
農 政 とそ の受 け手 につ いて
経済更生運動と規模拡大資金等

石 黒 重 明

1農 山漁村経済更生運動の特徴

行政担当者の立場か ら農山漁村経済更生運動の当初からの経過と内容を簡潔に概括 した もの

と して、本報告書所収の 「農山漁村経済更生運動の経過」(竹 山祐 太郎述)を 挙げることが出

来 る。

主として これによ りながら、 この画期的な行政が、村にどの ようにかかわって行 ったかを主

な視点と して、その特徴 を振り返 ってみたい。

(1)系 統農会の動向-自 発的な運動に依拠

「経済更生運動を語 るについて、 もう一つ大事な ことは、それが官僚の机上イデオロギ-か

らスター トしたので はな くて、農村 自体の 自発的運動 から出発 したものであるということで

す。」として、兵庫県農 会の 「農村農家自力更生運動」を挙げ、「これ と名前 こそ違 うが、似

たような運動が各地に起 ころうと していた。 これが更生運動の火付け役で、……」「要す るに、

農民みずか らの発意 で自力更生運動と して起 こった運動を、政府の主唱する運動 として……経

済更生運動とい う名前で出発 した」(3～4頁)と されている。

農会は、帝国農会の下に、県農会、郡農会、町村農会 と整然 と組織された、当時の唯一の農

村指導機構であり、多 く町村に技術員を置き技術のみならず、経営、販売の合理化などの指導

に当るほか、町村農業の実体を基本調査により確認 した上でその体制確立の方策を定める 「農

会是」の樹立を奨励するなどの努力を、それまでに続けてきて いた。ここに述べ られた兵庫県

農会の運動 は 「自力更生」のスローガ ンを掲げた ものとして著名であるが、既に昭和2年 より

「農会是設定」の運動 を展開 してお り、昭和7年2月 全国 に向けて 自力更生運動を提唱 した。

〔楠本雅弘 「農山漁村経済更生運動 について」(楠 本編著『 農山漁村経済更生運動 と小平権一』

1983年7月 刊所収)23頁 以降。 ここにその内容 を知ることが出来 る〕この救農施策 と しての

農山漁村経済更生運動 も、い くつかの地方において農会、産業組合組織、府県が既 に類似の 「農

村計画」手法によって改善への方途を求めつつ あ った という動 向 〔楠本前出15頁 〕を拠 り所

とす るものであ った と云えよう。ただそれが 「農民みずか らの発意 」と云い得るかはやや問題

であろう。

(2)'「 運動」行政 一 推進手法 と当初予算の水準

農政 としての農山漁村経済更生運動 は昭和7年9月 の農林省 内の経済更生部設置を もって始
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まる。そ して、「経済更生部がで きて まず この運動 のしょっぱなには、いわゆる 「農山漁村経

済更生計画樹立方針」(昭7.12.2)を 作 った。」「非常に広範な 「指導方針」がで きたわけ

です。」

それがいかに広範であったか。やや繁雑か も知れないが、その前文を示 しておこう。(原 文

のカタカナは、ひらがなに書換え、また一部当用漢字をあてた。)

農山漁村の経済更生計画に関する根本方針に付ては昭和七年十月六日附農林省訓令第二号を

以て一般に公示せるが如く農山漁村の部落に於ける固有の美風たる隣保共助の精神を活用 し其

の経済生活の上にこれを徹底せしめ以て農山漁村に於ける産業及経済の計画的組織的刷新を企

図すべきものなるが故に其の計画の樹立に当りては単に農林漁業各個経営技術の改善を徹底す

るに止まらず進んで農山漁村経済全般に亘り運営及組織の欠陥を根本的に矯正するの趣旨を以

て農林漁業経営の基本的要素たる土地水面等の利用分配の整備、労力利用の合理化、生産の統

制、生産物の販売統制、必需品の配給統制、農林水産金融の改善統制、産業組合の普及刷新、

農林漁業諸団体の連絡統制、収支の均衡其の他農山漁家経済の改善、備荒共済施設の充実、諸

負担の適正等農山漁村経済の全般に亘りて計画的組織的に整備改善を企図せざるべからず而 し

て農山漁村の経済更生計画は永年に亘りて其の効果を収むべきものなるが故に各町村に於ける

経済更生委員会は慎重之が計画の樹立及実行統制の事に当り又農山漁村に於ける各機関は各其

の分野に応 じて之が実行及指導督励に努め更に教育教化の機関との連絡協調を密にし以て其の

効果の実現に遺憾なきを期することを要す

『農山漁村経済更生計画樹立方針」は以上の趣旨に基き農業、林業、漁業に大別し仮に之を農

村、山村、漁村に分ち其の綱要を示したるものなるも其の間共通の事項勘からず又同一町村内

に農業、林業、漁業の併存するものあり或は商工業の存するものあるを以て個々の町村に就き

具体的に立案するに当りては本方針の各項目に亘り取捨、組合せ其の宜きを得農山漁村の実情

に即し町村全般に亘り最も適切なる経済更生計画を樹立実行するを要す

以下、「第一 農 山漁村経済更生計画樹立実行及指導の機関拉 に計画樹立実行の順序方法」

に始まり 「第六 農村金融改善計画樹立方針」にいたるまで、全80頁 にわたり懇切丁寧に上記

の内容が示されていて、其の熱意のほどがよ く窺える。

そ して、これを全市町村に配布 して経済更生計画の樹立実行を促すが、其の場合其の趣旨徹

底のために、関係官上か ら下 まで総動員で現地を訪れる。

「まず、 この指導方針を地方 におろさなければならないということで、大臣 ・次官 ・部長 と

い うよ うに各々班を分 けて全国行脚をやった。これはおそ らく空前絶後の ことであり、大臣み
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ずか ら末端の市町村まで行脚 したわけです。」 「このように経済更生部の総力をあげて、全国

をそれぞれ分担 し、市町村まで廻 り、まず地方に 「自力更生」の機運 を起 こさせ、それを受 け

て各県でそれぞれ独自の計画を推進 させ るよう誘導 した。……ともか く短期間の うちに全国的

にそ うい う運動を もり上 げることに成功 しま した。」(5頁)そ の内容は編集部注に示されて

いる。

「経済更生運動」は、正に農山漁村が 「自力」でその 「経済」のための 「更生計画」を樹立

し、実行 しようと云 う 「運動」であり、農政当局は 「運動者」として其の全力を傾けた。その

形式 は類似の ものがあるとしても、実質的には 「空前絶後」の表現は誇大ではない。

農政が 「金」ではな く、 「人」と して農山漁村に踏み込んだ、 と云 って もよいだろう。その

影響の大 きさに比べて、その予算規模は大 きくない。昭和7、8、9各 年それぞれ300万 円、

これを短期的な農山漁村救済策 と しての 「救農土木費」8,600万 円(農 林3,700万 円、内務

4,900万 円)(楠 本前出32頁)と 対比 して も、その水準の低 さは明かであろう。それは 「自力

更生」の 「精神」の機運を喚起する運動として出発 し、実行 されて行った。その 「精神」はあ

くまで経済合理性を追求す る 「精神」であることは上記 前文 に明かであろう。

(3)市 町村に於ける中心 一 「4本 柱」と産業組合の位置付け

竹山氏述の資料No.1の 「4農 会系統と産業組合」の叙述は、農山漁村経済更生運動につい

ての若干の重要な論点に示唆的であるように思われ る。

「この運動の地方における中心をな したものは、当時は 「4本 柱」 といったのですが、要す

るに、各市町村において行政の主体である市町村当局 と、農村における指導機関である農会、

経済の中心をなすべ き産業組合、それから教育を司るものと して学校、 これがそれぞれの責任

においてや り、それが村を統括 して自主的な計画を立て、運動を推進す る体制を とつた。」(6

頁)

その一つが市町村当局であ るのは、 これが町村に 「経済更生委員会 」を組織 して進め る限 り

で当然 と云えよう。ただ、 このような町村行政全体にかかわ るよ うな 「運動」の展開について、

内務省が各県に経済更生運動 を所轄 とする経済部を設ける等、「内務 ・農林一体 となった画期

的な民政運動 を展開で きたことは特筆に値するであろ う。」(4頁)と あるのはその通 りであ る

が、その場合の内務省 と しての判断 ・評価はどのようであったのだろうか。知見をえたいもの

であ る。

学校については逆 に、文部省との間には意志のぞごが あったようで(7頁 ～)、 む しろ現地

での全村的な運動 とす るときの不可欠の要素とされたのであろう。ちなみに、 「農山漁村経済

更生計画樹立方針」の うちでの、教育 ・教化的側面への言及は極めて少ない。所で、農会と産

業組合の2本 の柱については、必ず しも並列ではないよ うである。言葉尻を とらえるよ うだが
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「指導機関である農会」と「中心であるべき産業組合」との微妙な表現の差がある。それは 「当

時の農村指導機構としては、農会が唯一の柱だ ったわけで、」(3頁)と された組織体制の確立

されている農会 と、「日本の産業組合は古い歴史をもってはいたけれども、それがその村の経

済活動を握 るというところまで は、全 くいっていなか った。」(6頁)と され る産業組合との差

であろう。

それだか らこそ、「そうい うなかで も、特に農林 省が力を入れ たのが産業組合なのです。」(6

頁)と いう事になる。「農山漁村経済更生計画樹立方針」 も 「第五 農山漁村経済更生計画と

産業組合の指導方針」「第六 農村金融改善計画樹立方針1と 本文の約3分 の1近 くを産業組

合の育成と組織 ・内容の確立の指導にあてている。

農会 と産業組合 とについて云えば、既に組織的にも確立 して活動 している農会の力を支えに、

経済の中心組織をなすべ き産業組合の体制作 りを押し進めようと云 うことであったろう。それ

が 「特 に農林省が力を入れたのが産業組合なのです。」「この経済更生運動の実質的な中心 に

なるものは村を一丸とす るところの産組である。それに村の経済活動の一切を握 らせる、まか

せ るというのが、この運動の一番のね らいだ った。」(6頁)と 表現 される。そ して、産業組

合の組織 も 「産業組合拡充5ヵ 年計画」(産 業組合中央会 昭和7年10月)を 立ててこれに呼

応 した。農会の農事指導活動は当然にその生産結果の価値の実現一販売、経済活動の指導に及

んできていたのだが、そ こに経済活動を担うべ き産業組合が組織的に整備 されて きて、両者が

機能を分担 し合 うことになれば、農会の活動のその部分は組織 としては産業組合 に移行せざる

を得 まい。「(3)農会の反発」の節はこの事情を示す ものだろ う。そ して、現地において この移

行は必ず しも対抗関係を伴 ったとは云えまい。 このような産業組合の確立に果たす農会の役割

は既に農山漁村経済更生運動の以前か ら見られていた もの と思われる。

このように見れば農山漁村経 済更生運動 は、 「4本 柱」 という町村の旧来の権威に依拠 して

進められたようにも見えなが ら、新 しい 「4本柱」の構成を作 り出す ものであり、農政の受け

皿と しての町村の体制を整備す るものであった。これが「運動」として、「金」で はな く 「人」

を通 して全国的に機運を醸成す ることに成功 したのが、農山漁村経済更生運動の楠本氏によれ

ば 「第1期 組織整備段階」〔楠本前出36頁 の時期区分〕の特徴であろう。それに 「特別助

成」の 「金 」が投下されて、昭和11年 ～13年 の 「第Ⅱ期 特別助成 による本格的展開の段階」

に入 って行 く。

この特別助成は農山漁村への資金の投入の方式 として幾多の特徴を持つ ものであるが、本稿

ではその資金投入の前段の体制作 り、その方針と方向の明確さと準備体制作 りの周到さに注目

した。ただ し、この体制 も同時に進行 していた短期的な救済策 としての 「救農土木事業」の膨

大な資金投入が背景にあ った ことに支えられたという側面が見逃せないと思われる。
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2農 山漁村経済更生運動 と農村中心人物

(1)「 農村中心人物」名簿と予算

農山漁村経済更生運動の第Ⅱ期を画す 「農村経済更生特別助成」予算の成立につ いては、そ

の内容、要求手法、説明等が極めて独自の ものであった ことは、本報告書資料No.1に よく示さ

れているが(11頁 以降)、 「農村の中心人物 に補助するのだ」との説明が了解 されたとされてい

る。

「そ こで早速その中心人物の名簿を見せよということになったのだが、まさか というわけで、

それだけは作 ってなか った。大至急作れとい うことになり、」急遽作成 された ものが、 〔武田

・楠本編 「農山漁村経済更生運動史資料集成」Ⅵ 〕に収録された圃 「農村経済更生特別助成村

中心人物調(上 ・下)」 及び國 「農山漁村経済更生特別助成村 に於け る中心人物及其の活動状

況調査」であ り、その町村名、氏名を列挙 した囮 「農村経済更生特別助成村中心人物一覧表」

である。(い ずれ も 農林省経済更生部編 昭和10年8月)

これは順不同で、集まったものを順 次積み上 げて國の一覧表を作成 し、そのうち記述の詳細

な20ヶ 村分を國に、 その他を囮 に収録 した もののごとくである。予算要求1,000ヶ 村分 と云 う

ことでか、囮の一覧表には1,000ま での町村番号が附 されているが、若干の欠番その他の不整

合な点 が見 られ る。

それはともか くここに示されたのは、予算要求資料であるか ら、「特別助成」以前の、第1

期 組織整備段階の、農政が 「金」を伴わずに 「人」に対 して 「運動 」 した段階での町村段階

でのその受け止め手が ここに示されていると見てよかろう。

(2)中 心人物と 「4本 柱」-「 村長 ・農会長 ・組合長」

上記の うち、囮の20ヶ 村と回の中か ら早めに報告されたと思われる最初か ら100余 ヶ村 につ

いて、 「中心人物」の地位その他を見てみた。

「中心人物」は1ヶ 村に数名を掲げるもの も多いが、単純にその地位別の人数を示せば、町

村長68、 元村長5、 助役11、 農会長36、 農会技手30、 産業組合長32、 産業組合専務理事6、 校

長10、 教員4、 区長 ・実行組合長 ・篤農家 ・模範青年等19、 その他不明を含め9と なって いる。

これを 「4本 柱」とかかわ らせて見れば

126町村について

町村(現 元町村長 ・助役)

農会(農 会長 ・農会技手)

産業組合(組 合長 ・専務理事)

学校(校 長 ・教員)

その他

79

66

38

14

28
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とな っていて、「4本 柱」とは云 って もその比重 には差があること、「町村」 「農会」の重み、

を知ることが出来る。

ところで、上記の数字 には多 くの重複が含まれている。町村長68名 の うち、農会長及び産業

組合長を兼ねるもの16名 、農会長を兼ね るもの11名 、産業組合長を兼ねるもの8名 、合わせて

68名 中35名 の過半が、これ らを兼務 している。逆 に云えば、農会長36名 中の27名 、産業組合長

32名 中の24名 のそれぞれ3分 の2は 町村長の兼務という事になる。校長を経て村長に就任 した

例を も併せれば、「4本 柱」は多 くの場合それぞれ別個の柱ではないと云 う当時の町村の社会

構成が、示 されているように思われる。

町村への 「中心人物」の照会に対する回答と して このように 「長」が多 く含 まれるのは当然

であろうが、そのほかを見れば、農会技手が30名 の多 くを数え、区長 ・実行組合長 ・篤農家等

の名が19名 である。農業生産の具体的な場で指導に当り、また農業生産の担当者であ るこれ ら

の人々の比重はこの数値の示すよりは更 に高い ものであ ったろう事は、本報告書 に含 まれ る当

時の現地事情の うちに読み取 ることが出来る。

(3)活 動状況 一 産業組合の再建乃至設立など

これ らの 「中心人物」の活動状況につ いては、個々の報告の記載が精粗 まちまちであ って、

全体像は捉え難いが、農事の改善な り、普通作以外の商品作物を含めた 「副業」の導入 ・推進

とその流通の組織化=「 販売統制」などが農会技手 ・篤農家等の活動として挙げ られることが

多い。町村長等の村の有力者の場合には、経済更生計画の樹立と実行と云ったよ うな抽象的な

表現が少な くないが、集落を回 っての実行組合の組織、産業組合の再建活性化 ・改善、或 は新

設の努力が挙げ られることが多い。

昭和11年 度予算か ら開始された 「特別助成」の資金投入が、産業組合の活動の物的基礎を固

めたと思われる ことは、 「特別助成の対象 となった施設 も大半は産業組合の施設であり、」 と

竹山氏が述べている(7頁)と ころに示されている。

以上には、「農山漁村経済更生運動」という画期的 な農政活動が、農村 ・農民に向けて展開

された ときの、農村で これを受け止めたものの姿の一部を探 り、それが 「4本 柱」といわれた

村の旧来の秩序 に依 りなが ら、産業組合を育成 して、 「4本 柱」の内部構成の変化を もたらし、

経済活動の組織化を通 して農政一町村-農 業者のル― トを整備 した姿に視点を置いて略記 した。

3規 模拡大資金等の受 け手 と相談相手

(1)個 別農家対象の資金制度 と 「村」の運動としての経済更生運動

農政がその施策を行おうとするとき、その環境は 「農山漁村経済更生運動」当時 とは大き く

変わっている。 自治体は多 く農村であ り、村民は多 く農民であ り、村長 は多 く農会長、産業組
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合長と一体の リ-ダ ーであった。「農山漁村経済更生運動」はそのような 「村」の、農政が主導 し、

村の リーダー等が受け止めた 「運動」として出発し、「特別助成」という資金投入を有効ならしめ

る条件を作り出した。現在の大規模市町村にあって は多 くの場合 「農村」はその一部として含まれ

るに過ぎず、農業者は住民の一部であり、農業者の うちで も農政の施策にその生命を左右される専

業的な農業者はその一部に過ぎないものとなっている。農政が資金供与を通 して現状からの展開を

望むときも、既成の 「村」を求めることも、農業者の集団を求めることも、単純 にはなし難い。集

団の場合にも個別農業者の意思に基づくものとの保証を求めざるを得ない。そして、融資を中心と

する現在の資金供与は、原則として個別農家へのものたらざるを得ない。以下に、 「経営規模拡大

資金」借 り受け農家の検討のために捉えた、農政の受け止め手としての個別農家群について見たい。

(2)規 模拡大資金等借 り受け農家の性格 と地位

昭和63年 度の全国農地保有合理化協会の本受託調査の報告書 には 「農業経営と規模拡大につ

いての意向調査」集計結果が載せ られている。これは昭和60年 度か ら新設された 「経営規模拡

大資金」借り受け農家及び対比のために農地保有合理化事業参加農家並びに 「改良資金」借 り

受け農家に対 して行 ったア ンケー ト調査の結果であるが、そこには現在の農政の受け止め手と

しての農家群の有 り様が示されているように思われる。このアンケー トへの回答農家群は、経

営耕地規模が大き く(過 半が3ヘ クタ―ル以上)、 経営内容は複合的であ り、家族構成員の就

業構成 も農業従事 に傾斜 して、農業後継者の確保率 も高い、農業専従的な農家群である。そし

て、「規模拡大資金」借 り受け農家 ・合理化事業利用農家以外であ って も、 ここ5ヶ 年の間に

耕地規模を拡大 しており、また更なる規模拡大の意欲が高い。

このよ うな、わが国農家の平均像 とは異な る、農政の供与する政策手段の利用 に積極的な農

家群の集落内での位置 はどうか。 これ らの うち他家の農作業を受託 している農家の割合は39%

(85年 セ ンサスの3ヘ クタ―ル以上農家の請 負農家率は22%)と 高 く、生産組織への参加率 も

高い。そ してアンケ-ト ではこれらの農家の就いている集落の役職を例示 して尋ねている。そ

の結果は、回答農家の うち左欄の役に就いているものは、

集落3役

正副実行組合長

土地改良区関係

氏子檀徒総代

その他

合理化関連農家

308戸 中

14%

15%

41%

16%

11%

「拡大資金」借受農家

19戸中

32%

37%

16%

5%

11%

改良資金借受農家

188戸 中

18%

13%

45%

13%

13%
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となってお り、「「その他」に記入 された ものは多岐にわた っているが、集 落を越えた役職、農

業委員、町議員、農協 ・共済の役員、農民組織の役員な どがそのうち4割 近 くある。」「これ

らの結果をどう評価す るかは、比較すべ きデータがな く難 しいが、回答農家群は集落内で世話

役、 まとめ役 を引 き受けさせ られる度合が多 いと見てよいのではなかろ うか。」と述べ られて

いる。先に見た 「農山漁村経済更生運動」の 「中心人物」の うちの、所謂 「4本 柱」以外に挙

げ られた農民層 と類似 しているように思われ るが、 どうであろうか。

(3)「 農地移動の相談相手」としての農業委員会

そ して このアンケ-ト では、農地の売買貸借につ いての相談先はどこかを、選択肢を示 して

尋ねている。 その結果は下記の ごと くである。

農委事務局

農業委員

集落の有力者

生産組織の仲間

親類

近所 ・田畑隣

友人

作業受託の相手方

集落内の寄り合いで

その他

無回答

合理化関連農家

308戸 中

62%

47%

5%

10%

20%

10%

7%

11%

3%

3%

3%

「拡 大 資 金 」 借 受 農 家

19戸 中

58%

63%

0%

0%

21%

5%

5%

0%

5%

15%

0%

改 良 資 金 借 受 農 家

188戸 中

42%

41%

13%

17%

20%

10%

5%

12%

6%

6%

6%

ここで は、農業委員会事務局及び農業委員に相談すると云うものの比重が高いのに驚か され

る。農地保有合理化関連農家 と 「拡大資金」借受農家 は農業委員会との接触を通 して規模拡大

を実現 した経験者であ るか ら当然で もあろうが、改良資金借受農家にあって さえ も他の選択肢

を大 きく越える結果を見せている。 このことを別にすれば、そのほかのうちでは親類が高いの

は 「農地 」を考えれば納得がゆこうし、作業受委託の相手方につ いて もそ うであ り、ほぼ妥当

な姿が示 されていると云 ってよかろう。

この結果に注目するのは、このアンケ-ト の回答農家群のような性格の農家群にとって、農

業委員会事務局乃 至農 業委員が、「農地」につ いて とい う条件付 きで はあ って も、相談相手
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として高 く評価されていることが示されていると見えるか らである。

農山漁村経済更生運動の当時にあっては農政とその最終的な受益者たる農民との間に 「4本

柱」があって 、それを拠り所 として農政は村に入 り、農事指導は 「農会」、経済活動 は 「産業

組合」、の形に云わば一本化 して整備 し農政 とその受手 との体制を確立 した。先 に述べたよ う

に、現在の大規模市町村体制の下で、地方自治体は大小にかかわらず、農業者の利害のみを代

弁す るものではない。農政とその最終的な受手である農業者の間に、様 々な形で仲介する組織

は出来て いるが、それ らの間の関連 は必ず しも統一されているとは云い難いのではなかろうか。

農山漁村経済更生運動の農政 と受手 との間の組織体制の整備という側面 は、全 く環境の異なる

現在で も、なお再検討される意味があるのではないか。
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