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1.問題提起

川村:農地制度研究会(農林大臣の諮問機関)にお

ける論議の焦点は、今後における農業経営の構造

がどうなっていくか、特に個別経営というよりは

むしろ集団的な生産組織あるいは協業経営、大型

経営を中心に経営の方向がどうなっていくか、そ

れとの関連で、農地の所有・利用関係のあり方を

どう考えたらいいか、これが第1点。

第2点は、農業内部における農村工業化の要請

に限らず、今後日本の経済発展の動向が、むしろ

公共投資主導型の安定成長パターンへと転化して

いくなかで、公共投資がかなり地域開発投資とい

う方向に傾斜していくというのが明らかだと思い

ますので、そういう地域開発の進展という背景の

なかで、今後農村地域において他産業との土地利

用の調整のあり方をどう考えたらいいか。以上、

2点であります。

そこで最近の動向を現地でいろいろ調べること

になり、砺波平野の動向について調査を行った。

砺波平野は庄川扇状地の上に開けた散居村地域と

いうので有名ですが、当地域の圃場整備はおくれ

ていたが、38年に農林省の大規模モデル圃場整備

あるいは農業構造改善事業を契機にして急速に3

反区画に整備され、その大型圃場の上に大型機械

利用組合が、かなり広汎に組織化されていた。こ

の大規模区画圃場と大型機械利用組合の広汎な成

立という側面は、43年くらいまではひじょうに高

く評価されていた。

例えば、『北陸における水稲生産組織の現状』

(昭.43、北陸農業研究会)では、農協等の組織によ

る大規模な団体経営の意向も展望され得る、いわ

ば大型機械組合が協業組織から団体経営という形

での協業経営へと展開する可能性もあり得るので

はないかという評価をしており、『成長メカニズム

と農業』(昭.46、農政調査委員会)では、砺波平野
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の大型機械利用組合を中心にした生産組織という

ものを、日本の稲作における新しい一つの地平線

を切り開きつつあると、可能性を高く評価してい

る。

最近の動向から見ますと、米価の据置き、生産

調整という農業情勢のなかで、砺波平野の農業、

砺波平野の稲作の性格が、かなり基本的に変わっ

てきているのではないかと考える。

それは、第1には、大型機械協業組織というの

が、現実には解体しつつあるのではないか。少な

くとも解体のきざしというものは明確に読み取れ

るのではないか。

第2は、解体化のおもな要因は、徹底した兼業

化の結果として、この地域における農業発展の主

体的エネルギ-それ自体が空洞化しつつあるので

はないか。

こういう基本的な性格づけをするということが、

正しい現状認識かどうかというのが、きょういろ

いろご議論いただきたい問題です。

砺波平野は特に兼業化が進行しているという特

殊事情があるけれど、いわゆる北陸の穀倉地帯の

一環であり、この砺波平野の問題は、長期的に見

て、日本の食糧基地とされている東北、北陸ある

いは九州、北海道等、他の穀倉地帯においても同

じような現象が、経済の発展あるいは地域開発の

進展に伴って生じてくるのではないか、と考えま

す。

2.報告

◇砺波平野における農業の概況

川島:砺波平野は総体的に比較的粘土を含んだ

扇状地であり、扇状地特有の耕土の浅いという特

質もあるけれども、一応総体的には自然的な耕土

が深かった地帯で、明治以来ずっと高い生産力を

持っていた。それに加えて散居性に基づくところ

の耕地基盤の特性、すなわち家の回りにその家の

耕地が集団しているという、一種の集団圃場制と

いうものが歴史的に形成されており、手労働段階

での集約化を可能にする、集団化しているという

メリットを生産力のなかに持ち込みうるという特

徴があったために、自作農的な体制というものが

早期に形成された。

この早期における生産力の高さ、事実上の自作

農体制が、いわば生産力自体の停滞をもたらすこ

とになる。

高度成長期における砺波の兼業化というものは、

富山と高岡を中心にした重化学工業の展開に関連

し、いわゆる地元の中小企業・零細企業が、道路

の開設を通じて急速に平野内部にまではいり込ん

でくるその過程で、男子の基幹労働力の吸引がひ

じょうに強く働いた。本来は基幹労働力の排出と

いうものは、高度成長の過程と同時に出てくるけ

れども、富山の場合、基幹労働力はすでに相当な

部分が排出されていたあとに、高度成長による排

出が出た。そこで一時水田を畑に利用して自家用

野菜を作るという一作畑というものもなくなって、

完全に水稲単作的な土地利用になり、大型機械の

利用が始まった。この大型機械の機能は、主婦労

働力の兼業化を促すこととなった。

一般的には大型機械化におけるオペレーターは、

残った専業農家の一つの機能する場であったけれ

ども、ここではまったく違っていて、オペレーター

自体が通年兼業、1年間を通じての兼業に出て、

オペレーターとして必要な時期だけ勤めを休んで、

オペレ-ターの業務に専念するという形をとって

いる。

ここの農業を一口に簡単に規定すると、パート

タイム農業、超過勤務でできる農業、朝晩農業で

あって、そういうことでも、かろうじて1町歩程

度のものは稲作単作をする限りでは維持していけ

る。これが、砺波農業の強みであり、また同時に

弱みでもある。
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砺波の全国1位という高い兼業化というものは、

決して階層分解に結びつかない。兼業と農業、そ

のどちらも切り捨てられない、いわば兼業と農業

との相互依存体制の固着というような形が、現在

の砺波の農家の実体である。兼業を継続するため

に大型の利用が必要であり、大型の利用が不便で

あるという場合に中型自脱コンバインの必要が出

てくる。

砺波平野の生産組織は、東石黒の機械利用組合

に代表される部落の農家集団、部落単位を基礎に

した集団的機械利用という型と、若林の大型機械

利用組合のような農協を主体とした機械利用生産

組織の型と、サカタニ農産有限会社というような

きわめて蒲原的な請負会社という、三つの類型が

みられる。

今日の段階において問題は、「若林」的な農協

主体の運営組織はもはや効力を失ってきており、

「東石黒」的な部落主体的なものすらゆり動かされ

ていることである。大型コンバインの段階で矛盾

が出てくる。農家の側から見ると、大型トラクタ

-の利用はまさに全面利用であるけれども、コン

バイン利用は部分利用である。自分で処理しきれ

ない部分をコンバイン、ライスセンタ-に依存す

る、そういう形を取っていて、従って稼動率の低

下による料金の年々高騰、また全体の連続的な赤

字と関連する料金の値上げを招いている。そして

料金高騰が利用の減少を招くという悪循環をくり

返すことになる。このような矛盾のなかで中型機

械利用が志向されざるをえないと考えられる。

これらの集団ないしは生産組織が、そのまま存

続するのか、それとも組織というものは個別への

分化の一つの過渡的形態であるのかという点は、

なお結論がでないけれども、見通しとしては、ど

うも個別化せざるをえないような方向にあると考

える。この点に関しては、例えば蒲原のようなき

わめて明確なにない手層が一つの階層として存在

している所と、先にふれたように、にない手層が

きわめて不明確というか、しっかりしていないと

いうか、先にふれたパートタイム農業というよう

な砺波の農業とは、異なった姿で展開すると考え

る。そういう点で請負会社的なサカタニ農産にみ

られる動きというものが、これらの砺波農業の矛

盾を持ち込んだ形で展開せざるを得ない。現在サ

カタニ農産という請負会社は一応中型技術体系を

完成し、それに乗っかって高い生産力水準を確立

していこうという段階にあり、周囲の大型機械生

産組織が先に述べたような情勢下に置かれている

のをみながら、勝負あったとして自信を深めつつ

あるようである。

◇集団的生産組織と大型機械利用

波多野:大型機械の組織の問題については、農

協が指導権をもったところと、それから部落が中

心になったところとでは、現在の段階で、かなり

対応の仕方なり内容が違っている。

若林大型機械利用組合－－これは旧農協の時代

に作られて、砺波市農協ができて、独立採算制で

事業組合としては歩んだところであるが、そのう

ちのきつね島という部落(80戸)について大型機械

をどれだけ使ったかを、農協の利用伝票から整理

してみると(第1表)、この利用率が、トラクター

でも十分に進んでいなかつた、トラクターでさえ

も全農家あるいは全面積をカバーしていない。戸

数ではかなり進んだけれども、面積ではかなり低

い。最初の段階ではかなり積極的に農協が指導し

て機械利用のために集団栽培をやったけれども、

農家自体が自家労働力なり、協同で持ちこたえて

きている耕転機とにらみ合わせて大型機械を利用

する。まさに余った分を賃餅に出すという域から

脱しない。そういうことから集団栽培にしても、

班単位の協同作業や共同苗代にしても、かなり早

く一般的にはくずれざるをえなかった。
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他方、東石黒農協は、機械は買ってもその機械

利用、運営というものは集落に任せてある。東石

黒のなかの桐の木という部落の機械利用組合の収

支(第2表)をみると、部落のなかで賦課金的な制

度を持ち、利用しまいが、しようが、それにおか

まいなしに機械の費用を負担させるという部分が

ある。機械の全部利用ということを前提としてお

り、機械利用費も利用料金も比較的安くできる。

若林のほうはコンバインまで機械利用組合が持

って、ライスセンターだけ農協が持つ。東石黒で

は普通型のコンバインではとても部落単位では持

てないとして旧農協が持つということで、若林の

場合にはコンバインの赤字を、トラクター利用料

金を引上げる形でカバーするというような態勢を

とるが、東石黒の場合はその赤字部門だけが農協

受持ちということになっている。

次にトラクターの運転にかかわる問題で、若林

の場合には、単位が大きいので特定のオペレータ

ーを雇わなければならないということがあり、東

石黒のようなトラクターのいき方をした場合には、

出投を割り当てるということが一応の原則になる

が、オペレーターがもうどうにもいかなくなって

きたことは、若林にとっても東石黒の場合にも、

共通的な問題になっている。

第1表Kz部落のトラクター、コンバイン利用
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また田植機の導入をめぐって若林では大型トラ

クター利用が十分農民の側に引き寄せられた形で

利用されてこなかつたという体制が、今の段階で

も問題になり、従って戸別の導入なども一部で出

ざるをえないような状況がある。これに対して東

石黒のほうは、10戸程度の各班に3台ずつ動力田

植機を置いていくという形で、かなり早期に全面

積に近い形で機械田植が進みつつある。

また、育苗センタ-をめぐってできているグルー

プ、これはかなり高い技術と周密な管理労働を

第2表福野町K機械利用組合の収支
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必要とするものであるが、これを請け負った2戸

なり3戸のグループのなかから、もう一度農業を

見直そうという動きが出てきている。

東石黒では、兼業とのからみあいがあり、本当

の意味で生産力を高めうるものとはいいきれない

としても、一応中型の体系がかなりスムースに進

む条件を持っている。

これと対比的にサカタニがあるわけだけれども、

サカタニの場合には大型組織がかなり濃密になっ

ていて、欠損農家的な専業農家、お婆さんしかい

ないというような農家、出没に苦痛を感じている

農家、そういう農家の土地を集めた。だからどう

しても分散した土地にならざるをえない(第3表

の1,2)。合理的な経営をやろうとすれば、大型ト

ラクターはとても持てないので中型トラクターに

ならざるをえなかったし、トラックでちょつと積

んで刈り取りに出かけられるようなバインダーな

り、自脱コンバインでなければならないというこ

とで、中型トラクタ-の体系で展開している。こ

うした展開のなかで、委託者側がかなり多くなり、

だんだん請負地についての選択の余地ができて、

3年目ぐらいからは50ア-ル以上の圃場でなけれ

ば受けないという制限を、また大圃場整備がきち

んとされている圃場でなくてはいけないという制

約をつけてきている。このようにして中型技術体

系を作り上げてきているわけであるが、とくにこ

の米不況ムードのなかで、品種転換とか、兼業農

家層がかなり手を抜いてくるとかいわれているの

に、サカタニの稲作技術は「確実に1俵は違う」

という段階に達し、一層その信頼性は高まってい

る。

このような生産力の格差が明らかになつてき、

また圃場整備も進んだということもあって、従来

取扱わなかった構成員の土地もいっしょに耕作し

てほしいという要望ができてきている。これが約

10町歩ある。今後面積が増加したとき現在の中型

の体系で、20ヘクタール、30ヘクタールを処理す

る可能性があるのかどうかという点が、新たな問

題である。

◇集団的生産組織における新しい動き

山本:現在の再編成過程のなかに、もう一つ新

しい動きが出てきているのではないかという感じ

を受けている。

富山市の南東方にある大山町では2年前から基

盤整理を始め、そこで同じような生産組織を作ろ

うという動きが、一つ出ている。東石黒がまだ中

型機械、自脱型コンバインとか田植機が出ていな

い以前の技術体系によっていたということで、過

第3表の1委託地面積割合別戸数
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渡期的なものであるのに対し、その矛盾を解決し

ながら次の段階へ移ろうというものでないかとい

う感じを受ける。

大山町大庄北部地区は2つの部落、77戸からな

り、これを六つのグループ、だいたい10戸ないし

12戸ぐらいのグル-プに分けて、大型機械を利用

してゆこうというものである。大型機械利用組合

を作り、機械〔トラクタ-3台(68馬力)、大型防除機

(S.S)2台、142ヘクタ-ル分の育苗施設(春から稼動)、

秋までには自脱型コンバイン〕を皆で協同所有して管

理する。この組合の中心になるのは六つのグル-

プから2人ずつ理事が出て、これにあたる。その

うち11人は専業農家層(広い意味で、農業を主体にや

ろうとする意欲のある農家層)、あと1人が兼業農家

層から選出され、ここでその機械の利用料金なん

かも決めるのであるが、そのさいオペレーターを

確保していくということで中核になる農家を育成

する、あるいは身分の保証をできるだけしていか

なければならんということで、指導料とか、そう

いう意味のもの、席料的なものを創って、指導者

層に与えていきたいという考えが、だいたい話し

合いで認められてきている。

東石黒の場合にはむしろ全部が地縁的な結びつ

きが強いものであったから、どうしてもそのリー

ダ-になるものの報酬が押えられてしまう。それ

で逃げてしまうという傾向に対する反省の上に立

って、席料的なものを考えていかなきゃいかんと

いうのである。

ここでも農地を事実上委託して離農するという

動きがあり、ちょうどサカタニとよく似ていて、

零細の者が出さずに、エリ-ト層で所得が安定し

ている者が案外出してきているというような傾向

がみられる。

もう一つの例は高岡市の事例で、やはり基盤整

備とからんで新しい生産組織化の動きが出てきて

いる。これは町、農協が中心になって上からの指

導のようであるが、大きいところでは40戸ぐらい、

小さいところでは12～3戸ぐらいの農家を中心に

して、平均15戸ぐらいの営農生産組合を作りたい、

機械に対する出資金はむしろ専業農家層が中心に

なっていく、兼業農家層にはあまり出させない、

従って発言力はむしろ専業農家層、いわゆる中核

になる農家層に残していこうというような動きが

ある。

3.討論

◇大型機械利用組織の生産性の動向

川村;川島;永田;波多野;梶井;中江;石黒:

兼業化があれだけ進んでいる砺波地方では、経

営のやり方は結局生産性をそう気にしないで、労

働生産性を高めていく方向に動いているという気

がする。それが生産組織的なところでは、さらに

労働節約的な方向がかなり重点となっていると思

う。そういう意味で労働生産性の上昇は、かなり

顕著なものがありはしないかと考える。しかし現

在利用しうる統計調査からは、大型の機械を利用

している市町村と、していない市町村との間に、

生産力の格差みたいなものが生じてきているかど

うかは明白でない。

中型機械体系によっているサカタニ農産の生産

が「完全に1俵開いた」という技術的な基礎は、

サカタニ農産のリーダーは集約的な技術としてか

なり高いものを持っていて、それに自信を持って

おり、肥培管理もひじょうに克明な指導、水はこ

ういうときにかけうとか、稲はこういう色になつ

たらこうこうしてくれとか、こうなったら教えて

くれとか、委託した農家が、また肥培管理の監視

役として逆に委託され、適期に必要な作業を徹底

的にやつている。このようなことによって、砺波

平野全体で動いている兼業化、粗放化の方向のな

かで、特に米の生産調整が始まって、品種転換も

始まるというようななかで、その生産力の差がよ
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り明確になってきた。中型機械体系は従来の小農

技術を、よりよく展開しうる余地を持っていた。

いいかえれば、中型機械と小農技術はきわめて密

接に結びついていた、といえる。

これに対して施肥と水管理等の管理労働が、個

別経営に残されたままの状態で大型機械化が進み、

従来ひじょうに比重のあった管理労働技術が消さ

れてくるということが、生産力低下に結びついた

のではないか。

◇集団的生産組織のゆくえ

波多野:集団栽培が最初の段階で反収を高める

上で果たした役割は評価されてよい。それが43年

をピークにして、なかなかきちんと組織化できな

いという状況がだんだん出てくる。最初は主婦の

労働力がまだあったが、後になると老人だけしか

残らないということが集団栽培自体を、強力な指

導体制にもかかわらず、これが現実の組織化とう

まく密着していかなくなるという問題がある。

永田:砺波では兼業と農業が膠着している。集

団組織は、たしかに労働力流出の点では機能を果

たし、土地持ち労働者を広汎に作り出した。逆に

また小土地所有を補強する機能をもっている。つ

まり農家経済の構造自体が主婦の兼業所得を含め

た農外所得によって循環している。ここで生産利

用組織が解体してしまったら、たいへん困るとい

う利益の共通項がある。従って大型利用組織は、

新しい田植機とか、自脱型コンバインとかという

技術の展開に応じた再編が今後進むのではないか

という感じを持つ。と同時に、あるものは崩壊し、

さらに残った生産組織は外部の委託という形でふ

くらんでいく。それで一元的な集団から機能的な

集団へ変わっていくというように生産組織相互間

の競争関係を伴いながら変質していく。

川村:集団的生産組織の将来展望において個別

化という形は、サカタニ農産にみられる請負耕作

的な形での企業的経営という形の展望につながる。

再編成という方回は地域集団としての集落を基調

にしながら、そこでいわば中核的な農家、専業的

主業的な農家を中心とした地域的な、しかも機能

的な協同利用集団として再編されると考える。

砺波市に14ぐらいの生産組織があり、旧市町村

単位、旧農協ごとの生産組合として構成されてい

るが、このうち生産組合として収支がとんとんに近い

状態(機械等は補助金を除いた圧縮記帳)のもの

が二つぐらいあって、その一つが若林地区である。

ここでは14ある生産集団がやがて崩壊するであろ

うということを前提にしながら、将来のあり方を

考えている。すなわち、育苗施設、大型機械には

かなり余力があり、そこで現在でも外からの委託

を受け、あるいは賃耕にいくことを行っているが、

そういう外部との関連において、機械あるいは施

設の効率を発揮するという側面を重視しながら、

組織としても集団化するという方向である。そし

てその周辺の農外の平均賃金は必ず保証するとい

う保証つきで、専任のオペレーターを2人雇って

いる。そして利用料金の引上げ、外部への賃耕と

育苗委託を通じて、その賃金の裏付けとするとい

うことで、2人のオペレーターに他産業なみの労

働報酬を保証しつつ、専門にかかえているという

形を取っている。

また福井県の坂井町農協では、農協自体が生産

面に積極的にとりくんでいて、農協でカントリー

エレベーターと大規模な共同育苗施設を持ち、さ

らに農作業の受委託の組織ということを農協が行

なっており、この農作業の受委託の組織として専

業的農家が残っている。そこに基幹的な中核的農

家が形成される。このように地域の農業全体の組

織化のにない手に農協自体がなっていくという形

のなかに、将来の完全大型機化への一つのプロセ

スをみる。このように、農業のにない手として個

別の農家労働力という意味の「主体」だけでなく
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て、「地域農業の組織化の主体」も無視できない。

砺波平野の特殊性というのは、徹底して労働力

の吸収が行なわれ、上層農も含めた兼業化はかな

り進み、基幹労働力が男子だけでなくて女子労働

力も含めて徹底的に吸収されているところにある。

この場合に、いわば再編成といっても、そこでの

にない手といっても、その基幹労働力は不安定労

働力でしかない。そこで若林地区の新しい動きみ

たいにいろいろなタイプが出てくると思うが、そ

こではスムースな再編成には必ずしもならないで、

かなり個別化も進みながら、サカタニ農産みたい

に請負方式でいく場合も考えられる。しかし、そ

ういう混乱過程で個別化のにない手がふえていっ

て、現在のように借手市場では必ずしもなくなっ

ていった場合には、現状のように土地についての

権利を持たない場合の経営的な不安定性が、どう

しても表面化してこざるをえなくなる。そうする

とサカタニ農産的な意味での個別化の動きは、お

のずから限界が出てくるのではないか。従って地

域農業における支配的な流れ、あるいはそういう

農業構造という形まではなかなかいきがたい。

山本:雇用市場の拡大にともなって農業をにな

う層がだんだん減っていくなかに、集団栽培を維

持する力がだんだん失われているわけであるが、

そのまますぐ崩壊するかというと、みな崩壊した

ら困るという点では、共通項があると思う。どう

いう形で参与させるかというところで、例えばさ

っきいわれた東石黒の場合のように、一つの集団

ではなくて、個別の専業農家層が別に育苗施設を

作っちゃって、それが請負ってやっていくという

形が、一つの問題となるだろう。そういう専業農

家層が、また今度の大型コンバインから自脱型コ

ンバインへの移行の過程で、それを受けとめて自

分らがやっていくということも考えられるので、

今でも無性格の集団栽培のなかから、一つの、う

まくいけば中核層が形成されるような可能性も残

っているのではないか。

石黒:砺波の兼業家はよその県の兼業家と違う

のではないか。地場産業的な中小工業がかなり前

からあり、今でも中小工業がかなりある。従って

兼業農家の歴史というものが、わりに古い。兼業

農家には耕地のわりあい大きい層が比較的多く、

兼業農家ではあるけれども、同時に土地所有者と

しての意識も強かった。サカタニに委託するよう

なエリート層が、戦前から農外との関連を持って

いた。自分はわりにエリート的な仕事についてい

て、しかも自分の経営というか土地利用を確保す

るためには、この集団栽培が最も具合がいいこと

になる。一方零細層では、資本装備はないし、集

団栽培そのものが、かなり技術水準を高めてくれ

るし、装備の不足も補ってくれるということで、

この両者は集団栽培に関して利害に共通点を持っ

ている。自脱コンバインなり田植機が出る前まで

は、田植労働力は零細層から出ていたように思

う。

こういうなかで、ある程度の規模を持ちながら

いわゆる旦那ではなくて、自分で経営を維持しよ

うとして、かなりの機械投資を行なって、自分の

労働力を経営の支柱に置いていたという層があり、

これがちょつと矛盾を持っている。中型あるいは

中型以下の装備を整え、そして労働力をどうやら

燃焼できるように作り上げたところへ、集団栽培

がやってきた。そうすれば、やっと作り上げたも

のが無駄になっちゃう層があるように思う。その

層がうまく組織体の中核として働けた生産組織と

か、また経営の大きな旦那衆との利害が矛盾しな

かったところでは、うまくいくし、そうでないと

ころではゴタゴタする。そういう複雑な歴史的背

景に注目する必要がある。

波多野:東石黒では班で田植機を3台ずつ買っ

た。これを今までの班としての共同田植の形で運

営することはやめにして、「おまえのところは何
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日に田植機を持っていって田植しろ」というよう

な形で、今再編成がなされようとしている。

自脱コンバインがいま部落へ下ろされようとし

ているわけだが、オペレーターが部落で割当てて

30人をなんとかして供出しようとしても、だんだ

ん減ってくる。そのためおそらく班として「おま

えのところは何日ごろ使うか」というようなこと

を聞いておいて、割当てて使うというような方向

が片方で出てくる条件というのはかなり強い。

一方兼業農家層といわれる人たちが、何として

も農地を自分で守っておきたいという気は、かな

り強く、従ってトラクター、田植機がなくなった

らどうにもしょうがない。そのへんをつかまえて、

一つはサカタニのような動きがある。

もう一つの問題として、委託した場合において

農家の所得が減少する、すなわち、今日品種転換

等に伴って、きめ細かい稲作技術が要請されてい

る状況のもとでは、反収減につながらざるをえな

いところから、所得が減るということ、しかも他

方では、機械利用費はどんどん上がらざるをえな

いというはさみ打ちのなかで、落ちこぼれていく

農家というものが、かなり広汎にわたつて一方に

出ざるをえないような状況がある。

当面一元的にどっちともいいきれないが、かな

り集団にしがみつく形で再編がなし遂げられると

みられるが、さらにかなり近いうちに、もっとも

っと再編されなければならないと思う。

◇兼業労働の生産力

石黒:砺波の12個の生産組織でリーダーは5人。

若い人1人は専業労働力、あとの4人は公務員と

農協職員、これがトラクター、コンバインを動か

してやっているわけだが、土曜日、日曜日のほか

年間20日の賜暇を使ってその5人が働けば、ちゃ

んとできる。その意味では安定した作業体系がで

き上がっていると思う。

「稲作地帯で基盤整備ができていて、水その他

の条件の整ったところならば、可能だ」と、こと

もなげに、そういっている。

波多野:今までは3反未満層の田植労力は共同

田植という形で、一方で主婦労働をかかえ込みな

がら、兼業的農業生産をなし遂げてきた。今度田

植機もはいるとか、自脱コンバインも部落が貸そ

うという形になつてくると、「自分の1町歩なり

2町歩は朝晩でなんとかやれる」ということにな

るとしても、かなりの人の分までかかえ込んでや

らなければならないことになると、年間20日フル

に年次休暇を使っても、たいへんになってくると

いう側面が出てくる。機械化で体系化された生産

組織を維持してゆくことについては、問題を持っ

ている。

梶井:蒲原で上層と下層の生産力格差がかなり

開いてきている大きな要因は、下層の生産力がひ

じょうに低いということである。兼業家は兼業の

ほうにエネルギーをかけて、稲作はあまり一生懸

命やらない。上層のほうは兼業のほうのウエイト

が少ないので、稲作を一生懸命やる。従って土地

生産性も、ひじょうに顕著な開きが出てきている。

それは上層の生産力が特に高いからではなくて、

逆に下層の生産力が低くすぎるから、階層間の生

産力の開きが出てきている。おそらく兼業の進化

がもたらす生産力への影響は、そういう形で出て

くる。そういう形でギャップが拡まれば、この家

計充足率(第4表)が示すような動きは、土地持ち

労働者的な方向へ、地代所得だけで満足する方向

に働かざるをえない。

蒲原の場合には、集落単位として何かしなけれ

ばいけない、つまり下層もかかえ込んで何かしな

ければいけないという生産力構造はない。上層が

ある意味では下層をおっ放して面倒をみてやらな

いから、逆に生産力が下がるという形になってい

る。これが請負みたいな形で流動化に結びつくと
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第4表農家経済(砺波地域)

いうこともある。

砺波の場合でも、基盤整備や水管理体制がちゃ

んと進んで、個別化が進んできているということ

からすれば、そういう側面から十分やれる層が、

部落のことだから下層の面倒をみてやろうじゃな

いかという意識がまだあるうちは、下層は兼業依

存度を強めながらも、生産力を維持できる。この

場合には、まだ階層間の格差がそれほど顕著には

出てこない。自分の経営は自分でやっていけると

いうことになれば、下層をおっ放してしまい、そ

うするとおそらく上層で支えられた生産力が崩れ

ていくことによって、生産力格差が開いて、それ

が一方は土地持ち労働者、他方は技術農家になる

か、あるいは公務員の稲作農家になるかもしれな

いが、そういう方向への動きは、展望としては考

えられる。

4.まとめ

梶井:福井の坂井農協の大型機械による全面請

負(30ha)の経験によれば、機械化作業にのらないよ

うないろいろな手作業、例えば、ひえ抜き、畦畔

の草刈り、水管理などの作業が意外に収量にひび
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く。それを手抜きをすると、とたんに収量が下が

る。大型機械でも、その面を補完すれば、かなり

収量は期待できる。

しかし全面請負でいくと、そこのところが手抜

きになるから、とたんに収量が下がる。しかも福

井の現状でいうと、個別農家には兼業が進行した

とはいっても、かなり老人、婦人が残っていて、

そういう補完的な手作業をやれる能力が十分ある。

それで全面請負をやめて、ある意味では作業受委

託の組織に切り替えて、そして大型機械作業は受

委託でやり、補完作業は個別農家が自分でやるこ

とになった。

大型機械の技術は体系化という点でまだこのよう

な個別労働の補完をどうしても必要とする段階に

ある。それが収量にひびくという要素を持ってい

る限りは、大型機械という形での協業組織が、組

織として安定的に発展することは、むずかしい技

術的の要因がある。そういう技術的な弱さを補完

する、新しい技術、例えば中型技術がはいってく

れば、その側面はそこに置き替えられる。例えば

普通型コンバインが駆逐されて自脱コンバインが

くっついたような組織に再編されるという問題も

出てくる。

また兼業の深化というものが、そういう土地生

産性に対する農家の志向をどの程度弱めていくか

ということにも、大いに関係する。農外所得で家

計費も十分カバーできるという形が定着していけ

ば、せっかくの年次休暇も全部働いて過ごしてし

まうというのは、どうもこれはなかなかこれから

はやっていけないのではないか。ということにな

れば、その側面から土地生産性という形の要求よ

りは、そこそこの地代が確保されれば、自分はあ

まりエネルギ-を使わないという方向に、下層農

家、兼業農家の志向も変わる可能性がある。

この場合、そういう大型利用組織を運営してい

く主体が、どういう形で形成されるか、階層的に

やや上層のところがこれに当っているのが現状で

ある。協業経営の組織をマネージする労働に対し

ての正当なマネ-ジ料としての報酬が、確立され

なければならないが、これだけの兼業深化のなか

で、どのような形で固っていくかということが、

技術的な問題であると同時に、一つの問題である。

大山町において「マネージ料をはっきり計上す

ることが組織維持にとっての眼目だ」ということ

を最初から認識して、組織化を考えていこうとい

う動きが始まっていることは、大いに注目する必

要がある。

新しい組織の展望は、管理技術の問題点がどう

いうように解決されるか、兼業の深化が下層の地

代要求の水準をどの程度にするかという問題と、

それは同時にマネージにあたるような中核農民を、

農民組織自体が育てていくだけの基盤を持ちうる

かという点、以上の3点にかかっている。

 

55


