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戦後の農 政 と農村経済更生運動

楠本 雅弘

1.農 村経済更生運動 の農政史 における特色

農山漁村経 済更生運動、正確にい うと 「農山漁村経済更生計画樹立実行運動」は、昭和7年

秋か ら15年 度 まで9年 間にわたって 全国的に展開された。(以 下、農村経済更生運動あるいは

単に経済更生運動と略称す る。)

それは、昭和初年の農業恐慌にと もな う農山漁村の深刻な社会的 ・経済的混乱を収拾 ・再建

することを 目的と して、行政補助金 と低利財政資金を手段 として推進された政府の農林=地 方

行政である側面と、民間における村づ くり=地 域振興の社会運動 としての側面との複合的な性

格を もっている。行政施策であ りなが ら、「運動」と して とらえられ る二面性を もっている。

いいかえれは、経済更生運動のような 「運動」という名称を持 った特異な行政である。

この経済更生運動のような特異な農林=地 方行政に対比 しうるのは、わずかに明治後半 に展

開された地方改良運動(町 村是調査)を あげることができるのみであろう。

経済更生運動 は、農業恐慌にともなう農山漁村の経済的困窮 ・社会的混乱を収拾するための

「窮余の一策」として実施に移 されたものであり、出発当初においては、行政施策としての具

体策の提示 も乏 しく、ましてやその裏付けとなる予算措置 も微 々たるものであった。こうした

実態 をとらえて、その指導 ・監督体制が大げさであるにもかかわ らずその実行内容はきわめて

貧弱であることを指摘 し、 「精神更生一精神動員」がその内実であ ったとの評価 もあるくらい

であ る。 もちろん、この指摘 も真実の一端をつ くものである。

しか し試行錯誤を重ねながら全国的に推進 して行 く過程で、府県段階あるいは町村段階 にお

ける創意工夫を吸収 し、再編成 しつつ誘導す る形で施策が展開 され、昭和11年 度から開始 され

た 「特別助成事業」に至 って農政施策と しての体系を整えることにな った。

経済更生運動の展開経過 は、大き く3期 に区分 してとらえることがで きる。

第1期 ……昭和7～10年 組織整備段階

第 Ⅱ期 …・昭和11～13年 特別助成 による本格的展開の段階

第皿期……昭和14～15年 戦時体制 への再編 ・変質段階

第1期 はいわば組織作 りの段階であり、国 レベルでも経済更生中央委員会をはじめ各種の推

進組織が整備され、県 ・町村段階における推進の指針 として「農山漁村経済更生計画樹立方針」

を作成 して全国に配布 した。 しかしこの時期 においては、指定をうけた町村に対する国か らの
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助成は、更生計画樹立のための会議費等 として1町 村あたり100円 のみであ り、まさに自力更

生=精 神作興の段階であった。

農林省に経済更生部が新設され、次期次官予定者であった農務局長小平権一が昭和13年 秋 ま

で6年 間部長 として陣頭指揮にあたった。経済更生部総務課に企画立案 ・総合調整機能を集中

し、必要 に応 じて他の局や部内の他の課の職員 も総務課に兼務発令 し、施策遂行の総合性の維

持に配慮 している。また農家経済調査業務を総務課所管と した こと、農村指導者 として実績の

ある篤農家を嘱託 として招請 し経済更生運動の推進に関 して意見を徴 し、また地方に在住す る

地元事情精通者を地方事情調査員と して委嘱(全 国で1,117名)し て経済 ・社会事情を速報 さ

せ、あるいは政策が現地で どのような成果をあげ農民がどう受けとめているかを把握す るなど、

政策への フィー ドバ ックシステムを整備 した ものであり、その着想のすば らしさに驚ろ く。

また 「自家農業に従事 しつっ、 しか も村民の儀表となり、村民を率 いて更生計画の実行に邊

進ずる農村中堅人物」を養成するために各府県に「農民道場」が設置されたの もこの時期であ っ

た。

内務省の協力で、昭和10年1月 から全府県に経済部が設置され、経済更生課や産業組合課あ

るいは耕地課を一元的に管轄する体制が整え られた。現在の府県の農林行政機構のひな型はこ

の時点で形成 されたものである。

第 Ⅱ期の特徴 は、昭和11年 度か ら実施 された特別助成制度 によって、経済更生運動がなによ

りも農村民生安定=経 済政策であるという性格を前面に押 し出 した ことである。

特別助成制度は、 「経済更生指定町村中、町村民の熱意 と努力とにも拘わらず資力乏 しきが

為め容易に見るべ き実績を挙げ難 く、衆智を集めて作成せ る計画 も遂に実行に移 されず、一片

の計画書 として死蔵せ らるるの余儀なき事情 に置かれたる町村少か らぬ」実情に対処す るもの

で、農村 に補助金をバ ラ撒 くことに反対する方針を堅持する高橋是清蔵相 を説き伏せて実現 し

た ものであ った。

選定の条件 は次の4つ である。

ア.経 済更生計画を樹立 して1年 以上経過 した町村であること。

イ.町 村民克 く融和 し、各種団体を整備 し、協カー致計画の実行に努力 しつつある町村である

こと。

ウ.町 村民の資力乏 しく、自力をもって しては経済更生計画中の重要事項を実行することがで

きない町村であること。

エ-町 村 内に中心人物が存在す ること。

全国約11,200町 村の うち、経済更生計画の指定をうけた町村 は9,149、 そのうち特別助成の

指定を うけたのは1,595町 村であ った。
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特別助成の指定を うけた町村は、平均15,000円 程度の補助金と同額程度の低利財政資金の融

資をうけ、社会基盤投資を実施 した。昭和恐慌 をくぐりぬけて新 しい生産力体系の担い手 とし

て上昇 して きた自作 ・自小作層の個別資本装備を補完 し、効率を発揮す るための共同基盤投資

を産業組合を中核に据えて整備 しようとす るものであ った。 したがってそれまでに推進 されて

きた自力更生精神の高揚や集落農事実行組合を拠点 とする組織作りは、特別助成事業の円滑な

遂行のための素地作りとして効果を発揮 した。

紙幅の制約 もあるので、経済更生運動の具体的な展開経過に立ち入 ることは割愛 し、巻末に

年表を付 したので全体の流れをよみ とっていただ きたい。経済更生運動の概要 については、本

書に収録 した諸資料や第2節 で紹介 した文献①、④、⑪、⑮および⑯の第1巻 の解題などを参

照 されるよ うおすすめ したい。

2.戦 後農政における農村経済更生運動への関心の推移

戦後の農政の展開過程で、経済更生運動の政策手法ない しは情報 ス トックに対する関心がど

のように推移 したのか、農林省および関係農業団体における経済更生運動資料の編集 ・刊行状

況 に対応させて概観 してみよ う。

(1)第1期 積雪寒冷単作地帯振興法および新農村建設事業への対応(昭 和20～30年 代)

行政手法に対する実践的関心は、経済更生運動とりわけ特別助成事業によって開発 ・定着 し
'
た行政手法、すなわち戸別計画→集落計画→町村計画の各段階を追 って住民の主体的参加と合

意形成を伴いつつ 積上げ られ計量化 された行政需要を、補助金 と低利財政資金の融資を手段と

して実現 して行 く手法の有効性に対する評価 に基づいている。

昭和26年 制定の積雪寒冷単作地帯振興法 に基づいて実施 された農村振興計画と総合助成事業、

昭和31年 度から展開された新農村建設事業、 さらには昭和37年 度以降数次にわたって実施 され

て きた農業構造改善事業等々の地域振興対策 は、いずれ も経済更生運動 において完成 された上

記の行政手法を踏襲 し、応用 して展開されて いる。 この対応関係を具体的に整理 してみよう。

戦後、最初に経済更生運動の総括的評価を試みたのは、ほかで もない経済更生運動の最高指

揮官であった小平権一その人であった 。

①小平権一 「農山漁村経済更生運動 を検討 し標準農村確立運動に及ぶ」(大 槻正男 ・棚橋初太

郎編『石黒忠篤先生還暦祝賀記念 農政経済論集』昭和23年1月 所収)

この論文 は、空襲による印刷事情の悪化や敗戦前後の政治的 ・社会的混乱のために発行が大

幅に遅れた(昭 和23年1月)も のであって、実際に原稿が執筆され たのは昭和18年 末～19年 初

であると推定 される注①。すなわち経済更生運動が打ち切 られ(昭 和15年 度末)、 農林省の機

構改革や農業団体統合などの農政の戦時再編成の一環 として昭和18年 度か ら標準農村設定(皇
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国農村確立)運 動が実施 されたことを契機に、それ との対比を強 く意識 して、豊富 な資料を駆

使 し、しか も小平権一 自身の鮮明な記憶と問題関心 によってまとめ られた「経済更生運動通史」

である。簡潔明快な行論で,経 済更生運動に関する基本論文として、現在で も高い価値を持 ち

続けている。

農林省みずか ら経済更生運動について参照 し、資料の編集を手がけたのは昭和24年 になっ て

か らである。 この年、いわゆる第2次 農地改革が全国的に展開されているさなか、農林省農地

局計画部経済課では、一連の 「農村建設資料」を執務参考資料として編集発行する。その目的

は 「現在農地並 に未墾地解放の前後措置及び之を機会に戦争によって破壊された農山村の再建

を図か ろうとす る気運が再び高まりつつある情勢に対処 して、未墾地の合理的配分による永続

的な健全農家群の創設と、それに伴 う土地利用の調整を中軸 とす る新農村建設計画が考慮され

つつあ るので」注②その参考に資するためであ った。

この 「農村建設資料」 シリーズの1巻 として編まれたのが次の資料である。

②農林省農地局計画部経済課編『 農山漁村経済更生計画 に関する資料』(農 村建設資料第6輯

昭和24年10月)

その後やや時間をおいて、前史としての明治期における農事調査や地方改良運動(町 村是調

査)を も含むより広義の 「農村計画、農村建設」の立場か ら、総合的な文献目録 と解題が刊行

された。

③農林省図書館 『農村計画-そ の歩みと文献-』(農 林文献解題 シリーズ第3集 昭和32年3

月)

これを刊行 した当時の農林省図書館長加藤俊次郎氏は、戦前の経済更生部に席を置いた経済

更生運動の経験者であった。

さらに、昭和26年 が農商務省設置か ら70周 年にあたるので、その記念事業の一つ として明治

初年か ら終戦 までの農林行政を対象とする『農林行政史』(全5巻6分 冊)が 刊行されたが、

その第2巻 に次の論文が収録 されている。

④西村 甲一 『農村計画行政』(『農林行政史 第2巻 』 昭和34年7月 所収)

これは『 興業意見』か ら説 き起 こし、 「標準農村」までを農政史 として克明にまとめた もの

で、小平権一前掲論文 とともに経済更生運動史の基本史料である。執筆者の西村 甲一氏 は、No.

③の中心的執筆者で もあ り、自身農村更生協会および中央農林協議会の職員と して経済更生運

動 に参画 し、また本 資料集に関連資料が収録 された宮城県桃生郡大谷地村に派遣 され、駐村指

導員と して 直接村づ くり運動を指導 した人である。

なお『 農林行政史 』には、経済更生運動に関連する農村負債整理対策および産業組合拡充対

策につ いて も、次のような論文が収録 されている。
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⑤小平権－『 農業金融行政史』(『 農林行政史 第2巻 』所収)

⑥小平権－『 農業団体行政史』(『 農林行政史 第1巻 』 昭和33年2月 所収)

以上のような経済更生運動資料の編集の経過は、昭和20年 代においては、 「積雪寒冷単作地

帯振興臨時措 置法」(昭 和26年3月30日 法律第66号)に もとづ く農業振興計画の策定や これに

対する国の総合助成事業などの地域を対象とする振興行政の参考に供することが大きな目的に

なっていた。

昭和30年 代 に入ると、経済更生運動 に対す る関心は、昭和31年 度か ら実施 された 「新農 山漁

村建設総合対策」が経済更生運動の政策手法を多く取入れていることか ら再びたかまって きた。

この 「新農村建設」事業の発案者といわれる河野一郎農相 自身が、戦前長い間朝 日新聞の農政

記者を勤め、 また昭和7年 政界に転 じた後も農林議員として活躍 した経歴を持 っているだけに

経済更生運動を知 りつ くしていた ことと、当時農林省で新農村建設事業を担当 した人々の うち

経済更生運動の経験者が少な くなか ったことも相倹 って、新農村建設事業の推進手法は、経済

更生運動のそれにきわめて類似 しているとされ る。

あえてその相違点を強調するな らば、経済更生運動においては、財政上の制約 もあ ったが、

昭和7年 ～10年 までの長い助走期間があったとい うことであろう。この期間は市町村段階 にお

ける計画作 り、組織づ くりの段階であり、財政補助金や低利融資を伴なわず 「自力更生」のス

ロ-ガ ンの もとでさまざまな話 し合いの会合や精神作興運動が展開された。今 日の政策 ターム

でいえば 「ソフ ト事業」の段階がまずあって、態勢が整った町村に対 して初めて補助金 と低利

融資(「 ハー ド事業」)が 展開 されるという順序を踏んだのであった。これに対 して積寒事業

や新農村事業 において は、形式的には集落段階 ・町村段階 ・府県段階それぞれの振興計画策定

が組み入れ られて いるものの、実際の運用にあたって は著る しく形式的 とな り、始めか ら補助

金を貰 うための計画作 り、補助要項 に合わせた計画作 りに傾斜 して しまいがちであった。即ち

補助金を手段 とす る政策誘導の側面が強 く打 ち出されていたことであろう。

この傾向は、農業基本法の もとで昭和37年 以来3次 にわたって続 けられている農業構造 改善

事業において はますます強まったよ うに思われる。あたか もこうした政策の流れを反映 したか

のように、農業構造改善事業の時代になると、農林省および関係農業団体における経済更生運

動への関心は薄れて しまい、資料の収集や編集などもまった く顧みられ ることなく経過 したの

であった。

なおここで特筆 しておかねばならないことは、昭和20年 代後半において、戦後の新 しい政治

的経済的および社会的条件の もとにおける農村計画の構想に関す る次のような積極的な提言が

提示 されたことである。 これは、農地局計画部が昭和24年 以来実施 して きた農村建設計画およ

び積雪寒冷単作地帯振興事業の展開に合わせて政策手法の新 しい構想を打ち出そうと した もの
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であつたが、必ず しも現実の農政の中に活用 されたとはいい難い。む しろ90年 代 における新 し

い地域計画行政の推進の中で評価あるいは積極的な再検討を必要とす る課題であるといえよう。

⑦農村計画研究会注③『 農村計画の基本問題一農村振興計画に関する問題-』(農 村計画研究

第1輯 昭和26年3月)

⑧農村計画研究会『農村計画の指標(1)』(農 村計画研究第2輯 昭和26年6月)

⑨農村計画研究会『 村計画の指標(2)-畜 産 ・蚕糸 ・林野の考え方一』(農 村計画研究第3輯

昭和27年1月)

⑩黒河内透『農村計画の諸問題』(農 村計画叢書第2集 昭和28年1月 石崎書店)

注①石黒忠篤(1884～1965)の 還暦は昭和18年に相当する。ちなみに小平権一(1884～1976)と 石黒忠篤と

は農林行政史上最強のコンビを組んだが、奇しくも明治17年1月6日(小 平)と9日(石 黒)の 同年同月生ま

れである。

注②当時の農地局計画部経済課長立川宗保氏の 「はしがき」の-節 。土地条件の整備や利用調整を基盤とし、

その上に安定農家を育成することを計画の根幹とするこの 「新農村建設計画」は、同実施要綱(昭 和25年4月

20日付農地局計画部長通達)に 基づいて昭和24年度から実施され、昭和31年度までに全国約200の町村が指定さ

れた。その後の新農村建設総合対策事業や昭和48年度から実施に移された農村総合整備モデル事業への政策の

流れの出発点になる施策として再評価さるべきであろう。

注③農村計画研究会は、密接な連携関係をもって活動した農村法制研究会と共に昭和24年 に設立され

た、農林行政に対する政策提言のための調査機関で、黒河内透氏などが中心メンバ-。

(2)第2期 農村総合整備事業および地域農政の推進への対応(昭 和50年 代)

昭和30年 代後半か ら約15年 間にわたる日本経済の高度成長は、農業 ・農村に急激な変化を も

たらした。すなわち、労働力 ・土地 ・資金が急激な勢いで農外へ流出す る～方、米の生産調整

をは じめ果樹や畜産など構造改善事業による選択的拡大部門 まで過剰と生産調整を余儀な くさ

れる事態 に追 い込まれた。また都市への人口集中 と農民の兼業化の急激な進展は、過疎問題や

農村の混住化現象を惹起 した。

このよ うな事態に対応 し、「集落を中心 とす る生産基盤と生活環境の一体的整備」の構想が

立て られ、昭和48年 度か ら農村総合整備モデル事業が実施に移 された。

また昭和48年 と53年 の2度 にわたる石油シ ョックを契機として日本経済が低成長へ移行する

のに伴な う農業 ・農村の動揺を鎮静化させ、新 しい農業政策の枠組みを模索するため、昭和52

年度に実施された地域農政特別対策事業を始めとす るいわゆる 「地域農政」が推進 されるよ う

にな つた。

これ らの施策は、農業生産 の中核的担い手の育成確保や農用地の有効利用の推進 と併せて、

当時の経済情勢を反映 して総合的な 自給率の向上をはかる目的を も持 っていた。新事態への対
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応を目指 した新 しい農業施策は、集落段階における合意形成を基礎に据え、より分権的な住民

参加の地域振興対策と しての側面を強 く打出 し、いわゆる 「村づ くり、地域 おこし」 という

キャッチフ レ―ズで全国的に推進 されるようになった。

農業政策の新 しい展開を背景 として、農林省およびその関係農業団体において、長い中断を

経て再び経済更生運動 に対する関心が起 こり始めた。今回の特徴は、農林省自体では経済更生

運動への関心 はほとんどみ られず、その周辺の農業団体や シンクタンクから徐々に高まり出し

てきた ことで ある。そのかわ り、約10年 にわたる持続的な趨勢 となって いることが新 しい動き

か もしれない。

この第2期 における経済更生運動への関心の高まりを考える上で、もうひとつ重要なことは、

それが大 きく3つ の流れによ って形成 されているとい う新 しい事態である。

A-学 会 における経済更生運動研究の盛り上が り

第1の 潮流 は、主と して 日本近代の経済史研究者の学問研究の対象 として大 きく取上げられ

たことである。昭和40年 代の後半か ら50年 代の前半にかけて、多 くの研究者が経済更生運動の

研究に取組み、活発な論争が行なわれ、多 くの著作が発表された。その問題関心の主流は、日

本ファシズムの形成過程 とその性格規定にあった といえよ う。 その研究史の整理については、

筆者の次の著作を参照 していただきたい。

⑪楠本雅弘『農山漁村経済更生運動 と小平権一』(昭 和58年7月 不二出版)本 書において、

経済更生運動研究史を整理 し、昭和21～57年 の間に発表 された経済更生運動に関する著作68

点の目録を掲載 している。

B.旧 経済更生運動関係者による経済更生運動史編 さん事業

第2の 潮流は、かつて経済更生部職員として経済更生運動の推進を担当 した人々の有志およ

び協力者 による、経済更生運動史編さんの動 きである。それは昭和50年 秋、旧経済更生部総務

課職員の同窓会が開かれ、当日出席 した人々の間で親睦組織と して 「更生会」の結成が申 し合

わされ、竹山祐太郎氏が会長に推 されたことに端を発 して いる。竹山氏は、自分たちが若 き日

に農村救済のために心血を注 ぎ情熱を燃や した活動の記録を後世に伝えるために経済更生運動

史の編 さんを呼びかけ、一同の賛同を得た。更生会の世話役 と して、山本廉 ・廣野正一 ・丹波

正明 ・尾上一二の各氏 らがその事業の推進を企画することにな り、事務局および連絡場所を農

村更生協会(会 長那須皓氏、常務理事井上勝英氏、現副会長)に 置いていた。

ち ょうどその頃、大竹啓介(農 林省)と 楠本雅弘(当 時農林漁業金融公庫)の 両名が出向先

の農林省農業総合研究所で知 り合い、 さらに同 じ志を抱いていた田中哲氏(当 時日米商連、後、
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柏書房へ移籍)を 加えた3人 が、上記のような学界の研究動向を背景に、経済更生運動 や石黒

忠篤 ・小平権 一ら農林官僚の農政思想研究に着手すべ く、経済更生部OBへ の ヒア リングを依

頼するため農村更生協会へ接触 して きたのであった。

農村更生協会井上勝英氏の尽力により、昭和50年12月17日 、竹山祐太郎氏 に対するヒアリン

グが実現 した。これがきっかけにな って経済更生運動史編さんの動きは一挙に加速され、関係

者の頻繁な打ち合せを経て、昭和51年2月3日 「農山漁村経済更生運動正史編集委員会」が発

足 した。取 りあえず次々の人々に編集委員を委嘱(ボ ランティア)す ることになった。

編集委員メンバー

更生会 山本廉 ・廣野正一 ・丹波正明 ・尾上一二

農村更生協会 井上勝英(事 務局長)

協力者 大竹啓介 ・楠本雅弘 ・田中哲

事業 と しては、関係資料の収集 ・関係者に対するヒア リングの実施 ・手記原稿の募集などか

ら着手 し、経済更生運動50周 年にあたる昭和57年 に 「経済更生運動正史」(仮 称)を 出版す る

ことを目標 に活動を開始 した。

収集 した資料、寄せ られた手記、整理の終 った ヒア リングは順次資料集と して発行 し、関係

者や研究者 に配布 し批判を仰 ぐことにな り、竹山祐太郎氏からの聞 き書 きを 「農山漁村経済更

生運動正史資料」の第1号 として刊行 したのが、昭和51年4月 であった。本書に収録 した 「正

史資料」 シリーズはこうして誕生 したのである。

なお、竹山祐太郎氏か らの この聞き書 きは、後に竹山氏の自伝『 自立』(昭 和51年11月 、私

家版)の 第1部 第3章 に 「経済更生運動に挺身」というタイ トルで収め られている。

経済更生運動経験者を対象とするヒア リングとその編集は、昭和52年 末 までは順調に進み、

「正史資料」 も号を重ねた。ところが、53年 に入ると、それ まで ヒアリングのテ-プ 起 しや原

稿整理を中心的に担当 して きた若手編集委員がそれぞれ他に多忙な任務を担 うようになり、態

勢の建直 しを迫 られる事態を迎える。

すなわ ち、大竹啓介氏が 「和 田博雄伝 」、楠本が 「小平権一伝」の執筆をそれぞれ担当す る

ことにな り、田中哲氏 も柏書房で農業関係図書の編集 ・出版 に専従す るようになつたためであ

る。そこで、以後の 「正史資料」の編集は廣野正一 ・井上勝英両氏が主と して担 当し、巻末 リ

ス トの通 り15号 まで刊行 したところで中断 している。

ところで、敢えて経済更生運動 「正史」と銘打 った理由は何であろうか。それは、前項Aで

概観 したように、学界の研究成果として 「経済更生運動の 目的は農村をファシズム的に再編成

することであ った」という趣旨の ものが多いことに対する、旧経済更生運動関係者の反発の気

持が背景にある。
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つまり 「自分達が若い頃、農村救済の使命感に支え られ、誇りを持って挺身 した仕事が、文

献資料をひとひねり した結果か らファシズムのお先棒を担いだなどと規定 されるのはがまんで

きない。経済更生運動の真実の姿を書き残 し、体験を後世に伝える」ための 「正史」を目標 と

したのである。 もちろん編集委員の間で も 「よ り客観的な叙述に徹すべ きであり、価値判断は

後世の歴史にゆだねよう」等々の意見もあ った。 しか し、世間の批判に耐えるような運動史編

さんを目指そ うとい う心構えを明 らかにする意味で も、取敢えず 「正史」の看板を掲げた もの

といわれて いる。

なお、「正史資料」の編集業務 に関連 して記録 にとどめておかねばな らぬ ことがある。 それ

は那須皓先生が生涯 をかけて収集された2万 余冊の貴重な全蔵書と、政府委員等をつ とめて配

布を受けた尾大な資料類、報告書類の全てをこの運動のために寄贈 したいとのお申し出があり、

種 々奔走の結果、東京町田市にある協同組合図書資料センタ-(全 国農協中央会経営)が 受入

れて くださったことであ る。古桑実館長の配慮で 『那須文庫 目録』の第1巻 農業篇が昭和60年

3月 に完成 し、引き続 き整理が進行中である。

この資料センタ―には、昭和17年 設立の 「農業経済文庫」を母胎 として、戦後 に再建された

「日本農業文庫」が架蔵 されている。 これは石黒忠篤の呼びかけによって、戦時中の農業団体

統合に対応 して、帝国農会 ・産業組合中央会 ・産業組合中央金庫 ・農村更生協会 など農業関係

中央団体の蔵書を一つにまとめた ものである。戦中 ・戦後の混乱を経て多 くの蔵書が散逸を免

かれ得なか ったが、それで もなお数万冊が残 っており、近代 日本農業史研究の宝庫である。那

須文庫が加わることによ って、その価値は質 ・量と もに数倍増 となったのである。

C.農 村総合整備事業の推進手法を求めて

第3の 潮流は、農村開発企画委員会注④ による 「農村整備水準検討調査」事業 において、経

済更生運動の政策手法を比較制度論的に再評価する試みが、昭和52年 度から3年 間にわたって

続け られたことであ る。

これは国土庁振興局の委託をうけ、 「農山漁村の整備を推進するためには、農山漁村の整備

の望 ましい水準 とそれを実現す る方法について検討する必要がある」との観点か ら進め られた

調査検討事業の一環に位置付けられており、筆者 も協力研究員としてこの研究に参加 した。

筆者は長野県、愛知県、熊本県における実態調査を踏 まえて次のような報告を提出 し、それ

ぞれ各年度の報告書 に収録 されて いるほか、報告検討会の席上、国土庁振興局農村整備課長(農

水省か らの出向ポス ト、当時の課長は近長武治氏および伊藤礼史氏)以 下の スタッフに対 して

も口頭報告を行ない、意 見交換の機会を持 った。

⑫楠本雅弘 「経済更生運動の現代的意義」(『農村整備水準検討報告書』 昭和53年3月 所収)
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⑬楠本雅弘 「村づ くりの社会 的風土一農村経済更生運動 にみる主体的エネルギーの発生構造

一」(昭 和53年 度農村整備水準検討調査報告書『 農村整備 と集落協定』 昭和54年3月 所

収)

⑭楠本雅弘 「農村経済更生運動期における農家組織」(昭 和54年 度農村整備水準検討調査報告

書『 農村定住区の組織構成 」 昭和55年3月 所収)

関連 して、ちょうど同 じ頃、『農村水産省百年史』の編 さんが進め られたが、前に紹介 した

加藤俊次郎氏が経済更生運動 を担当執筆 している。

⑮加藤俊次郎 「昭和恐慌 と農村経済更生運動」(『農林水産省百年史 中巻』 所収 昭和55年

3月 所収)

(3)第3期 経済更生運動に対する本格的再評価の機運(昭 和60年 代以降)

前述 した、昭和50年 代における3つ の流れを背景 として、昭和60年 代に入るとようや く経済

更生運動関係資料の体系的収集 ・編さんの動きが本格化 し、次のような基本資料集が出版 され

るに至った。

⑯武田勉 ・楠本雅弘編 『農山漁村経済更生運動史資料集成』第1集 金7巻(昭 和60年6月 柏

書房)

⑰楠本雅弘編『農山漁村経済更生運動史資料集成』第2集 金6巻(昭 和63年4月 柏書房)

この資料集成はA4判 で合計5,150頁 のボ リュームを持ち、 しか も各ペー ジに原史料の4頁

分を縮刷するという方法を採用す ることによって、極秘資料の初公刊を含む合計111点(約2

万頁分)の 基本資料を収録 している。

第1集 には、主 として中央政府 レベルにおける経済更生運動の立案 ・実施にかか る基本資料

を、展開経過を追 って把握で きるよう系統的に収録 してある。

第2集 には、第1集 に収録 しきれなかった基本資料を補 うとともに、経済更生運動の推進体

制の整備、経済更生運動優良事例、経済更生運動の担い手とその養成施設、農村負債問題 とそ

の対策、産業組合拡充運動 と反産運動等の分野別に基本資料を収録 してある。

農林行政の他の分野,例 えば農地制度 ・農地改革史、災害補償制度、食糧管理制度等につい

は農林水産省の委託または支援を うけて詳細かつ尾大な資料が体系的に編集発行 され、それぞ

れ現在の政策推進上 もきわめて有効に参照 ・活用 されている。 これに対 して経済更生運動関係

資料の刊行は、民間出版社の商業べ-ス で行なわれて きたことに、戦後の農政における経済更

生対策の位 置付けが はしな くも表現 されているようにも思える。

このたび農林水産省構造改善局の委託事業 として本書が刊行されることは、その意味で画期

的なことで ある。わが国の経済社会の急激な構造変貌の中で、戦後農政の枠組みは根本的な再

編成を迫 られている。21世 紀 を展望 した新 しい農政の再構築作業において、昭和恐慌に ともな
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う農民の窮乏 と農村の混乱の再建策 として推進された経済更生運動から学ぶ ことは決 して少な

くない。本書の刊行を機会に経済更生運動の農政史上の再検討が活発に展開 されることを期待

したい。

資料集⑪、⑯および⑰に収録 した諸史料は、いずれもその当時にある目的をもって印刷物 と

して発行 ・配布 された ものである。それに対 して本書 に収めた諸資料は、中央 レベルあるいは

町村や集落 レベルで経済更生運動の企画 ・推進を担当 した当事者の体験に もとついた手記や聞

き書きであ る。刊行物 ・報告書等の文献史料の分析に際 して、 このような担当者の体験 ・主体

的意図を併せて把握す ることが不可欠であり、その意味で本書に収録 した諸資料の価値 は大 き

いo

最後 に、本書に収めた資料のNo.10・11(宮 城県大谷地村)お よびNo.12(山 形県古 口村)は 、

集落 レベルにおける経済更生運動の推進がいかに困難であり、また同時に効果をあげうること

を示す貴重な資料であるが、再者に共通する 「村の家(百 姓の家)」 運動につ いて若干補完 し

てお きたい。

これ は、一 口でいって しまえば一種のセツルメン ト運動であるが、昭和9年 暮に設立 された

農村更生協会の駐村指導計画が実践に移 された ものであ った。 この構想は、京都大学農学部助

教授を辞めて農村更生協会調査部長に就任 した杉野忠夫注⑤の発案 と石黒 ・那須 ・小平 ら幹部

の支持によって実施 された ものである。杉野は昭和2年5月 ～3年5月 の約1年 間、静岡県志

太郎郡稲葉村(現 在 は藤枝市に合併編入)に 駐在 して、農村調査を実践 した経験注⑥ に基づい

て立案 したのであ った。

農村更生協会のセツルメン ト方式の農村指導は次の各町村で実施された。()は 駐村指導

担当者名を示す。

岩手県稗貫郡太田村(現 花巻市 一国枝益二 ・井上勝英)

山形県最上郡古口村(現 戸沢村=塩 田定一)

宮城県桃生郡大谷地村(現 河北町=西 村甲一 ・釣巻稔)

長野県南佐久郡大日向村(現 佐久町=林 正実)

和歌山県西牟婁郡長野村(現 田辺市=内 海義夫)

香川県綾歌郡栗熊村(現 綾歌町)お よび木田郡川島町(現 高松市=土 屋大助)

佐賀県佐賀郡小関村(現 富士町一貞光俊夫)

熊本県玉名郡緑村(現 三加和町=貞 光俊夫 ・龍野寿夫)

熊本県下益城郡海東村(現 小川町=近 藤三郎)

その駐村期間は長 いもので は数年、短かい もので も3ケ 月以上 にわた った。残念なことには

その報告や資料が現存 しているものは少な く、今のところ所在が確認 されているのは大谷地村
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と古口村に関す る資料のみである。 またこの両村について は、当時の記録映画 も保存 されてい

る。

さて、塩田定一氏の報告を読むと、古 口村の駐村指導は失敗に終 っているように受取 られる

であろうが、実はそ うではない。塩田氏が村長や保守派幹部と2度 目の衝突を して遂に古 口村

の指導を打切 った直後か ら、村の内部に大 きな変動が起きるのである。青年達を中心とする「改

革派」の要求に押 されて村長 も辞任に追いこまれ、青年達 は産業組合を再建 し村政改革に着手

する。 もちろん この動 きは逐一農村更生協会に報告され、産業組合の再建や特産物振興に は協

会か ら資金援助が続けられた。この中心 とな った10数 人の青壮年たちは、いずれ も塩田氏の指

導に共鳴 して自ら起上 った人々で、戦後 も農協や村政の リーダーとして活躍する。塩田氏が播

いた種子 は、冬に耐えてやがて芽を出 し、見事に開花 したのである。 この古口村のその後の経

過については別に報告する機会を持 ちたいと計画 している。

注④財団法人農村開発企画委員会は、 「内外情報の収集と各種プロジェクトへの参加を通じて、地域計画手

法の開発につとめ、新しい時代の農村の形成発展に寄与」する主旨で、東畑四郎氏が発起人代表となつて

昭和46年5月1日 に設立された、この分野における最高の実績を持つシンクタンクである。

注⑤杉野忠夫は明治34年大阪市に生まれ、大正14年3月 東京大学法学部卒業。在学中は新人会委員長として

活躍した。京都大学農学部大学院で橋本伝左衛門教授の指導を受け、農学部副手、助手・講師を経て昭和

8年 回教授昇任。農村更生協会においては満州分村移民の提唱者として東奔西走し、昭和15年4月 からは

満州国開拓総局参与として開拓移民の受入れ体制の整備を指導した。戦後、昭和31年から昭和40年に死去

するまで東京農業大学農業拓殖学科教授として後進を指導した。

注⑥杉野の稲葉村調査報告書は未公開であるが、その著書『農村調査とその方法』(昭 和16年9月 地人書

館)に おいてその概略が紹介されている。農村セツルメントという呼び方は、杉野自身の用語である。
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