
農政担当者に自信を与えるものであり、農政を効

果あらしめる基本的要件の一つであるとも言える

であろう。また同地区の農業委員は 「現代の農業

をとりまく情勢のなかで沈下した農業意欲をもり

あげるためにも、また村の農政推進のためにも地

域性を貢 じた本調査の結果を生か してゆきたいと

思います。」と語 っており、農業意欲の高揚にも

つながるものであろう。

このように して集落農家自からが自己認識のう

えに立 って自己展開の方向を見定め、自治意識 ・

連帯意識に支えられて集落 ぐるみで新 しい一歩を

踏み出す姿勢の創出を誘導 し、これに即応 して諸

施策が講ぜ られるとき、農地流動化、換言すれば

農地利用の高度化に対する政策的誘導措置を講ず

る可能性 も生まれるのではなかろうか。

「よく考えてみると我 々の農業 も他力本願的な

ところがあって補助金があるか らやるといった面

があった。現在のような農業不振のときは、意欲

が減退 しているが、農業はやはり自分のことであ

るので、どうしたらよいかを各人が考え、それを

お互が持寄って部落の農業の将来の展開の方向に

ついて、一つのまとまりをつけ、これを町や県 ・

国といった方向に発展させなければな らない。」

という意向は、単に鹿児島 ・大崎 ・下谷迫の農家

だけではないであろう。全国の農業をもって立っ

てゆこうという農家は、心の奥深 くに皆 このよう

な願望を抱いているのではなかろうか。今 日、農

政の最も緊要な課題は、このような農家の願望に

応えることであり、 「土地があるか ら農業をする

のだ。土地と生活を切離 して考えることはできな

い。」という農家の心情に侍りかかって前車の轍

を辿 ってゆ くことは、もはや許されない秋にきて

いるのではなかろうか。

4.集 落農業振興対策調査 地区別報告

1沿 革 と概況

(1)大 坂部落

真昼岳の麓、赤倉沢を水系とする地域であり、

その水量は乏 しいため、明治以前から早魅になや

まさせ られていたので各人毎に溜池を造り、水量

確保を してきた。農家の就業状況は全農家の10分

の8は 兼業農家で、わつかに純農家は2割 程度に

過ぎない。一戸平均200aに 満たない規模で、環

境は全 くの山間部で、所により半 日しか日の当 ら

ぬものもある現状で、収量も普通の所の3分 の2

位である。安定 した経営を望むには農外収入の出

稼に頼るより途はない。田面は集落の内輪にある

程度で、そのほかは山麓の延長である山林原野が

集落を取 り巻いている。山沢よりの流水が潅概水

となっており、水利の便は極めて悪 く、こうした

状況を改善するため、昭和33年 に大坂土地改良区

を設立、溜池2ケ 所の嵩上げ、漏水防止、取水施

設の改良と赤倉川に頭首工を造り、地区まで1,000

mに わる水路を舗装 して水利の効果をあげた。そ

れに引続 き昭和36年 には一部下宇津野地区8ha、

狐森地区5haの 区画整理を施行 した。

しかしながら農村にも急速に機械化が押 し寄せ

たことと、農村人口の流出に対処 し、高率的な機

械の利用と労力の節減をはかるため、山間部には

無理といわれながらも農業構造改善事業により昭

和40年 ～昭和43年 にわたり96haを20aの 圃場に
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造成 し、湿潤地帯19haに は暗渠排水事業を施 行

した。これにより沢地の一部を除き整然とした圃

場が完成 し、機械の高率的な利用により、農業経

営の合理化が実現 した。又 これよりさき昭和23年

より地域農家の規模拡大を目的として農林省によ

る未墾地の買収および売渡計画が樹て られ、40ha

の畑地が新規に開拓農地 として造成され、入植者

8戸 のほか、増反地 として地元農家に配分されて

いる。

(2)本 堂東部部落

本地区は大正12年 に本堂城回耕地整理組合設立、

大正15年 に230haの 耕地整理が完成した。本堂城

回地区の耕地整理230町 歩施行が完工 した。その

後同組合は維持管理を行 ってきた。昭和27年 に組

織変更 して本堂城回土地改良区が設立され、昭和

29年 ～30年 に矢島川の潅流排水事業、昭和31年96

haの 暗渠排水事業を施行 して田圃の乾田化を計 っ

た。更に昭和31年 に国営田沢疏水開拓事業にて川

口道北をはじめ9字120haの 範囲にわたり、事業

が施行され、造成農地は農家に増反として配分さ

れた。既存水田を受益地 とする土地改良区も千畑

村一円を区域 として大同合併することになり、本

地区に於てもその後昭和42年 に農用地集団化事業

を実施、附帯事業 として136haに わたり、巾員3.5

m～6.5mに 拡巾した農道を整備 し、高率的な機

械化作業に備えた。

当部落では千畑村としても出稼者の多いことで

は他に例がない。全農家の90%を しめる程の人数

が出稼にでている。平均耕地は約130a、 生活環

境は極めて便利が良 く、農家 ・水利にも優れてお

り、湧水等も至る所に見 られる。農家戸数に比 し

て耕地面積は少 く、開墾をすべき未墾地もなく、

集落として農地の拡大の余地は殆んど見 られない。

わつかに部落内の農地移動と、湧水による芹栽培、

一部農家の酪農、養豚の導入などが行なわれてい

る 。

2調 査担当者

(1}集 落農業振興対策調査協議会

加藤昌司 ・農業委員 山代 功 ・農協役員

鈴木幸男 ・自作農協会 杉沢伝之助 ・営農組織

田口仁吉 ・就近相談員 高橋テツ ・婦人会

佐藤宣樹 ・普及員 本間政敏 ・人材銀行

② 集落農業振興対策調査員

(大坂部落)

加藤昌司 ・(前 出)

鈴木幸男 ・(前 出)

杉沢伝之助 ・(前 出)

高橋哲子 ・婦人会

(本堂東部)

杉沢祐太 ・農業委員

福田順造 ・営農組織

杉沢アイ子 ・婦人会

3調 査地区の動向

山代 功 ・(前 出)

田 口仁 吉 ・(前 出)

高橋 テ ツ ・(前 出)

太 田正 志 ・婦 人 会

飛島忠四郎 ・農協役員

後松栄子 ・婦人会

ω 大坂地区

(調査員会議S.49.1.17,S.49.2.5)

O農 協役員 協業組織はあるけれど請負耕作は見

られない。これは労働交換(ゆ い)か らはじまっ

たことで、賃金雇用はなくても自分のものはやっ

てもらえる。労働交換で充分出来る。

○婦人会 雇用については、従前は、地主と小作

人の間に多 くみられ、義務づけられたものであっ

たが、現在は部落でもあまり雇用者はみられない。

○農業委員 既存田は100町 歩であるが、今後地

域の末利用地の開発と同時にたばこと酪農を皮切

りに集団栽培を目標にしてはどうかと思 う。こう

した複合部門に就労することにより水田の請負耕

作なども自然に出て くると思 う。

○農業委員 転落農家は飯米確保ができる程度作

ればよいので、通年出稼就労の場合は農地は将来
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委託するとか請負耕作になると思 う。

○自作農協会 開拓土地の場合は先代から直接引

継がれた農地でないことから、あまり財産意識を

感 じない。高価であれば手放すことも考えている。

しか し引継がれた農地を現在耕作経営 している人

々は、年代的に40才 乃至45才 位 と思 うが、この人

達は少い農地でも、財産であり容易には手放さな

いと思う。ただ請負って耕作する人や雇人を入れ

てやる人々には安心してやれる方法がほしい。

○農業委員 当地区の最も至難な壁として請負耕

作する場合の受委託の労賃問題がある。土地利用

の主眼は稲であるが農家戸数に比 して耕作面積の

不足か ら生じる影響は大きく考えられる。

O農 協役員 協業は作業的な面から規模を大きく

した方がやり易いと思う。

○農業委員 今後30町 歩の農地の造成計画が樹て

ば、地域としてはほぼ間に合 うだろうと思 う。そ

れには吐出野を水田に、前山地域には20町歩の畑

作をねらい、肥育牛等畜産を主眼とすれば、当集

落として見通 しが立つと思 う。

○農協役員 当地区として集会が開催される都度

話 しが出ますが、開墾して水田化するには水利関

係が重大な問題 となる。水利問題が解決さえすれ

ば実現できることと思います。実施方法としては

溜池の改築、新規構築等を行政面と連絡を密にし

て積極的に運動を展開すべきである。

○農業委員 未墾地の多い当地区は開墾する可能

性は充分あるが、まつ第一に水利関係が充分でな

いため、結局土地があっても貧乏 している状態で

ある。

○農業委員 未利用地開発及び採草地によって粗

飼料の一部を補給することができる。畜産の希望

者が、かなりあるので、これを増や したい。

○農協役員 農地の規模拡大目標も無限では困る

ので、1農 家5haに おき末利用地の開発を検討し

てゆきたい。

O自 作農協会 水源さえ確保できれば水田造成は

できるので、上流の真昼川の水を利用できないも

のか研究 したい。

○婦人会 現在耕作農地は分散 しており、これを

集団化する方法を検討 し協同化への障害をなくし

たい。

○農協役員 協業においても2～3戸 程度の集団

でなく、これを10～15戸 程度にしていきたい。又

部落農家のコミュニテー作 りの効果もねらいたい。

○農業委員 以前の田植えは手植えによる協同作

業であったが、これも伸々人手不足により充分で

ない。昭和47年 の育苗施設、田植機の導入により、

益 々共同の組織を強化 し機械植を拡大 したい。

○婦人会 共同施設でや らなければ、農機具等の

施設代金に追われて伸びる可能性は全 くない。労

力の不足については農協にカントリーエレベータ

ーなど協同施設を設けてやるのがよい。

○農業委員 農機具の下取 りが非常に問題になっ

ている。購入する時は新品として相当の価格で買

い入れる。その耐用年数は長 くて6～7年 だが、

その間に局部的に破損する時期が くる。機械専門

家が見れば部品がないとか、メーカー品でなけれ

ばうまくないとかで、下取価格は原価の1～2割

程度のもので全然問題にならない。このあたりの

ことを考え下取をもっと考慮 していただきたい。

○農協役員 田植機で全部植えたいものだが考え

て見るに水利が問題である。田植機による植付け

は殆んど密植なので、遅植は考慮 しなければな ら

ないと思う。

○婦人会 好んで出稼に出る人はないと思 う。殆

んど現金収入のために出るのであり、出稼に代る

現金収入源を見出したい。

○ 自作農協会 色 々と副業的な作 目をやっている

が、現在のところ出稼収入より優れた収入はない

と思っている。

O婦 人会 農業後継者はなるべく出稼をさせたく
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ない考えである。出稼の理由内容として農機具購

入資金の返済を目的に出る方 も少 くないし、また

自発的に出稼する人もおる。

○婦人会 出稼 しても農業に熱心な人もある。又

止むを得ず出稼就労する人 もある。前山の未利用

地を開発することにより経営規模の拡大ができれ

ば、部落民の農業に対する意欲も変ってくるので

はないかと思 う。

○農業委員 農家所得の収入源として県外出稼が

なんとなくふくれあがり、農業所得を得るための

研究がおろそかにされてきたが、 しか しこれも、

最近壁につき当っており、水稲作を拡大するか又

これにその他の農業部門、畜産部門を複合するよ

うに していきたい。そして複合部門においては団

地化と相まって協業化をすすめる必要がある。

○ 自作農協会 本地区は畑地利用としての土地確

保には条件は怠れているが、果樹作は積雪の問題

又所得を得るまでの期間が長いので経営する者が

でて こないのではないかと思 う。

○農協役員 畑地利用において現在は、たばこ作

りが進んでおり、又流通、価格の面においても安

定 しており、技術的にも経験者も多いので、たば

こ団地を設定すれば、稲にプラスする作目として

は将来大きく伸展するのではないかと思われるの

で、これを推進すべきである。

○婦人会 酪農を経営するにも3頭 位では出稼収

入より少な く、そうかといって出稼家庭の留守婦

人だけでは労力的にむりである。

○農協役員 農業に精進すべき意欲を燃やすよう

な作目として酪農、たばこ、肥育牛などを取 り上

げグループを組織 したい。又良き リーダーも養成

したい。

○婦人会 出稼に代 る収入として色 々考えてみま

したが生産物の販売に困る場合が多い。折角生産

しても販路が見出せない。生産物を売捌くことが

私達として一番の問題であり、農協等の斡旋で販

売先を見出していただきたい。特殊施役としてキ

ノコ(な めこ)の 箱栽培に力を入れてやっておる

が、販路が確実に見出すことができれば希望者を

つのりたい。

○婦人会 物価の上昇 しているなかで米価は1俵

10,000円 台であり、農家は収入と支出のバランス

が取れていない。本地区は水稲農家が殆んどであ

るが、これにたばこ、畜産を複合し所得を増 した

いo

O自 作農協会 増反が予想される50haの 農地を地

区集落農家で耕作することになれば1戸 平均約3

haに 拡大され、全体平均1.6haを 大きく上回る

が、単位生産収量が少ないため技術的に研究が必

要である。

○婦人会 末利用地の開発が実現されることによ

り労働力が多く必要となり、部落農家の労働力が

完全燃焼されることになるので、農業後継者はも

ちろん農業に対 して張合が出て くるし、出稼者 も

少なくしたい。

○農業委員 集落地区内にある山林 ・原野の末利

用地は殆んど地元農家の所有であるが、他部落の

土地もあるので団地化するため、これらの買入交

渉を行なって、一団地の開発計画を樹て地元農家

の意欲に応えるよう積極的に進めたい。

○農協役員1戸 平均3町 歩を耕作することによ

り、出稼者の減少は勿論であるが又農家によって

は請負耕作させる人も出てくるし受託する人も相

当出て くる。従 って小農家 も安定性のある農外就

業に取 りつくことが出来るので必ずこのように し

てやりたい。

○農業委員 今後の稲作の栽培は、育苗施設によ

る田植機の作業システムとなり、手植えの作業は、

機械の使用できないごく山間部に残ることとなる

だろう。

○ 自作農協会 畑作農家には疏菜、煙草等の跡地

利用を進め又大豆等雑穀については集団栽培と施
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設の共同利用を進めたい。

O婦 人会 大坂地区は潅漉用水 となる水利関係か

らして出来得 る限り写植を奨励 したいので、労働

力の関係 と水利関係をにらみ合せて共同作業の順

番等にも計画性が、必要である。これは共同組織

内では容易にできることであ り是非この組織体制

で進みたい。

○婦人会 大坂地区は周囲が山林の山間部落であ

るため、特用林産物としてきのこ類の栽培条件に

適 し、今後流通対策の充実を進あなが ら栽培農家

をふやしたい。

O自 作農協会 畑作でも労働力でさえ確保できれ

ば、葉たばこ作の後作として大根、白菜などそさ

いの栽培ができますので、技術の普及 と家族労働

力の完全燃焼をはかるように したい。

○農協役員 この地域は過去、山林原野を開墾 し

て耕作 した場所で地味が極めて悪るく、耕作する

には相当の技術と施肥改善が必要である。畑作専

門の リーダ養成を望みたい。また労力面からは共

同作業が良いと思う。

○婦人会 たばこの耕作は田の半分の面積で水田

1反 歩の収入は取れる。その上又跡地利用にも耕

起せずそのままに播種できる。ビニール被覆で、

雑草取 りの手間をはぶき、収穫も従前の選別と異

り、省力化されたので農作業の合間に出来るし、

収入もあるので煙草を継続 していきたい。

O農 協役員 この地区には集団の組合は8組 合で

1組 織平均7人 位で、ほぽ隣組単位で出来ている。

水系関係及び作業の能率等も考慮 しながらこれを

充分にいかすことによって、作業労働の改善がな

されるので今後も強力に推進 したい。

○農業委員 畜産関係について1農 家乳牛20頭 、

肥育牛30頭 の飼育として、粗飼料を生産する採草

地5～6haを 必要とする。購入飼料の削減を図り

なが ら、自給飼料と村草地管理公社の粗飼料を利

用することで飼育農家を拡大 したい。 しか し零細

飼育では採算がとれないので多頭化する必要があ

るが、牛の導入経費が多額 となるので、総合資金

などを活用 し長期計画で殖 したらよい。

○婦人会 この地区は稲作一辺倒であるが、従 っ

て機械化が進むほど出稼が長期化 し、悪影響が生

じる。年間を通して家族が一緒に働けることが家

族労作経営の良い点であり、これを放棄した形で

安定 しているとはいえないと思 う。

○農業委員 個人所有的な機械導入では資金面に

支障をもたらし、経済的均衡が取れない。共同購

入施設によって個人負担の軽減をはかるため、村、

農協において指導援助をはかるべきである。

○婦人会 家族労働力で充分に労働力が消化でき

る計画を樹てていても、生産調整の転作の如く計

画を乱されたり、また、折角生産 したものを自宅

にかかえるようなことでは困るので、安定性と将

来性を考えて規模拡大をしたい。

○婦人会 酪農あるいは和牛肥育であっても、水

田規模が200a程 度でないと飼育管理に利用する

藁が不足する。又出稼なしで年間就労ができれば

2～3人 の家族労働力で充分できると思 う。しか

し粗飼料の自給だけでは不可能と思 うので、草地

管理公社を充分利用 したい。

○農業委員 和牛の肥育、現在大部分が畜連の預

託牛であるが、これを地元において繁殖素牛も同

時に飼育するように、地場供給をもって多頭化を

はかりたい。

O農 協役員 兼業農家あるいは労力不足の人は、

農協カントリーエレベータとか共同施設による農

機具でやることによって、どうにかなるものと思

う。

② 本 堂 東 部 地 区

(調査員会議S.49.1.18,S.49.2.6)

O農 業 委 員 集 落 の 耕 地 は130町 歩 の 既 存 田 、5

町 歩 の 既 存 畑 で 、 平 均1農 家 経 営 面 積1町3反 歩
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程度である。将来は転職による請負作業で相当変

ってくると思 う。純農家の意向として1戸 当り3

町歩は確保 したい。そうしなければ経営はなりた

たない。

○農協役員 自分の農地を委託させても良いとい

うことは、外により以上の収入を得る途があれば、

委託 させる人が出て くると思 うが、これには援助

体制が必要だ。

○営農組織 農業を続けたいが一時的に農外就労

で賃金を得ることができれば農地を請負いに出し

たい。

○農業委員 この集落において現在1戸 の請負耕

作農家があるが、権利や又料金関係に問題がある

ようで、また期間も1年 であり営農計画が樹たな

いo

O営 農組織 自作農地に対する財産的所有欲があ

り、特に家族内でも老人の意志が強く自分で耕作

する気になるので、若い世代に代ると受委託耕作

も多 くなると思う。

○農協役員 この集落に:おいては安定 した農外就

労の雇用先がないので、集落内でなくても村で誘

致 してほ しい。

○農業委員 当地区としては誘致工場は建設場所

が問題と思われる。末利用地もなく、美田を潰廃、

転換 しなければならない状態である。

○農協役員 村に大規模工場を誘致 しても企業側

では条件がやかましく通年就労でなければ男子を

雇用 しない。また軽労働で女子向の工場が誘致 さ

れても、農民の離農 ・転職には結び付かない。

○婦人会 婦人達の集会で色 々な話がでますが、

伸 々自分達の希望通 りにはゆかないものです。中

年の女性で、嫁の子供を育てる世話を依頼される

ような年であり、朝食の準備、掃除又午後からは

夕飯の仕度で一 日中の半分位働 くことになってし

まいます。その外に年寄の世話、子守等で働きに

出ることは伸 々至難なのです。内職等、自由のき

く賃金作業がほしい。

○婦人会 それがために嫁さんのいる家庭では、

村内で通勤の出来る職場へ農閑期を利用して働き

に出ている女の人達も相当見られるようになった。

仕事の内容は編物又は縫製等である。

O営 農組織 出稼をやめたいという方もありまし

たが、これも止むを得ない実情のためであって、

収入にはプラスにならない。 しかし何か出稼に代

るものを見出したい、部落内でなにかやりたいと

考えをもらしている。

○農協役員 当部落として稲作単一では望みはう

すいので、どうしても複合経営を考えなければな

らない。私の場合は養豚飼育に力を注いでいると

ころですが、飼育方法にも相当問題があります。

肥育豚だけでは濃厚飼料が高価のため利得として

は目に見える程はありません。雄豚の肥育により

繁殖豚をやれば相当の利益 もみられるので、仔取

を奨励したいものと思 っている。

○農協役員 この地区内にも相当の飼育者がおり

ますので、来年から豚舎の増築をはかり、今まで

の倍以上に頭数を増し、農協 と連絡を密にして経

営 ・管理 ・繁殖等にそれぞれ分担 して、農協を主

軸として希望者を募り実施に移りたい。

○営農組織 安定 した農外企業を導入 し、農業就

労人口を減 じ、単位規模を拡大するしかない。し

かし農地の規模拡大は望めないので畜産部門とし

て酪農、和牛、養豚又きのこ栽培としてなめこ、

しいたけ、マッシュルームを取上げていきたい。

○営農組織 誘致企業として原料を地元生産でき

る農産加工場を設置し、気軽に就労できるものに

したい。

○婦人会 他に類例のない湧水を高度に利用する

ことにより、ここの名産である芹を従来は自家消

費的にだけ栽培 しておりましたが、これを販売用

として栽培反別を増 して共同経営作業で大いにや

りたい。
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O営 農組織 農業の協業化を集落農家が一斉に実

施 しようとしても無理で、現在水稲作に複合する

部門を先に普及推進すべきで、それにより生ずる

労働力の不足を組織化で解消 していきたい。

○農業組織 従来は協業組織で共同防除などもや

ってきたが、近年は出稼などで組織運営が充分で

なく、手軽で簡単な機具を使用 し、自家労力で適

当な時期を選んでやる人が多 くなった。農地が分

散 し、他集落農家の耕地と出入関係があるので、

作業の協業は集落内だけではできないので他集落

農家 とも共同 したい。

○農業委員 この集落地内では末利用地は勿論、

畑地の切換等も望みな く、規模拡大は望まれない。

転職 ・離農者もなく、農地を手放すものもないの

で、農地の規模拡大はできない。 したがって拡大

用地は集落外に求めたい。

○営農組織 農機具の現有設備の点からしても、

なんとか して農地の拡大を希望 したい農家が殆ん

どで、少々遠距離の通勤耕作でもかまわない。

○婦人会 殆んど田植時期は共同作業であるが、

家族全員による共同作業でやっていきたい。

O農 協役員 集落地内で新規の農地造成はできな

いが、既存農地の集団化により作業集団が組織さ

れ円滑な運営ができますと、4～5㎞ 離れた山麓

に団地化 した農地造成をして畜産経営などを実施

したい。

○農業委員 耕地整理は既に終っている。部落内で

の開発 ・増反は無理であるが、1戸 平均の耕作面

積はあくまでも専業農家として3町 歩は確保させ

る。農機具の高度利用による大型圃場整備事業を

も実施に移 したく努力 している。

○農協役員 二分類にて純農家と兼農家にわけら

れ、純農家は農機具の活用と出稼者の解消につと

めることによって、余剰労働力を農業請負耕作、

又作業受託 し、又農協カントリーエ レベータに委

託する傾向が多い。

○営農組織 主幹の稲作にはだれも大きな希望を

もっている。当部落としては農地の造成拡大はと

うてい望まれない。また希望者の割合に集落内で

の農地移動はあまり見 られないので、私の場合は

酪農に切替えたのである。経営面も小頭数でなく、

多頭飼育に主眼を置き現在の3頭 を9頭 に殖 し複

合 したい。

○営農組織 酪農家は乳の取れるまでは資本がか

かる。搾乳段階に入れば多頭飼育であれば相当の

収入が見 られる。又粗飼料の確保 として休耕田を

転作しているが、将来性がないので、今後は村の

草地管理公社の活用を大巾に利用 したい。

○農業委員 複合経営には是非力を入れて、本堂

東部の農民の安定 した経営組織の向上を目ざして

進みたい。

○農業委員 出稼者は経営が成りたたないことと

農機具の購入代金の返済が目的であり、殆んど今

では出稼収入を入れなければ生活が困る程依存 し

ている。

○営農組織 経営作 目として稲と畑作のぞ菜が主

であるが、今後は畑作として自家消費を目的にし

た味噌煮用大豆を作付 させたい。

○営農組織 集団組合は10組 合であり1組 合平均

面積10町 歩以上であり、共同防除及び田植はすべ

て組合毎に共同作業をできるようにしたい。

O営 農組織 潅流用水の便、不便を考慮 して田植

をするようにしたいものです。

○農業委員 湧水利用による特殊施設を設け名産

の芹栽培を希望する者がかなりおり、水苗代の跡

地利用を主眼として、農協と連絡 し販路をたしか

めたうえ必ず実施に踏切 りたい。

○農協役員 当部落には養豚家が他の部落に比 し

てかなり多い方であり、多頭飼育を して100頭 ～

150頭 はできる。割合飼育 し易 くあまり手もかか

らないので飼育希望は益々増えて行 く傾向がある。

今後は希望者をつのり農協と手を くんで飼育者の
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数を逐次増大するよう努力をしていきたい。

O婦 人会 遊休施設の話から思いつきましたが、

農家には一般に大きい作業場があり、現在は農機

具も冬眠状態であるので、これを一定の場所に集

めることによって農産加工場、又きのこ栽培に利

用 したい。

○営農組織 養豚の多頭飼育をすることについて

考慮 しなければならないことは、悪臭公害で、こ

の点を改善するため住宅地帯か ら離れた山麓に養

豚団地を造成 したい。

○婦人会 飼育者だけの出役人夫では不足を考え

られるので、小農家の手を借りることにする。こ

れに大きい農家に受託作業、又は請負作業を して

もらって作業を短期間で終 って、あまった期間を

養豚飼育の方向に雇用することが出来るように し

たい。

O農 業委員 稲及び畑作に複合する経営作業とし

て乳牛、和牛、養豚、芹等をプラスしているが、

今後は飼育管理技術と共販などの関係から部門別

に飼育グループを組織 してゆきたい。

○営農組織 小農家は一般的に兼業者が多 く農機

具は殆んど所有しておらないので、大規模農家に

前年から作業委託 し、又農協カントリーエレベー

ターに委託する傾向が多い。

4調 査 に 対 す る意 見(調 査 協 議 会S
.49.3.28)

○農営組織 村としてもこの調査結果を考えて、

農業振興のために努力 していると思われ ますが、

伸々困難な問題が多く、実際に農業および集落の

振興をはかることは容易にできないものと思 う。

○農業委員 この調査は抜本的な調査と感じますb

このような調査を、村自体が各部落について調査

員を設置してやったらよいと思 う。要領等はこの

対策調査事業によっても良い。そして実行 した結

果は、それぞれの類型別にデータが表示 される事

になるので、総べてこの村 自体の基礎資料として

役立 ってることが出来ると思います。今後 もこう

した調査を継続 してやるべきだと思う。

○農協役員 いま振り返 うて見るに調査の時期を

考えてもらいたかったと思います。出稼者の出た

後の調査で、充分な聞き取り、又回答がえ られな

かったのではなかろうかと不安もないでもない。

私の考えとしては、通年的な調査期間にして、矢

張 り経営主 ・後継者の在宅中にやってほしいもの

でした。

O農 業委員 現代の農業をとりまく情勢のなかで、

沈下 した農業意欲をもりあげるためにも又村の農

政推進の上にも、地域性を重んじた本調査の結果

を生かしてゆきたいと思います。

○農協役員 今回の事業を進めるに当り我々も地

域集落の調査員として、これまでになく集落農民

の声をきき、又掘 り下げた話合をすることができ

た。今後はこの体験をいかし又部落の代表者 とし

て責任をもち集落振興のため努力 したい。

○農業委員 この事業は有益な調査である事を深

く感 じました。おそらく国として全国的にやった

らよいと思います。今回の調査も今後、回数を重

ねることによって立派な結果が生れることは間違

いなく、意義あるものと信 じます。

○婦人会 調査員会議は誠に有効なものであった

と感 じた。今後 もこの調査とかかわりなく青壮年

者の集会を計画して、集落の農業経営と今後の農

業はどうあるべきかについて研究させたいと思い

ます。指導及び援助を特に要望したい。

○婦人会 今後の対策として、この調査員の組織

によりたびたび集会を重ねることによって効果が

上るようや っていくべきである。この調査は本当

に良かったと私は感 じました。

O営 農組織 世界的に食糧不足を来 している現状

からみて、農産物の価格の均衡は全然とれていな

い。農民の要望するところは、ここであります。

農民の購入するものは高価で、逆に売るものは安
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価で、全く均合いがとれない。悪循環とはこのこ

とであり、生産者米価の上昇を特に要望 したい。

これは農民の声である。

O営 農組織 部門的にグループの組織確立が必要

だと思 う。又集落農場化を図るべきである。例え

ば1戸 平均1町 歩、10人 あるとすれば10町歩を栽

培管理するに2～3戸 の共同作業で立派に出来る。

結局余 った労力は、別の仕事に向ける事が出来る。

この余 った労力の利用を企てれば、小農家は殆ん

ど作業を委託させて、自分は安心 して別の仕事に

つくことが出来る。専業農家及び兼業農家の一挙

両得とはこのことである。

○婦人会 サラリーマ ン等を止めて農業に従事し

たい青年が出てきた。グループで作業の共同化を

はかり、たばこ、きのこ(な めこ)の 箱栽培の方

針を樹て積極的に、自信をもってやっている。こ

のような、まじめな農業者には、村自体 としても

大いに援助と指導をするべきである。

O婦 人会 きのこ(し いたけ)栽 培も相当資金は

必要であるが、自家で調達する原木次第で、もと

いりは、はぶけるが、それにつけても人夫が相当

かかる。又原木は重量があるので、婦人の手だけ

では簡単にできない。自家消費は勿論いくらかの

収入は得 られることになるので、今後は複合経営

の一端として拡大し、きのこの栽培に意を注ぎた

い。

○農協役員 この調査の成果をとりまとめた上で、

地域の意向を把握 し、これに沿 って農村振興につ

いて村当局が意欲的に推進することに期待したい。

○農協役員 この調査は秋田県内で千畑村の大坂

部落、本堂東部部落だけであるが、この調査は農

村集落の振興を期待 した農業調査であり、又これ

からの農業はどうあるべきか、などについて相当

考えさせることになると思います。そこでこの結

果等を公報とかに掲げ全村民に反映させてはどう

か。意欲をもたせるためにも時期を見て掲載する

よ う要 望 した い 。

工 沿革 と概況

{1}柳 沢地区

柳沢は耕地面積約100ha(畑70ha、 水田30ha)出

作が田畑で約10hα、うち戦後の開こんが5ha、 部

落の入会林が約100ha、 約140戸 の農家だが 、部

落全体では215戸 の大部落であ る。

東の高社山か ら西の夜間瀬川と、千曲川に流れ

るように展開する傾斜地の上にある。したがって

長い間旱魅 と台風に苦しめられてきた。

戦後食糧不足のなかで多 くの復員軍人や引揚者

を迎えて村の若者は100名 を越 し、桑園は麦や、

菜種や芋畑に変 り、 このような、なかにあって生

き残 ったりんご栽培者の利益は大き く、多 くの農

家に新 しい意欲を生んだ。

ホップや りんご、そ してたばこが栽培 され保温

折衷苗代により水稲は早期の田植を可能に した。

昭和30年 に労力分散と自然災害の危険分散のた

め桃の栽培を集団的に導入 した。31年、農協と協

力、りんごの共撰所を建設、独 自の活動を していた

果樹振興会、果樹研究会、果樹出荷組合を統合 し

て倭園芸組合を設立、新 しい時代に対処 した㊧。

34年の新農村建設事業でより大きな共撰所を建設、

あわせて農道を新設改修するほか、野外放送施設

を設置した。36年 には組合員が一致協力、スピー

ドプレヤーを導入15haの 薬剤散布を始めた。

ホップはこの時期に至って、度重なる災害と企

業の独善に栽培を止め、タバ コ、養蚕もこの時点

でほとんど姿を消 した。36年頃 よりりんごの価格

一28一


