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1.坂城町の概況

上野駅から信越本線に乗り、碓氷峠、軽井沢を

過ぎ上田市を離れる頃、左車窓に二千曲川の流れを

眺めつつ列車はこれに沿って北上する。しばらく

すると右前方の山裾の傾斜地を開発して市街化が

進展している光景が展らけてくる。この一帯の地

域が坂城町である。上野から197㎞、3時間30分

である。調査対象集落は旧村上村に属しており、昭

和35.4.1.坂城町に編入された。

坂城町は面積53.2k㎡、標高395m、平均気温8.

7℃～12.2℃降水量730mm～1,196㎜、冬期

積雪量も少く、比較的乾燥した気候に恵まれてい

る。

坂城町の土地利用状況は、第1表のとおりで大

部分が山林となっている。また農用地は、昭和43

年には、昭和35年の75%に減少しており、とくに

畑は64%になった。この減少は殆んどが宅地に転

用された結果である。

坂城町の産業は、戦前は養蚕業が主であったが

戦後果樹農業に転換し、さらに既設工場を中心と

した工場誘致の成果が担われ、中小企業、特に製

造業の発展がめざましく、これが本町の基幹産業

となっており、南信州の諏訪市、岡谷市に比肩す

るといわれている。現在工場数167、従業員5359人

(S.43度工業調査)、人口の35%に及んでいる。第

2表、産業別就業者の推移をみても、農林水産業

従事者は、昭和25年73,7%であったが、昭和40

年には37.8%に減少し、これに対して製造、建設

業従事者は11.4%から40.2%に大巾に増加して

いる。本町の工業化の進展が顕著であることがう

かがえる。

このような産業の展開を反映して(第3表参照)、

第1表坂城町の土地利用状況
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第2表産業別就業者の推移

第3表人口の変動 最近町の人口は増加の傾向を示している。本町の

人口は昭和35年15,052人となり、ひとくちに1万

5千人と称されてきたが、昭和35年国勢調査で、

14,430人となり、1万5千人を割った。この年を

境に工場誘致に伴なう工業振興、住宅団地の造成

ならびに公営住宅の建設などにより順次人口は増

加の傾向を辿り、昭和45年には15,770人になった。

坂城町の農業は、現在稲作のほかりんご、桃、

ぶどう等の果樹作物と花き等の園芸作物が主とな

っているが(第4表参照)、工業労働力に対する需要

の増大に対応して農業従事者は第5表のとおり著

るしく減少してきている。

第4表農業生産作目の推移(単位:ha)

第5表農家と農業従事者の推移

2.網掛部落の現況

この部落は坂城町における稲作の中心地であつ

て、工場進出に伴なう宅地化の進展が、対岸の市

街地を中心として著るしいのにかかわらず、農地

転用の動きの比較的少ない、農村的な平穏な部落

である。田の利用形態は、昭和38年～45年に区画

 

97



整理事業が実施された後は、それまで行なわれて

いたタマネギ、麦、イチゴ等の裏作は消滅してし

まった。また同時にリンゴ園で通作の不便なもの

は、耕作放棄されて廃園同様となつているなど、

対岸の工場誘致による労働力の吸引が顕著になり、

農業労働力にそのしわよせがされていることを物

語っている。このような情勢のなかで当地区の農

業生産で特徴的なものを挙げれば極めて労働集約

的な花キ栽培が進展しつつあることであろう。昭

和24年頃からカーネーション栽培が導入され、ま

た昭和28年にはバラ栽培が導入され、水田の一隅

にビニールハウスを設けて栽培されている。栽培

地は3ケ年間継続して栽培の用にあてられ、その

後移動する。栽培労力はカーネーション464人/1Oa

当り、バラ244人、と極めて集約的な作目である

が、純収益(ハウス非加温)10a当りにカーネーショ

ン、45万円～60万円、バラ36万円～40万円に達す

る。経営規模の零細性を克服するための土地生産

性をフルに発揮するための努力と云えよう。生花

出荷は、大部分が京浜向けであり、同市場を左右す

る程に成長している。

一方、労働力の流出なしで集約花キ栽培の導入

に対応するための営農の省力化については、区画

整理事業後の石礫除去のため町有トラクタ-(35

ps.)が導入されたことがあるが、その後は使用さ

れておらず、コンバインも町が導入したが4ケ年

間に12～13haの稼動実績を残したのみで現在は使

用されていない。また、直播栽培も一時20ha程度

実施されたが、現在は消滅している。零細な経営

規模はこのような大型機械化による生産力体系に

なじまなかつたものといえよう。ただ、防除だけ

は航空防除により部落－円が共同で実施している。

このように省力化の段階はいまだ小型農機具に

よる機械化の段階にあるといえるが、同地区の居

住農家の所有する農機具は極めて少く、動力耕転

機4台、動力噴霧機13台、動力脱穀機6台(うち共

有1台)、乾燥機1台、計21台に過さない。

また総農家28戸のうち10戸は、これらの農機具

を全く所有してない状況であり、農機具の共同利

用は、動力脱穀機1台を5戸で共同利用している

1件のみである。小型機械による省力化の普及度

は極めて貧弱である。

このような貧弱な機械装備を補なうものとして

作業請負を望む声は次第に強くなつてきている。

しかし現在のところ他人の農作業を請負っている

農家は、隣接部落のM農家(経営70a)のほか町内

の他部落の2戸(経営面積は夫々70a、55a)だけで

ある。M農家は、耕転機、駆動型トラクタ-、乗

用型トラクタ-、バインダー、自脱コンバインを

保有し、網掛地区の農家の耕起を請負っている。

耕起料金は、10a当り3,000円である。

農地価格は、3.3㎡当5,000円～7,000円程度

で、県道沿い農地は3,3㎡当り12,000円と言われ

ており、農地の購入による規模拡大は容易でなく、

総体的に経営規模は概ね縮小の傾向を辿り、これ

を補うため、気象的好条件を活用した花キ栽培の

導入、あるいは対岸工場群に職場を求める雇用兼

業の強化によつて対応してきている現状である。

3.網掛部落の変貌

(1)農家および経営規模の推移

農地改革当時、この部落には29戸(そのうち非農

家3戸)が居住していたが、昭和46年現在28戸が居

住している。このうち農地改革当時から引続いて

居住している農家は25戸(非農家3戸と農家1戸
が離村)、他の3戸はその後分家して他部洛から来

住したものである。

部落内居住農家の経営する総農地面積は、農地

改革当時1,232a(1戸平均47.4a)であったが、現

在では995a(1戸平均39.8a)となっている(第6

表参照)。
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第6表農家および経営農地の推移

この28戸の経営規模が零細であることは、以上

のことから推定できるが、その規模別農家数を示

せば、第7表のとおりである。

これらの農家について経営規模の変せんを辿る

と、昭和26年に比較して規模拡大をしたものは僅

か6戸、縮小したもの17戸、変化のないもの2戸

となっており、殆んどの農家が規模を縮小してい

る。規模拡大をした農家は農地改革当時、小自作

であったもの1戸、小作であったものが4戸であ

る。また規模に変化のなかったものは、1戸が自

作、他の1戸は小作であった(第8表参照)。

(2)就労状況の変化

(i)兼業の進展

このような経営農地の減少に対する農家の対応

の姿は、同町における工業の振興に符節をあわせ

第7表経営規模別分布状況(継続居住者25戸)
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第9表農家世帯員就労状況の推移

て進展した兼業の強化と世帯員数の減少であった。

昭和26年当時農家世帯員総数は155人であった

が、昭和46年には122人に減少し、また世帯員の

うち農業に従事する者の総数は64人(世帯員の46％

であったものが、43人(世帯員の37%)に減少し、

逆に主として兼業に従事する者の総数は、17人(世

帯員の10%)から35人(世帯員の29%)に増加してい

る(第9表参照)。

このような兼業化の進展を各農家毎に見るため、

各農家世帯員の農業および兼業に対する就労割台

をとり、農業への就労割合の多いものを農業型世

帯、兼業への就労割合の多いものを兼業型世帯、

農業就労割合と兼業就労割合とが等しいもの、お

よび農業と兼業に併行従事する割合が高いものを

農業兼業併行型世帯として区分したものが第10表

である。昭和26年においては兼業型世帯は1戸で

あった。その他はすべて農業型世帯であつた。こ

れが昭和46年においては、農業型世帯は13戸、兼

業型世帯9戸、農兼併行型世帯3戸となっている。

また、これを農家自身が主たる所得源をいづれ

においているかをみても、兼業を主たる所得源と

みている農家は12戸あり、農家経済に占める兼業

のウエイトが大きいことがうかがわれる。

(ⅱ)規模拡大農家の姿

このような兼業化の趨勢のなかにあって、規模

拡大を行ってきた農家は、前述の通り5戸である。

そして農業型世帯に属するもの2戸、農兼併行型

世帯に属するもの1戸、兼業型世帯に属するもの

2戸である。農業型に属する2戸も世帯員のなか

に兼業に従事する者がおり、規模拡大農家といえ

ども兼業と無縁な存在ではありえない状況にある。

その経営状況は第11表のとおりである。No.24

の農家は昭和30年以前に田5aを増加し、

現在老人夫婦及び長男の嫁が農業に従事(60日未

満)し、長男、長女が夫々恒常勤務者として農外

収入を得ているものである。その他の4戸は、い

つれも部落平均規模程度あるいはこれを僅かに上

廻る経営規模であるため動力耕転機等省力機械を

所有するか、耕起作業を委託することによって農

作業の合理化を図りつつも農業に専念するまでに

至らず、世帯主自から安定した農外就労を求める

など、兼業従事を排除するまでに至らないもので

ある。

(ⅲ)農業専念農家の姿

これらの農家のうち現在農業に専念しているも

のは7戸である。その概況は第12表のとおりであ
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第10表農家世帯員就労状況一覧(S.46.)
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第11表経営規模拡大農家の主要指標

第12表農業専念農家の概況

第13表世帯主の就労状況の変化
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って、当部落としては最も大きい規模の農家が含

まれる-方、極めて零細な階層も含まれている。

これらの農家は大別して2つの類型に区分するこ

とができる。即ち一つは、No.15.No.22にみられる

ように、老令世帯主夫婦の外は学令期の被扶養者

で世帯が構成されており、兼業に従事する余力と

能力のないままに細々と営農を続けてゆく零細規

模の農家(零細農業専念型)と、その他の農家群にみ

られるように、世帯の構成は夫婦と学令期の被扶

養者から成り立つ点は同様であるが、概ね当部落

平均規模以上の経営規模をもち、省力機械を保有

しまた耕起作業を委託して省力に努める一方、集

約的な花卉栽培部門またはエノキダケ栽培を導入

するなどして、世帯主夫婦が農業労働に全力投球

を行なっているもの(全力投球型)である。

しかしこれらの農家経営規模については、昭和

26年に比較して変化のない1戸を除いた外は、す

べて規模を縮小している。

(ⅳ)世帯主の就労状況の推移

現在の農家世帯主のうち昭和26年当時世帯員で

あったもの(就業中のものを除く)22人について、そ

の就労状況の変化をまとめてみると第13表の通り

である。

世帯主の就労に関しては、農業専従と兼業従事

が増加し、農兼併行従事が消滅している。この過

程をみると、昭和26年当時の農業専従者13人のう

ち4人が兼業に移行し、農兼併行従事者6人は、

その大部分が農業専従に移行している。また兼業

従事者3人は依然として兼業に従事している。

このことから、農業専従から兼業(60日未満の農

業従事を含む)にその就労の重点を移動することは

比較的容易に行なわれるが、逆に主として兼業に

従事していた者が農業に専従することは極めて困

難であるようであり、兼業に従事していたものが

農業専従に復帰できる場合は農業と兼業と半々に

就労(農業従事日数60日～150日)している場合に限

第14表世帯主の就労状況の変遷

られると言ってよいであろう。

以上は昭和26年時点と現在時点での就労状況の

変化を対比したものであるが、この20年間の就労

状況の変遷の過程は第14表に示されるとおり、必

らずしも単調なものではない。農業専従者8人お

よび兼業1人が夫々同一就労型を継続しているほ

か、就労状況の変化が1回のものが5人、2回以

上就労状況に変動があったものが8人となってい

る。また兼業従事のうち2人は、戸倉町および川
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第15表世帯主の就労状況と農家類型区分
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崎市に出稼して安定的な農外就労をしていたもの

が、帰村し兼業に従事しながら営農にも携わるこ

ととなったものであり、このことからも安定出稼

兼業者が直ちに離村・離農につながると速断する

ことは問題があるようである。

4.世帯主の就労構造と部落農業の担い手

現在の世帯主の就労状況の変化と、さきに述べ

た農家世帯員全員の就労状況別にみた農業型、農

兼併行型および兼業型の農家区分、農業専念型農

家との関係を示すものが第15表であるが、現在世

帯主が農業に専従している農家のうち昭和26年当

時も世帯主が農業に専従していたものが9戸(A・

B.C.Dのグル-プ)であり、これらの農家につい

てその経営規模、栽培作目、機械装備状況等の諸

指標をみるとき、この農家群は当地域の農業を担

っている代表的な農家の姿であるとみてよいであ

ろう。これに対して昭和26年当時世帯主が農業と

兼業に併行従事していたものは5戸(E.F.H)で

あり、この農家群は経営規模も部落の平均以下で

あり、機械装備も貧弱で、また作目的にみても営

農意欲が低調であると認められるものが大勢を占

めている、とみてよいであろう。

このように、世帯主の就労構造は、当該農家の

将来に多大な関係をもっていると言うことができ

よう。さきに世帯主の就労については、農業兼

業併行従事型から農業専従型への復元力のあるこ

とをみたが、一般的に言えば、その復元力も永年

に亘って継続的に農業に専従し、営々として築き

上げてきた経営内容に匹敵するような農業経営を

具現するだけの力、即ち農業経営の復元力までは

期待できないということであろう。勿論No.16.No.

18の農家のようにこれと比肩するに足る経営を営

むものもあるが、例外的な存在とみてよいであろ

う。

ここで世帯主が兼業に従事している農家につい

て考察する必要があるが、その概況は第16表に明

らかなように、その経営規模は比較的大きいもの

第16表世帯主が兼業に従事する農家の主要指標
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が多く、世帯主年令層も比較的壮年期に属するも

のが多いにも拘らず、その営む農業経営は極めて

消極的であるようにみうけられ、兼業を主たる所

得源とし、農業は、言はば附随的な地位にあるの

ではなかろうか。農地があるからこれを管理する

ための農業経営と言っては言葉が過るであろうか。

以上のことから農家らしい農家とは、その世帯

主が常に農業に専念してきたものであるという仮

説を立てるとすれば、世帯主が農業専従を継続し

ている農家群9戸のうち、世帯をあげて農業に専

念している4戸の農家群(A)は将来ともに農家ら

しい農家として当地域の農業を担ってゆくものと

考えられるが、その他の世帯員のうち兼業に従事

する者をもつB,C.Dの各農家群の将来は、これ

らの兼業従事者がいつれ世帯主に昇格するであろ

うから、その後に展開される農業経営の姿はE.

F.Hの農家群と類似した姿にならないという保

証はないのである。

(全国農地保有合理化協会S.P.)
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