
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って、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・育成することによつて、

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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第1-1表伊豆七条・農地改革直前の地主(1945.11.23.現在)

れ(自作より自小作の方に大農家が多い)、次いで自小

作及び自作地主・小自作層が1ha前後、5反百姓

ともいうべき40～80a層はほとんど純小作、それ

以下になると新分家の自作層になる、というよう

に、土地所有階層と経営耕地規模階層がきれいに

照応する。

その後小作地はほぼ自作化されるので(残存小作

地率9.6%)、この経営規模階層は農民家族の再生

産規模・水準をほぼ定めるものとなり(兼業なしと

して)、このいみで、旧土地所有階層は経営規模階

層を規制するかたちで、やはり間接的にそのいみ

をもち続けるのである。

2.小自作層の前進

農地改革後ほぼ平均的な自作農の村になったが、

その後5年間にわたる農地動態は、農地改革の一

の経済的帰結を示す点で貴重である。

この間農地移動が多かったのはA層自作地主階

層4戸中5件、D層小自作層8戸中6戸9件で、

かつその内容は対照的であった。A層の場合、も

はや地主的果実の享受を許されず、経営耕地条件

の整備や収入不足を補うため、土地売却等にむか

わざるをえない。D層の場合は全事例が経営耕地

拡大または経営充実のうごきである。D層と同質

のうごきが、自小作C層及び純小作E層にもみら

れる。

このように、1950年代前半に、小自作層約80

a層を中心に、自小作・小作層と、活溌な耕地購

入による経営規模拡大がみられることは注目され

よう。農地改革による小作料負担からの解放、同

時に従来低水準におさえられていた家族家計費の

時差を伴なう上昇のなかで、一定の経営耕地拡大
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・耕地購入の意欲と資金条件が、ここに経過的に

あらわれたのではなかろうか。おそらく、兼業機

会が十分にえられない時点で、家族家計費の上昇

を求めて行なう中下層農の土地購入が、これに引

続きおこつてくることも、同質の現象であろう。

3.耕作権空洞化と自作地主層の

土地フォンドとしての残存小作

地

さて、伊豆七条内旧本家層を主体とする自作地

主が貸付耕地を容易に手離さなかったことは先に

みた。残存小作地を耕作する旧小作層はもともと

政治的経済的に非力であり、新要因として兼業化

進行という経済的要因と相俟って耕作権内容の空

洞化現象が生じ、さらに農地転用・地価上昇の進

展のなかで、旧自作地主層の所有権に服する残存

小作地が、その土地フォンドとして、量的には小

さいが重要ないみをもっていた。

農地転用が活溌化する'60年代、旧自作地主層

は、転用面積を大にしつつ、絶対的にもその経営

耕地をふやす、相対的には、むらの総耕地が約20

%減少するなかで、そのシェアを144%から15%、

18%余へと著増させる。これは、単純に3条購入

によるものではなく、20条解約による土地とりあ

げの進行、その結果としての下層農、旧小作・小

自作層へのしわよせ、という対極を潜ませている。

この間の小作・小自作層の耕作規模縮小は、実に

約38%、23%に及ぶ。(第1-3表参照)

4作付様式の推移

1950年代以降の伊豆七条の作付様式の推移を

かんたんにみよう。'50年代を通じて、米－麦二

毛作体系が支配的で、米作付のほぼ80～90%にも

及ぶ小麦・裸麦の裏作率である。この間作付率

200%以上の農家はなく、上層よりも中層に作付

率がやや高く、'55年までの間、上層にみられる

軽微な作付低下も中層にはみられないことが注目

される。'55年当時、各農家10a未満程度の葉種

・蚕豆・甘藷作がみられるが、トマト・イチゴの

作付は皆無である。また米反収水準もほぼ2.8石

(420kg)で、有意の階層差は認められず、耕転機

もみられない。農業生産力の階層間格差は、まだ

顕著な形成をみていないのである。

この二毛作の体系は、その後'50年代後半に急速

第1-3表農地改革時階層別耕地保有シェアの推移
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に崩れはじめ、'63年時点でほぼ消滅したとみら

れる。'71年の調査では裏作麦の作付は一例もない。

この裏作麦衰退の要因は、一般的にはMSA小麦

以降の低麦価格であり、他に兼業化の進展、麦に

代る有利な作物の導入である。伊豆七条における

商業的そさい作導入は、大和郡山市の他地区が

1935年以降早くも先進的農家のイチゴ導入をみ、

戦後ほどなく他農家にも普及して産地化している

のに対して、かなり遅い。

イチゴ導入の契機は、西名阪の用地買収に伴う

経営耕地縮小、土地売却資金導入によって、農業

専業を志向する上層農がより集約的なハウス園芸

の方向に踏みだしたものとみられる。また'71年

度の稲作反収をみると、おおむね'55年当時より

1俵ほど上昇して480kgになり、また上位階層が

わずかに反収が高く(30～60kg)、下位兼業農家層

との格差が現われ始めたことが注目される。

生産調整への階層別対応をみると、経営耕地規

模70aを境に、農業専業と兼業志向が分岐するが、

上層は生産調整をイチゴ苗・コナス等への転作で、

下層は休耕を行なっている。上層農は今後とも施

設イチゴ集約化の方向を追求し、下層農はより疎

放な方向へいくだろう。しかし、農地流動化は、

上層農の農外転用補償分購入と主作目イチゴの性

格からみて、また農外転用による地価高騰からみ

ても、停滞的様相を示していくであろう。

5.階層間農地移動

1955年以降の農地移動の勤向をみると、農地

売買件数(3条)は、'59年まで年1件内外と停滞

的であったが、'69年までコンスタントにかなり

の件数を記録する。その1件当り売買面積は10a

弱、田1～2枚の売買がせいぜいで、売買事由の

大部分は比較的経営面積の類似している著聞の個

別の「生活事情」による偶然的なものが多く、そ

の事情を反映して売買単位も零細地片になってい

ると思われる。

農地法20条解約は、その大部分は農外転用に伴

なうもの、とくに'66年は西名阪開通に伴なう複

雑な権利関係の整理、あるいは代替地を求める旧

自作地主層の土地とりあげが顕著なものである。
'55年から'60年の農家階層間土地移動をみる

と、上位階層から下位階層への農地の下向移動の

件数が5件、上向移動の件数が7件であり、この

期は農地の下向移動が支配的である。ところが、
'60～65年にかけては、この傾向が逆転し、下向

移動3件、上向移動7件と上向移動の比重がます。
'65～71年には、この傾向がさらにはっきりと現

われ、下向移動1件、上向移動10件となった。ま

た、この間の階層間農地移動をみると、その大部

が、経営耕地面積の近似している農家間の売買で

あることが注目される。

6.1954年の農家労働力就業構造

1954年の農家戸数は46戸で、戸主兼業農家は

70a以下層13戸(28%)のうち5戸(最下層の農協)

職員・牧師等の完全な通勤着を別にすると・農薬販売

.大工・野菜行商と、自営兼業が多い。)であり、全体

としてきわめて純農村的様相を保っていた。

農外就労者26名についてみると、内15名は農家

傍系家族員(次三男女子)で、年令20才前後、恒常

的賃労働者(8名)、職員勤務(3名)、その他(5

名)と、比較的安定した就労であった。

農業後継者と目される32名のうち、農外にでて

いる者は6名で(70a以上層では事務職員・ガス会社

員、70a以下層では運転手・大工など、業種に階層性

がみられる。)、80%近くが農業に専従的に従事し

ている。

このように、当時は農業専従労働力が経営耕地

に比例的に確保され、農業労働力の再生産が十分

に行なわれていた。農外就労は、経営規模最小の

農家と、70a以下層の傍系家族員の問題であった
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にすぎない。

7.農地転用と兼業化の進展

農外就労の動向を左右するものとして、まず1955

年以降の通勤圏のいちじるしい広がりが指摘でき

る。国道及び西名阪道の開設等道路網の整備によ

って、広域的通勤者がふえた。また村のなかにも

雇用チャンスが生じ、若者だけでなく中高年令層

の就業も可能になってきた。

第2-1表通勤者の勤め先の地域(1971年)

農外就労者48名中35名はいわゆる勤め人であり、

自営・臨時の約2倍以上を占め、むしろ都市近在

の兼業形態に近い。

次に、農地転用進展下の農家階層別就業構造を

みるにさきだって、まず経営耕地規模別農家数を

みると(第2-2表参照)、70a以上層が構成比で半

数弱に減少した。これは46戸中37戸が農地転用進

第2-2表経営耕地規模階層間移動農家数(単位;戸)

展のなかで耕地を減少させたことを示す。すなわ

ち、このような情勢のもとで、かつては圧倒的に

専業農家が多かったのに対して、'71年時点では、

1ha以上層の稲作プラスイチゴ等の複合経営によ

る農業専業維持志向、70～30a層の飯米農家、30

a以下層の脱農的傾向と、農家は分極化してきて

いる。

以下、この各階層毎の就業構造をみよう。

(i)1ha以上層11戸のうち、10戸は9a以上の

イチゴ栽培をしており、そこでは40才以上の

農業専従者が健在である。しかし20代の後継

者4名は全員恒常的賃労働者になっており、

30代にも左官等の臨時的兼業者が現われてい

る。他の1戸は1haの米専業で30才の当主は

土建日雇にでている。このように、1ha以上

の伊豆七条最上層でも米だけやれずイチゴを

とりいれて農業専業化しえているが、すでに

若手層を農業に留めえなくなっている。

(ⅱ)70～99a層も11戸で、内8戸がイチゴ栽培を

10a以上やっていて、さらに内7戸は,30才以

上の農業専業労働力がある。他の3戸は、当

主が弱電工場勤務(39才)・公務員(28才)・ブ

ロック工場の共同経営主(43才)で、完全な

兼業農家であった。この階層は、イチゴを加

味した専業的複合経営と兼業志向農家の二つ

に分化しつつある。

(ⅲ)30～69a層の農家は18戸あり、うち12戸は
'55年以降30a以上の経営耕地を減じた農家

であった。各農家の主な働き手の就業状況は、

従前からの職員農家(4戸)、恒常的賃労働者

(3戸)、土木請負業主(2戸)、臨時的日雇(5

戸)、定年後の年金生活者(1戸)および老人専

業者(3戸)であった。この層は飯米農家を主

とするが、兼業内容は安定的なものと不安定

なものとある。

(ⅳ)経営耕地29a以下層は6戸で、うち3戸は
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農地ゼロとなった。いずれも30aをこえる農

耕地を売却している。その就業状況は、土建

日雇(30才)・大工(38才で療養中)とその妻パ

ート(37才)・恩給生活者(79才)が「農家」で

あり、非農家のうち2戸は食堂経営主(1,000

万円をこえる売却収入)で、のこり1戸は不明

であった。ここには、かなり生活の不安定な

被救血層に近いものと、安定した転業者等が

ある。

以上のように、兼業化の上層波及はめざましく、

最上層でさえ、イチゴか兼業かの選択を迫られて

おり、若いあとつぎは通勤労働者化してしまって

いる。中・下層ではもはや兼業化は一般的である

が、とくに近年農地転用に迫られての兼業化の場

合、不安定な日雇的労務者も少くない。農業の全

面的な後退局面において、脱農しえない不安定的

兼業農家の滞留の姿を、ここにもみるのである。

8.農地転用の年次別推移

1955年以降の農地転用のうごきは5期にわけ

て考察できる。

第1期(1955～61年):4条転用と関電用地の確

保などが若干あるのみ。

第2期('62～65年):5条転用が顕著になって

くる。転用先は木材・運輸業者である。電源開発

補償工事・工事用資材輸送路として急速に整備さ

れた2本の国道を基幹に林道網の開発がすすみ、

木材集散中継基地として国直沿いの転用があり、

また西名阪高速道路・インターチェンジ建設をあ

てこんで、運輸関連大企業の立地が端緒的に始ま

った。

第3期('66・67年):前期からうごきのあった

西名阪高速有料道路の買収が、全面的にすすみ、

累計すると5.2ha余に及ぶドラスチックな農耕地

減少がおこる。民間ベースのうごきは、たとえば、

共同経営ブロック工場・特産物販売所への4条転

用、弟の作業場・建材置場、息子の事業材料置場

としての5条転用があり、さらに大和郡山インタ

ーチェンジ建設によって不動産屋のうごきがめだ

ってきた。

第4期('68～70年):再び5条転用の比重が大

きくなった時期であり、転用業種は、高速道路・

国道関連の運輸・自動車・石油企業関係に限られ

る。'69年には、インターチェンジ整備のために、

高価格での追加買収が行なわれた。この期の特徴

は、賃貸借契約の転用がみられる点であり、急に

上昇した地価への企業別の新たな対応であった。

第5期('71年～):'71年に伊豆七条全域

が市街化調整区域となり、転用は減じた。

以上5期にわけて考察したが、4・5条転用自

体の比重は、公共用地転用の約半分で、そう大き

なものではない。しかし、'60年代にはいって、

国道近傍を中心に、二つのピークをもって転用が

急増したことが注目される。

9.農地価格の動向

伊豆七条における農地転用の動向は、西名阪高

速道路(天理以西有料)建設のうごきに大きく規定さ

れている。西名阪道建設に関する道路公団買収価

格の推移は第3表に示した。

驚くのは、'66～68年の5～10倍の急伸である。

ききとりのなかでは、「むちゃくちゃ」の声が農

民にも市役所のなかにも聞かれた価格であつた。

この道路公団買収価格が、大きく地価をつりあ

げ、全体的地価水準をリ-ドした。

上述の農地転用画期を地価水準とあわせて再度

第3表道路公団の買収価格(3.3㎡当り)
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みると、次のようになる。'65年の画期は西名阪

の第一次買収との関連である。'67年は適正価格

水準の摸索期であった。その後二次買収坪5万円

となって、不動産屋も手がだしにくくなった。

かくて'68年以降、転用目的の賃貸借事例がで

てくる。'68年の賃貸契約の例は、28aを年72万

円で10年間貸すというものであり、'70年の賃貸

借契約の例は、3年契約で13aを年120万円で貸

し、造成費用270万円を貸主の農民が負担して地

上権発生を防ごうとするものであった。'66～7

年頃は積極的なうごきをみせた農民も、'68年以

降になると、慣れないことをするよりも、土地を

大事にしていたほうが良いことに気づいたのであ

ろうか。

10.転用の階層性

伊豆七条の経営耕地面積の推移は第1-3表に

すでに示した。1955年以降一言して減少してい

るが、'60年まではそう変化はなかった。以降'65

年、'71年と、大巾な減少をみている。しかし、
'65年以降の転用面積累計9.4ha余に対して、'65

年以降の伊豆七条農民の総経営耕地の減少が3ha

余にとどまるのは、農民側の活溌な代替地購入、

域外耕地購入のうごきを示すものである。

この間最大の転用面積を示す内名阪の買収につ

いて、その関係農家の階層性をみよう。

西名阪の第一次買収にかかった農家は28戸で、

小は0.5aから最高58aまで、提供面積のひらき

がある。しかし、この28戸中23戸は70a以上の経

営耕地をもつ農家であり、かつ20a以上の大面積

提供農家のうち3分の2は、100a以上の経営規

模である。つまり、西名阪にかかった農家はどち

らかというと、大きな農家が多い。西名阪の通っ

たところは、優良農地が多かったことが、その理

由となる。

またその後の4・5条転用事例をみると、やは

り相対的に上層農家の転用が多い。国道近傍の農

地は上層農家がもつ場合が多く、他にも耕地があ

るので、積極的に転用しやすいためとみられる。

以上まとめてみると、西名阪高速直路建設用地

買収なり4・5条転用は、上層農に多くその事例

がみられたのであり、小面積を耕す下層農への直

培の影響もあったが、それは決して全面的ではな

かった。

それにもかかわらず、結局第1-3表・第2-

2表にも示されるように、この間もつとも急速に

総経営耕地をへらし、落屑しあるいは離農してい

つたのは、70a以下あるいは50、30a以下の小農

民であった。彼らがもと小自作・小作層であった

ことはいうまでもない。これは、西名阪買収等に

あった大きな農家は、積極的に代替地を求め、時

には下層農d・らも農地を買いとる等の対応をもっ

たのに対して、わずかの土地しかもたない農家は、

被買収後の買い戻しが少なく、兼業への傾斜を強

め、時には磯をみての売却も行ない、あるいは一

部残存小作地の引きあげにあうなど、多くの困難

をかかえていたから、と思われるのである。

(東京大学農学部助手)

編者注。本稿は「奈良県大和郡山市伊豆七条におけ

る農地移動の研究」の要旨をとりまとめたも

のであり、文責は編集者にあることをお断

りします。
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