
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。

○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。

○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。

O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 。

1.沿 革 と概 況

口)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10ha、 うち戦後の開 こんが5ha、 部

落の入会林が約100hα 、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

長い間早魅 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兵長所を建設、

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15ho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
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が低迷 し、37年の早魅で品質の低下と樹勢の衰弱

は激甚であった。40年 には第1次 農業構造改善事

業で大型共撰所を建設、100mの 農道新設 とSS

を導入 した。樹園地は りんご49ha、桃15ha、 ぶ ど

う2ha、 収量はりんご5万 箱、桃9千 箱となった。

41年eζは千曲川を水源とする畑潅事業が始まり70

ha全 面積が卓越から解放 された。またこの時期か

らえのき茸栽培がぽつぽつ入 りはじめた。

45年頃から国光、紅玉から富士やむつ、青 りん

ごに積極的 に品種更新がすすめ られたが、これと

併行 して傾斜地農道の舗装が積極的にすすめ られ

舗装率は90%に 達 して、搬送時における果実の損

傷防止と全体的な労 力不足のなかで農道の機能維

持に大きく寄与 している。一方水田地帯は県営に

よる基盤整備事業が、米の生産調整の夏季施行を

可能にし、47年 で100%近 く完成、大型 トラクタ

ーが走行するようになった。

46年 には第2次 農業構造改善事業によってりん

ご冷蔵庫を建設、共撰所労務と出荷調整に大きな

効果をあげている。

しかし48年後半からの石油不足にともなう生産

資材等の著 しい価格上昇は農業者に深刻な危機感

を抱 かせている。

(注)倭 園芸組合は、この地区の農業の中核とな

っており、その実態については次に掲げた同組合長

上野久夫氏の 「激動する農業に対応する農家と組織

活動」を参照されたい。

激動する農業に対応する農家と組織活動(抄)

倭園芸組合長 上 野 久 夫

倭園芸組 合は昭和10年 に創立 、今年 で38年 の 歴史

を有 し、総 務部、出荷部、指導部、防除 部 の独 立主

体 性を持 った四部門によ り運営 されて いる。生 産物

の果 実は農協経済連 を経 て全 国市場 に出荷 され、幸

に して ⑩ の マークと共に組合 は信用 と好評 を得て

居 ります。

1.現 状 に対する私達の基 本的考 え方

高度経済成 長の 中で、年毎 に他産業と農業 との所

得 格差は大 き くな り、真剣に面 積の拡大を望 んで も

都市化や 、資 本攻勢でその実現 は仲 々む つか しい。

従 って 兼業化 した り、資本集約 的、施設 農業 を始 め

たり 、複合経 営 を企図 した り して懸命な 努力 を重ね

るのです。 しか し一方 では週5日 制が唱え られ 、高

福祉社会が 論ぜ られてい る中で 、農村には若者の姿

が見えな くなり、農家 に嫁 ぐ嫁 はな く、水 田は生産

調整の名の もとに葦が 生え 、畑 は過疎現象に よ り山

林や別荘地に変って行 きます 。この よ うな農業を と

りまく激 しい変化の中で 、よ り良い 能率 的農 業を築

こうとすれば、個 々農 家の相 互信頼 と連帯感の上に

有機的に結合 された農家の組織 的活動 によ って諸問

題を解決 しつつ、健康 を第一に考え 、過労を極力 さ

け、夫婦2人 で延500日 を完全燃焼 させ る複合経営

を確 立す る ことに よって 、本来の 目的である豊か に

して潤い と安 らぎの ある人間生活の 具現を期するほ

か ないのです 。

2.組 織 の一本化 と一人一役

私 達の 求めてい る複合経 営 も、規模の零細性か ら

来 る非能率や 、設備や資 本の 過剰投資 とな り労働の

過重 もさけ られ ないとい う問題が ある。

また歴史 の古い果樹 関係 にあ っては、生産関係の

組織 の複雑化 は、大変 な もので あり、相互にブロ ッ

ク組織 が あ った り して、部落 の リーダー格ともなれ

ば、兼業化の進ん だ今 日、い くつ もの役が重な り自

己の経営が 順調に運 ぶはず もあ りませ ん。そのため

立派な 、意欲 的な農 業者は、自己完 結型経営へ移行

して行 きます。

そ こで私達の組合 では、昭和33年 以来 、水 田面積

の80%を も含め、園芸に関す る美濃所等一切の もの

を統合 し組織 的農業の システム化を実現 して 来 まし

た。組合員の能力、経営の状況等に応 じ全体 の50

%の 者がいつれかの部署につ く一人一役の原 則の も

とに、組織の連帯感を 高め、か つ種 目による複合経

営 のマ イナ ス面を カバ ーする こと と し、共撰の危機、

オペ レーターの確保難 などを克服 し一歩一歩 前 進 し

て きま した。

3.労 力不 足に対す る対応

労働力不足の状況の中で私達 のとζろでは共撰 所

の 基幹 要員が年 々減少 し、 これ を補 なう組合員の 出

一29一



役が 組織を通 じて多 くな り、個 々農家の経 営に支障

が生 じてきま した。 そζで私達は組織 を通 じて共長

所 の季節 的労務者の外に 、地域内 より6名 の年 間契

約を行 ない、共撰所の作業の外、果樹作業にも従事

して もらう事 で成果を上げて居 ります 。

おか げで兼業農家、老令農家のみ ならず大 型専 業

農家も共 々に順調に作 業を進めて居 ります 。組合 員

の依頼が あれば いつで も組合 の トラックは運搬 も引

受 けて居 ります し、急病人 の発生の場合 は、共撰所

の作業 員が 農作業の応援 も して居 ます。

また私達は経営者であ ると同時 に労働者 であ りま

す 。健康で働ける事が あら ゆる経 営条件に優先 しま

すので健康管理、急病や お産に対 処す る労働 力預託

銀行 とか労働力共済 とい う様 なものを考えて居ます。

4流 通 過程での対 応

昭和35年 の 低迷期を迎え た頃、先づ私達 は中間経

費 の削 減と、自か らの生産物に 自か ら価 格を付 ける

事に意を用いま した。東京の果 物の専 門店 と直接取

引を行 ない 、容器を回収 す る簡易 バ ラ輸送を行ない、

優 級や 小玉の販売に非常iζ成 果を上げま した。又九

州や北 陸の市場 、問屋 と自か ら設定 した価格 で直接

取引す る事で価格の 見とお しの技 術 と、希 望価格へ

の定着 という成果を得ま した。また桃 につ いては労

力問 題 と価 格の維持の為に簡易輸送を始 めま した。

これ は農家が直接畑でパ ック詰を行 ない 、指導員 は

畑を巡 回指導 を し、組合の用 意 した2パ ック入木箱

に入れ て集荷所に運び直 ちに点数評価を行な い組合

トラックに積み 、大阪の スーパ ーに連 日容器を 回収

しなが ら運 びま した。これ によ り、よ り完熟 した、

おい しい果物 と好評を 得、荷造 資材の大 巾の節減 に

もなりま した。 また私達の組合には、1万5千 箱の

ゴール があ りま した。収穫期が スター、紅玉 と、ま

た除 袋期が稲刈 と重な るので労力不足 と鮮度保持を

考え ると、全 くお手上げの状態、 ゴールを切 るべ し

との 論議の あげ く県下の トップを切 って5千 箱を サ

ンゴールに踏切 りました。1万 箱は袋のま ま17K詰

に畑 で詰めて無検査のまま松 江市場 に貨車 で送 り、

10年 近 く販売 して来 ま した。価 格は双方の信用の上

に立 った毎年の デー ター に依 り決め、 さしもの問題

も解 決 しま した。以上の ように、今後様 々な 困難な

問題 が発生する と思い ますが 、状況変化 に敏 感に対

応す る組織 活動と これに呼応 して行動す る農家が在

る限 り新 しい時代にふさわ しい農 業は育 つ もの と信

じます。

5.大 型機械との対応

基盤 整備の済んだ水 田では大型機械が走 り、果樹

園ではSSが 活動す るこ とは 現代の常識 ですが 、オ

ペ レーターの確 保、専業農家、兼業農家の過剰投資

を極力 さけ、合理的運営 を期す るためSSの 全走行

距離、面積当 り人工を 計算 しておき、受益各農家の

労力の負荷量を 定め 、オペ レーターの家の摘果 とか

袋 掛の仕事 を受入農 家が 負担 して居 ます。

6.指 導 活動 について

トップ クラスの均 一化 された商品を生産するには

足 並の揃 った行動 こそ望まれます。更新の速 度、技

術、品 種の問題、土壌 問題、病虫 防除の問題 、台木

の 問題 、ワイ化の 問題な どすべて指導部 と農家 との

呼吸の あ った対応 こそ必要 と考え 、私達は前年 の作

柄や販売を反省 し、充分 討論 して 、翌年 の指導の基

本方針を決め、袋一つ に しても確実 に実行 に移 して

い ます。

7.高 能率農 業へ の提 言

激U・ 内外の変化に対応 して農家 と組合組織 が一

致協力 する事で困難 と思 われ る組織 の問題、労力問

題、流通問題、技術 問題 、銘柄 問題 、農 政問題等一

つ一つ真剣 に解 決 して参 りま した。農 業と他産 業と

の格 差は次第に大 き くな ると思われ る今 日、私達 も

個 々の農家の組織 の価値 を認 めた自主 的な対応で、

様 々な経 営規模や経営形 態の相違を超 えて コル ンリ

ンゲ ンの様 な合理性が生み 出せ ると考え 、自然災害

や経済 的危険を複合経 営 で回避 し、そ して組織的対

応によ り能率的集約的通 年農業で夫婦2人 延500日

の完全稼動を 目測 ζして います。

最近基盤整備が 出来、大 型機械が走 り、 ライスセ

ンターが出来て そこには 高能率、高い生産 性をあげ

る可能性が生 まれ ます.し か し夫婦2人 のいずれか

が通勤 しなければな らない現状では、農業が在 って

も農家 らしい農家がない農村が生まれつつあります。

食糧 自給 は今や農業は世界的分 業とい う経済界の風

潮に災い されて世界最 低に落ち込み ま した。今や農

村村落 は封建時代の遺 物のよ うにいわれ ますが 、か

つての ような強い連帯感 の上に近代 的合 理性を生み
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出す と同時 に、 らん まん と咲 き誇る桜花 も地下の太

い根に支え られて居 るζ とを大いに主 張 しようで は

あ りませんか。農家の一人一人が農業者であると言

う誇 りと自覚を持つ事、そ こか ら日本的高能率農業

は生 まれ る と信 じます。

② 竹原地区

昭和29年 に1町8力 村が合併 して現在の中野市、

それまでは平岡村竹 原、以前は竹原村と呼んでい

た。

海抜380m、 北に高社山を立て雨量の少い扇状

地帯で地下水は低い。

明治7年 頃は戸数130戸 、石高500石 の農村で

区の構成は上手 ・下 ・荒川 ・新田の4部 落であっ

た。

水田面積は52町4反 で竹原堰掛 り37町4反 、

3分1堰 掛 り15町 とな っている。

最近果樹が盛んになり竹原堰の水田面積のうち

22町 が畑に転換された。

畑 ↓こついては明治7年 に69町4反 と記録されて

い るが、当時は大豆 ・麦 ・菜種等の栽培が盛んに

おこなわれ、以後養蚕が盛んになるにっれ桑園と

なり、明治39年 には86町歩、大正元年159町 歩の

桑が栽培 され、農家経済は養蚕によって支え られ

たが養蚕の経済的・収量的な変動が大きいため、

昭和に入ってから麦 ・大豆 ・ホ ップ ・りんご ・柿

・桃 ・ブ ドウへと移行した。

農地改革以前は小作地が多く総耕地面積の約50

%が 小作地であった。現在の竹原区は総戸数237

戸、農家戸数167戸 、非農家71戸 であり、この非

農家は新田組`ζ多く53戸が集中している。

これは昭和3年 に長野電鉄が開通 し竹原駅がで

きたためであり、住宅工場地帯に変 り1戸 あたり

の耕作面積 も少な く、竹原区の申でも特徴のある

組となっている。

又その他の面か ら見ても竹原区は、文化的にも

何等見るものがな く、昭和初期頃までは教育にも

不熱心であった。

竹原区民性は畑作養蚕地帯独特な経済変動に揉

みぬかれた鋭 さがあ る。っねに中央経済 と消費動

向をみながらそれにあった農作物をいちはや く取

り入れ ると言 う性向は全国的にも特徴のあるとい

えよう。

2.調 査担 当者

{1)集 落農業振興対策調査協議会

土屋幸一・農委会長 小野沢一二 ・普及員

佐藤治雄・土地改良区 林 三郎 ・市農協組合長

上野久夫 ・倭園芸組合長 寺島徳忠 ・農政課長

武田典一・農協青年部竹原地区部長

(2)集 落農業振興対策調査員

(柳沢地区)

山口栄一・農家組合長

上野富子・農家組合長

倉田善弥・農家組合長

呼上勝露・農家組合長

(竹原地区)

武田 清 ・農家組合長

武田仁一郎・農家組合長

3.調 査地区の動向

倉田芳一・農家組合長

畔上忠良・農家組合長

小島金治郎 ・農家組合長

桜井 元・農家組合長

黒崎歓治・農家組合員

(1)柳 沢地区

ア)果 樹専業型(出 席者27人)

(世帯員の就業)

O永 沢 囚 私を含めての悩みであるが自分の農業

経営に専念 したいが、あまりにも公職等に使われ

す ぎてこまる。勢いこの不足 した労働力を妻や親

達に過重な労働を させ る結果}ζなる。雇用労力と

思 うが人手不足と労賃が高いため、ある程度家族

内で働き出す結果 となっている。

○上野(佐)1,6hoの 専業農家であり昭和50年 度

を目標に1.7hoに 規模を拡大、りんごの フジを中

心 とし桃 は山根、更{ζ巨峰(ブ ドウ)の 露地栽培
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の3本 柱の果樹複合経営で行 く方針である。私は

自信を持 って農業を営んでいるが子供は中学3年

生であり農業後継者になるか未定であるが、 自分

なりに自信を持 って農業を営める経営状態にして

置きたい。

○永沢{B)後 継者確保の見とお しがついてきたの

で雇用労 力を考えた経営でなく、 自家労力で行き

たい。不足については機械で補 って行 く。

○上野(久)⑩ 園芸組合を中心 とした集落ぐるみ

の農業を現在やっているが、農業の将来を考える

と誰 しも自信を持 って後継者に農業を勧める者が

いない。最近農業関係機関で登録農家刮度の創設

について検討されているが、企 業的農 業経営者

(2万 戸)を 対象にしているよ うであり食糧生産

を担 っている地域専業農家を含めた事業とし、税

制資金面の手厚い優遇措置を講じ育成 してほしい。

○豊田 兼業化が進行 し将来私達専 業農家の仲間

が果 して残るか不安である。

(規模拡 大と農地の利用)

○山田ω 水田の基盤整備事業についてはほとん

ど終了しているが、畑地については未着手のまま

である。私は1haの 経営面積であるが6ケ 所に農

地 が散在 している。交換分合事業により集団化を

計画したが実現できなかった。

○上野 ω 防除整枝勇定の共同作業を推進する

ためには、果樹の作目ごとの団地化が必要である。

そのため果樹新産地開発促進事業を取り入れたり、

限 られた農地を更に増すため末利用地(原 野 ・山

林)を 造成 し規模拡大の方向で検討を進めている。

O豊 田 規模拡大したくとも、土地がないので自

分の水田200を ブ ドウ(巨 峰)に 転作して農業所

得の増大を計 って行 く。

○山田{B}安 定兼業農家であっても資産的保有傾

向が強 くなってきているので売 って くれる者がな

い。借 りてでも規模拡大 したい。

最近の新聞に利用権の設定による農地 の流動化

を今後検討す るように報じられているが、長期間

利用できるようにしてほしい、果樹栽培の場合10

年以上20年 間位の期間でないと安定経営ができな

いので…'百

O上 野(久)最 近東京農業大学で部落の実態調査

を実施 した。そのさい ⑩ 園芸組合 と柳沢集落農

業の実態について報告 してある。

(総合 して)

○上野(㊧ 流通機構の中で残 るには、質、量、

共に完全供給できる産地化が必要である。

果樹の将来を見るとブ ドウ栽培が増加 し、りん

ごが不足す ると思 う。幸い ⑳ の りんごは毎年市

場、消費者の好評を得 ている。⑩ のマークのもと

に生産者が団結 してこそ生 き残れる。組合として

も今年か ら開発部を設置 し検討することになった。

○上野(久)日 本ほど自給率の低 い国は他に例が

ない。国際的食糧危機が叫ばれている現在、農業

の育成が急務である。そのため第2次 産業の利益

を第1次 産業に還元すべきである。

○山田ω 自分の経営の中で考えさせ られ る事は

資本投下があまりにも多いので現状維持の農業経

営である。品種更新、改植等による所得減につい

ては長期低利資金の融資等をおこなってほしい。

O上 野(㊧ 農産物価格は、毎年据置かれている

反面、生産資材等の経費は3倍 位 高くな っている。

この様な状態が続 くと経費倒れの農業経営で昭和

49年度の収支見込はたたない。

O上 野(久)農 業の資本の回転率 は年1回 である。

一方消費者の購買態度や行動様式の多様化、しか

も選択的消費傾向が強 くなっているため、 これか

らの果実の販売戦略上環境の変化をよ く理解し対

応 していかなければ最後まで残れる産地になれな

い。そのため過去において私達は消費者直結の販

売 として良い結果をおさめている。

○上野(佐 》 第1次 産業者と消費者の犠牲のうえ

に運用されている流通機構を改めて中間マージン
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をなくすようにすべきだ。柳沢の りん ごは最高

87000箱 を出荷 したが消費構造の変化↓ζ対応する

ため品種更新の実施により減少 し、現在50000箱

になってい る。そのため山林 ・原野を農地造成 し

規模拡大を積極的に進める一方、所有権移転以外

の権利設定によってでも規模を拡大し、果樹複合

経営 りんご ・桃 ・ブ ドウにより農業を続 けて行き

たい。幸い私達の部落は兼業 ・専業の区別なく⑳

園芸組合を中心とした労力、農機具の効率利用を

計 っているので地域 ぐるみの農業生産ができる。

○豊田 我々農業者の自信喪失をさせるよ うな農

政 でなく充実 した農政を望みたい。特に流通機構

の改善、農産物の価格補償、長期低利資金の融資

をはかり税制面でも優遇措置を講 じてほしい。最

近、施設農業が盛んになって来たが地理的条件か

らして土に依存する割合が大きいので、土地価格

政策にも配慮を して農業収支の償なわれる価格の

農地取得ができるよう望みたい。

イ)果 樹以外の専業型(出 席者27人)

○上野(良)工 業に振 りまわされないで農業とい

う産 業を長期展望にたって考えてもらいたい…。

例えば米についても減反政策か らまた生産向上を

示 したりすることのないように……。

○上野(>K)私 らのよ うな農家にくらべてみると

都会の勤労者(日 雇などは別として)は 本人1人

の給料で家族全員を養 って、結構水準の高い生活

を しているのに、自分たちは、老いた両親から自

分たちの子供まで、家中のものが仕事をしている

のになかなか生活に余裕がでてきていない。とく

に畜産などの場合には仕事をすればする程赤字が

増えるだけだ。

す こし採算ベースにのると、すぐ頭をたたかれ

て しまう。昔から"百 姓は生 かさず殺 さず"的 な

ところがあるが、 これでは農業に魅力がな くなっ

てしまうだろう。 もっと徹底 した農産物の価格保

障を してほ しいものだ。

○上野(良)工 業製品は原料 さえあればす ぐにつ

くれるだろうが農産物は短期間にはできない。輸

入食糧がとだえたらどうするつもりなのか?す

でに飼料の現状はそうなっており、鏡とすべきで

あろう。

(規模拡大)

○倉田(淘 物価の値上がりや資金利息の高騰に

くらべて農産物だけが実質値下がりだ。こうした

情勢下では、規模拡大(土 地を増すこと)の 意欲

もわかない。高 く売ることを考える。

○上野(良)増 したいとは思 うがみとおしが立た

ない。農政が不安 だ。

○上野(米)資 金は借りやす くなったが、仮 に

100万 円で年6%の 利息を払 うとしたら、100万

で規模拡大した増収 分から必要経費を差引いて収

益がどの位残るか、試算 してみると、こう農産物

の価格が安 くては、 ただ働いてみただけ、苦労 し

ただけとなってしまう。生産が見込まれるまで利

子補給をするとか、返済を据 置 くとか、もっと優

遇 してもらえば考えてもみたい。

O小 島 日本の産業は米国の小作人のようなもの

だ。米国の羽の下で追従 してきた弊害が余りにも

大きすぎる。

○上野(良)日 本の経済成長の犠牲 となった農業

であるが、今こそもっと産業として考えるべきだ。

日本独 自の農政確立をまつ。

トランジスターは経済成長を促進 させたか もし

れないが食物としては役に立 たない。人間が食べ

られる食糧生産こそ国の基本ではないのか?

O上 野 ㈱ 政府は工業製品を輸出して、その見

かえりに農産物を輸入しているが、国内の農業に

必要な資材類も、国内需要を満 さないで輸出にふ

り向け国内農業をたたいてい る。

○小島 もっとも一昔前の農村の次男 ・三男が都

会へ行 って工業をささえている訳だからなあ…。
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農業は結局下積になってしまっている。農業振興

といっても、農業は生かされていない。近代化資

金 が出て基盤整備とかパイロット事業などといっ

て大型農機具を買わせ、酪農振興とい っては飼料

屋を肥えさせている。金は最後は大企業にすいと

られて しまっている。

O上 野 珠)中 野市の一番の特産物になった"え

のきだげ もあと何年位好調にや っていけるか不

安だ……。農地の保有利用について、竹原地区で

は、ブ ドウ栽培を中心として通勤農業をや って行

きたいという話もありま したが、この点 いかがで

しよう?

○倉田 竹原は平坦で雨もここより少ない。柳沢

ではいくらブ ドウのハウス栽培を したくてもでき

ない。気候的地形的(傾 斜地)に も問題点が多い

ので、いちがいには言えない。山を開 こんすれば

まだ利用できる所はいくらもあるが、ここでは後

継者も竹原より少 ないし……最後は適地適作 より

しかたがないだろう。

(集落農業の担い手)

§藷㈹}1欝欝 羅l
SSと か大型 トラクターの オペレータの宅の仕事

が遅れがちになるときは皆で手伝 うことになって

いる。

O上 野(米)兼 業農家の仕事を手伝う(専 業が犠

牲1ζなる。)と いうことは単純 な水田作業では可

能であるが、個別に栽培技術の問題がある作業は

だんだん共同化できな くなるだろう。

○倉田 柳沢はりんごの個撰が少いが、これは輸

送の問題があるからだが……、まあ、農家が個 々

別 々になったら終 りだろう。

O上 野 ㈲ りん ごの話がでたが、市場でも消費

者でもめずらしいもの さえ出荷すれば価格が高い

とい うこともおか しい。だか ら未熟の しぶいよう

な早出しものが高 く売れ、ほんとうのうまい果物

が安いということは消費者`ζも責任がある。

(ところで5年 後の柳沢の農業は?)

○小林20代 で今、農業をやっている後継者はわ

ずか3人 程だ。マスコミや親が自分の子供には効

率の悪 い(?)農 業をさせたがらないからなあ…

…。柳沢の平均反別70a前 後で家中 で仕事をし

ても収入はそう増えそ うもないので……適地適作

といっても今の農政の下では、なかなか きびしい。

やっぱり現金収入を求めて若い ものは出て行 って

しまうのではないか?

○上野(米)今 の30代 の後継者は果樹以外にも力

を入れている。

○倉田 地域的な ビジョンといわれても……私ら

が農業に入 った頃は農業に魅力がもてたなあ。今

ほど他の物価が高くなかった し、生活 しにくくな

かったもんだなあ……。まあその時代の情勢判断

の中で処理 されるのだろうが……私 らの時代のよ

うに7桁 農業をめざすということも今はない。

○小島 日本民族は、本来 もっと質素な国民だっ

たが、アメリカ文明によってこわされつつある。

人間は土を耕 して食べて行 くのが基本であろう。

金銭についてきゅうきゅうとしす ぎている。

ウ)兼 業型(出 席者29人)

注.子 供が兼業収入を得ている農家20人(子 供が兼業

担当)。自家営業9名。いつれも経営規模1ヘ クター

ル前後の水準以上の農家で実際の兼業依存度は余り

高くない。

(世帯員の就業)

<兼 業を選んでいる理由》

〇一同 兼業のほうが時代に即 した生活ができる。

災害、農産物価格の低落等に対 して経済的に安定

した生活が期待できる。

〈兼業は親の意志か子の意志か〉

○畔上 子供の意志に基づき、親 もできるだけ農
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業を続 けるということ。

○上野 子供の意志に基づく。(親 ができなけれぱ

子が帰農する。)

○町田 経済上の観点から合意で子供が勤めに出

ている。将来規模拡大が可能であれば専業志向の

夢 もある。

○小林 農家経済の向上安定とい う見地からみる

と現在の経営には不安がある。当面兼業と二本立

てでゆく積り。

○武田 農家(L3ha)の かたわ ら塗装屋を して

いる。同じような理由で兼業を しているが兼業も

繁昌しているから、兼業専門にふみきることも可

能 だが当面脱農の意志はない。

○上野 ④ 息子が(学 校教頭)も う10年で農業

に帰 る。孫のことは不明。

〈部落組織への加入状況は?〉

〇一同SS共 撰所、その他兼業であるため疎外

され るよ うなことはなく加入している。地域 ぐる

みの産地化が進められているなかで特に不便を与

えられていることもない点が、この部落の良い点

だ。

(規模拡大または縮小の方法)

<兼 業収入が向上 し安定しまた親が老化して農

作業にたえ られなくなれば耕作権は専業農家等

へ流動するようになりはしないか?〉

(ンj、林 その傾向は一応出てくると思われるが問

題はむ しろ最初から農外に就職 した自分達の子供

が親の老令化に直面 したときもっとも深刻な問題

として、クローズアップされて くるのではないか。

今後の農業は専 ・兼ともに悩みがあり、かならず

しも兼業ばかりが問題ではない。兼業における難

問題は兼業なりに解決の方法を考えてゆ く。と`ζ

かく 「兼業」 というものは今後 も根強 く残 るので

はないか。

○上野(久)農 地法の関係でみんな懲 りているか

ら少 々荒 らしておいても貸したがらない。

(ン』、林45年 度農地法の改正前の慣行を根絶 しな

ければ農地の流動はおこなわれない。(改正前後の

法が混在 して施行されているζとが障害となっている。)

(土地所有または利用の計画)

<中 心的農家に実質的{ζ経営権(耕 作権)を 移

譲することによって兼業農家も便利となるような方

法(経 営受委託等)は どうか。〉

○上野(久)共 同的な方法はなかなかうまくいか

ない。農協の農地信託等も考えてみたが所有権の

移転等、むつかしい手続 きの割に うまみが少ない。

〇一同 近隣市町村には耕起から収穫まで請負方

式の組織があ ってよろこばれているようだが、柳

沢の場合大部分は飯米農家であるため臼主自営組

織でむつかしい運営を しなければならないようで

は魅力がでない。水稲栽培などは、兼業経営でも

比較的やり易いので相当な配当があれば請負}ζも

出すが、そうでなければ自分で処理 してしまうの

ではないか。

○小林 兼業農家は自営でも委託でもどちらでも

よい。無理におおげさな組織化等は望んでいない。

(将来の農業)

<今 後もオール兼業化の方向で進むのではない

か。》

O－ 同 そうなるのではないか。かならず専業で

生活 しなければならないとい う理由はない。

○小林 規模拡大が叫ばれているが、生産物の価

格補償、資材高、労力不足等の問題が解決できな

ければ面積的な規模拡大は進 まない。むしろ縮小

して施設園芸的な方向に進むのではないか。兼業

はかな らずしも好んでやっている訳ではない。農

民の生活防衛上やむを得ざる手段である。

O－ 同 国は食糧 自給政策を原点に立ち帰 ってや

りなおすべきだ。安心 して出来 る農業になれば専

業化を指向す る可能性はある。兼業農家がな くな

るよ うな農政が望ましい。

一35一



⇒ 地区農業の展望(地 区全体会議)

O倉 田(農 業委員)水 田のほ場整備、畑地かんが

い、構造改善事業等による農道改良、舗装また共

撰所、冷蔵庫、SS、大型 トラクター等近代化施設

もととのい共撰所の運営を軸とした労務管理等も

まとまっている。果樹に適した山林原野を造成す

ることもできる。

○上野(共 撰所長)専 業農家は規模拡大を したい

が貸す、売 るの人はない。たまにあれば他地区の

人が高い価格で買って しまうため、共擦所の運営

部門に開発部を設け造成地の検討と農地の賃貸借

を進めて行きたい。借用期間は田5年 、畑10年 、

果樹園は15年位が最低必要だ。

○上野(園 芸組合長)り んご、もも、ぶどう、桜

桃等で生きて行 くべきだ。そのため品種、種類の

選択、栽培技術等部落全体で研究 し同 じ方向で進

まなければならない、個 々ばらばらではいけない。

行政に希望 したいことは農道改良等の場合、利用

する農家の意見を十分聞いてもらいたい(巾 員、

勾配)。上か ら規則通りの押付けはやめてもらいた

いo

O小 林 兼業がだんだん増加するが、農地の流動

は少な くなると思 う。後継者が勤めるようになる。

専業の人に迷惑にならないよう共同防除、共長所

等の出役は、進んで しなければならないし、専業、

兼業ともに十分話しあ って両者が同一歩調で進 ま

なければならない。

○小島 卒業後直ちに農業に従事する後継者が6

人位 しかない。これも無理 もないと思 う。自然相

手、労働強化の割に農産物の安 さ、飼料を始めと

し農業資材の高騰で将来の計画も建てがたいのか、

学校の先生 も少 し成績がよいと上級学校へ勧める

ため後継者は離れて行 く。農業に国はも今と真剣

に考えてもらいたい。

○上野(共 撰所長)水 田は平均25ア ール位であ

り、水稲栽培も機械化されてきたため、耕起から

植付、刈取り等共撰所が労務管理 し、そのオペ レ

ーターの果樹園作業等へ労務提供する方法を8年

前からやっている。これを部落全体が参加す るよ

う進めて行 きたい。

(2)竹 原地区

ア)規 模拡大専 業型(出 席者21人)

(規模拡大の方法)

O阿 部(卯)竹 原`ζおいては農地がなく規模拡大

が現状では無理だ。行動範囲を広げ市外で農地を

求める農家がある。

○阿部 倖)農 地も果樹が栽培できるという条件

が必要だ。通勤農業に注目している。はたして遠

くない所 に求め、地区外で求め規模を拡大 したい。

個 々の条件によ っても違うが、個 々でや るより集

団で広範な土地を求めることがよい。

○武田 喚)調 査によると専業農家の うち56戸

で2610a、 兼業農家では22戸 で220q全 部で

2830aの 増反希望がある。

○阿部(勲)竹 原区で3年 間にわた って農業振興

に対する調査研究を してきた。その意見を参考に

申し上げると、最 も多 く出た意見は農道の開発で

あり、次に規模拡大をどのよ うにや るか、通勤農

業では1時 間位で行 ける所なら南の方では上高井・

上田方面までもよい。規模拡大に対する竹原の意

欲 は旺盛である。土地では拡大不 可能な面があ り

農作業は自体を検討しハウスブ ドウやエノキダケ

を志向す るものがある。

○阿部 ㈲ 食糧確保 も考 えなければならないの

で48年 度に行政、農協、農委などに個人ではなく

5--6戸 で協同作業などを行 いたいので農地 の心

配を頼んでいる。

○会長 休耕田の利用などでも貸 しても農地法の

問題 もあるので、先進地視察などを行なって希望

が満たされるよう検討 している。

○阿部 ㈱ 土地を購入するには平均 して10a、
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50～60万 円位で、希望の最高では100～120万

位が多い。

○阿部 ㈲ 果樹農業でゆく。永年作物なので短

期間の賃貸ではだめだ。

○阿部(勲)30ha位 求 めたい。(SS共 同防除の単

位で。)

○阿部(良)30ha位 になると山の開発になる。関

係機関の検討をお願いしたい。

○阿部 倖)開 発公社を利用 して農地造成事業を

積極的に計 るべきだ。

○武 田 ㈱ 規模拡大はしたいが労力面で不安だ

と調査面にでている。

○武田 みんなで省力す ることが必要だ。ふ じな

ど無袋に しよ うと思 っても有袋に してよ く売ると

い うものがあるとむずか しい。

O湯 本 少い面積で収入を多くしようと思えば労

力が多く要する。労力を節減 して規模拡大 した方

がよい。

○阿部 恥 販売単価で1,000～1,5000円 も格

差 があると有袋にせざるを得ない。

○阿部OP)流 通経路か ら変えなければだめだ。

O荻 原 夜間瀬川の川幅を狭 くして畑にするとい

う意見があるが。

○武田 規模拡大が仲 々目やすがないとすればそ

れも考えなければならない。

○阿部 勲)松 川河原の南側に100m近 く保安林

があるが、治水工事を しっかりや って、あれを農

地 にし利用させるべきだ。高社 山は今のところ上

部 の限界は750m位 まで利用できると思 う。

○武田 そ ういう面での農政的な解決はできない

か。

○阿部(勲)今 の状態では拡大がむずかしい。や

るとすれば山になる。 どこかにないか。

○宿崎 国の考えは、農業を縮小 して200万 戸の農

家にするというのだからわれわれの考えとはちが

う。土地をあまり遠 くへ求 めるというのは長続 き

しない。

○田中 グループでいけば放任にならなく良い経

営ができると思っている。

(農業経営の展開方法は)

○武田 中野市の農業所得は、北信の借位ある。

現在は果樹複合経営によ り維持 しているが、将来

は専業化に移行すると思 う。農業の近代化、振興

を計 るには価格補償、流通機構の改善を願いたい。

○阿部 倖)竹 原の果樹は混在 している。集団化

をはか るため交換分合、区画整理事業を導入 し大

型機械等の利用による省力化を望みた くも、樹園

地のため不可能だ。

○武田 北海道池田町の町長の話によるとブ ドウ

の専業の話がでている。竹原地区はバナナとミカ

ン以外のものはなんでも収穫できる。恵まれた土

地条件である。地域 ぐるみで果樹産業の振興を計

るべきだ。

○阿部(勲)高 社山麓の山林 ・原野を開発 し醸造

用ブ ドウの栽培を検討すべきだ。栽培は簡単で平

均所得 も良い.年 労々 力不足の傾向にあるので有

望 と思われる。何ん としても土地がないことには

有利な農業経営ができない。

○阿部 働 りんご、ブ ドウ、ももの三本柱が中

心1ζなる(村 全体からみると)、 個 々によ っては部

門専業農家になるが、この場合ぶどう専業の可能

性が大きい。

○宿崎 毎年話 し合 っているが前進 しないので要

望に応じられるような積極的な農業政策を講 じ、

再 び農業は国の基な りが実現することを望みたい。

イ)現 状維持専業型(出 席者32人)

O桜 井 私達竹原部落の専業農家は、お互に自分

の家の労 力等を考えて果樹複合経営(り んご、桃、

ブドウ)を おこなっている。

O徳 永 農産物の需要と供給の展望にたつとりん

ごが良いと思 うが、所得倍増を期待することがで

一37一

」



きないので、当面ブ ドウの加温栽培 または露地栽

培 に重点を置き、青森県の雇用労 力をりんごに、

自家労力をブ ドウに配分した経営である。

○武田 労 力から考えるとブ ドウ専業経営が良い

と思っている抵 農業災害を自分の経営内で危険

分散することになると複合経営にな うてしまう。

O阿 部(農 業委員)果 樹の共同防除、整枝、勇定

の共同作業を推進するためには作目ごとの集団化

を計ることが良いと思 うが、竹原地区の現状から

して困難である。圃場がすぺて樹園地であり、品

種樹令が異 なるたあ、交換分合は全 くできない。

○武田(市 議)竹 原地区の農業の実態から、必

要なことは、農道の整備である。農道巾3m位 確

保 し、舗装事業をおこない、中間に待避所を設置

する。国県の採択基準が一率であり地域農業の特

殊事情を考慮 しない不親切な行政のため農道整備

事業がお くれている。一 日も早 く採択基準を緩和

し着手できるようにしてほしい。

○市川 農道を整備し圃場から圃場への移動時間

を短縮すれば限られた人で経営をする場合労力が

浮いて来る。

O桜 井 複合経営か らブ ドウ専 業経営の移行が良

いが、農産物の価格補償がないので不安だ。国で

価格を補償 して安心 して農業者が食糧を供給でき

るようにすべきだ。か りにも新聞等で言 っている

農業の国際分業論などとんでもない話だ。

O徳 永(前 区長)生 産資材が高くなる。昭和49年

度は果 して収支が償 ぐなわれるか心配だ。農業は

春先きか ら経費をかけて生産 し、秋にならなけれ

ば充されない。しかも販売価格は相手が決める。

流通機構の改善をはかり消費者直結の販売ができ

ないか。

○武田(市 議)流 通機構の改善は国 としても大

いに考えてもらいたい。また農協組織でも努 力で

きないか。生産者価格の2倍 以上の消費者価格で

あり中間マージンが生産者価格以上にもなってい

る。

○ 阿部 中 間経 費 を 安 く し消 費 者 が喜 こん で食 べ

る、 い わ ゆ る マ ー ケ テ ィ ング 戦略 で な け オtばな ら

な い 。

麟}翼:㌫ ∵き二㌶ 麗;
ら施設型と移行 してい るが、土に堆厩肥を入れて

保全 し、品質の良い農産物を生産す るよう心掛け

て行かなければならない。

○桜井 農業関係機関では、農作業の共同化、共

同防除を指導 しているが兼業化が進行 している現

状を考えると将来は反対の方向に移行する。りん

ごの共同防除にしても兼 業農家 ・農地を抱え込ん

だ防除であ り、唯でさえ労力不足 なのに考えさせ

られる。

O武 田 これからの果樹防除のりんごは部落全体

の共同防除で、桃、ブ ドウは同じ経営類型の仲間

10人位(面 積5ha)が 一集団となって小型SSの

使用による防除機具について助成措置を講 じてほ

しい。

○阿部 出席者全員の意見としては流通機構の改

善、農産物の価格補償がなされれば現在の果樹複合

経営か ら部門(り んご、桃、ブドウ)専業経営 に移

行 したい仲間が大部分である。この場合、世帯員

の就業人員、技術面から考えて、ブ ドウ専業を志

向する農家が多い。これは、加温 ハウス、露地栽

培ができるので労力配分が可能である。竹原の専

業農家は、進んだ果樹栽培技術を持っており、 ブ

ドウの加温栽培不可能という地域で立派に成功 し

て高所得を得ているので、これか らの農業の見透

しが明るいのではないか。

後記:出 席者の意見として農産物の価格補償、

流通機構の改善等をはかり、きめのこまかい農政

の充実を期待 し、自信を持 って目から農業者とし

て努力する申しあわせがありました。
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ウ)兼 業型(出 席者11人)

(世帯の就業)

○座長 兼業の形態、兼業をしている理由をいた

だきたい。

○岩下20● 程の農地 しかな く左官業により生計

をたてている兼業です。

○桜井 エノキ茸栽培と子供が勤め人の兼業農家

です。今のところ手があ るので、子供が勤め人と

なっていても良い.

O武 田ω85aの 果樹経営を している。 まだ若 い

ので家族労働力も親夫婦で充分まかなわれている

ので、子供を勤めにだ しています。

○徳永3年 前まで勤 め人で あったがエノキ茸 と

ブ ドウ栽培(750)の 普及により現在、エノキと

ブ ドウの複合経営を している。農業情勢がめまぐ

るしいので、 これらの作物の生産性がな くな った

らまた勤め人の兼業となる。

○田中 果樹経営を、まだ若いので親だけで行 っ

て、余剰労力の子供は勤 めにだしている。農業収

入の方が子供より多い状況 にある。

O武 田(B)95aほ どの果樹経営を行なっているが

親達だけで経営できること。また子供 もまだ農業

に積極的に取 り組まないので勤めをさせている。

しかし子供 も親の体がきかな くなれば家に入 る様

に考えているようだ。

O桜 井 竹原地区の兼業農家は比較的に農業に対

する意欲がないように思われる。

○田中 全般的にいえることであるが、労力に余

剰があるため子供連を勤めに出 してい る。

(規模拡大または縮小の方法)

○座長 兼業農家としての農業経営の方向はどう

ですか。耕作権の移転、所有権の移転等による専

業農家への流動化 についてはどう考えていますか。

O武 田㈱ 農業をあきらめて専 業農家に流動 させ

ることは考えていない。また子供が親の老令化 し

た場合には家に入るといっているので現状のまま

だ。農業も進める。

○田中 農業か ら離れることはできない。専業農

家となるように農用地を買い求 めたい。

O徳 永 賃貸借による権利移動を考えてはいるが

売買により農地を離す考えはない.現 状のままで

農業をすすめたい。

○桜井 兼業農家の離農 という話を良 く聞 くが、

兼業農家でも農業で生きる気持はある。少ない農

用地ではあるが集約栽培のできる作物を取 り入れ

農業を続けたい。

O岩 下 竹原区のように専業農家の多いところは

兼業農家、非農家は部落の会合にでても疎遠にな

るので少 しでも農地を確保 しておきたい気持であ

る。

O徳 永 農地法の賃貸借が簡単であれば兼 業農

家の離農もある。 しか し現状では倍 してしまえば

とれないことが多いので流動化はないと思う。

○田中 農地法が改正されたとしても、永年作物

の場合10年 位では、経費をかけただけであ る。離

作料等の問題から安易に賃貸借はできない。

○武田倒 親が農 業をする経営面積に適 してい る

ので、このままで農業をする。 しか し子供が勤め

にでているし、子供の時代になればどうなるかわ

かりません。

(農地保有、利用の形態及び農業の方向)

○座長 これか らの土地利用及び農業の形態はど

うなりますか。

O田 中 農業が主として延びると思 われるが、竹

原は転用が少ないと思 う。また兼業化はさらに進

む ものと思 う。 ζの兼業化も子供が勤め人という

兼業になると思 う。

○桜井 農業の近代化 ・機械化は兼業化 も進める、

また兼業農家の方が協調性がある。

○武田Wlhα 未満の農家は兼業に進むと思 う。

親は農業、子供は勤め人の くりかえしの兼業農家

になると思 う。
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○岩下 農地を少 し確保したいが土地代の高いこ

と、売る人がないこと等から確 保は困難である。

しか し確保したとしても農業を従とした兼業で進

む。

○武田倒 兼業農家は農業をすてない、そして集

約農業により農業をさら1ζ発展させると思 う。 し

か し子供の時代になればどうなるかわか りません

が。

O徳 永 農業から離れるより、集約農業により更

に生産性の高い農業経営を したい。

エ)地 区農業の展望(地 区全体会議)

○阿部(農 業委員)農 業経営規模を拡大したい農

家が60戸(2837α)あ るが、農地がないため施設

園芸を取 り入れた果樹複合経営である。竹原地 区

の土地条件から将 来はりんごが減少 し、ブ ドウが

増加する。これは限 られた労力で農業経営を し高

所得を得るには加温、ハウス、露地栽培ができる

ためである。

○阿部勲 伽 温組合長)土 地を求めての規模拡大

はむずか しい。施設栽培による所得増をはかるよ

りしかたがない。昭和48年 度長野県全体のブ ドウ

施設栽培(加 温)17件 のうち中野市が13件 を占め、

この うち80%が 竹原部落の農家である。昭和49年

度は58戸の農家が計画 している。これはブ ドウの

安定栽培を目的として始めたが、所得増になったb

土地があれば豪雪地帯で危険をおか して加温栽培

を しな くてすむが、現状はむりのため竹原地 区は

23戸で5万 箱を生産目標に している。

○阿部 果樹農家は資本投下が多 く、高い生産費

を投ずる経営であり価格補償による農業経営の安

定を期待 したい。

○武田(市 議)私 達集落の農家の約50%が 規模

拡大を希望しているので何 とか土地がないか。売

買による規模拡大を望むが、売 り手がなければ賃

借権 または利用権の設定による15年間位の長期借

り入れができないか。農地 法を改正 し貸 したら取

れないというような事のないよ うにしてほしい。

○岩下(副 区長)私 達兼業農家も土地があれば不

安定な農外就業でなく、地域の農業者 と同じく果

樹栽培を したい。

O桜 井 地域 ぐるみの農業拡大は専 ・兼別で区分

するわけには行かない。

○岩下(副 区長)兼 業農家であ っても農業近代化

の方向は専業農家と同じ方向で考えなければなら

ない。共同防除事業に しても、専業農家の足を引

くような事はなくするよう心掛け、農道整備等の

基盤整備事業、集出荷所の運営にも積極的に参加

し、集落全体が住みよい、明るい社会を建設 して

行きたい。

O阿 部 岩下さんの云うとおりであり、私達の隣

組では、兼業農家の主婦に軽い作業を手伝 っても

らい、水田耕起等については大農具を使って兼業

農家の作業を応援している。社会構造の多様化 に

より相互扶助の精神が失なわれて来ていることが

残念である。

○徳永(前 区長)竹 原区の場合兼業農家は全体の

20%弱 であ り、この農家が地区外で農地を盛んに

取得 している。果樹栽培に適 してい る竹原地区の

所有水田を果樹に転作 し、保有米は地区外の求め

た水田で確保 している。最近の食糧 危機論が叫ば

れているためか、市内の70名 位の職員を使 ってい

る企業経営者 も最近農地を借 りて耕作 したり、従

業員の米を確保するため新潟県の上越市で農地を

捜 している話があり、農業を営んでいる者として

驚いている.

○武田(典)昭 和52年の農産物の需要と供給の長

期見通 しを見ると果実全体では726～1,543千 ト

ンの生産不足であり、供給率は845%～92.1%

である。昭和56年 度の果樹の部門別の供給率 はり

んご92%、 桃1045%、 ブ ドウ97.2%の 見とお

しである。 りんごの収穫量は結果樹面積の減少 と
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良質 ・品種の生産をめざして質的転換がおこなわ

れているが、当集落の場合は既に更新が終ってお

り、最終的にはSOha位 の栽培面積 が残る見とお し

である。桃については導入が早か ったため老令の

樹園地が多いため、志賀白桃の改植により現在栽

培されている30ho面 積を維持すると思う。最近 と

くに巨峰の順調な需要を背景に栽培面積 が急激に

増加 し、現在40haの 面積で巨峰を中心に栽培 され

ているが更に20na位 の面積がりんごから移行 し最

終的には00ha位 の面積を加温、ハウスまたは露地

栽培 になる見とおしである。(見とおしについて出席

者で検討がなされて全員了承を得た。)

○阿部(農 業委員)日 本の産業に占める農業の地

位が低下 し、格差が年毎に拡大し、兼業化の進行

が多い中で悲観的要素が多いが、農業の将来は決

して暗 くはないと思 う。なぜならば人口増と経済

成長による食糧需要が増大しているのに対して自

給率が低下 している。地域 ぐるみで農業振興をは

かってお互の経営の中で協力できるものは協力し

あって始めて生き残れると思 う。幸い竹原区には

3年 前から産業振興臨議会が設置されており、今

日話し合 って戴いた事は以前から検討 されていた

ところで、この話 し合いの内容を充分区民に知 っ

て裁き、竹原農業の発展をお互に期待 したい。

↓ 調査に対する意見

{1)調 査員設置について

この種の調査を過去3回 程実施 したが、農家の

調査については集落住民 自からが実施 しなければ

本当の意見も引出せないし、協力も得 られないの

で、部落住民を調査員としたことはよいことであ

る。

(2)農 業集落の実態

過去の農村は、米、麦、養蚕、牛馬 も屋内で農

耕用 として飼育 し、 どの農家も規模も大同小異で

あ った。冠婚葬祭 も集落中心だ った。現在 は、経

営形態 も多種 多様(エ ノキダケ、果樹、米、畜産、

花)で 、生活 ・所得の増大のために左右を考えず

に前へ前へと突進んでいる。このため自分本位の

考え方が優先している状況で、言葉では集落 の連

帯意識の稀薄化が言われ、昔はどうだったかとい

う話は出 るが、言葉だけで終 ってしまう。昔 は、

隣近所あ るいは畑の隣接者同志でよい話、悪い話

も出来て、生活と農業が進められてきた。

現在は、よい話は別として、都合の悪い事(臭

気、そう音、農地の放任)は 行政に解決 してもらう

という態度に変ってきた。心ある人は、この都会

なみになり、隣の人のことは何も知 らない、お互

に話さないという気風、実態をなげいている。

将来農業がもっと裕福に なって、お互に十分話

合いの時間がとれるようにならなければ、側のも

のが何をいっても実は結ばないだろ う。

③ 農政の推進

農業集落内の専業農家は何を取 り入れ、何と組

合せて経営 しようかと模索中であり(農産物価格の

不安定と農業用購入資材の高騰のため)、 兼業農家は

比較的安定 しているため、規模拡大等を望むもの

が多い。

このようななかでのお互 の話合いは、専兼協力

ができお互に迷惑にならない議論になる。しか し、

土地基盤整備(ほ 場整備、農道新改修、舗装)は まだ

しも、近代化施設(ト ラクター、SS)の 導入、作

物の団地化(も も、りんご、ぶどう)等 の事を専業

農家が中心で考えても、兼業農家の理解を得られ

ないため実施出来ない現況である。

このため農政推進 については、次のことを考慮

する必要がある。

ア 専兼マルガカえ農政は専業農家の育成の障

害 となっているので、専業農家を元気づける農政

に転換すること。

イ・事業実施に当っては集落なり地域なりの専

兼農家間で十分なる協議が行 なわれ るよう配慮す
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ること。

ウ5～10戸 の専業農家グループを単位とした

農業機械等の高率助成、資金融資等を積極的に行

ない、専 業農家の育成を行 なうことにより専兼マ

ルガカえを修正すること。

1沿 革と概況

ω 高岡部落

本地域は明治5年 鳥取県管轄第11大 区、小6区

八橋郡と称 していた。その当時の大熊部落、国実

部落を合せて高岡となった。

この頃は 「以西の道な し」(旧 以西村の意)と

称せ られ、年貢米運搬等には牛に1俵 ずつ負わせ

て、畦畔又は水の溜れた小川を通行する状態で、

不便は言うまでもなく、産業 ・文化進展の阻害要

件となっていた。した し連帯意識、団結心は強く、

温順平和なる部落であった……と。現在の幹線道

路は、この時代、即ち今より約102年 前に開設さ

れたもので、この時にようやく政治経済進展の機

運が台頭した模様である。

本集落は、勝田川、矢筈川の合流地点に発達 し

た農業集落で、山間地にあっては、相々広く開け

て、殆んどが米、麦、和牛、養蚕によって生計を

立てていた。昭和10年 頃には、養蚕のみの粗収入

が米の50%を 占め、当時は水田にまで桑園化した、

といわれている。昭和24年 頃よ り廿世紀梨の植栽

が普及 し、今 日の農家経済安定の要因となってい

る。

本集落は中国山脈の山麓にあって小区画の水田

が多 く占めているので、圃場整備事業を推進 し、

中型農業機械の導入により水稲栽培の省力化を基

調とした生産性の高い集団生産組織の育成に努め、

その余剰労力を果樹部門に集中して農業経営の安

定を期することが当面の振興策 と思料される。

農業の概況は次のとおりである。

専兼業別農家数 (1970年 農林業 セ ンサ ス)

総 戸 数 専 業 農 家 兼 業 農 家 兼 業 の 内 訳
世帯主あとつ
ぎ兼業

世帯主兼業 あとつぎ兼業 その他の世
帯員兼業舅 14 40

3 16 15 6

農産物販売状況

総 戸 数 販 売 な し

2

5万 円 以下

1

農産物販売収入1位 の部門別農家数

総 戸 数

52

い ね

17

経営耕地規模別農家数

総 戸 数 O.1ho以 下

1

野 菜 類

0.1～0.3

6

5・v20

3

20～50

3

果 汁
2農

0.3-.0.5

1

O.5・va7

3

養

50～70

3

豚

0.7・v1.0

10

70-.Ioo

8

養

2

鶏

1.ON1.5

12

100万 円以上

34

そ の 他

1

1.5ha以 上

21

豚飼養農家数と頭数

飼養農家数

2

総 頭 数
用
豚

勒
す

仔
め

5

肥育中の豚 売る予定の仔豚
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