
農業集落農地動態調査

鹿児島県大隅町岩川、

桂部落での

農地移動の特徴

梶井功

はじめに

鹿児島県の農地移動、とくに畑作地帯でのそれ

をみるとき、この県に独特な相続慣行に留意して

おく必要がある。

ここでは、かりに1haもっている男に、三人の

息子がいたとする。長男が結婚したとき、父親は

彼に30aをあたえて分家させる。そして次男が結

婚したとき、彼にも30aあたえて分家させる。残

るのは40aのはずだが、長男が結婚し、次男が結

婚し、そして三男が嫁をもらうまでに、5～6年

はかかる。この年のあいだ、父親も分家で減らす

だけでなく、なんとかして農地を買い増そうと努

力する。三男が嫁をもらうまでに、一方で長男、

次男に農地をあたえながらも、彼は頑張って2～

30aは買い増すだろう。はたらきのある父親はた

いていそうする。だとすると三男に嫁が来たとき

には、まだ6～70aもっていることになる。

三男に嫁がくるころは、父親ももう50をこすと

しごろになっている。三男は嫁が来ても分家させ

ない。嫁ともども一緒にしばらくは生活する。し

かし、孫ができると、そしてその孫が小学校へ行

くころになると、父親は、老妻と一緒に隠居屋に

うつる。おなじ屋敷のなかの別棟にうつるのだが、

屋敷もちがうこともある。

が、隠居といつてもここの隠居はのこった6～

70aを三男夫婦にまかせ、三男夫婦にやしなって

もらうのではない。老夫婦は隠居畑2～30aをも

って隠居するのであり、はたらけるあいだは自分

でその畑を耕作し、生活する。しかし、もう老令

である。満足にはたらけぬところは三男が手伝う。

三男はそういうかたちで老父母の面倒をみるわけ

である。

老父母が死んだとき、当然隠居畑は三人の息子

に平等にわけるのではなく、両親の最后の面倒を

みていた三男が相続する。隠居畑をもらう三男は

当然のことながら、両親の位はいを守り、供養す

る義務をもつ。父親もそうしたのである。

分家した長男、次男がそのまま"むら"にいる

こともある。"むら"に残るのは3～40aからが

んばって父親のような道を歩むわけである。皆が

皆そうしたら、鹿児島の農家戸数は、一世代のあ

いだに一戸が三戸になるのだから、たいへんない

きおいでふえることになるのだが、父親のたどっ

た道を歩むよりは、よそで身をたてることをえら

ぶものもかなりでてくる。よそで身をたてるもの

がでてくるから、"むら"にいるものの農地買増

しのチャンスもまたできるのである。

こういうかたちは、鹿児島でも畑作地域に多く、

水田地帯にはすくない。畑作地域は開こんの余地

があったことが、そうさせたのであろうか。

家産を一括継承することこそ"いえ"の本来の

ありかたであろう。家産を一括継承するものだか

らこそ"あとつぎ"は家族のなかで特別の身分を

保持し、一括継承した家産を保持するからこそ家

 69



長は家父長たり得、そういう家父長の統括下にあ

る家族系列として"いえ"が独自の存在を保つこ

とができるのだとおもわれる。そして、こういう

父から子へ総体として継承される固定した"いえ"

の結合として村落共同体があるとき、その村落共

同体は"いえ"の延長とじて、解体するものでは

ありえない、ということを基本的なありかたとし

ていいであろう。

それにくらべれば、鹿児島の農家のこういう相

続形態は、鹿児島の農家は世帯を構成しているこ

とはたしかであるが、"いえ"を構成するとはい

えないであろう。鹿児島には"いえ"はないとい

うべきである。"いえ"がなければ、"いえ"の

延長として"いえ"を守る共同体的結合としての
"むら"もありえない

、としていいであろう。"むら"

がない、ということを、われわれの調査対象集落

は象徴的にしめしているとおもう。

それをしめすものとして第1図をしめしておこ

う。われわれの調査対象集落は大隅町桂部落とい

うことになっている。が、この桂部落を構成する

世帯は、図にしめすように、東西桂という別の部

落を構成する世帯と混在しているのである。それ

も、二つの部落を構成する世帯の集団が相接して

いるというのではなく、ひとつの地域的な集団と

して存在していた世帯が、ある世帯は桂に、ある

世帯は東北桂にというふうに、地域としてのまと

まりを無視してバラバラに別々の部落を構成する、

ということになっている。

ここに二つの部落があるというようなことを、

この部落に入った人は誰もかんがえないであろう。

ここに二つの部落があるのだ、といわれたとき、

地域集団としてそれぞれまとまった部落がくっつ

いているのだな、とおもうのがふつうであろう。

そしてそれが、ごくふつうの日本の集落のありか

たなのである。だが、ここは図にみるように、ま

ったくちがっている。

もともとここは桂という一つの部落だった。そ

れが分裂したのは戦后である。戦時中から戦后に

かけての物資欠乏時代、どこにでもあった話だが、

配給物資をめぐるイザコザが戦后の自由な雰囲気

のなかで、ここではそんなにゴタゴタするなら、気

のあう同志で部落をつくろうじゃないか、という

ことで、部落を三つにわけてしまったのである。

気のあう同志で、ということが基本だつた。ここ

での部落は、地域共同体としての意味はなく、行

政末端機構としての最終集団単位として部落が観

念されているにすぎないことが、気のあうもの同

志での結合で部落をつくる、ということにさせて

しまったのである。東、西、そして中と桂部落

は、それこそ気のあうもの同志が地理的分布には

おかまいなしに結合した。その后、あまり小さく

なりすぎて、今度は役員のマワリが早すぎること

とか、町役場の方でも面倒くさがるということが

あって、東と西が一緒になり、東西桂と中柱にな

り、中柱がいつしか桂という旧名に復してしまっ

たのである。その結果が、現在のような世帯配置

のもとでの部落構成になってしまった、というこ

となのである。

こんなに簡単に、部落の離合集散がおこなわれ

るということは、部落が"いえ"連合の地域共同

体として存在しているとしたら、ありえないこと

であろう。そしてまた、行政末端集団として行政

意志が充分に疹透しているとしたら、離合集散は

あっても、地域を無視したこういう部落形成はあ

りえないであろう。"いえ"のないところでの部

落、そして行政も行政意志で最末端機構までを組

織できない行政力の弱い村での部落でこそありう

る離合集散だ、といわなければならない。

ここでの農地移動を見るにあたっては、まず以

上のような、ある意味では特殊なところだという

ことを、まず念頭においておく必要がある。それ

が農地移動には、当然ながら強く反映するからだ。
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第1図調査区要図

第2図S.30経営面積とS.46経営面積の相関

1.昭和30年と46年の経営地移動

昭和30年の経営面積と、昭和46年の経営面積の

相関を第2図として掲げる。

この図で◎印をつけた6,8,14,26は、昭和30

年以降に分家を出した農家であり、その農家と点
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S.30～S.46の農地の移動状況
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線で結んだ農家が◎印農家から分家として創出さ

れた新設農家である。⑥はaを分家としてつくっ

たし、⑭はc、dの新分家をつくり、かつ30年以

前に⑭から分家して一戸の農家になり、30年時点

ですでに農家だった18番農家にも若干の農地を分

与したということを、この図はしめしている。ま

たb、cは30年時点では農家ではなかったのだか

ら、本来はa、dと同じように昭和30年経営面積

0のところ、つまりY軸上にあるはずなのだが、

b,e,fのばあい、分家してから調査時点までの

あいだに農地移勒があったので、分家時点の受贈

面積をかりに30年経営規模とみなして、分家以后

現在までの農地移動をも同時にこの図であらわす

ことにした。

この15年間に⑮、(27)、(30)、(32)、(33)、(37)の6戸が離農

離村した。欠けたその穴を埋めるかのようにa、

b、c、d、e、f6戸の新設農家があり、結果

として33戸だった農家戸数は1戸ふえて34戸にな

ったわけである。

分家としてはもう1戸①K.Tが出したのがあ

る。K.Tは昭和30年調査時点で64才の老女だつた。

家族は34才(30年、以下おなじ)の三女(すでに嫁にい

っていて、30年調査の姓はかわつていた)、30才の四

女、24才の六女、21才の七女、それに17才と13才

の孫(これは男だが、K.Tとも三女とも姓はちがう)だ

った。

K.Tは女の子供だけだったのだろう。三女Nも

嫁にいったが、Nは30年ごろから10年くらい結核

療養をつづけたというから、そのため家にもどっ

たのであろう。孫達をどういう事情でひきとって

いたのかわからない。

K.Tはその農地(30年調査によれば、貸付田9a、

自作田55a、畑127aをもっていた)のうちから、田

20a、畑20aを孫のS.Yに分けて分家させた。40

年ごろにK.Tは死亡、そのとき残っていた農地を

Nがひきつぐのだが、その時ひきついだのは田35

a、畑43a、計78aだった。だから30年から40年

にかけて、六女、七女の嫁入りもあったし、Nの

療養費ということもあって、74aは売却したもの

と思われる。

これだけで終っていたらK.Tの経営は40aの

S.Yと78aのNにわかれたことになるが、実際の

ところは、Nも女一人であつて、そんなにできる

わけがない。田20aと畑(桑園)40aについてはS.

Yへの貸付地とし、田の小作料として年二万円を

S.Yからもらっていた。のこりの田15a、畑3a

の耕作もS.Yに手伝ってもらっていたのであって、

実際上はS.Yがすべて面倒をみていたといってい

い。S.Yはそのほかに、離農離村した⑮の畑20a、

桑園15aも小作(全部で1万円の小作料)し、また田

20a、畑20aを分家后に買っている。それらをあ

わせると田60a(うち小作地20a)、畑115a(うち小

作地75a)を自己経営名儀で耕作し、さらにNの田15

a、畑3aも事実上面倒をみていたのである。

事実上面倒をみていたのだが、46年にS.YをN

の養子にすることにした。したがって、K.Tのあ

とは、今日では事実上193a経営になったという

ことになる。図ではそういうことで①を入れてあ

るが、そういう内容があつての①の位置であるこ

とに注意されたい。

したがつて、この15年間に分家を出した家は6

戸、分家でふえたのが7戸というのが、実際のう

ごきだということになる。

2.分家と離農

大きく経営面積がうごくのは、分家によつてで

あるということ、これが第1の特徴である。が、

分家に際してわけてもらうその農地は、30a～40

aという規模でしかない。しかもここは70%が畑

という畑作地帯である。からいもをつくり、麦を

つくっての自給食糧確保というかぎりでは、その

規模も意味をもつ。しかし、その規模での商品生
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産は問題にならないし、分家でつくられた農家は

当然、兼業に生活の道をみつけださなければなら

ない。兼業があるからこういう規模での分家創出

もできるということもいえるが、分家創出農家は

兼業で稼ぎながら、農家としての自立基盤をつく

るべく農地買い集めの努力をしてゆくことになる。

S.Yがそうすべく経営地集中につとめたことは前

述したが、b、e、fもその努力を続けているわけ

である。

しかし、そういう農家として自立できる規模へ

の農地集中は、分家したすべての農家にあたえら

れているわけではない。S.Yのばあいは自分とお

なじようにK.Tから分家させてもらったNが女で

あり、としもとっていて、それをひきうけなけれ

ばならぬという事情が、彼自身の経営地拡大には

偶然的要素として強くはたらいている。しかし、

彼自身で所有規模を分家后に二倍にしたというよ

うに、一生懸命にはたらいたということがなけれ

ば、Nも耕作を委託し、ついには養子にするとい

うこともなかったであろう。

安定した兼業についたため、もはや農地買いあ

つめに意欲をもたなくなったり、あるいは本人に

それだけのはたらきがなければ、分家当時のまま

で推移してしまうということになる。

aのばあい、45年に分家したばかりだというこ

ともある。しかし彼は大工の下ばたらきとして45

年までは出稼ぎをしていた。46年、岩川に紡績工

場ができることになり、募集があって彼も応募し

た。4～10月、本社工場に研修にゆき、いま岩川

の工場に通勤している。分家してもらった78a(う

ち水田13a)以上には農地をふやす気はない。13a

の水田も全部休耕している。

cのばあい、彼は39年に、次弟dとともに分家

した。cが40a(うち水田20a)、dが22a(うち水田

10a)をもらって、である。⑱が⑭の世帯主S.Sの

長男であるがそれにも10a、末弟にも24a(うち水

田10a、これは名儀)をわけた。⑭は116a(うち水

田51a)をもつていたのだが、その時点でS.S(分

家時点で77才)には20a(うち水田9a)が残ったわけ

である。このS.Sは末弟が面倒をみ、したがって

S.Sのあとをついだ末弟のところに44aがのこっ

たことになる。cは分家当時から日雇労務者だっ

たが、いまでも年に250日は人夫日雇いで稼いで

いる。農地を買う意志はなく、道路で10aつぶれ

て減ったままである。末弟もおなじような状況で、

いま38aを耕作している。dもそうである。

c,dは分家后も村にとどまり、日雇稼ぎでその

日を暮しながら、自給田畑はもちつづけているわ

けだが、こういう分家農家からこそ、いっそのこ

と村を出てしまおう、というものも出てくる。

(37)がそれである。(37)は⑦から昭和28～29年に分

家したのだが、数年にして村での土方稼ぎに見切

りをつけて離農した。その行先はわからない。(30)

は若干ちがうが似た点もある。(30)の父K.Toは村

で雑貨商をいとなみ、かつ38aを耕作していたの

だが、横浜で一旗あげようと考え、29年に38aを

(30)に委ね(そのとき(30)K.Taは22才で、嫁をもらった

ばかりだった)、妻と出ていった。K.Taはそれか

ら数年父からひきついだ農業兼雑貨商兼日雇をや

っていたのだが、34、35年ごろ父の横浜での商売

の目鼻がついたので、彼もまた横浜へ出たのであ

る。

30a～40aから出発した新しい家の世帯主が、刻

苦精励してその息子に分与できるほどに経営地の

集積があればいいが、そうはできないc、dのよ

うなケースももちろん例外ではない。そうすると

農地を分与してもらえぬ息子は外ではたらくこと

に、当然なる。そのうち当主が死に、残った未亡

人一人ではやってゆけないということになれば、

その耕地は売りはらい、外で自立している息子の

ところに厄介になるということにならざるをえな

い。(32)がそれである。(32)Y.H(30年当時58才)には30
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年当時20才、18才、12才の男の子と7才の女の子がいた

(ほかに三人男の子がいたが、その時点ですでに大阪や宮城県で

自立していた)。彼の面積が多ければそろそろ長男に

嫁をとり農地分与を、ということをかんがえるこ

ろである。が、彼には38aの農地しかなかった。

長男は外へ出て自立した。次男にもまた三男にも

そうせざるをえなかつた。そのうちY.Hは死ん

だ。彼の妻も一人ではやってゆけぬ。農地を処分

し、子供連をたよって出ていった。どの息子のと

ころへ行ったのかわからない。おなじ零細農家で

も(33)はちがう。彼は町の道路人夫だった。耕作地

は借入地だったのであり、分与すべき農地がもと

もとなかった。息子達は外へいってしまわざる

をえない。(水田を9aだけもっていたのだが、その水

田も子供連の養育費に売ってしまった、売ってその水田

も小作させてもらっていたのである。)(33)はいま57才

のはずである、村ではたらけない年ではないが、

出ていった息子達のあとをおって、32、33年ごろ

には村を出たらしい。どこにいるかわからない。

(27)の離農事情はこれらとは異質である。⑮のば

あい、世帯主K.Kも、そして妻も37才、36才とい

うはたらきざかりで相ついで死んだ。もともと⑮

は①から昭和21年に分家した家だが、34、5年ご

ろ二人とも相ついで死んだ(病気だったが、病名は

わからない。K.Kの姉のNが結核だったから、あるい

はそうだったのかもしれない)。のこされたのは当時

11才と7才の女の子だけだった。Nの手もとにひ

きとられ、農地は処分された(さきのS.Yが買っ

たのもその一部である)。離農というよりは廃家で

ある。⑮についても事情はおなじらしいがよくわ

からない。30年調査によれば、⑮にはこの時点で

57才の世帯主と28、24、20才の三人の娘、それに

14才の男の子がいた。妻は25～30年のあいだに胃

がんで死んでいる。28、24の娘が父と農業をして

おり、20才の娘はこの時点で出稼ぎということに

なっていた。その后世帯主が死ぬまでに娘達は嫁

にゆき、ようやく一人前になった息子は農業をや

らずに耕地を処分して離村してしまったのであろ

うか。

このように30～40aで出発した分家、創出農家

が刻苦精励するものは農業で自立できる規模には

い上るが、それだけのはたらきのないものはやが

ては離農もしくは廃家ということになる。離農廃

家があるからこそ刻苦精励するものには規模拡大

のチャンスがあたえられるということであろう。

もちろん離農、廃家のみが農地のうごくチャンス

ということではない。病気療養費など、一家の不

幸は農地資産の処分で補てんされなければならず、

その農地も集中の対象になる。

ここの実態でいえば、離農農家の所有していた

農地面積は六戸で279a、部落内農家が売却した

農地は307aである。離農農家の処分農地が大き

なウエイトをもっていることに注目する必要があ

る。

3.チャヤノフ的分化を破るもの

刻苦精励して農業で自立できる規模に達したも

のを、その当人が辿った道をおなじように息子達

にも歩ませるとしたら、その拡大した規模も息子

達の独立にともなって分散縮小し、やがては末子

に吸収されて消滅してゆくということになろう。

規模拡大、規模縮小といっても、そして経営の大

小をいっても、それはまさに家族周期にともなう

生成、発展、衰滅を意味するにすぎず、今日の大

経営は明日衰滅への道を辿るその直前でしかなく、

今日の小経営も明日の大経営の未発展像でしかな

いということになる。それはチャヤノフが典型化

した世代交替にともなうサイクルとしての農民層

分化であり、このかぎりにとどまるとしたら、鹿

児島のここでの分化はすぐれてチャノフ的分化の

特色をもつとしていい。

だが、商品経済下の今日、チャノフ的分化にと

 75



どまっていられるはずはない。その典型を⑤にみ

ていいであろう。

⑤K.Toは、さいわいにして父K.Aの一人息子

だった。したがつて父の経営していた農地145a

(うち水田32a)と貸付地11aをそつくり彼はひきつ

いだ。彼は父からそれだけをひきついだあと、39

年に畑2a、40年に水田9a、44年に畑70a、46

年にも畑70aを購入した。151aを買い足したわ

けである。そして11aの貸付畑も44年に引上げた。

彼がこういうふうに経営地拡張につとめている

のは、茶園専業農家として自立したいからであり、

そのための準備として製茶工場建設資金をつくる

ため、35年に水田15aを売り、また茶に専念する

ため水田は自給程度に縮小することとし、45年に

は水田11aを山に転用した。

いま彼は茶園200a、畑50a、水田18aを耕作

している。畑ももうすぐ全部茶園にする予定であ

り、すでに苗は植えているが、250aの茶園では、

製茶工場までつくって本腰でやろうというには栽

植規模が小さすぎる。500aの茶園にするのが当

面の目標であり、いま隣の部落で300aをまとめ

て買おうと交渉中であるが、なかなかうまくいか

ない。

『農業委員会も規模拡大の声だけで力には

なってくれない。本当に農業のことを考えて

くれているのは1,000人に1人ではないか。

役場、普及所が土地を手離すように段取りを

つける為にもっとはたらいてほしい。』

と彼はいっている。

500aの茶園をもつ経営ということは、製茶工

場をもって茶専業農家として自立してゆくための、

ひとつのユニットなのである。このユニットはこ

われたらそのメリットを発揮できない。相続で分

散させてはならない。

彼には19と18の息子が二人いる。ふつうだった

ら、K.Toの代にうまくいって5haになっても、

息子達の自立にともなって分散してしまうのだが

こういう目標を追求してK.Toには息子達への分

与というかんがえはない。長男Sはいま東京農大

の学生である。卒業后は就職して自立させるかん

がえである。あとつぎは次男Kに期待しており、

Kは高校を終ったら静岡県の茶業試験場へ送って

茶栽培、製茶の技術を本格的に身につけさせよう

とかんがえている。Kもまたそうしようと思って

いる。

商品生産の展開が要求する経営ユニットを保持

する必要が、チャヤノフ的分化をたちきろうとし

ているすがたを、このK.Toのうごきにみていい

であろう。

相続分散回避を積極的に意識しているのはここ

ではこのK.Toぐらいだが、商品生産農家として

自立できる規模に達し、また達しようと努力して

いる農家は、多かれ少なかれ、K.Toのようなかん

がえになっているとみていいであろう。⑫のK.E

もそうらしい。もっともK.Eのばあい、子供がい

なかった。で養子をもらい、その養子に嫁を迎え

るということをしたのだが、そのこと自体、ここ

では珍しいことだといっていいであろう。単位と

しての経営の存続という意志があるからこそ養子

をむかえ、養子夫婦とK.E夫婦が同居しているの

である。(末子に嫁がきたら隠居して別居するのが、こ

こではふつうなのに……。)

このK.Eも茶専業を目指している。茶をはじめ

たのは32～3年だが、茶工場もつくった。いま、

177a(うち茶園130a、水田44a)を耕作しているが、

30年は127aの耕作面積(水田54a、他は畑)だつた。

42年に山林40aを買って開こんし茶園に、44年に

畑10a、そして46年に畑14aを買ってこれも、茶

園にした。茶への転換をかんがえた35年に水田10

aを売っている。茶工場の建設資金にあてるため

であろう。130aではまだ茶園専業の規模として

は小さい。32才の養子は農閑期には土建のマイク
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ロバスの運転手としてはたらき、その蓄積資金で

規模拡大をかんがえている。

農地購入量の多かった農家としては、以上のほ

かに、⑨の84a購入、⑲の30a購入、(23)の34a購

入、(31)の35a購入などが目立つ。が、⑨、⑫をの

ぞいては、購入して拡大した規模での経営を積極

的に保持してゆこうという意慾は感じられない。

⑨K.Aのばあい、38年畑40a、39年畑10a、25

a、43年水田9aの計84aを購入している。購入

量は多いが反面41年水田9aを売却、42年に10a

を山林に、10aを宅地に転用、さらに44年に畑30

aが県道拡幅工事で買収されて、経営地59aを減

少、差引してふえたのは25aでしかない。180a

(うち水田50a)は部落でも大きいほうの農家だが、

茶専業でゆこうという⑤や⑫のような意慾はない

のである。

38、9年に積極的に買ったのは、二人いる息子

への分与をかんがえてであつた。いま23才の次男

が高校を終る43年ごろには、ということをかんが

えていたのだが、その次男は高校を終ると警察官

になって神戸へ行ってしまった。ゆくゆくはわけ

なければならぬかもしれない。が、K.Aもまだ58

であり、32才の長男も農業で、ということよりは

『地元につとめ先がないか……』といっている状

況なので、まだ長男にもわけずに一緒に生活して

いる。

(23)Y.Kのばあいの購入は悲劇だ。Y・Kは(39才)

未亡人である。彼女の夫Tは出稼ぎにいっている

あいだに自動車事故で死んだ。その補償金やら見

舞金やらを金でもっていたのではなくなってしま

う、ということで、農地にかえることにしたので

あって、40年に田20a、畑14aを買った。いわば

この34aは夫の命の代償なのである。

この地方の農地価格は安い。そしてあまり価格

の変化はない。比較的年次的に売買価格事例を確

認することのできた畑で示すと、

というふうになって

いる。44年、46年の

15万というのは⑤が

まとめて茶園にする

ために買った畑だが

この価格は異常に高

い。県道端の至便な

畑だったからである。

隣部落でやはり300

aをまとめて買う交

渉をしているところ

の予定価格である。

水田の価格はほぼこ

の二倍とかんがえて

よい。

茶専業でやろうという⑤や⑫がいるが、それが

まだ例外的存在であるように、大勢はまだかんし

ょ、なたね、和牛という昔ながらの農業生産にと

どまっている。かんしょ、なたねの収益性が低い

ことは、あらためていうまでもあるまい。和牛仔

取りはもうからぬ、というのでどこの生産地帯で

も和牛は減っている。しかし、ここではふえてい

る。牧草をつくって和牛仔取りをやっても、まだ

かんしょ、なたねよりはいい、という情況なので

ある。それほどに畑作物は収益性が低い、という

ことである。

水田にしても、ここは全国的にみての低収量地

域であって300～400kgという収量水準でしかな

い。最近、福田紡績の進出が町内にあったとはいっ

ても、まだ転用は少ない。農地価格も低位停滞的な

らざるをえないのである。だからこそ、分家も気安くお

こなわれるのだろうし、もらった農地を簡単に手

放すということにもなるのであろう。そういうな

かで、こういう土地柄に適した商品作物である茶

などにいち早くとりくんだ才覚ある人間け、一般

的なそういう条件を利用することによって、容易
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に急速な規模拡大を可能にすることもできる。⑤

や⑫のこういううごきが地域農業の構造をもかえ

るようなものになることが期待されるのであるが、

その条件はありそうだ。

(東京農工大学教授)

石川県鶴来町知気寺(ちきじ)の

農地動態

伊藤喜雄

1.知気寺の概要

鶴来町知気寺部落は、金沢市の南約10キロ、手

取川扇状地の扇頂部ちかくに位置している。『北陸

鉄道石川線道法寺駅、及び国道157号線を走る北

鉄バス道法寺停留所から西へ約1キロ入った純農

村集落である。』

世帯数は37世帯、内非農家世帯7戸、農家世帯

30戸である。昭和30年調査によると、世帯数36、

内非農家世帯4戸、農家世帯32戸であった。だか

ら非農家が3戸増加し、農家が2戸減少したこと

になる。その出入りの概要は第1表のとおりであ

る。減少した農家2戸は、昭和31年と36年に離村

した。また非農家1戸が、昭和30年頃に離村した。

いずれもかなり早い時期に離村している。反対に

増加した非農家4戸はいずれも昭和40年代に入っ

てから居住するようになった。30年代前半と40年

代との労働市場、交通事情の変化を反映している

のであろうか。

なお后述する19番農家の二男が目下住宅を建設

中であつて、あとしばらくするともう1戸非農家

がふえる。またこれも後述する5条転用が、ごく

さいきんふえる傾向を見せ始めているので、非農

家の増加は更に見込まれる。

知気寺部落には、明治期に70戸もの農家があっ

たが、大正期にほぼ半減したという。そのため部

落の中にあいている宅地が散見され、これまでの

ところ来村した世帯は、そういう場所に居をかま

えた。

耕地面積は46.5ha、全部が水田である。1戸当

り1.5haであって、手取川扇状地のほぼ平均的な

農業集落である。30年調査以降の大きい変化とし

ては、32～35年に8a区画の耕地整理を施工した。

これの本換地は38年におこなわれた。

また兼業化がほゞ全部の農家にゆきわたってい

る。その中で、ハウスをやっていた農家も1戸あ

第1表世帯のうごき
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