵で、続いて台湾征討、 日露戦争 と出征 し、祖父母

は病弱で就寝 していま したので、小学生の ころか ら母を助 けて田4反 、畑6反 の喰 うだけの農

業に励んで来ま した。

小学校を出て、農業に励みながら、自分の農業なり、部落の将来を考 えて見ま して、 このま

までは、農家が行詰るよ うな気が しま したが、家族を残 して出てゆく気 にもな らず、何 とか し

て故郷を守 って自立の道 を研究 して行 こうと仲間や年輩の方と話 しておりま した。

丁度その頃、熱心な青年有志が集 って、 「長引共和会」という農業の研究会が、大正4年12

月に発足いた しまして、小生は若輩で したが、庶務係を担 当させ られました。

共和会では、日曜毎に夜お寺に集 って手縄をないつつ 、大字長引のことを話合 って来 ました。

最初、基本的な農業の調査を して、部落の農業計画を樹てたのが始 まりで、村の歴史 も調べま
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して、年長の方々か らも応援を受けておりま した。

私が会長に推されて間 もな く、お寺に集 っている処へ県の方が来 られて、「農事実行組合組

織」の事を話されて、奨め られま した。そ こで、年長の方々の意見も伺 って、大正9年12月23

日に 「長引農事実行組合」と改名 し、小生が組合長 に当選いた しま した。

村ではまだ他には出来 ませず、県下第1番 に名乗 りを挙げて出来 ました。 この年 は第4回 国

政調査があり、7月30日 に小生が部落から1人 調査員に任命(内 閣)さ れ ました。

(2)農 会 ・産業組合 との関わ り

次いで、大正12年3月 、月 ヶ瀬村農会総代(会 長 は村長)に 選 ばれ、大正15年8月 奈良県勤

倹奨励委員会月 ヶ瀬村委員。

昭和6年12月25日 、長引耕地整理組合設立(組 合長に当選)

長引地区は農地面積が狭いので、最少10町 歩以上の開発が必要 と考え、村人の賛成を得て、

氏神共有財産の山林を分割 して、50年 間の永小作地 とし、県耕地課のお世話で耕地の拡張に着

手 しました。

最初、この許可を受けるべ く県庁へ申請に行 ったところ、駄 目との事で、それで はと決心 し

て、そのまま家に戻らずに上京 して、時の町田農林大臣に陳情 しまして、即座に快諾せ られて、

許可 され るようにとのお墨付 きを頂 いて、県に帰 り、許可 して頂 いた裏話がございます。

その後、村内に同様の組合が6組 合ほど設立せ られま した。

昭和7年1月25日 、尾山信用購買販売利用組合、組合長当選。(註 「尾山」役場所在地の大

字名)

昭和7年8月3日 、奈良県産業組合中央会教育委員に任命せ らる。

昭和8年2月11日 、奈良県耕地整理組合聯合会発足、評議員(10名)に 選ば る。

(3)経 済 自立更生計画の推進

本村は昭和8年 に経済 自立更生計画樹立村に指定せ られ、 「村づ くり村長」 と云われた小西

徳治郎氏のお蔭で、立派な計画が樹立せ られ、11年 に特別助成村 に指定せ られま した。

小西村長 は長引部落の出身で、昭和3年 に村長に就任せられるまで木津農学校長を しておら

れ、小生の一軒隔てた隣家で、日曜にお帰 りになると、私を呼ばれるので、部落の更生の話な

どを承 って いま したが、色 々の書物を読まされて、困ったことがあ りま した。

小生等は、 「共和会」の頃か ら、村の昔の歴史 も調べまして、愈々村の更生を考えて活動を

始めま した。

まず第1は 農道の整備です。その頃の農道は通行巾が3尺 位で したので荷車 も通れず、運搬

は全部肩によ らねばならず大変で した。そこで、農業道路網計画を立てて、約3年 間村 内男子

を総動員 して完成 しま した。
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次 に耕地拡張計画を樹て区の神社財産10町 歩を共同開墾 して、希望者に配分致 しま した。

第3に は、負債整理組合を作 って、組合員の負債整理を致 しまして、村 に更生の気分が出来

ました。

第4に は、小生が村全体の信用販売購買利用組合を作ろうと提案 し、小西村長と2人 で各部

落を廻りま して、漸 く1村1円 の組合がで き、従来の2組 合を解散 し、未加入者全部を含めた

組合 とし、小西村長が組合長、小生が専務理事 として発足いた し、其後、共済組合、保健組合、

現在は県の模範的な診療所が完成 しているが、その基礎をつ くりま した。

ところが、その後、長野県知事の再三の要請で小西徳治郎村長が2年 後に出られてか らは、

小生が村の経済更生計画の中心になって推進せ ねばならなくなり、産業組合の専務理事に推 さ

れて10年 間勤続致 し、後に全国の優良組合の一つ として表彰せられることにな りました。

昭和14年3月1日 付で、京都府か ら、農山漁村経済更生指導員嘱託 に任命するとの ことで、

小生の固辞す る処、終に承諾せねばならぬ事となり、土 ・日曜日だけ出張することとして、府

下72ヶ 町村を廻り、調査講演 して廻 りました。

(4}実 行組合の光栄

以上の様な事で、小生村づ くりの面 と部落実行組合の分とを責任を負わされましたが、部落

実行組合の面では、「l人1役 、適材適所」と云う体制を考えて、各 々組合員全員総動員体制

を実施致 しましたが、今か ら考えて適中したと思ってお ります。(こ の体制は今 日で も集落の

運営 に生か されてお ります)。

このような事で次のような光栄に浴 しま した。

○昭和2年3月26日 、長引農事実行組合、県知事よ り表彰

○昭和7年11月14日 、産業奨励の思召 しを以て侍従御差遣の光栄に浴す。

○昭和10年2月11日 、長引道路愛護団、知事よ り表彰(昭 和4年3月23日 設立。長引地区を貫

通する県道昇格のために手入れを始め、小生 その管理を 「我が事」のように心掛 け、「道造

りのお じいちゃんの通 った後 には木の枝1本 ない。」 と認め られてお ります。昭和54年11月

3日 、全国道路公団理事長より表彰せられ銀盃を戴いたので した。)

○昭和11年6月15日 、有栖川宮殿下記念厚生資金を御下賜せ らる。

○高松宮殿下 ・同妃殿下御視察せ らる。

以上、村の自慢話 と自分の事 ばかり申上 げま して、おか しいですが、これを申上げねば、経

緯がよく判 らないと思い述べま した。何れ の問題が起 きま しても、誠心誠意、村の諸々の機関

が手をつないで更生に前進するな らば、必ず解決するものであると信 じてお ります。 「年寄 り

の言 う事は間違いないと存 じます。」

以上のような要職を務め られ ましたの も、小西先生よ り指導、手引きを戴いた賜であると感
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謝 しております。

戦後 は、昭和25年1月8日 月 ヶ瀬梅渓保勝会理事19年 、初代館長2期 を終えて記念品 と感謝

状を戴 く。

昭和57年1月 、小生満88才 を迎えましたので、長引老人会一同外多数の方々か ら祝品を頂戴

いた しました。

尚、区内長福寺は無住寺であ りますので毎月8、13、21、28日 には参詣、納詠歌 もしてお守

りを し英霊の供養につ とめています。 この間、町村合併時の分村、高山ダムによる梅園水没

問題な どあ りま したが解決 し、県下優良村、優良組合と して活動 していることは、今昔の感に

絶えないものがあります。(昭.57.3.17.記)

3.「 村づ くり村長」の体験か ら

月 ヶ瀬村長引 稲垣正-(大 正3年 生)

(1)当 時の立場 とその後のあゆみ

当時私は、20才 の若輩であり、指定当時は現役兵として兵役に服務 していた。

昭和12年 現役除隊後農業に従事 し、農業振興の担い手と して活動 し、終戦後は村の農業委員、

議会職 員、教育委員等を歴任 し、昭和36年 助役 として奉職、同42年 から村長 として14年 間村の

行政を担当、特に県か らは農業村長との定評をうけ、56年12月 任期途中で退職 した。

(2)指 定後の村の活動

当時 は昭和5年 頃か らの農村不況の中にあり、主作物である養蚕 ・緑茶の価格が低迷 し、之

に代わる作物 として、果樹栽培を志 し、国の助成を得て昭和5年 より大規模な農地造成を行い、

農業経営の転換をはかるべ く特別助成指定をうけて経済更生をすすめたものである。

農事実行組合が集落単位に設けられ、活動の中心をなしていた。

この農事実行組合は、金融、販売等現農協の前身として大きな役割を果 した農会 ・産業組合

と結びついて集落単位の農業振興、生活改善を進めた ものである。

(3)優 れた中心人物

① 奈良県添上郡月 ヶ瀬村大字長引 小西徳治郎氏

当時村長 と して 自力更生をモ ットー として農業の振興に尽力 された。令90才 の長寿を全 うさ

れて数年前死去された。

② 奈良市阪原町 西田弘夫氏

当時村立農業補習学校教諭 として長 く農村青年の指導に当たられ、二宮尊徳の精神を引き継

ぎ信念 をもって青年の育成に専念せ られ、現在村の要職にあるものすべてこの師の薫陶をうけ

た もので、村の経済更生に大 きな貢献をされたが、若 くして死去された。
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{4)こ の体験から得た 「むらづくり」のあり方

昭和初期の農村不況か ら脱するために、自力更生をモ ットーに先輩諸氏の後を受け継 ぎ村づ

くりに努めてきたのであるが、戦後の混乱期や高度経済成長期における農業のひずみ等で社会

情勢特に就業構造の変化等によ り、専業農家が逐年減少す る状態である。 しか し本村は未 だ自

立経営農家が30%を 越え県下一の専業農家率を維持 していることは、経済 自立更生計画当時か

ら 「農に生 きる」伝統が培われ農業に生 きる喜びの精神が継承 されて来た結果だと考えている。

また 「む らづ くり」には十分農家の意見を聴 きとることを基本 として 「む らづ くり」計画に

は農家の意見を盛 り込むことが最 も肝要だと考え実行 して きたところである。

(6)村 の歴史をふ りかえ って

昭和36年 に農業基本法が制定 された時第1次 農業構造改善事業にとり組み、以来山坂事業、

2次 構等国の施策の初年度 にすべての事業の認定をうけ、目標の事業を完了 したのであるが、

更に昭和52年 度か ら新農構の先駆的な事業 として全国15地 域の1つ に加えられ高度農業生産モ

デル地域整備実験事業 にとりくみ、昭和45年 ですべての事業を完成 し、県下におけるモデル農

村といわれるところとなった。 これ らの事業を計画するに当っては、農家各戸の経営実態調査

と意向調査を綿密に行 い、農家の意見を十分とり入れたことと、経営類似型農家群毎に営農指

導計画を農業改良普及所に依頼 して労力計画、営農改善等の指導が行われた こと等改良普及所

の活動が大 きな成果を収めた ものだと考え られる。近時、農業改良普及所の実績 にとやか く批

判の声があるが、私は普及所の更に大 きな増強を希望す るものである。特に農村婦人に対する

生活改良普及員の活動を強 く求めてやまない。

なお、農村 自立経営計画樹立当時活動 された先輩諸氏は既に他界せ られて、生存されて いる

方はおらない事は残念であ る。
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n.島 根県 大原郡 大東 町 ・木 次 町

ま え が き

島根県大原郡で特別助成指定村 は、11年 度指定の斐伊村 ・春殖(は るえ)村 と、13年 度指定

の阿用村の3村 で、蕃殖村と阿用村は戦後合併 して大東町 となり、斐伊村 は木次(き すき)町

に合併 し、また同 じ木次町には仁多郡温泉村(13年 度指定)も 合併 しています。

大東町 と木次町とは隣接 し合 って出雲地方の中心部を占め、 これ ら指定村の重点事業にも、

全村教育、自作農創設等の共通の面が見 られるので、両町の回想記を一括 して集録 させていた

だいたわけです。

大東町は、昭和31年 に打 ち出 した 「町 ぐるみ養鶏 」で全国的に有名になり、現在 は10万 羽以

上飼養されており、また和牛の飼養が盛んで繁殖用仔牛 「大東牛」 も有名です。

大東町の総面積 は152.4k㎡、8地 区の うち旧阿用村が最 も広 く約26%を 占め、春殖地 区は約

8%を 占める。農家1戸 当 り経営耕地面積は春殖70a、 旧阿用村阿用地区72.6a、 久野地 区

100aで あ る。専兼別の比率 は両地区とも町全体 とほぼ同 じで、6～6.5:8～10:83～85%で 、

木次町、出雲市、松江市への通勤圏にあるため40年 頃か ら2兼 化が進んだそうです。

木次町は出雲南部の中心地 として発展 して来ましたが41年 から木次拠点工業団地を中心に企

業を誘致 し、政治、経済、文化の中心 と自負 しているようです。

斐伊村 は長い間、斐伊川による水害(天 井川)で 悩 まされて来たが、昭和25年 に土地整理組

合が設置されてか ら解決 され ました。

また、現在は工業団地が造成 され10社 が立地 し、周辺は官公庁街や住宅街に変 っています。

温泉村は、木次町の一番奥部に当り、純農村で したが、近年 は過疎化 と高令化が進んで、ほ

とんどが第2種 兼業農家 とな っています。

こうした近年の動向 も含めて、書 いて下さった方が多いので、お読み下 されば、その間の変

遷 もおわかりいただけると思います。(坂 本義博)

1.大 原郡阿用村(13年 指定)

大原郡大東町下久野 長妻義武(明 治42年 生)

(1)特 別助成指定の受け とめ方

その当時農村は大変な不況であったことを記憶 して居 ます。旧阿用村 は6大 字に分かれ、 う

ち4大 字 は主 として米作 ・養蚕 ・畜産にて生活 し、山間部の2大 字は木炭 ・米作 ・畜産を営ん

で居りま した。昭和8年 と思 いますが農村経済自立更生計画の指定を受けました時は、全村民

双手をあげて賛同 し全村民力を合せて これが達成に努力しようと決意致 しました。そのため一

番大切な ことは基本になる人造 りで、皆の者がその気にな らなければ効果はないと、役場 ・農
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会 ・産業組合が一体 となりこれに取 り組む ことにな り、これが実行に当 っては各地区に実行組

合を造 り、計画の浸透に務め ましたが、遺憾乍 らその事項等につ いては適確な記憶がありませ

ん。

(2)当 時の立場と役割

当時私は、阿用村役場書記兼阿用産業組合書記を して居 り、経済更生委員会の幹事を して居

りました。その後、収入役。支那事変に召集 され、帰村後は久野産業組合の専務理事をや りま

した。当時の阿用村長は荒木一郎氏で産業組合長兼任で した。阿用村濃会長は藤原竹次郎氏で、

中心人物座組土谷氏、農会技手細木氏等は全部物故され ました。又当時下部組織で活躍されま

した人々も調査 しま したが残 って居 る人はあ りません。

(3)重 点的な施策 と進め方

更生計画について は、要は人造 りが一番の重点だったと思います。皆の人が何が何で も達成

すると云ふ気概を持たせ ることだ ったと、思 います。助成金を頼 りにするだけではいけない。

それか ら、指導者はやりつぱな しにしないで生産指導か ら最後の換金指導までを徹底的にやる

ことが重点であ ったと思います。私の旧阿用村 は、戦後6ヶ 町村が合併 しま して大東町となり、

経済変動を受けて現在は繭 ・木炭に代わって養鶏 ・酪農 ・肉用牛に取 り組んで居 ります。然 し

農業収入だけではやれませんので兼業農家が大部分にな りま した。致 し方ないと思って居ます。

誠に取りとめ もないことを記 して見ました。

老人のたわごとと御許 し下 さい。

(57年3月 記)

2.春 殖村経済更生(昭 和11年 指定)

大原郡大東町飯田 原昇一郎(明 治26年 ～平成元年)

(1)特 別助成指定の受けとめ方

春殖村の経済状況のあ らま しを最初に申 しますと、大原郡の中央部 より南北に延びる約15キ

ロの細長い村で東西は広 い所で3キ ロ狭い所 で2キ ロ位、当時戸数 は400戸 、人 口2,100人 位の

小 さな貧弱農村で、約半分は山間地帯 、半分 は平坦水田地帯 にて、農家所得の少い農村であつ

た。

その頃国において も、農村救済のため農村経済更生の重大政策が昭和7年 か ら実施 され、我

が春殖村は昭和11年 特別助成指定を受けることになり、事業は昭和11年 同12年 に完了する様な

指示内容で、蕃殖村にとっては此上ない歓び と驚 きであった。

村では直ちに部落会長会(自 治会の前身)を 招集 し、指定の内容明細、助成関係事業手続、

部落負担等の詳細なる説明会を開き、各部落会 は農村経済自立更生計画 に基き部落にて最 も効
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果的事業計画を取 まとめ村役場に報告す る事になった。

春殖 村は22部 落から成 り立 っていて、希望事業は、部落共同作業場 ・農道建設幅員拡張 ・脱

穀調整全自動機施設 ・製茶用具 ・種牝牛購入 ・集積倉庫等であって、真剣な気持ちで農家は一

丸 とな って受け入れた。

(2)当 時の立場とその後のあゆみ

私は当時41才 位で村会議員第二期目で農産物検査に職を有 し、泉谷部落会長時代で した。春

殖村の経済更生指定が決定す るや、直ちに事業の担当は助役森脇勝右工門氏が兼務す ることに

な り、事務上の手続 き、書類調整、各部落連絡等臨時雇により遂行することになり、私にその

仕事を手伝 って呉れとのことで臨時雇人としてたず さわ った。

其の後春殖村農会技術員、農会副会長、農業会長、農地委員長、農業協同組合長、同時に県

農業会理事、県経済連監事兼県信用連理事等を しま した。大東町合併後の町議会議員社会教育

委員。 老境 に入 って春殖老人 クラブ会長20年 勤続、大東町及び雲南連合会長10年 以上勤続今 日

に至る90才 。

{3)当 時の村の状態

春殖村 は農家90%地 主階級 は極めて少 く20敷 戸、地主兼 自作100戸 、自作兼小作110戸 小作

150戸 前後の貧弱村で、小作料米現物納入で農民運動が起 きた り、余剰労力の行 き場がな く女

子供は都会に出た者 も多 く食事はお粥団子時代であった。春殖村の土地所有者 は、大東町、阿

用村、幡屋村、加茂町、仁多郡三沢村、松江市、天神町其他の大地主で収穫米の大部分 は小作

料と して出荷す るので農家の保有米は少なかった。

(4)指 定後の重点事業

蕃殖村では、経済自立更生事業が進展す ることにより、農村の夜明けが訪れたように秋の収

穫期には動力の音 も高らかに何とな く活気がみなぎり全 自動式の もみすり調製や各作業場は賑

やかな談笑の声 と共に能率は高まり裏作の麦類菜種栽培が盛んにな った。

イ.役 場では経済更生指導主事が設置され加茂町の錦織善市氏が就任 された。氏は校長体験者

で熱心 な教育者であ った。各部落に毎月常会日を設定 して、常会 には各戸男女2人 位出席する

こと、旧式の席順等を廃 し先着順 とす ることを始め、家庭と一般経済 ・道徳と共同精神等にっ

いて指導 され、毎回役場か ら三役の内諾かが出席 された。農会、産業組合、学校か らも出席さ

れて、常会は盛んになり大いに効果があが つた。

ロ.農 会の職員は主任技術員、食糧増産技術員、農業共済技術員、事務職員の外、郡連か ら駐

在の養蚕技術員、畜産技手等の陣容で、部落常会には努 めて出席 して指導連絡等をな し、食糧

不足時代であったか ら水稲共進会、裏作奨励、養蚕 ・畜産 ・葉煙草栽培等を奨励 した。

①農家経済が良 くなるにつれ種牝牛より優良なる牡牛生産がつづ き、春菊牛の錆声が現在ま
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で もなお盛ん である。

②農家 は懐 ぐあいが良 くなるにつれて小作地を自作地にの意欲が各地で起 り、農業会の私を

中心に自作農創設に取組む ことになった 。まず、隣接町村の地主との交渉にあたり、地主の理

解を得て成立 した件数が二、三成功す ると、吾 も吾もと要望があり、有力なる世話人2人 が協

力す ることになり次か ら次へと効果があがった 。続いて農業会になって か ら自作農創設資金導

入により昭和19年20年 を最 高に、松江市、仁多郡等の大地主に交渉、難問 もあった けれ ども実

現 した。其後農地解放令による自作農家 となり裕福な農村 となった 。

③又、経済更生指定を受 けてか らも、当時二男三男は就職先が無いか ら開拓地計画、外地移

民計画等が考え られ、昭和15年 満州移民の現状視察をすることにな り役場より原勝昌村長、農

会より原昇一郎副会長、産業組合か ら加藤勝義主事の3名 が、県主催の視察団に参加。約1ヶ

月の 日程で出張 した。有望家庭 に呼 びかけたが徴用や ら召集等の為め中々実現が出来なか った。

ハ.産 業組合 は、農書蚕の販責 と同時に勤険貯蓄を呼びかけ、又村農会 との協力で、部落組織

の改変を行い、部落会 と部落農会を合併 して農事実行組合を組織 し、生産 と販売を直結 した組

織として効果をあげた。山 間地帯は、木炭生産に力を注 ぎ集積倉庫を設けたため大へん便利で

あった。

二.学 校は教職員が努めて常会 に出席 して学校 と家庭の連絡を はかり父兄会が誕生。初代会長

に農会人の私が推されて就任。体育大会町民体育祭等への発展の礎 となった。学校教育後援会

も出来て教育材料 の補充、活動資金計画など密接な関連が出来た。又戦時中は共同炊事等 にも

学校側か ら労力の援助があ った。

(5)優 れた中心人物を考える

経済更生指定に伴 う当時の助役森脇勝右工門氏は村内出身であった が、20年 位前に死去 され

当時の私の相談相手であった 村長、産業組合専務等いずれ も死亡で現存 している指定前後の苦

労人は皆死んで残 って いるもの は私位で数え年90才 です。

(6)重 点事業の効果

経済更生の指定 を受け、多額の助成事業で総てが大へんな恩恵であ ったが、中でも農道の建

設、道路の幅員拡張で、現在のよ うに農村の機械化が進んで も人家か ら田圃へ耕転機、田植機、

稲刈機、運搬車等が不 自由な く使えて文化的農業 が出来るようになって いた。

共同作業場施設 なども、部落共同精神の酒甕、経済の平等感が出る程、自作農家が増え、尚、

今では住宅 も殆ど建替えられ、以前の草葺は無 く赤瓦白壁造 りの近代家屋で生活 している。

農村救済は此位大事業で、農村が偉大な恩恵を受けた黎明、夜明けであると痛感 している。

(7)戦 中からの村の歴史

春殖村は、5大 字22部 落から成 り立 っている。昭和26年4月1日 大東町、春殖村、幡屋村、

367



佐世村、阿用村、の5ヶ 町村が対等合併同31年 に海潮村を合併 して大東町が誕生 した。経済団

体合併は春殖村農会と産業組合 は昭和18年 合併 して春殖村農業会 となった。戦後の改変で農業

協同組合は昭和22年 発足 した。昭和34年10月1日 町内農協が合併 し大東町農業協同組合7支 所

が出来た。

春殖村農協は合併に際し他の町内農協に比 し出資金を増額する事になり、又、今一つ有線放

送電話施設 も必要とな り此の出資金を併せて300万 円の増資を組合員 に要請 して是れ も成功 し

た。昭和32年 頃の300万 円は相 当大金であ ったが農家の財源状況 も可成上向いていたので反対

等は無か った。

(3)回想

昭和11年 の経済更生指定 は大原郡では春殖村 と斐伊村の2ヶ 村、外に隠岐島の浦郷町、石見

の鎌手村で、その他は記憶 にない。 この4ヶ 町村は総ての事業を終わ ってか ら経済効果の検討

会と云う事で毎年1ヶ 町村ずつ交互に当番を して町村長、産業組合、農会、学校其の他の代表

を招聰 して、見学説明並に意見交換等を行 った。私 も斐伊村、銃手村、浦郷町等へ出張 し見学

した。又、春殖村に招待 して経済効果の説明、水稲模範栽培、共同作業場等を説明後、懇親会

を持 って遠来の人々を慰めた。

貧弱村か ら立直 って自作農推進。之 は農業会が自発的に行って効果があがる矢先、自作農創

設制度で低利の年賦償還で農地を買 う事がで きて本格的に大きな効果があ った。続いて戦後農

地解放令による政府の強制買収、耕作者に佛下げになり、小作地がほんの少数にな った今 は、

立派な農村 と して豊かな農村 とな っている。是ひとえに経済更生のおかげで、「自立す る村づ

くり」となりま した。

(昭和57年3月19日)

3.大 原郡斐伊村(11年 指定)

大原郡木次町大字里方686小 村忠-(明 治44年 生)

(1)当 時の村の受けとめ方

斐伊村は当時面積0.37方 里、戸数210戸 、人 口1100人 斐伊川中流 に沿 う小 さな農村で毎年の

水害 に見舞われ極めて貧困な地域であった。昭和8年3月30日 経済更生計画樹立村の指定を受

け昭和9年3月31日 に計画承認を受 け全村民大 きな期待を持 つた。

特 に 「経済の更生は先ず教育から」と昭和10年5月15日 教化村の指定を受 け御下賜金を拝受

し経済更生 と全村教化の両面より 「建てよ計画 こぞ って実行」 「斐伊村には斐伊村教育あり」

を合言葉に計画の実行 に各団体一致 して取組んだ。

(2)当 時の私の立場 とその後
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計画樹立当時は村青年団長 として参加す。

計画実施時期は村青年学校指導員(職 業科)、 経済更生事業指導員、地区農事実行組合長。

その後土地改良区理事長、村議会議員、農業調整委員等、のちに町村合併 して木次町とな り、

木次町議会議員、農協理事、森林組合 ・土地改良区理事長、農業委員会長、社会教育委員、公

民館長等 に就任、現在若干の公職を残 し家庭に留居中。

(3)当 時の農地の保有利用状況

以上の土地利用状況で農業経営を行っていたが、斐伊川の天上川のため毎年の水害、第一次

大戦後のデボン牛ブームの損失被害で極めて貧困な状況であった。(農 家経済資料 は長 くなる

ので除 く)

(4)重 点とした施策

イ.教 育の振興

「斐伊には斐伊の教育あり」 と、教化指定村の指定を受 け 「経済更生 は先ず教育か ら」 と重

点中の重点 として取り組んだ。

◎全村教育 村内10農 事組合(今 の 自治会)に 教化常会を毎月定期 日を決めて学校、役場、

農会より来場されて各1戸 より2人 以上出席 し申合せあるいは講演を聞 く。

早天修養会 毎月神社、お寺に於 いて早朝役場、学校各団体 も参加 して行 う。

◎学校教育
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全校給食、城名樋(地 名 ・きなび)塾 教育、実習地設置、教師 と児童がふれ合い、実践を通

じた教育を行う。特に学校給食はお昼の味噌汁給食に始 まり、完全給食を開始 した。全国最初

の実施であった 。(城 名樋-き なびは大国主命が悪霊退治された伝説のある地名 ・山の名)

◎青年教育 青年学校、青年団を中心 に重点を置き施設 としては合宿修養塾の設置、共 同作

業田及び畜舎の設置、実習炭焼場の設置 もなし冬期合同訓練等 も行われた。 これに対 して後 に

男女青年団いずれ も知事表彰を受けた。

ロ.農 村環境整備

天上川(河 底の高い川)の 斐伊川による毎年の水害を少なくするために、④排水路の大改修

◎生活関連 の農道増設、改良工事を行 った。

ハ.農 業振興

○副業の振興 として製縄組合を結成 し製品を加工仕上げす る工場 ・機械を設置 した。

○共同利用施設と して、農機具 ・ローラー ・製粉機、精米機、精麦機を設置 した。

○共同加工施設と して加工場に醤油醸造場、漬物製造場を設け、米糀製造、醤油糀製造等 にも

取組んだ。

養蚕指導 では各部落毎に幼稚蚕共同飼育 を行った。

これ らの施設 に対 しては村、農会、産業組合が一体となって指導に取組んだ。 これにより地

域の生産組合及び地区農事実行組合、婦人会等の活動が活発 とな り団結が強 くなった。

(5)優 れた中心人物

○山根琴三郎 村長、医師、徳の高い人格者。故人

○佐藤高明 農会技師、村書記、後 に村長就任、更生計画を樹立 し、推進 した人。故人

○川角幸逸 村青年団長、村書記、計画樹立に参画 し実行に当った。特に教育、青年指導の中

心的人物、S22年 死亡。

○多賀美輝 小学校長 計画樹立と教育指導、塾教育、青年教育、学校給食を始めた人。故人

○川島実忠 僧職 高徳の名僧。故人

○橋本費 産業組合専務理事、更生計画樹立実行の人、産業組合に在 って作業場の建築及運

営の中心人物。木次町大字里方28番 区

(6)こ の経験から 「村づ くり」のあ り方は

イ.計 画は地域の実態 に適合 していなければならないが、地域みんなの もの、皆んなの意 向が

充分に組み込まれていなくてはな らない。

特に次代を担 う青年層の意見 と自治会の意見を くみ、事業に対す る認識を得 る事が一番大切

だ。政治的配慮や机上計画では、補助金をもらうための ものになって関係団体及 び地域民 はっ

いて来な くなり実効が上が らない。
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最近の農村(町 村 自治体)へ の補助 も種々の名で来るが本当に其の趣旨の通 り効果を上げて

いるでせ うか?今 少 し整理する必要があると思 う。

ロ.斐 伊村の経済更生計画は教化村指定と共に行われたが、村民皆んなが 「毎年の水害に依る

貧 しさの中か ら脱却 しよ う」と大 きな期待をもち各団体が一体 とな って取組んだから大 きな成

果を上 げた と思 う。

(1)村 の歴史をふ りかえって

斐伊村は、明治22年 町村制度施行時隣町木次町と同 じ自治体であった が、町と村の相異か ら

23年 に分離 し斐伊村 となった。戦後、合併勧奨を受け昭和26年 木次町に合併 し更に昭和30年 周

囲3町 村合併、更に三刀屋町の1部 が分離合併 して現在の木次町となった 。純農村であった地

域 も国道54号 線、314号 線、地方主要道松江木次線の交わ る地点にある。

このため地域一体 とな り苦 しい中に団結 して土地改良、区画整理を行った平坦部54haの 土

地 も殆 ど市街地化 し木次町の否雲南地域の政治経済の中心地となって しまった。

私達は戦後 も公民館、 自治会を中心 に地域一体化、地域連帯性の確立のために努力して参 っ

た。 しか し経済更生指定時代に培われた共同一致の強固な団結心が今尚続いて一体性を保ちつ

づける事が出来た。

これからの行政は更に地域連帯性確立のために努力されなければな らない。

行財政改革の名の もとに兎角弱い部面が抑え られる気味が多い。特に社会教育面では人件費

運営費、事業費いずれも抑え られ組織労働者の圧力のあるところ丈が厚遇されている。今後に

期待する青年教育、成人教育 こそ最 も大切な点 と思 う。

こうした層の人が培われて行けば農村の振興 も町政の発展 も将来に明るさを産み出す事と思

う。(昭 和57年3月)

4.仁 多郡温泉村(昭 和13年 指定)

大原郡木次町大字北原 田部賢一(明 治30年 生)

(1)特 別助成指定村の受けとめ方

私は、当時役場の収入役、産業組合の常務理事、学校の青年訓練所の指導員を兼務 して、殊

に若い頃のことであり村の現状をなげき村の将来を思い、幸に村長、学校長、組合長は上司で

あるので自力更生の話を進言 して三者の話合いが実現 した。

そこで小学校 と役場、村長以下職員 との会合により左の方針を決めた。

農村経済 自立更生は村民一体なること。 それには人を作ることである。全村民の教化が必要

であり、又教育振興 も子供の教育 も父兄か らと左記の如 く計画 して実行 に移 した。

①役場学校職員を骨格と して努力す ること
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②全村学校(本 村で作 った もの)を 開 くこと

③全村に農事実行組合を結成すること

④村内各種団体の理解と協力を乞 うこと

(2)当 時の立場とその後

昭和7年 現在、田部賢一は温泉村収入役、産業組合常務理事、青年訓練所の指導員等を兼務。

其の後の略歴

昭和10年 温泉村産業組合長、収入役(兼 務)同18年 温泉村助役、同19年 温泉村 々長、同18年

から温泉村農業会長兼務、同21年 公職追放命により一切の公職を退 く。

以後 日立製鉄所木炭部に勤める。

昭和30年 追放解除により、温泉村農業協同組合長となり、温泉村森林組合長兼務。

昭和33年 木次町に合併。

町会議員当選(以 後3期 昭和43年 まで務 める。其間森林組合長を兼務。)以 後病弱のため家

庭に移る。

(3)指 定当時の村の農業事情

我が元温泉村は、四囲皆峻坂村遥籍澗の低 き所に沿 うて斐伊川の巨川が還流す る東西 に長い

地勢であり、学校の位置、郵便局設置の問題其他幾多の暗流あり、為に村治及教育其他に論争

絶えず、併せて昭和初期の農村経済恐慌期 とな り、本村窮乏 は続 き税金等の滞納多い状態なり。

農家280戸1戸 平均田畑4反 歩

養家240戸1戸 平均繭産量8貫 匁

書家80戸 子牛生産30頭

木炭生産82戸1戸 平均木炭生産120貫

農家の不況対策事業収入

失業救済農山村臨時対策事業

時局匡救事業等の国、県の補助により道路及び用排水路改修工事に出役、人夫賃金を得て収

入を計れ り。

(4)重 点的に推進 した事業

(重点事項)

(1)全村学校の開催(2)村 内農事実行組合全普及(3)各 種団体長連絡会議(4)毎 月初めに指導

者の連絡会議により重点決定(5)農 業青年道場設置

(農業振興)

①農事実行会項 目単位に毎月常会を開 き(戸 主、主婦同伴)報 徳精神を取 り入れ実行項 目を

話合い、農業生産を実行 し生産は大いに増加せ り。
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②主婦の話合いにより自給自足体制を作 る生活改善をなす。

③重点項 目の実践により学校 も村民 も一体 となり施設改善の奉仕等により教育熱 はあがり、

社会教育 は全村学校により村民の教養は高まる。

④村の納税は期日完納 となる。

⑤産業組合は各部落作業場倉庫を村民の奉仕協力に依 り建立 し購買販売事業大いにあがる。

⑥村の診療所を建立医療の充実を計る。

(5)優 れた中心人物

当時の村長 鳥谷儀四郎氏 明治7年9月28日 現在の木次町大字平 田に生れ る。(昭 和25年

4月8日 死亡)

明治22年 平田簡易小学校授業生。明治24年9月 より同36年2月 まで温泉村書記、同37年2月

より38年9月 まで温泉村助役、同年阿用村の櫻井家の手代とな り、大正6年1月 温泉村助役 に

両度迎え られ其の後村長となった 。村長在任中に、経済更生特別助成事業の遂行、学校の増改

築教育施設の充実、村の診療所開設、自力更生運動推進、産業組合事務所、米穀倉庫、種牝牛

舎の建設、畜牛の改良、優良牛の導入等功績多大なり。

(6)体 験か ら考える“村づ くり”

今や農家の若者は流出し余程の環境の良 い者 は残るが殆 どの農家は滅亡となる。

此の際、村や町をあげて農家一体とな り精神作興を計 り、其の体制を作 る事 こそ大切と思 う。

それには農事実行組合のような組織を作 り、教養を高め(も りあが る気運を作 り報徳精神のよ

うな分度推譲の心を養 う)農 家 もできる限 りの 自給 自足の健康食にすれば健康上 も良 く、農家

経済 も地につ いた力強 いものになると思う。 こんな心 になるようにつ とめ ることが急務 と思 う。

(7)村 の歴史をふ りかえって

戦後の物資不足時代は自力更生や自給 自足の心が残 っていて、ある程度安定せ る経済状勢な

りしも、昭和30年 に木次町に合併 し、我が元温泉村は、僻地 となり、当分は厚政であっ たが、

年月が経つにしたがって、次代が変 り多様化 し、町の政治 も中心主義におちい り、我が僻地は

若者 は殆 ど都会に流れ老人の農業とな り折角の田畑は荒れはて昔の面影が失われ、今は僅かに

老人(7、80才)が 報徳精神の心を残 しているにすぎない。

只、昔の農事実行組合の単位は自治会とな り毎月1回 常会を開き隣人の融和をはか っている

が、現今の不況とな り、老人に昔の 自力更生時代の話を聞き、これを参考 として現代風に農業

や生活改善に向いつつあり。
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〔資料〕温泉村 の全村学校(木 次町役場提供)

小学校や青年学校の教育指導 は、学校を取 りまく環境に支配されることが大 きい、ただ学校

内だけの教化では充分でないとの見地か ら、たまたま学校の職員会の議題 とな り、村民の各層

に、学校教育をよく理解 し、協力によることが先決であると呼びかけ、先ず役場 と学校との職

員会議を もつた。当時、村で も経済更生指定村 として村民の更生を呼びかけるときで もあり全

員が賛同 した。村民全体を教化することであるか ら、全村学校と名づけ総理に村長を、学校長

に小 ・青学校長を充て、理事に学校職員 ・村会議員 ・役場職員 ・各種団体長があた り、対象の

生徒は全村民である。全村的指導体系をたてて、教育をおこなうこととなり、早速、学校長伊

藤菊之輔は、村内有力者を歴訪 して了解を もとめ、村で も予算を計上、更生係の岩 日邦義を主

任として、昭和10年 発足 した。村民からも、大 いに期待と賛同を得て見まもられた。当時の記

録か ら

温泉村道場の経営について

「人多 き人の中にも人はな し人 となれ人人となせ人」 という歌があ るが、現在の農村 にはわ

けて 「人」が少ない。 これは明治維新以来物質文明の影響を うけて農村忌避、都会集中の弊の

及ぶ処 と思われ、為に農村を疲弊せ しむることが少な くない。教育はひ っきょう人をつ くるに

ある。近時我国の学校教育は完成の域に達 したと称せ られている。成程草深い片田舎にも輪奥

の美、人 目を驚かす様な堂々たる校舎が建設せ られ、都会を問わず画一的教育は可成普及 して

いる。而 してその教育の結果として農村に人材を喪失せ しめ農村を衰退せ しむ るが如 き現状で

は果た して教育の権威何処にあ りや、現在教育の真面目何処にあ りやと疑 いた くなる。

従来の教育 はあまりに画一的形式的物質的功利的に堕 していたではなかろうか。 もとよ り我

等は現在文化を否定す るものではない。む しろより多くの文化の恩恵に浴せん とす るものであ

るが、なおその上 に日本精神に徹 した農民魂の所有者 「農人」をつ くる事が農村更生上刻下第

一の急務であると信ず る。而 してその人の教育たる、打てば響 く少青年期を以て最適の時期 と

するは論を またない。我等はかかる見地に立 って、将来有為の更生農民を養成すべ く、青年道

場を開設 したのである。 「人」を造る教育の要諦は師弟間の接触を第一義とする。道場訓練は

従来の学校教育 と異なり、師弟 日夜起居を同 じくし共に働 き共に学び以て道を求めるのである。

師弟が赤裸 々の真の姿 に立ちかえって互いに切磋琢磨 し魂 と魂と触れあいみがきあうのである。

「人 となれ人、人となせ人」の行をなすのである。

青年学校 自治団長亀山重利は、次のよ うな宣誓を している。

我等の宿望タル農民道場建設セラレ、 ソノ開場式二際シ、

一、我等ハ此 ノ道場ニヨリ人格 ノ養成二務 メ善良ナル日本国民タランコ トヲ期ス

一、我等ハ此 ノ道場ニョ リ農人魂 ノ鍛練 ヲナ シ農村振興 ノ実 ヲ揚ゲムコ トヲ期ス
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右宣誓件 ノ如 シ

昭和11年3月23日

全村学校の経営方針は、次の四つである。

1更 生教育の徹底を期する上か ら

温泉村 は以前村内に幾多の暗流あり、為に村治及教育其の他に論争絶えず、郡内一の難治村

と称せ られたり。然るに昭和10年 経済更生指定村となるや、全村学校の開設を計画 し、報徳精

神の体験 と全村融合一体 とを目標 とし、物心両面の更生を期 し、部落常会、幹部常会等の開催

によつて、村情一変、成績みるべ きものあ り。更に特別助成村の指定を受 くるに至れ り。然る

に毎月開催せ らるる常会 は場所を異に し、開催日時を異にす るを以て、往 々に して村-一円とし

ての統制を欠 き、不徹底 に陥 るの弊な しとせず。依って更に全村授業を開設 して、 これ等の欠

陥を補い、以て燃ゆるが如 き更生の意気を顕揚すべ く、全村民 に対 し統一ある指導をな し、更

生の実を揚げんとす。

2時 局の認識 を深から しめる上から

国家意識に覚醒め、更 に進んで世界的に呼吸 し、生活する現代人たる現村民に対 し全村学校

の開設により、より深き時局の認識を与えより深 き人生観、社会観、国家観、世界観 を樹立せ

しめんとす。

3各 種団体統制発展の上か ら

我が村の各種団体 は何れ も過去に於て、それ ぞれ表彰を受け し輝か しい業績 と記録 とを持つ

に拘わ らず、甲盛んなる時乙それに伴わず、兎角一伏一起盛衰常ならず。若 しこれ等諸団体が

期を一にして伸展興起せば、村の将来 は真に刮 目に価す るものあ るべ く思惟せ らる。

依 って全村学校の開設により、各種団体の統制活動均斉発展を期 し、全村民を教化 して理想

郷温泉村の建設に違進せんとす。

4塾 的教育によ り人間教育をなそうとする上か ら、

古来我が国は農本立国の国柄なるに拘わ らず、近時農村の不況 と明治維新以来の学校教育の

余弊の及ぶ処農村忌避、都市集中の悪風となり、農村問題は愈々複雑重要化 し、 「農村にも人

材を求めよ」との声を痛切 に耳にす るに至れ り。全村学校はこれ等教育の欠陥を是正 し、 日本

精神に徹 したる農民魂の所有者 「農士」を養成すべ く、温泉村道場を建設 し、これによ りて、

幼年託児所を始め、小学校児童、青年学校生徒、青年団員、軍人会員等の宿泊訓練 を行 う。師

弟宿食を共に し、魂 と魂 と触れ合 う真の生活をなす事によ つて、農道信念の確立を期 し 「人間

たるの行」をな さしめん とす。

全 村 授 業

(1)幼年教育 農繁託児所を春、秋の2回 開所 し、女子青年団員が指導にあたる。
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(2)小学校 ・青年学校 尋5・6年 ・青年学校の団体宿泊訓練を実施する。

(3)青年団 毎月2日 、宿泊訓練

(4)女子青年団 毎月15日 宿泊訓練

(5)軍人会 毎月10日 宿泊訓練

宿泊訓練は、どの団体 とも規律をお もん じている。

1日 の 行 事

A朝 の行事

一、起床 夏4時 半 冬5時 半

一、点呼 洗面 冷水摩擦 室内掃除

一、神社参拝 奉蔵 殿拝礼 大麻礼拝

一、国旗掲揚 国歌斉唱

一、修礼 朝の挨拶

一、ラジオ体操

一、朝の作業(無 言)1時 間

一、朝食 午前7時(対 食の ことば)

一、登校準備、または帰宅 午前7時 半

B夕 の行事

一、作業 午後4時

一、国旗降下国歌斉唱

一、夕食および風呂準備

一、入浴

一、夕食7時(対 食のことば)

C夜 の行事

一、修養

講話、読書、 自習、裁縫、家事等

一、報徳座談会(青 年報徳読本を中心に)

一、静坐朗言甫(反 省感謝)

一、大麻拝礼 二拝二拍一拝

一、修礼 就床の挨拶

祖先父母に対 して一拝

先生な らびに朋友に対 して一拝

戸主、婦人会、老人は、毎年8月20日 より5日 間 団体別に出校 し、同 じ講師、同 じ題で、
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同 じ目的の もとに動作 し、授業の統一的指導が実施された。

昭和12年 の授業例

一、期 日8月21日 よ り5日 間

一、題 目 更生、支那事変について

一、講師 県社会主事補 大森敬夫

玉湯青年学校教諭 岩田 トラ

学識経験者 西村又左衛門

在郷軍人会分会長 田部賢一

青少年団副団長 勝部博道

このほか村内を27の 農事実行組合 にわかち、毎月1回 夜間各戸順番で2時 間半にわたり、報

徳常会を開催 した。出席者は戸主 と婦人の2名 と して、他は家族の任意出席と した。

講師は学校職員、役場職員、村内知名人などがあたった。なかで も学校職員は、毎月2回 以

上講師と して指導を行 った。特に女教員の夜間指導は苦労であった が、村人から喜ばれ、親 し

みは深まり、家族 こぞ って学校教育に心を寄せるようにな つた。

当時の村報である 「更生報」を紹介する。

更生報 第三号

統制部

1、 報徳常会二就テ

○報徳常会ニ一名シカ出席スル事 ノ出来ナ イ事情ノアル家庭ニ シテ各部落更生協議会 ノ議決

ヲ経、温泉村幹部常会二於 テ認定 シタル家庭ニチハ、一名出席 ヲ以テ出席百%ト スル事二

決定 シタ。

○報徳常会ハ毎月僅カノ時間デモ開催サレナイ ト農事実行組合、共進会ノ成績が下 りマスカ

ラ必ズ開イテ下サイ。

○常会 ノ際ナルベ ク電燈料、税金、貯金 ヲ持テ出テ下サイ……(以 下略)

教化部

1、 青年団

青年団二於 テモ村ノ農事実行組合、共進会 ノ様ナモノが行ナ ワレル事ニナ リマシタ…(以 下

略)

2、 女子青年団

女子青年団二於 テモラ ミ-栽 培ソノ他、ホボ青年団 ト同様(以 下略)

産業部

1、 石灰窒素施用 ノ直後ニハ大変毒が出ルカラ流 レ水が苗代ニ カカラヌヨウ
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経済部

産業組合カラ

自立更生経済組合ノ現状 ヲ述ブルナレバ私 ノ組合が経済更生ニツイテ如何ナル考 ヲ以テ居ル

カ、明カニ シテ置カネバナラヌ

(以下略)

このような 「更生報」が、毎月各家庭に配布 された。村の和 と経済更生はいっそうの伸長を

とげた。教育 もこれとともに一だんの光彩を放つにいた り、昭和12年 には婦人会が、同13年 に

は、小 ・青年学校長、伊藤菊之輔が県知事か ら表彰を うけた。

また昭和15年 、皇紀2600年 には特別表彰を受けた。

当時の新聞は、全村学校のことを大大的に報道 している。『山陰新聞(島 根新聞)』『 朝 日

新聞』『毎 日新聞』の各紙は、こぞって、記事を掲載 した。
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Ⅲ.愛 媛 県 大 洲市上 須成(11年 指 定)

ま え が き

(1)

伊予大洲市 は教学の盛んなことで知 られて いるが、中で も、陽明学の創始者中江藤樹が10才

から27才 まで在住 し、祖父の後を継 いで好学の気風を培った話や、藩校明倫党、幕末の古学堂

(国学)が 多 くの人材を輩出していることは有名である。

大洲地方は雨の少ない瀬戸内海と温暖 な宇和海か ら等距離にある内陸盆地で、市の中心部の

富士山(と みす山)を め ぐる肱川は海抜10m内 外のため増水期には満汐の影響で近年まで毎年

のように水害に見舞われていたとい う。

堤外地 には多 く桑が植え られ、古 くか ら養蚕が盛んであ ったが、特に大正年間には十数社の

大 きな製糸工場や小規模工場が軒 を並べていたという。(現 在で も年間15万kgを 処理 している

という。)

(2)

上須戒地区は市の中心部か ら南西部に12㎞ ほど離れた山間地帯で、指定当時の状況 は本文中

にあるが、現在の世帯数は240戸 、人口890人 、農家数213戸 うち専業農家24.4%、 第1種 兼業

農家24.9%、 第2種 兼業農家50.7%で 専業農家割合 は市 ・県よりも高 く、第2種 兼業農家割合

は市 ・県 より30%少 ない。

近年、国営農地開発事業が進め られて54haの 農地造成、広域農道、養豚団地、酪農 ・肉牛

団地および葉 たばこ共同乾燥施設等の生産施設及び道路が漸時整備 され、大洲市では中心部に

次 ぐ主要 な農業地帯となっている。 このため昭和50年 を100と すると60年 には、野菜247、 果実

119、 肉用牛280、 養豚533、 乳牛103、 と伸長 し、米麦、工芸作、養蚕等が減少 したが、粗生産

額 は、132と 伸展 して、29年 に合併 して大洲市 となった10ヶ 町村の中で は、上須戒の農業生産

が首位を占めているという。

平成元年11月に 市農政問題対策協議会が作成 した 「水と自力で育つ むらと農業一21世 紀

を展望 した大洲市農業の確立」の中の将来構想で、「ふれあいのあ る体験農業と明玄の里」及

びモデル農家育成が示 されている。

(3)

上須戒地区の明玄の里い うのは、本文中の主題である明玄農士道場に因んだ命名である。「明

玄」とは 「くらきを明 らかにする」 ことで、つ まり 「世の、人世の諸々の黒 い部分、奥深 くて

はか り知れないところを、つまび らかに し、はっきりさせてい く」とい うことであ る。 「農士」

とは 「先覚者、 リーダーとなる農民」のことで、生きてい く上で、何が正 しいか、何が中道で

あるかを見透す力(眼 力)を そなえた人間、先覚者をっ くることが 「明玄農士道場」であ り、
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青年教育の 目標であ ったという。

この明玄農士道場の建設の鍬入れは農民総 出勤で昭和10年6月10日 であ った。以来、今 日に

至るまで、上須成地区の青年団員は、 この日、 この道場に一泊 して村の将来を語 り合い翌 日は

出石寺の草刈を して解散す る。又、「汝の郷土を開発す る者 は自 らなり」のスローガ ンは、当

時の青年の憲法であ ったが、今も生 き続けているという。(坂 本義博)

1.自 力更生への実践教育の思い出

大洲市新谷田1963-2宮 元数美(明 治40年 生)

(1)校 長梶谷永五郎氏 との出会い

私は昭和7年4月 か ら昭和16年3月 まで、上須戒尋常高等小学校の首席訓導 として赴任 し、

校長梶谷永五郎氏の補佐の立場にあ つた。上須戒村 は、藩政期からの1ヶ 村を続けた孤立 した

小 さい盆地状の農山村で、人情は純朴、当時収入は少な く恐慌にあえいで いた。

梶谷校長 は地元の方で村の教育には心血をそそいで取組まれてお り、当時、村長は酒醸造元

の白石良太郎氏で村政の実権 はむしろ、助役高石栄隆(特 務曹長で実践派)に あった。梶谷 ・

高石のコ ンビに加えて、この村の精神的指導は、真言宗別格本山出石寺住職大僧正神山諦真 ・

権大僧正神山諦鍵(東 大印度哲学科挙、後に大洲市名誉市民になられた方)・ 婦人会長神山 ト

ク(諦 真大僧正夫人)等 の力に負 うところが多かった。

こんな指導陣容が整 った小 さな村の一訓導 と して、私 は同僚の教員と共に只管校長を輔けて

教育分野を一路違遣 した。全教員がこの土地出身の梶谷校長(こ の人は後に合併 した大洲市の

教育長になった徳望と学識を兼備 した人だ つた)を 中心 として協カー致 して日々活力ある生活

を した。

(2)梶 谷校長の教育信念と実践力

上須成村 は他町村か らの通勤が困難で全職員が枝下居住で夫 々の農家 に間借 り して住み こ

んでいたので、村民に接す る時間 も多 く双方の理解が深か った こと、梶谷校長の確固不抜の

信念 と博学であつた こと、それに加えて実践力を もって範を職員に示 した こと等が今想起 さ

れる。

例えば、当時学校で使 う竹箒は店から買 うことなく高等科の生徒に自分で造 らせ、自給 自足

の基本態度 は校長が指示 し、自らも夜学 のとき職員室の板の間で網縄をない、 これで高等科の

女子が早 く登校 して薦 をうつ、これが後述する明玄農士道場の農産物の乾燥用 にな る。フゴ(こ

の地方では"ホ ゴロ"と い う)は 高等科男生の工作の製品-そ れが道場の甘藷掘 りの時期に完

成するよう教育課程を くむ。 これ等 は私の担当する高1～2の 複式学級50～60名 の任務。 こん

な調子で校長 と一体になり挙村一致、自力更生の実践に遭遣 した。学校長の指導力、実践態度、
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熱意に動かされ、幸に若い男女教員が、何 も不平 も云わずよ く協力 して くれた。

昭和初期の恐慌期の経済自立更生の基本は村民の心構え、子供の関心、精神作興にあると校

長 も信 じ、教員 もよ く理解 し協力 して進んだ、確かに身体を使い疲れ もした、けれども不平を

並べたりこれから逃避 しよ うとする者がなかった 。

今考えると梶谷永五郎校長が この土地の人で、 自分の村の実情をみて"汝 の郷土を開発する

者は汝自らな り'と 呼 びかけ不惜身命の実践力と、村の実践家の高石栄隆助役、それに神山大

僧正の支援、これが青年団 ・婦人会 ・壮年団、打 って一丸となりとりくんだところにその真剣

さの源があ る。

明玄農士道場の建設は、前述のスローガンのもとに6町 歩の開墾 ・宿舎 ・講堂その他の建物

も、自らの力によって進め られた。勤労奉仕 それは、代償を求めない、純朴な農山村民の挙村

一致の姿で進められた。

大 きい松の株を掘 り起 こす青年 ・壮年これ に神 山大僧正 も黄の僧衣の腕をまくって、唐鍬で

深 く掘 り起 こされた原始的な作業。その汗の中に"汝 自らの郷土を開発する者は汝 自らな り"

をみつ めて精進 した。

当時の青年団 ・壮年団の幹部は現在老人 クラブの指導者 となっており、当時の指導階級の

人々も多 くは故人 となられている。

明玄農士道場の経営は、道場長に辻正吉氏を迎えた。 この人は鳥取県岩美郡岩美町の出身で

内原の農民道場で、満蒙開拓青少年義勇軍の教育を受けていられた方であ り、赴任早々、この

純朴な山村民に呼びかけられた義勇軍の勧奨 は、当時一般に許容 し難 く、場長の熱心 さと反比

例の現象がみえ、 この点梶谷校長が中間で最 も苦慮を重ね られた。

高石助役 は上海事変に召集になり羅店鎮で名誉の戦死、故高石少尉と して帰還 になり、梶谷

校長は心労が重なり胃を病み、大分県湯 ノ平温泉へ転地療養、やがて退職 となり、村の指導陣

容の変遷をみた。

明玄道場長辻正吉氏 は、 自分の信念に基づ き自 ら満蒙開拓義勇軍の隊長として満蒙に渡り、

戦争下明玄道場は上須成青年学校 として河村純一校長の経営、越えて終戦 となり、新学制によ

り上須戒中学校となり、中学校長は後に大洲北中学校に統合 した。

明玄農士道場跡 は、大洲市少年の家とな り、この丘 に「汝の郷土を開発す る者 は汝 自らなり」

と、この地の由来を記 した記念碑が建て られ、いまなお、大洲市青少年の体験学習の場 として

年間数千人に、当時か らの自活実習の心を脈 々と伝えている。

(昭和57年3月 記)
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2.鍬 鎌 も田畑も捨てて村人にただひとす じに仕えまつらん

大洲市上須戒打越 村越行久(明 治35年 生)

{1)特 別助成指定の受けとめ方

私の村 は、四方山にかこまれ東北か ら南西への1本 の車道が唯一の交通機関であ り、一方里

の山村の中に12の 部落が点在 し、約300戸 の農民が棚田、山畑を耕作 し、貧乏な生活 に耐えて

生活 して居ま した。

村の公共物 は高等小学校のみで、村の中央にあ り、遠い所か らは往復2里 の山路を毎 日通学

して居 りました。

村 には産業組合 はあ って も名前のみで発展せず、事務所 も施設 も何一つありませんで した。

その時、農村更生指定村に指定 を受 ければ沢山の補助が受け られ、待望 して居る公共物が常置

され ると云 うので、村民一同福の神の来光と受けとめました。

村中央 に向かって道路改良工事、農業倉庫が出来精米所が完成。青年の道場人材養成所が建

ち、立派 な講堂 も出来て村民の集会所ともなりました。現在は県立 自然の家となり年間約1万

人の県下の生徒が利用 して居 る。

(2)当 時の私の立ち場 とその後

その当時は、30代 の1農 家戸主で6人 の家族を扶養する責任者であった 。

終戦後、農業会が解散 し、農業協同組合が出現す るが前時代の指導者が総退陣 し、私は、戦

後派の農協組合長 となる。 その時村の区長会の席上で当時の心境を左の歌に託 して詠んだ事を

覚えて居 る。

鍬鎌 も田畑 も捨てて村人に

ただひとす じに仕えまつ らん

1年 と思 って出た農協へ5年 勤務 した。

公職追放令がとけると急いで退陣 し先輩後進の方に道を開 き爾後30年 専心家業に専念す。

(3)当 時の村の状態

当時は、米 ・麦 ・桑を栽培 し、 自家用の残余の米麦を販売 し、養蚕を夏仕事 となし、冬は櫟

材で8年 を1周 期 とす る榛木炭を生産販売する。 これが大多数の村民の農業経営の姿であった 。

秋から冬には炭材を切 る者、木炭を製造する者、木炭加工する者、炭俵を作 る者、縄をなう

者、冬期雪の中で家内で婦女子迄それぞれに仕事があ り、小遣銭に不自由はしなか ったと思 う。

{4)農 村更生計画の主な事業

吾村 は、急坂な山村で交通が不便のため村の中央 に通 じる道路改善に重点をお き13あ る部落

から自動車の通れる道路の開通 をはか り完通に努めた。

婦 人会活動 による生活改善、青少年育成の為に教養道場を建て、「汝の郷土を開発する者は
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汝自ら也」の標語を道場にかかげて、村民一般の心のより処とした。

農協森林組合の育成に努め村民経済の裕福につとめた。各部落に農事実行組合を作 り毎月常

会を開き村常会 も欠ける事なく現在に至る。

現在大洲市に合併されて居るけれど も吾地区には1人 の税金の滞納者を出さず。

(6)優 れた中心人物

更生指定村の事業の中心人物は須戒村の当時の助役高石栄隆氏(陸 軍少尉、支那事変に出征

され上海にて戦死さる)

当時の上須戒小学校長梶谷永五郎先生、上須成 に現住89才 、精神方面を担当され退職後村の

教育長合併後の大洲市の教育長を歴任 さる。

「汝の郷土の開発は汝自な り」の作話者なり。

高石助役を失いたる後、村長の死、短期間に4人 の村長が交替 して5人 目の村長に丸本正見

氏が出馬 され漸 く光明を取 り返せ り。

村長丸本正見氏(現 住地大洲市上須成)は2期 在任され大洲市に合併されるや総務課長、助

役を歴任され現在村に在住 される。

昔の村民の経済状況等は、現在大洲市農協組合長、県農協共済連専務上川好邦氏に御照会下

さい。現在地 は上須戒松久保

(6)こ の体験からみて村づ くりのあり方は

村民が何を一番求めて居 るかと云 う事を把握することだと思 う。

何ごとに も中心人物が必要である。その人物が誠心誠意誠実な人である事だ と思 う。

精神のこもった 仕事のあ とには美 しい花が咲 き実を結ぶ と思 う。

その人物のない処に金を注ぎ込んで も何時 まで も末広の花は咲かない。

(7)村 の歴史をふ りかえ って

私の部落(打 越)の50年 の歩みについて老いの思い出を申 し上げます。明治大正 と何等取 り

上げて申 し上げる様な事 もな く、標高400mの 山の上の台地に20戸 内外の農民が住み付いたの

は約300年 前の様です。それ以前 にも人は居た様 ですが お墓に残 る死亡年月 日を見ると部落を

形成 したのは300年 前位 と推定されます。

吾上須戒の部落の数は50年 前 も現在 も同 じ12で ある。

道路は指定を受けた当時、部落に通 じる車道は1mも なかった 。本村中央部へ行 くに も生活

用品を購入す るに も大洲市街地(約12km)に 行 くには1日1回 往復。本村(約2.6km)へ は1

日2～3回 荷物を持 って往復 した。その道は急坂で牛で も苦労 した昔なが らの うさぎ道 と云 っ

て道 と名付ける様なものではなか った。その山道を小学校8年 を歩 き通 した。

それが、更生指定村となり、部落か ら中央の役場、学校、組合のある地区へ通ずる昔の道に
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大改修を加え、改修道が出来た。而 しその道 と云えども車道ではなか つたが昔とは比較になら

ないよい山道であった。戦時中からの中央集荷、全部の農産物 もあの道路を利用 して部落農民

は助か った。

50年 た った今 日は各戸に車が自由に出入 し各戸に1人 以上の免許保持者がいる。各戸に自家

用車があ り、バスも朝夕の学生の通学者のみの現状 となる。それには、 こんな経過がある。

「汝の郷土を開発す る者は汝自ら也」吾が住む場所は自分でよくしなければと心に銘 じて居

る私達 は、毎月13日 を定例 日として集会所に集 まり 「矯農会」を作 って自らの修養に努め標高

400mの 山の上 に車道を作 る事に決心 した。その方法 は林道によって国家の補助を受けると云

う事にな り、部落出身の山本末広氏 は森林組合長の立場で道路工事に着工 した。

道路 は出来つつ ある。工費の負担方法は未定のまま約8割 方工事は進行した。当時の道路委

員長の村会議長田丸好隆氏は一人心をいためて居た。山本森林組合長から100万 円程 は寄附 し

て頂いたが残額 は多額である。毎度集会所に集合 して甲案乙案 と議論百出よい案 は出て も決定

す る事がない。夜12時 が来 ると翌日の仕事に差 し支え ると云 って解散を し、 このように して5

日間協議 したがなかなかまとまらない。5日 目の晩に今夜 もお流れかと思 った時、私は一人小

便にた つた。 その時初めて次の決議案の骨子が心に浮かんだ。

「私の部落には神社名義の山林が3ケ 所あ る。毎年1日 か2日 無料出役 して山林の手入を し

て来た。 この山林の立木を抵当に して借入金をする。30年 後には全部売却 して返金する」とい

う案でやつと決定 した。

その当時の契約書を転載する。

契約書

一、金弐百五拾五万円也(米 二百五十五石)

打越林道工事費

一、出資方法は昭和参拾参年十一月 より昭和四拾六年拾月迄各自出資額の八分四厘を毎月分資

する

返済方法

返済方法は三島神社の境内を除 く外字マツガモ ト字向 ヒノヂ字フル トノ以上三ケ所の部落管

理地の立木を向う三十ケ年間適宜売却 し出資額に応 じ之を返済する。若 し出資額を超過す る場

合は利息 として出資額 に雁 じ之を分配する。出資額に満たざる時は寄附とす る。

組合員 は毎年二 日間山林の手入をなす。

昭和参拾参年十月二十二 日満場一致決議す。

一金五十万 円也 山本末広

一金三十万円也 村越紋市
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一金十五万 円也 村越行久 稲 田辰夫 水本浪上 上岡義雄 増井利博 米沢源市 田丸好

隆

一金拾万 円也 増田長江 増岡孝教 小西正雄

一金七万 円也 田丸 章 増田綾樹 田丸京徳 桧田松根

一金五万也 高岡 満

一金三万円也 田丸 栄

一金壱万円也 吉岡竹夫 藤田義一 藤岡正義 吉岡輝見

右宣誓す る

西暦一九五八年拾月弐拾九 日 以上

22戸 が20戸 に減 って居る山本森林組合長 も田丸道路委員長 も故人にな られた。林道で開道 し

た道 も現在7m2車 線の広域農道 と変わ って、自動車のない家は1戸 しかない。米、椎茸、煙

草之が主産物で農業以外の人は1人 で出稼人 も1戸 であ る。

農協事業の発展によって、資材の入手 も生産物の販売 も何 もか も任せきりで昔の様に頭を使

う必要がな くなりつつある。

現在は麦飯を食べ る家は1戸 もな く食生活 も豊かである。

ただ嫁不足はあるが今に解消す ると思う。求めよさらば与え られん真に求めねばならん。私

の部落は400mの 山の上である。冬は寒 く、よ く雪がつ もる。20戸 の戸数 も昔と同 じ数だが、

現在80才 以上の老人が7人 いて村一番の長寿部落であり、最後に今一度 「汝の郷土を開発す る

者は汝 も自ら也」 合掌(昭 和57-3.2記)

3.汝 の郷土を開発する者は汝自らな り

大洲市上須戒甲1504梶 谷永五郎(明27年 ～昭和60年)

(1)農 村経済 自立更生計画 をどの様 に受止めたか

イ.受 止め方

農村の経済恐慌 は日本経済恐慌の荒

波に押流されたのではあるが、当村と

しては、山村だから農家の現金収入の

不足、農村の人的 資源の 不足 とによ

る。

特 に当村 は四面山脈で、標高500m

～250mの 峠の山道 を、牛馬か人の背

で物資をはこばねばならぬ。その頃中
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央を流れて いる湊川に沿うて幅3mの 郡道が開かれたが-村 境の断崖は10m程 の岩壁を切開い

て-郡 制廃止後は道 も荒れて自転車 もよう通 らぬ陸の孤島と冷笑されていた。

このように、交通不便 ・経済的に貧 しく、文化 に無関心(大 正2年 以来14年 間、中等教育を

受けた人は一人 もいない)と い う村を温かい ・住みよい ・経済的にも少 しはゆとりのある ・文

化的に も関心ある村に更生 さすには、人作 りか ら始めねばならぬと考えた。そこで 「汝の郷土

を開発する者は汝自らなり」という標語を作 り、自分 も実行 し、生徒にも実行さそうと考えた。

ロ.取 組み方

今迄 も、農業補習学校はあ って夜間ではあるが地についた教育は したが徹底せぬ。その時、

小学校に猪原正雄(28才)と 言 う農業専科の教論が居て、宿泊訓育(道 場教育)が 良いと主唱

し、私 も大賛成、県も推奨 して くれた。丁度その頃、高石栄隆(予 備陸軍少尉、明31年 生)氏

が村の助役 に就任 した。氏は火の玉の様な愛国心の持主で曰 く 「この山村で昭和の今 日に、林

道の一本 もないとは明治以来の理事者怠慢であ ると憤慨 し、直 ちに林道に取組む様 な人物で

あった。又村に護国寺 と言 う寺があって、前出石寺住職神山諦真(明 治元年生)と 云う大僧正

が居 られたので高石と梶谷とが 「道場教育を行うて、人物養成を したい」と相談 した ら大賛成

をせ られ 「家内にも手伝わすか ら」と引受 けられた。大僧正夫人は-婦 人会長兼女子補習学校

助教論-で あった。

ハ.役 割分担

○土地や施設 は高石助役が村会に諮 って工面す る。役場吏員の協力 も願 う。

○学校側は運営と青年の訓育、生徒の指導に当たる。何れ抜群の道場長を迎える。

○場所 は折尾の久保野台地の民有地を交渉 し 「明玄農士道場」 と命名する。

○財政窮乏の時であるから、道場の経営は自給 自足 を原則とす る。

○実施迄には、県学務課、学術経験者、村会議員、地主代表、村理事者、学校側代表を交え

た大協議会 をす る。

二.実 施要領

① 昭和10年4月 か ら補習学校は青年訓練所 と改正 され、義務制とな り、軍事訓練をせねば

な らな くなったか ら、所定の教練終了後、青年 は開墾に当たり、施設が出来たら宿泊 もす

る。6月10日 、敷地6町 歩の林地の鍬入式、開墾開始。

開墾 は、我々の祖先が現在の田畑を作 って下 さった苦労を、追体験す る事になるので、

絶大なる報恩感謝の精神の酒養 となり、道場 は実に敬度なる修養道場 とな ったのである。

② 宿泊所並に、講堂。宿舎の用材は、村有林の間伐材を無償払下げを受け、運搬は青年、

消防員等が担 って呉れた。

月に一回は婦人会員、壮年団員 も奉仕 した。瓦等は小学生が道路か ら台地迄(約200m)
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を一列に並んで、手操 り運搬 して くれた。

③ 明玄道場は、修養道場であると同時に自立更生の修練場、 自給自足の原則に立 って居る

ので、小学生 もこれを見習い、道場用の錘は宮元教頭が、錘織機を借りて雨天の時或 いは

余暇に織 らし、縄は校長が夜間になうた。番(も っこ)類 は宮元教頭が作った。

○婦人会は毎月の奉仕の外、宿泊用布団50枚 を寄付 し、青年団は基金を寄附した。

○矯風会(会 長宝蔵寺住職久保龍海)は 金100円 を寄贈 し井戸を作って下 さった。 この矯風

会 は明治の終 り頃か ら久保龍海和尚が、村会議員を中心に した村の有志を集め月に一度会 を開

き、村の問題等を話 し合 う会を作 っておられた。会合の時集まった ものは一銭づつ 拠出し積立

を していた。

○明玄道場の設立は、村民の民心作興の原動力となった。

ホ.結 果

愛媛県経済更生主任技師後藤善規氏はこの風聞を聞き、密かに内偵に来村 し、実情を目撃 し

て大いに感動 し、経済 自立更生特別助成村に指定 されたのである。

計画書は役場に残って居 ると思 うが、町村合併 し、大洲市になったか ら、判 りにくいか もし

れぬ。

(2)当 時の役割や立場

イ 立場

上須戒尋常高等小学校長、兼上須戒農業補習学校長、兼上須戒青年訓練所長

ロ 役割

○上須戒経済自立更生計画参画者の一人

○明玄農士道場設立者の一委員兼経営者

○標語、 「汝の郷土を開発す る者は汝自らな り」の作者で実行者の一人。

ハ 其の後の略歴

上須戒村長(1年)戦 時中、愛媛県農業会主事、喜多郡支部総務課長勤務、大洲市教育長。

(3)当 時の上須戒村の農業及び農家の状態

イ 土地面積1平 方里余、戸数300戸 、人口1500人 、田120町 歩、一毛田、反収米5俵 、畑130

町歩、5割 半一桑、4割 半-裸 麦、藷其の他。山林400町 歩(実 際は1200町 歩)、5割(榛 林)

2割(松 林)2割(松 檜)残 り雑木

ロ 農家の状態

農民は純朴だが貧 しく交通不便で且つ文化の度低 く、大正末期養蚕の盛んな時代、及び木炭

業の盛な間は梢裕福だった。米は上質だ ったが、売 って肥料収入の源泉であっ た。常食は丸麦

一升に米2合 半位。
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(4)指 定後の農林業振興

イ 製炭業の興隆(郡 内第2位)

ロ 生活改善は実に素晴 らしい。

○時間励行、高石助役は軍隊生活経験者だか ら徹底的

○農民の3度 食(昔 は4度 食だ ったが。)

○女子のモンペ服の普及

○冠婚葬祭の簡素化、見舞戻 しの廃止

ハ 教育の振興、産業組合の発展

二 農事実行組合の活動活発化

○田丸好隆は稲の(早 期栽培)移 植栽培法を案出 し平均3～4割 増(中 、四国、近畿稲藷増

産大会 に発表)

○村越行久は15年 間の記帳生活の結論から、 「米100俵 代を稼 ぎ出せば農家生活完全」案を

作 り、米の増収法(7割 ～倍増)を 奨励 した。(瑞 穂式)

(6)優 れた中心人物とその活動

イ.神 山諦眞大僧正(明 元年生)、 村の最高顧間者、後高野山龍光院主、高野山真言宗管長に

内定中に病遷化。

ロ.故 神山 トク(明12年 生)婦 人会長、女子補習学校助教論(諦 眞大僧正御内室)・ 作法は小

笠原流 ・茶道は裏千家 ・花道は遠州流師範盛花 ・和裁絞染の達人。

ハ .故 神山諦鍵(明 治22年 生)一 東京帝大卒、出石寺住職、愛媛県仏教会長、愛媛県文化章受

賞者、道場教育指導者。

二.故 白石良太郎(明11年 生)村 長。富豪、経済的援助者。

ホ.故 猪原政雄(藤 井と改姓、明40年 生)道 場最初の開拓者。

へ.故 高石栄隆(明 治22年 生)当 時助役。予備陸軍少尉支那事変で昭和12年 応召。上海で戦死。

① 就任すると日く、「昭和の今日(昭 和9年)こ の山村で、 まだ林道の一本 もないとは、

明治以来今日迄の理事者の怠慢である」と慨嘆 し、林道6本 を計画 した。7本 目は、隣村

八幡市 目土(村)に 通ず る幹線で標高600mの 山脈を越えねばな らぬ。 「測量は村費で し

て置 く。工事は壮年団員で、節句、祭日、盆等 に奉仕 し何年懸か って もやる。

② 明玄道場を開設 して人物 を養成する。住民は自家経営には働 くが、公共協同心に乏 しい

か ら村の発展がないのだ。道場の経営は独立採算制を本旨とす る。

③ 産業組合の発展を計 る。

・米穀倉庫を建て、木炭倉庫を作 る。村の現金収入源は米 と木炭であった故。

④ 自分の公務出張旅費は、道場の備品購入に寄付する。
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⑤ 毎日退庁後は道場へ立寄 って、開墾を手伝い、建物の進捗を見る。里人日 く 「鳥の鳴か

ぬ日はあ って も助役が道場へ来ぬ日はな い」 と。

この更生の熱意に高野山龍光院長老(当 時上須戒に滞在中)神 山諦眞大僧正が感激 して、応

援せ られ、夫人神山 トク(婦 人会長)夫 人を働か されたのであった。(之 は3月 に報告済)

ト.明 玄海道場長辻 正吉大先生(明40生)鳥 取県岩見町産、岡山農高卒、茨城農民道場加藤

完治先生高弟。昭和11年 着任。性直裁剛毅識見卓抜、説得力強。

○活動(日 課概ね左記の通 り)

満洲移民強調。御絞(厳 寒降雪中 も眞裸にな り流川中で卒先 して襖をす る。)

○家畜の世話

○講義

○開墾 ・栽植

○経過、余 りにお偉過 ざるのと満洲移民を強調せ られ るし、村民は経済更生の後継者を切望

す ることでずれを生 じだ した。遂に意を決 っし満洲移民団長と して渡満せ られた。

チ 明玄道場長 河村純一先生

県立農学校卒、教論 明玄道場長兼青年学校長。

① 性温雅、抱擁力強 く技術に秀で他の教論 をまとめ、道場精神を克く説き青年を養成 した。

② 戦争苛烈となり、青年が殆 ど招集 されてか らは、県が引取 り県民修練所 とな り全県下の青

年訓練所 となる。

③ 終戦後県は憩の家 と改称 し、旧県吏員の訓練所と した。

④ 新制中学校設置の時、河村場長退職 し明玄道場の名称な くなる(禁 ぜられた)。 現在は、

施設がそのまま、 「少年 自然の家」となって県内各学校の児童が利用 して いる。年間8000人

以上で県内最高)
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リ.宮 元数美(明40年 生)小 学校教頭、最大の小学校生徒の指導者であ り又青年の指導者。

ヌ.上 田惣太郎(明26年 生)当 時の収入役。

ル.水 沼満規(明37年 生)高 石助役応召戦死後、助役と して全部処理 した功労者。

ヲ.村 越行久(明35年 生)壮 年団幹事で最大の道場教育応援者、産業組合長 も務め米の増産技

術(早 植)の 指導者で新愛媛賞受賞者。

ワ.成 岡康男(明34年 生)消 防団長時代 は用材運搬、産業組合長時代は道場援助。

(6)明 玄道場の教育内容、運営状況

イ 設立の趣 旨は第一の報告で述べた通 りであるか ら、なる可 く独立採算制を本領 とし、村民

の耕地を取上げぬ為に広い林地を購入 し開墾か ら始める。(施 設が出来 る迄はやむを得ない)

ロ 信条

①開発の精神 ②不退転の根性 ③自立経営精神 ④和親協力 と技術の練磨 ⑤報恩 と奉仕

の精神 ⑥方法、右の信条を崩さぬ限 り、場長の経営に一任 し、村民は出来るだけ協力す る。

(7)明 玄道場出身青年の戦後の農業振興 に果た した役割

○道場出身者で有望視 されていた10余 名の青年が生還 していられた ら遺族と しては勿論、村

にとって も、幸いこの上な く、村の面目は更に一新 しているだろ うと全村民が申 して居る。そ

れで も、道場精神だけは今 も脈々と続いて いる。その一端を述べ ます。(団 体の部は村越行久

氏が記述なさるで しょう)

イ.上 田喜重(大10年 生)旧 制中学校卒ですが、辻道場長の説を受入れ、満洲移民団に加わり、

現地召集 されたが幸いに生還 し、帰還すると、タバ コ耕作権を村 に取入れ、自ら組合長となり、

今 日に至 るまで30余 年間引続き、年間一億数千万円に達 している。又大洲市の農業委員会長と

して現在に及び、市会議員 もつとめた。

ロ.上 川好邦

上須戒で農協組合長を努め盛に勉強 し大洲市が誕生す るや、全市内の農協を統合 して、大型

農協を作 り、現在では十指の内に数え られ るモデル農協 に迄発展せ しめ、その経営手腕が高 く

評価せ られて、各府県か ら講師 として招鴨を受け、行 っていないのは3県 だけの由。全農は新

採用者を、京都の養成所 も毎年大洲農協へ実習によ こす。中国、韓国か らも視察団が訪れてい

る。

ハ 当川盛江

帰還後酪農組合の技術員と して活躍 し一面消防団長 として村の治安に努めた功により、瑞宝

章を も授 けられた。

二 田丸 章

篤農家 田丸金沢翁の子で当然ではあるが農事に精励 し、帰還後一面民生委員として努め、現
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在 は大洲市の幹部 となっている。

(3)明 玄道場教育の結論

農村経済更生指定の人づ くりの目途のために、明玄道場を開いたので したが外の事業も完成

す るし、(始 めは反対攻撃 した人も一部あ りましたが)そ の開発精神、根性、共同奉仕、技術

の探究、感恩等の明玄精神 は、幸に も全村民に浸透継続せ られまして、かつて、参議院議員堀

本宜実先生(当 時大蔵政務次官で した)は『 愛媛県に上須成のあ る事を知 らぬ者はあ るが、明

玄道場の名を知らぬ者 はない』と申されました。

イ 実情

① 更生指定当時は林道の一本 もなかったの で したが、現在は261戸 の農家の内、庭先迄、

自動車の行かぬ家 はありません。

② 電話 も261戸 に対し280個 です。隠居や作業場へ引いているのです。

③ 経営方式 も変わ りました。戦後何処で もではあ りま しょうが。酪農組合に、タバ コ耕作

組合、組合長上田喜重。果樹栽培組合、組合長高橋正行。椎茸栽培組合、組合長村越忠雄。養

豚部、宮尾栄男。牧場経営(牡 積肥育)上 田安範外

④ 当時から引続 き活動 された農家の住所氏名

○長田義徳(上 須成東峯)○ 高内寅夫(河 春)

○本川 隆(初 屋)○ 田丸 章(打 越)

○成岡康男(西 峯)

ロ 大州市は、10力 町村が合併 して作 った農村都市で、9力 村の中で、一番貧弱であ ったので

したが、昭和53年 以来、農家1戸 当 り平均収入が第1位 にな りま した。之は、経済更生→に人

作 り(道 場)に 力を入れたお陰ではあるまいか、と申 して います。道場の名は消 されて も、精

神は受継 こうではないか、 という有志が(上 田喜重、川上好邦、高橋正行、上田安範(市 議)

村越忠雄)等20数 名が 「明玄を懐か しむ会」を作って年一回集 まって会談 し、今年(57)で 満

10年続いて います。

(9)「 村づ くり」のあり方について

イ 愛郷心 と協力性 と持久性の精神のある人物をえ らび出す こと。

ロ 産物の見通 しをつけて指導す ること。

ハ 指導者普及員は其の事に精通 していると同時に転任 もやむを得ないので、後継者を作 っ

ておかねば村づ くり、人づ くりは絶対に出来ぬ。(終)

(附)現 在に生きる明玄精神

更生指定当時には児童だった川上好邦 と云 う努力家が25才で村議に30才 で大洲市議 に当選 し、
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3期 つ とめてか ら、上須成農協組合長にな り、大洲市内12の 農協を統合 して、大型農協に仕上

げ、近年、愛媛県共済農協連合会専務に取立てられ、その手腕を認められて、全農の講師とな

り所信を述べさせて貰 っていて一昨年は欧米各国を視察 して帰 りま したが、今年(1982)の 年

頭の挨拶の一頁を切取 って送 らしてもらいます。そした ら、私が血を吐 く思いで作 りま した標

語で、 「汝 の郷土を開発す る者は汝 自らな り」と云 う言葉が、50年 経 った今 も生 きて いること

を、ご了解頂けると思います。(尚 この語碑はか って道場だ った入 口に、村人が建てて呉れて

おります)

年 頭 の ご あ い さつ

大 州 市 農 協 協 同 組 合 組 合 長 理 事 川 上 好 邦

汝 の郷 土 を 開 発 す る 者 は 汝 自 ら な り

「明け ま しておめで とう」 と胸を張 って、大 きな声 であい さつで きるよ うな 「農 業の時代」を、一 日 も

早 く迎え たい ものです。

今 日の 日本農業の最大 の課題は何かと言え ば、それは暗 い トンネルの 中か ら明 るい出 口を どこに求 める

かで しょ う。(中 略)

今年の 農協の最大 の課題 は、 この試練 に耐え うる足腰の強 い農業へ体質を どう改善 し、農家の所得を積

極的 にど う伸 ばすか、 また厳 しくなる組 合員の生活 を皆 さん と農協が-つ になって どう防御す るかが大 き

な課題 と考えて おります。

この課 題の解決を真剣 に考 え るとき思 いだすのが 、私を育 てて くれた恩 師の教訓 です。「汝 の郷土を開

発す る者 は、汝 自 らな り」 それは地域人 と して郷土愛 に燃え、理想郷をつ くるのは他人で はない、汝 自 ら

だ と教え られま した。 まさにその通 りで、 この精神 な くして農業 も農村の発展 も断 じてない と信 じてお り

ます。

また、 「農協 は物 を作 る前 に人をつ くり、物 を売 る前 に心 を売れ」 と教え られ ま した。 いまのよ うに、

試練の中 で真剣 に取 り組めば取 り組むほど、恩師の教訓が身 にしみ ます。

農協の 二つの課題解決の ために も、今年は この教訓を いか し、試練に耐え うる足腰の強い強 じんな営農

への体質 を積極的に改善す る所存です。(後 略)
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Ⅳ宮崎県西臼杵郡高千穂町(昭 和11年 指定)

1.中 堅青年で農業経営改善研究会を結成

高千穂町三田井中川登 佐藤今朝義(明 治41年生)

農村経済 自力更生計画特別助成町の指定を受 けた当時、私は若輩であり、1地 区の農事実行

組合員にす ぎませんので、詳 しい事はわか りません。只貧 しい農村の状態に何とか しなければ

と青年同志で考え論議 していた頃で、 この事業 には率先参加致 しました。

当時は農事実行組合の役員は老年者が多かったので、青年が主体になって若返 りをはかり、

之が成功 して、私共青年が役員になっ て毎夜集会 して協議活動 したように記憶 しております。

物心両面で進められたようで、町では各農事実行組合か ら1名 の中堅青年で 「農業経営改善研

究会」をつ くり、事業推進の中核と し、各組合 も又青年のグループをつ くって、精神面からの

錬成を行ないました。そこで事業の中に修養道場 をと要望があ ったが経済更生事業 としては認

め られず、農作物の集荷と共同作業場を兼ねた建物が主要地区へ10ヶ 所位出来 ました。

実際活動 として は堆肥の大増産運動をやり、その為 に畜産(和 牛)の 改良増殖となり現在 も

盛んです。ひいて は稲麦の増産 となり、当時あまりなかつた野菜の栽培が盛んになって、都市

市場に出荷す る程にな つたなど相当に成果があが りま した。

私は当時農事実行組合副組合長、農業経営改善研究会会長に推されていました。 この会は終

戦後 まで残 り農業協同組合発足の際 も中心的役 割を果た しました。現在 は戦争で亡 くなった

方 々其後故人となつた人が多 く今は数名残るばか りです。

当時 この事業の立案計画者であった 人 と、とて も熱心な指導推進者であった人が元気でお ら

れます。

(1)藤 原明氏(住 所 高千穂町三田井上原)当 時町役場勧業主任

少 し体が弱っていられるようですが記憶 は しっか りしていると思 います。

(2)守 永熊次郎氏(住 所 宮崎県西都市鹿野田筑後〒888-04)

当時の技術指導員で昭和3年 か ら昭和13年4月 まで10年 間勤務、退職後45年 程になりますが、

今 も町内農民か らわすれ られない人です。当時の中核青年 と退職の際「一心会」という会を もっ

て、現在 も会合を行 っております。是非右の二方 に御尋ね頂ければ幸せ と思います。
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2.中 心人物の受けとめ方 と活動

西都市大字鹿野 田3309番 地1守 永熊次郎(明 治37年 生)

(1)当 時の私の立場

私 は昭和3年 県の推せんを受け、宮崎県西臼杵郡高千穂町農会技

手に任命 されたのであります。昭和初期の農村 は豊作に恵まれ生産

量は大幅 に上昇 しているが、昭和5年(1930年)世 界経済恐慌の余

波を受 け、米価をはじめ農産物価格 は低落 し、農産物価格と購入物

資価格の差 は非常 に大 きく、農家経済は極度に疲弊 していたのであ

ります。

当時の私の役割は、高千穂町農会技手。高千穂町書記。高千穂町

煙草耕作組合書記。

保護責任高千穂信用販責購買利用組合技術員嘱託。高千穂町社会教育委員。宮崎県農産物検査

所高千穂町派出所検査員嘱託。

以上の如 く職務か らして生産指導及検査は勿論のこと経済更生全般につ いて指導の任に当る

立場にありました。

(2)経 済更生計画指導の受けとめ方

昭和8年 高千穂町が経済更生計画樹立の指定 を受けた当時米一石当 り(150kg)21円50銭(昭

和2年33.85円 、同4年25円 、5年20円 、6年18円 、7年17円50銭 、9年24円 であった)町 の

農家1戸 当りの負債額 は950円 であった。指導の立場にあ った私は この窮状に責任の重大なる

を感 じ、町の経済更生計画を早 目に樹立 して主 旨の徹底を計 ることが緊要な るを案 じ、左記

5ヶ 条の指導理念を考えて之を実行にうつ したのであ ります。

イ.指 導者 は至誠努力の精神で遭逢 しなければならない。

ロ.指 導者 は何事によらず研究的に物事を考え或 は之を解決 し、常に研究心に富み農村指導に

当 らなければならない。

ハ.各 戸農家指導に当りては常に服装は質素に して軽装に身を固め、親切丁寧に指導 し、団体

に対 して指導する場合 は 「断 じて行 なえば鬼神 も避 く」の精神で指導に当た らなければな らな

い。

二.指 導者 は急所をつかみ指導す る事が欠けてはな らない。

ホ.指 導者は熟慮果断実行力がなければな らない。

と一大奮起 し、本町の食糧 自給を根幹と して各種の方面の改善改革を企画 し、異風作興思想の

善導に意を注 ぐことが本町緊急の重大要務なるに着目。昼夜の別な く各部落各農家に二宮尊徳

先生の信念を取 り入れ、農民が自力により困窮せ る農村の非常時を回復せ しむべ く、講話や実
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地指導に東奔西走 して、一般民心の自発的更生気分の喚起に努めたのであります。

(3)更 生計画の実践活動

イ.昭 和6年2月22日 に保護責任高千穂信用販貢購買利用組合技術員に嘱託せ られたので、同

組合と農会の連絡萬般に亘 り気脈を益々緊密な らしむるの重要なるを案 じ、肥料の共同購入、

玄米、小麦、菜種等の共同販責の拡充を図 り、其の実績見るべきもの少なからず。

ロ.昭 和8年 経済更生計画樹立町の指定を受け るや私は常に服装 も質素な地下足袋巻脚絆姿で

巡回 し、次のような事項の徹底を期 したのであ ります。

①.誓 約申合せによる朝起 きの板木打ちの励行及び朝仕事の状況を調査 し、夜は夜業等の状

況調査に単独 出張 し、実行不徹底 と見るや直ちに指導督励をな し善処せ しめた る結果、実に見

るべ きものあ り。

②.各 部落より有望青年一人つつ計30名 を集めて 「中堅青壮年農業経営研究会」を組織、米

麦一本よ り脱却すべ く茶園栽培に着目、黒仁田部落に指導園を設置、忽ち二町歩余に普及 し、

山茶の開発に も着手。 さらに農家の現金収入と食生活改善を目途に菜種栽培、そ菜栽培等を も

指導奨励せ り。現在の 「高千穂 白菜」の嗜矢である。

ハ.冠 婚葬祭の改善につ いては、旧来の随習を破 り、改善すべき面は緊急改善を促す とともに

方法を策 して、各部落 に菜種小麦の共同耕作をなさしめ、其の販責金によって共同使用紋服の

調製、或いは処女会嫁入貯金を奨励 し、婚礼費の節約に努め共同結婚紋服 を各部落(15部 落)

に設置 し、私の在職 中(昭 和13年3月31日 まで)に200余 名の共同使用婚礼紋服着用花嫁を出

し1名 の離婚者を も出さざる好結果を収めた。

①.こ れに対 し、昭和10年5月1日 には大日本農会総裁大勲位功4級 守正王殿下より 「農事

改良の奨励及実行功績顕著」なるを以て名誉賞状を受 く、同日宮殿下邸に於て茶を召させ らる。

②.昭 和11年3月28日 には帝国農会より経済更生計画中自立化優良事例 として高千穂町が表

彰を受 くるにいたる。

③.昭 和11年10月 社団法人農村更生協会理事長石黒忠篤氏並に財団法人富民協会理事長岡実

氏より 「農村更生に寄与せる功労顕著」な るを以て記念品を贈呈せ られ表彰状を受 く。

④.昭 和13年3月31日 高千穂町農会を退職す るに当 り、高千穂町より 「多年に亘 り産業指導

並 に経済更生指導に精励 し其の功績顕著」なるを以て銀盃一組を贈呈せられ感謝状を受 くるに

至れ り。

(昭和57年3月 記)

注 以上のことは昭和12年3月13日 の宮崎新聞に「更生の功労者"青年尊徳"を 表彰 ・守永氏に県で伝達式」

と3段 見出しで詳細に報ぜられ 「実践窮行の士である」と讃えている。
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(4)当 時の高千穂町の農業及び農家の概況(昭 和10年 度)

資料提供、高千穂町鈴木由春氏(昭 和44年 生)

①

②

③

総戸数

内農家戸数

林業戸数

商工業戸数

其他

部落数

土地面積

田

畑

原野

山林

1,600戸

827

34

487

252

15部 落

408ヘ ク タ-ル

434

1,140

3,285

④ 主なる生産物

農産物

林産物

工産物

水産物

鉱産物

畜産物

計

400,681円

264,238

87,385

1,524

4,620

50,510

808,958

⑤ 町民の負債及預貯金

町 全 体

負 債1,101,900円

預貯金423,285

⑥ 指定後特に重点 とした事項

農 林 漁 家 全 体

812,950円

129,150

農林漁村経済更生事業(昭 和12年 ～昭和13年)

○主な事業

(1)農 産物集荷作業場

(2)林 産物集積倉庫 秋元

(3)中 央作業所(精 米、製粉、精麦設備)本 組

(4)山 茶開発製茶工場(古 野式ター ビン水車)

農 林 漁 家1戸 当

950円

150

浅ケ部、中川登、下川登、五ケ村、椎庄谷

秋元、跡取川
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(5)輸 送用小型 トラ ック1台

(6)種 牝牡牛18頭

○事業主体 高千穂産業組合

(附1)絶 え ざる余韻

疲 労 の 時 代 しの ぶ

高千穂の農民の父 守永さん囲 み集 い

(前略)守 永 さんが 同町農 会の技術員 と して招 かれ

て来 たのは昭和3年12月 。 当時、農村 は不況に あえ

ぎ、農民 は疲弊 しきって いた。モ ミ1俵 が2円50銭

の時代。なかで も丸小野地 区は"井 出 じりρのため、

大雨のたび に冠水に見舞 われ、農業経営 も四苦八苦。

守永 さん は家の都合 で退職 する13年 までの10年 間、

農業の技術 だけでな く生活全般 にわた って懇切 丁寧

に指導 した。

生 活難を いやそ う。酒 びたりだ った40歳 以下 の地

区民 を対象 に 「禁酒令」を断行。一緒に神社で誓い、

自 らも好 きだった酒を断 った。 また、生活簡素 化運

動を いち早 く指導 し、県内 で も珍 しかった共 同利用 の結婚衣装 を地 区で作 った。 こうした守永 さんの 熱意に

地区民 もうたれ、固いきずなで結 ばれてい った。

再会の きっか けに なったの は、当時産業組合 にいた鈴木 由春 さん(39)が、守 永さんと当時の 町内農業青 年 リー

ダーたちで結成 して いる「一心会」の世話役 をして いたことか ら。守永 さんが 同町を去 ったあと も 「一 心会」

は これまで数回会合を開 き、守永 さん を含 め親交 を温 め合 って いる。鈴木 さんを通 じて の丸小野地区民 のた っ

ての要望で、再会が実現 した もの。

この 日は老人 クラ ブ員25人 の ほか、公民館,婦 人会の役 員 らも出迎え た。地区の運動公園 にモ ッコ クの木

を記念植樹 したあと、公民館で懇親会。当時の青年たち もい まで は老人 クラブの会員。守永 さん も久 しぶ り

に見 る懐か しい顔に昔の面 影を見つ け感慨深 そ う。 しょうち ゅうを酌 み交 わ しなが らの昔話が弾ん だ。(後

略)

(昭 和55年12月3日 宮 崎 日 日新 聞)

(附2)誓 約 書

私共一心会員 は西都市在住守永熊次郎氏を迎えて昭和30年11月15日 第1回 目の会合以来4度

の会合を開 くことができ感激を新にいたしました。

次期の会合は会員の総意により昭和55年11月15日 正午高千穂神社苑 とし全員集合することを

ここに誓約 いた します。

昭和53年11月15日
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守永熊次郎

安在 清

馬原 正雄

佐藤 宝蔵

火宮 厚

佐藤今朝義

後藤 友伊

興梧 葉夫

藤田 一

藤原 明

藤本 正雄

興椙 竜雄

鈴木 由春

興椙真名夫

田崎 頼愛

宮野 甚蔵

甲斐 雅雄

甲斐 宏

大賀 武雄

福島 歳雄

甲斐 磁常

追 記

◎高千穂町は山村のため、農林業複合経営で、主な産物は、昭和初期の水稲、なたね、たばこ、

畜産か ら、次第 に多様化 して、水稲、肉用牛を基幹と して、 しいたけ、たばこ、養蚕、花に加

えて、水田利用再編以来、飼料作物や露地野菜の夏秋 きゅうりや トマ トも盛んになっていると

いう。(専 業農家率は8.3%と 低いが後継者補充率は20%台 である。)

◎手記や資料を提供下 さつ方々のうち、佐藤今朝義氏は、戦後は農協理事 ・町議会議員、裁判

所調停委員、町老人 クラブ会長等を歴任。守永熊次郎氏は、13年3月31日 高千穂町退職。4月

北諸県郡高崎町農会指導課長(町 村では最初の農会技師)翌15年 県代表で食糧増産 ・供出 ・共

同作業 ・託児所 ・共同炊事の体験発表、16年8月 全国各道府県代表の一人として 「吾等は斯 く

翼賛せり」を宮崎放送局より20分 間放送。以後44年 に西都市農業協同組合技師を退職するまで

の42年 間、農業 ・農村指導に六面八啓の活躍を続け、毎年のよ うに何等かの表彰を受 けられて

いる。退職後 も居住地の公民館活動、地域振興に貢献 されている。資料を提供下さつた鈴木由

春氏は11年10月 産業組合書記、翌12年3月 から農会技手兼務。18～20年 陸軍に召集 され20年9

月復帰25年 以降は役場の各課長を歴任。46年 退職。51年 以降県 ・町文化財保護委員である。

(坂本義博)
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