
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つた。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

中であって、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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ったが、さいきんはハウスを縮小して兼業に傾斜

してきている。水稲単作と兼業との結合というこ

の地域一帯のうごきは、ここでも典型的に見るこ

とができる。

さらに後述する工場用地、住宅団地への農地転

用の具体化、地価の上昇がここ1～2年の変化と

して注目されている。

さいごに、30年以前の調査と対比して、今回調

査の結果を示した農家一覧表を第2表としてかか

げておく。「このうち訪問できた農家は28戸であ

った。」

2.知気寺の農地移動

北陸の扇状地水田地帯の特徴として、農地移動

がきわめて少ないという特徴はここでもみられる。

しかし部落役員からのききとりによると、30年以

降の農地関係の変化は、おおまかにいってつぎの

ような推移を辿ってきた。

第一の変化は、第2表25番農家の離村である。

この農家は25年調査では93aの耕作をしていたが、

30年調査では69a(内小作1a)に縮小していた。当

主が役場につとめ、母が水田をやつていたが、大

変派手な生活態度だつたので経営が維持できなく

なり、耕地整理の直前に離村して東京へいったと

いう。彼の農地は12番農家(約20a)、19番農家(約

30a)その他が購入取得した。

第二の変化は、前にものべた耕地整理である。

これは戦前から企画されていたのだが反対も強く

のびのびとなっていたのを、耕転機が普及しかけ

た32～35年の4年間に施工した。施工主体は知気

寺土地改良区が当り、1505筆、682haだった農地

を、897筆、69.8haに整理した。1筆区画は8

aである。これの本換地は38年に終らしたが、こ

れによる農地関係の重要な変動は、残存小作地の

整理であった。前出第2表によると、整理前の小

作地は、借入者19人、4.39ha、貸付者16人、4.79

haのこつていた。しかし整理後10年経つた今回調

査では、小作地は借入者11人、1.24ha、貸付者

6人、1.79ha(一部調査もれあり)に減少している。

なお今回調査の小作地の中には后出第8～9表で

示すように、整理後に設定された賃借権も含まれ

ている(たとえば、貸付者3番、借入者7番、26番)。

なお小作地返還のばあいの離作料慣行はここで

はまったく見られないようである。(第8表参照)

第三の変化は、やはり前述した15番農家の離村

であった。この農家もいわば破滅型の離農であつ

て、耕地整理の終った36年に金沢市へ転出した。

今は電気商につとめているらしい。昭和30年まで

は157a(第2表)の水田を所有・耕作していたが、

36年5月から38年6月までの間に146aを売却し、

さらに46年8月に最終的に21.4aを売りつくした。

第3表がその売り方を示している。このような売

り物があったにもかかわらず、それに連動した農

地移動はあまりみられなかった。わずかに10番農

家が38年6月に2.8aの小作地を譲渡したのみで

あった。これも15番農家から農地を買ったためと

いうより、前述の耕地整理との関係がよりつよい

とみられる。なお売却が46年までもちこされた21

aの田は親戚の10番農家が耕作していたのだが、

后述する農免道路で農地がつぶれた4番農家が強

く希望して買取り、耕作も4番農家の手に移った。

第四の変化は、小学校通学道路の拡幅による転

用であった。隣接する部落に出来た小学校へ直線

で通ずる農道を拡幅舗装するために、その沿線57

枚の田をそれぞれ40歩(132㎡)づつつぶしたので

ある。昭和40年のことであつた。町の買上げ価格

は坪900円、部落費でこれに200円の積上げをし

た。坪1,100円の売却価格である。

第五の変化は、同じ頃起った農免道路への転用

であつた。しかしこれは部落耕地の西端をかすめ

ただけなので、関係者は4番農家(16a)、27番農

家(1a)の2戸のみであった。転用価格は坪1,200
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第2表知気寺の農家一覧
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第3表15番農家の農地売却

円であった。これによって4番農家が、15番農家

からあらたに農地を購入したことは前述のとおり

である。

第6の変化は、41～43年におこきわれた県営用

排水改良事業による水路の拡幅舗装直線化であっ

た。しかしこれは屈曲した水路を直線化したので

部落耕地としてはむしろ増歩となった。その面積

は26aといわれ、近接の圃区の所有者に坪1,500

円で払下げられることになっている。この処理は

土地改良区で目下進行中である。

さて以上はいずれもなお純農村的な変化といつ

てよいのだが、44年暮に第七の都市化要因の大変

化がおこる。Y撚糸工場の進出である。この工場

は金沢市に本社をもち、41年に隣接する道法寺部

落の国道脇へ進出してきていた。これがニット部

門の工場を作るため、知気寺耕地の北端を購入し

たのである。転用総面積127a、内知気寺の耕作

者分80a、関係者11人、内知気寺分6人であつた。

転用価格は10a当り約150万円。坪当りほゞ5,000

円であった。

知気寺で始めておこったこの大規模な農地転用

問題は、複雑な連動作用を伴なった。第4表でみ

るような交換のうごきである。いまのべたとおり、

この転用の直接関係者は11人(うち知気寺分6人)で

あるが、間接的にこれに関与した農家は5人(内

知気寺3人)に達する。あわせて16人の農家が複雑

な交換を通じてこの転用事件に関与したわけであ

る。

そのいみあいはあとで再び検討するとして、第

八の変化は、45年以降、漸次的に進行しつつある

宅地あるいは工場敷地転用のうごきである。これ

はつぎの第5表でみるように、45年4件、5,570㎡

46年8件、3,991㎡と進展してきている。殆んど

部落外の人が買手となっておこなわれるこれらの

転用は、前述道法寺の国道へつうずる道路とか、

あるいは前述学校道路の脇に少しづゝ進展してお

り、いまのところ点のうごきといってよいが、し

かしさきのY撚糸工場の影響と併せて、部落の農
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第4表工場用地転用と交換の動き

業に大きいショックを与えつつある。目下のとこ

ろ転用価格は坪1万円の相場を出したところであ

る。こうした個別的な転用でも第4表でみたよう

な交換がみられる。たとえば、さいきん第2表26

番農家が、2枚14aを金沢の工場主に売却したが、

代替地を要求、29番農家がこれに応じたという。

坪当り価格1万円のうち、后者29番農家が8～

9,000円を受取り、前者26番農家が1～2,000円

を受取っているといわれる。

ところで第九番目の予測される変化は、北接す

る柴木部落へ進出が決定したといわれる県営住宅

団地の影響である。予定敷地は15万坪といわれ、

ほゞ知気寺全農地に匹敵する転用が見込まれてい

る。地価の急上昇と転用の増加は、目前に迫った。
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第5表-1知気寺の農地移動概観(36年以降)

国道8号線沿線がほゞ飽和状態となって、金沢市

へ車で20分というこの地域が急に注目され始めた

のである。

なお前出第5表でみられるように、36年度以降

(それ以前は資料がなくて調査不能)の知気寺の農地移

動には、37～38年、41年という3条移動のピ-ク

がみられるが、前者は前述した15番農家の農地売

却と耕地整理の交換、后者は換地後の交換が内容

となっている。后出第9表で「経営縮小」という

移動事由が記載されていても実際は交換的なもの

が多いとみてよい。

以上、知気寺における農地移動は、後進的・停

滞的かつ純農業的なうごきをつづけていたところ

へ、ここ1～2年急速に転用の衝撃が強まった、

と要約できる。

3.若干のコメント

a農地移動の要因について

前項の概観でのべたように、30年代から40年代

初頭にかけての知気寺の農地移動は、耕地整理の

換地に象徴される「相互交換」的性格をたいへん

強くもっている。その中で破滅型の2戸の農家の

離村一農地供給はそれぞれ事件ではあったが、そ

の農地を取得した農家は、前出第3表で示したよ

うに特定の階層的もしくは経営類型的特徴を示

していない。

強力な階層分解要因を、当時の農地移動の中か

らただちに検出することは困難である。

その一つの理由はここでの生産力構造にあると

思われる。すでにのべたここでの耕地整理のたち

おくれ、すなわち昭和32～35年の農業基本法制定

の直前になってようやく1区画8aの区画整理を

行なうに至ったことが、一つの指標である。歴史

的にも著名ないわゆる石川式田区改正は、手取川

扇状地の扇末部から発し、大正～昭和期に扇央部

をおおった。視点をかえていうと手取七ケ用水の
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第5表一2知気寺の農地移動概観(個人別)
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末端、用水不足地帯から発している。扇頂部にち

かく、用水の潤沢なここ知気寺周辺(旧林村)では、

耕地整理はようやく戦后30年代始めに、部落毎の

土地改良区によっておこなわれた。そして農業機

械化、具体的には動力耕転機の普及もこの耕地整

理によって始めて全面化しえた。扇央部が戦前の

耕地条件のままで直ちに耕転機の導入が可能であ

つた点と対比される。その上でここの耕地区画が

耕転機よりも大型の機械を容易に許容しないとい

う制約が機能している。この点は手取川扇状地の

大半つまり戦前の耕地整理済地域全体でも同様の

条件にある。われわれの調査によると、知気寺30

戸の農家の中で普及している最近の新型農機具は、

自脱コンバイン5台、田植機2台、15馬力トラク

ター1台(2戸共有)にすぎなかつた。これらを導

入した農家は、それなりに畦ぬきによる区画の拡

大などの努力をおこなってはいるが、充分の効果

はのぞむべくもない。こうした中で稲作品種は、

酒米五百万石が6～7割、豊年早生が2～3割と

いう構成になつている。もともとこの地域は、地

干し乾燥のもつ技術的限界からして極早生単一品

種地帯を形成している①のであるが、そうした条

件の上で少しでも高く売れる酒米に依存している

のである。生産力構造の停滞的性格の中での小農

的対応といえよう。こうして生産力要因としてみ

るとき、上層による農地集中意欲は仲々出てきに

くいところといってよい。

(1)地干し乾燥の技術的性格と北陸の早生単一化

傾向の関連については拙稿「稲作中型技術の形

成」(日本の農業、48集)26～28頁を参照され

たい。

反対に農地供給要因をみると、それもけっして

強くはない。兼業化による労働力流出も扇央部に

比べれば一歩おくれて始まっているし、そのこと

はいまのべた生産力展開のおくれと恰度照応して

いたのである。前出第2表でみたようなオール兼

業化は、ついここ数年のことである。たとえば、

表の主婦工員の多さは前述したY撚糸の操業(44

年)で始めて大勢となった。しかし、世帯員の総

兼業化傾向の中で、1戸に1人はおおむね「安定

的」兼業者化している。さきにものべた兼業と水

稲単作との結合の中で、ある種の安定した経営を

維持しているといってよい。農地を手離さなけれ

ばならない必然性は伸々出てきていない。しかし

ながらこうした世帯員総兼業化の累積進行は、下

層農家の農地所有に対してなにがしかの性格変化

をもたらし始めている点も否定しがたい。たとえ

ば前項で代替地を提供したとのべた29番農家であ

る。この農家は隣接山麓部落の出身だが、戦争中

に疎開のかたちで知気寺に入居し、「クズ田」と

称する散在した小作地を借り集めて農業を始めた。

昭和30年には59a(内小作地40a)に達するのである

が、先代の死亡、弟の他出等もあつて、耕地整理

の過程でかなりの小作地を返却する。主人は米穀

検査員、妻は看護婦という比較的安定した兼業が

そうした土地取上げを許容した条件であつた。さ

らに45年には息子が東京の私大を卒業して、金沢

市の会社へ通勤するようになり生活は安定の度を

加えた。疎開という入居の事情からしてもこの土

地への執着は少ないし、息子の結婚を考えるとも

う少し便利なところへ転居してもと思い始めてい

る。26番農家が農地の転用販売をもとめられ、代

替地を要求しているときいて、あまり考えること

もなく代替地提供を承諾したというのは、そうし

た事情を背景としてのことであろう。

また戦后分家した36番農家も、主人は豆腐の製

造販売、妻はY撚糸工場の工員であって耕作能力

はなく、19aの田はすべて兄の2番農家に任せて

いる。なおこの農家は30年当時57a(すべて本家か

らの小作地)の耕作となっている(第2表)が、そう
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第1図経営耕地規模の変化

第2図所有耕地規模の変化



した事実はなかったとのことである。

さてこうした知気寺部落の農地移動の性格は、

つぎの第1～2図にも投影されている。第1図は

経営耕地規模の変化を30年と46年についてみたも

のであるが、いまのべた1ha以下層の経営縮小、

1～2haの中層の若干の拡大、最上層の縮小とい

った諸傾向が、うかがわれる。上層の農地集中力

の弱さ、交換を基本性格としつつ経営条件をとと

のえてきた中層のうごき、下層のゆるやかな離農

への傾斜である。第2図は、所有耕地規模の変化

をみているが、小作地解消の中で全体としては所

有規模を拡大しつつも、上層は小作地譲渡しが多

いためむしろ所有規模を縮小している。さきにの

べた生産力構造の弱さが上層の積極的な土地取上

げを制約していたと思われる。

農地移動の第三の要因として、地価の上昇が転

用需要の増加ととも注目されるのであるが、これ

はむしろ今后の問題といってよい。いまのべた農

地としての移動要因の弱さと対照的に、転用需要

が強まり、その中で農家の対応もまた差異を生じ

てくると思われる。

b.転用への対応

前出第4表で示したY撚糸工場の転用問題関係

農家16戸について、交換、転用売却の差引帳尻を

第6表転用関係農家のバランスシ-ト
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各人別に集計し、それをいくつかのタイプに分け

ると、つぎの第6表のようになる。

ここでⅠのタイプとした農家は多かれ少なかれ

転用による農地縮小に抵抗した農家である。農業

経営の復元力、あるいは農地への粘着力が強い農

家群であって、代替地要求をおこない、それぞれ

なにがしかの代替地を取得した。そのばあい、代

替農地のあり場所とそれぞれの農家の所有地との

近接関係が重要ないみをもち、表の差引増減にあ

らわれた数字のみでは判断できない内容をもって

いる。このタイプは多かれ少なかれ、転用交換を

機会として農地の集団化をおしすすめている。中

には22番農家のように、転用とは関係がないけれ

ども、この交換に参加することによって農地を増

加しかつ集団化もすすめているケ-スさえみられ

る。

反対にⅢのタイプの農家は、Iと恰度反対の性

格をつまり転用をむしろ歓迎しているタイプであ

る。わずらわしい交換をさけて、代替地を提供し

たのみであって、要求する代償は金だけである。

あるいは他部洛分のF、E、G農家のように代替

地を求めないで転用に応じている。農業経営とし

ての復元力、あるいは農地への粘着度の稀薄な農

家群といえよう。

各タイプへの農家のふり分けはやや恣意的であ

るが、しかし、国道からより離れた知気寺で1の

タイプが多く、国道により近い他部落でⅢのタイ

プが多くみられるのは、すでにこれまでの転用度

合の濃淡によるものであろう。

他部落のⅢのタイプの多さは、近い将来の知気

寺を想像させる。

つまり知気寺でみられる中間的なⅡのタイプの分

化が予想されるのである。Ⅱのタイプは転用にも

応じつつ、交換によつて少しでも農地の減少をさ

けようとした農家群である。これは経営の復元力

としてはⅠにちかい要求をもつのであるが、Ⅰの

ようには、その要求を達成できないタイプである。

何回かの転用の洗礼の中でこのグループは、Ⅰと

Ⅲのいずれかに分化をとげていくのであるまいか。

あるいはⅠのような対応が事実上困難な事態にお

いこまれるのであろう。

第7表は、前表の知気寺分農家について、主人

及びあとつぎ男子の年令と就職状況とをみたもの

である。かならずしも一定の傾向を見出すことは

できないが、やや大胆にいうと、つぎのように読

めるのであるまいか。つまりⅠのタイプはがいし

て、主人が40才台で、かつ比較的不安定な就業状

態にあると。また、Ⅱのタイプは主人の年令がよ

り高くなり、かつ多少とも就業状態が良好になっ

てきていると。そして息子の就業状態はあまり関

係がなさそうであると。

ここでⅢのタイプは1戸しかなく、かつ子供が

いないこと、さらにこの8番農家は、つい数年前

まで土建業を自営していたが失敗し、近年農地を

売却しつつある農家である点を考えると、タイプ

としての特徴づけは無理がある。むしろこのタイ

第7表転用関係農家の就業状態(息子)
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プの多い他部落分を見ればよいのだが、それは調

査もれである。

ともあれ、転用への対応を以上のように見ると

すると、やがて主人の年令上昇とともに、農業経

営の復元力は弱まる、と展望される。表の農家番

号があるていど経営規模をあらわしている点から

いえば、ここにあらわれている対応の差は、かな

らずしも階層差とはみられない。ということは、

さきにのべた階層分化の未熟さの反映かもしれな

いが、ともかく現在の条件のままでは、知気寺の

農地の転用抵抗力は決して期待できないとみられ

るのである。農地は40才台のいわゆる荘・高年層

の就業・所得保障の場にすきないのであろうか。

c.のこされる問題

知気寺の農地が農地として高い生産力を上げて

いくための処方箋はあきらかである。耕地整理の

やり直しと、高度の機械導入によつて、さらに前

項でのべたIのタイプの農家群のなかから、すぐ

れた農業担当者を発見・育成することによって、

それは果される。とはいえ前耕地整理の償還金が

いまもなおのこっている現状からしても、そうし

た方向は内発的にはおよそ期待しがたい。

加えて、これもすでにみたような兼業化と農地

転用の波が急速化しつつあるのである。手取川扇

状地の中で、8号線沿線がほゞ線としてではある

が都市化が完了し、のこされた純農村地帯、低地

価地帯としていま鶴来町の国道157号線沿線が注

目されかけている。表示は省略するが、転用のの

び方は石川県全体にくらべ鶴来町平地農村部のの

びは、かなり高いところに位置している。

農業存続の可能性は、ただちには期待できない

ところにおいこまれているのである。

とはいえ手取扇状地全域が都市化するという予

想もまた非現実的なことである。農業地域がどの

ように残存、形成されるのかという問題は、以上

のうごきを考慮したうえでなおかつ問いつづけな

ければならない問題なのである。

(信州大学人文学部助教授)

奈良県大和郡山市

伊豆七条における

農地移動

橋本玲子

1.農地改革

伊豆七条の農地改革当時の農家階層構成と、そ

の後の農民層分解との関連を検討する。

1945年11月23日現在の伊豆七条の耕地所有状

況をみると、むらの本家層に属し、奈良市で医師

をしていたY氏に10ha余(全村耕地の26.6%)を不在

的に所有されたほか、村内他部落の地主7人に1.85

ha、伊豆七条内の14人の小地主(保有限度を僅かに

こえるもの1人)に約4ha(10.4%)を所有されてい

た。

伊豆七条の農地改革の特徴は、不在村地主の所

有地は当然として村外他部落の小地主の保有地も

大半は解放され、残ったものもほぼ'55年までに

は解放されたのに対して、むらのなかの伊豆七条

在住地主の保有地はほとんど農地改革の影響をう

けることなく、そのまま保持され、その後もむし

ろ耕作権は保全されるよりは、所有権に屈してと

りあげられることが多かった点にみいだされる(第

1-1参照)。この点に一つ、農地改革時の農家階

層構成が以降もいみを失なわない理由がある。

農地改革時の農家階層構成をみると(第1-2表)、

伊豆七条では最上層は自作およひ自小作に占めら
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