
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、畦畔又は水の梱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あ、

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
帯員兼業図 14 40

3 16 15 6

農産物販売状況

総 戸 数 販 売 な し5万 円 以下5・ ・v2020～50

542133

農産物販売収入1位 の部門別農家数

総戸ぴ

1竿 竺 果3。 樹1酪2農

経 営 耕 地 規 模 別 屋 家 数

総 戸 数0.1ha以 下0.1・ ・vO.30.3・vO.50.S・-07

541613

豚 飼 養 農 家 数 と頭 数

鑛 舷 敷 盤 頭 数 野 里 肥育中の豚 売る予定の仔豚

2鮪5一 加

養

50～70

3

豚

0.7・ ・v1.0

10

70～100

8

養

2

鶏

1.0～1.5

12

100万 円以上

そ の 他

1

1.5ha以 上

21
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このように、殆んどの農家が生産の基盤を農業に

おいているため、規模拡大の意欲は旺盛である。基

幹作 目は果樹(梨)を 主とし、米作は従となっている。

経営規模をみるに、1.5ho以 上の農家が40%以 上を

占め、1970年 農林業 セ ンサス時点でも農業粗収

100万 円以上の農家が54戸中34戸 を占めている。

② 下市部落

本集落は、本町でも歴史の最も浅い集落で、中

国山脈より端を発する勝田川の河口に、明治初年

頃より既存集落から逐次参集 してできた。

明治時代初期には既に現在の下市部落の現形は

整 っており、部落戸数は45戸で、その後昭和20年

頃まで大きな変化はなかった。部落のほとんどが

農家で、その うち自作農5戸 、自小作農3戸 、そ

の他はすべて50a程 度の小作農であった。副業 と

して鍛治屋、雑貨店 を開業す る もの2戸 、糸取

り(製 糸業)2戸 、種油屋1戸 などがあり、わず

かな農外収入となっていた。

終戦直後、本集落は隣りの向原部落の一部(12

戸)を 加え、また他町村からの転入などにより60

数戸になった。また、農地改革によ り小作農はな

くなり、戦後は食糧難も手伝って、今から思 うと

最も農家の生活が安定 していた時期と思われる。

昭和23年 、当部落の桑園畑の中心地に学制改革

により町立赤碕中学校が建設されたため、養蚕は

急速に下降をたどり、昭和17年頃か ら普及 し始め

た酪農がこれにとって代わり・桑畑を飼料畑にする農

家も多く見られた。当部落を始めとする赤碕町の酪

農は郡下でも最も早く導入さ礼 昭和38年 頃まで約20

年間にわたり農家の重要な収入源となっていた。

しか し、昭和40年 代に入ると他産業が急速に伸

びはじめたので小規模な酪農ではついて行けず、

農外に就業するために、労力の要する酪農か ら比

較的労力のかからない養豚へと換えていた。現在

もこの傾向は続いており、専業8戸 、一種兼業26

戸を除く外は、農外就業依存度の高い二種兼業農家

となっており、将来はさらに専業農家は一種兼業農

家へ 一種兼業は二種兼業へと移行する傾向が見 ら

れる。非農家の割合も高く(30%余 り)、 平坦地帯

にしては農地も小区画、不整形なため、昭和38年 農

業構造改善パイロット地区として圃場整備を計画 した

ところ、猛反対により地区除外となった経緯がある。

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
帯員兼業駒 8 51

6 23 19 3

農産物販売状況

総 戸 数 販 売 な し5万 円以下5～2020～50

598-128

農産物販売収入1位 の部門別 農家数

総 戸 数 い ね 野 菜 類 果 樹 酪 農

51勿 一215

経 営耕地規模 別農家数

総 戸n°1㎞ 《下 ゜1～llα3～1:α ㍗

豚飼養農家数と頭数

mnx数 総 頭 数9形 援 蠕 中の豚 売る予定の仔豚

田504906408

50～70

5

養

11

豚

0.7・-1.0

14

70～100

5

養

1

鶏

1.0～1.5

14

100万 円以上

21

そ の 他

2

1.5ha以 上

7
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このように、農外に生活の基盤をおく農家が多

く、農業は副業に転化 しつつある典型的な集落で

ある。経営作目の主体は酪農から養豚へ移行 しつ

つある。経営規模は1.5ha以 上が59戸 のうち7戸

と少なく、規模拡大の意欲はあっても適地がない

ので、農業を主とするには施設園芸を中心 とする

集約的栽培農業に依存するしか方途は考えられな

いo

2調 査担当者

口)集 落農業振興対策調査協議会

高力 弘 ・農林課長補佐 永田重善 ・農委会長

岩本 久 ・農業委員 西橋雄治 ・農協課長

高力義雄 ・土地改良区理事 永田博道 ・精通者

山本哲嗣 ・青年クラブ連絡協議会事務局長

中井寿栄 ・農業委員 池本 一 ・農委事務局長

坂口勝康 ・農委主事 福井憲晶 ・普及員

② 集落農業振興対策調査員

(高岡、大熊部落)

高力義雄 ・土地改良区 高力嗣男 ・営農組織

高力博文 ・営農組織

(高岡、国実部落)

岩木 久 ・農業委員

山下武良 ・営農組織

(下市部落)

中井寿栄 ・農業委員

小泉忠好 ・実行組合長

小泉 浩 ・営農組織

中井憲明 ・ 同上

3調 査地区の動向

高力和正 ・ 同上

永田博道 ・営農組織

岩本美佐夫 ・実行組合長

西橋雄治 ・農協課長

太田一成 ・営農組織

松岡一俊 ・営農組織

◇ 高 岡 ・下 市 両地 区

(両集 落調査 員会議S.姐2.8,S.ng.3.1)

(世 帯 員 の 就 業 動 向)

O岩 本肉 農 業 専 業 で 生計 を立 て て い くとい う農

家 は、 高 岡 、国 実 部 落26戸 の うち5戸 位 、他 の農

家は、農地はこのまま保有 して給料生活者に就業

したいようである。

○高力嗣 高岡、大熊部落27戸 のうち殆んどの農

家は後継者には農外就業を希望 していた。

O中 井割 今から10年位前までは、兼業農家は特

殊な存在であったが、現在では逆で専業農家が特

殊な存在となってきた。

○永田 隣の島根県では専業農家の比4%と いう

ことを聞いている。一応専業農家 として自立する

ためには年収200万 円以上要するのではなかろう

か。

○高力劇(異 口同音に)粗収入でなく実収が200

万円以上、粗収入としては400万 円以上であろう

か。

○池本 主幹経営者はどうか。

○高力嗣 高岡、大熊部落は44～45才 位、一番若

年層で30代 以上だ。

○小泉脚 下市部落では50才以上です。ただし殆

んどその家の後継者はきまっているようだ。

○高力劇 高岡、大熊部落では、殆んどの若い後

継者は今のところ農外に就業 している。

○池本 農外就業の職業はどうですか。

O中 井備 下市部落では、営林署苗圃の常雇人夫。

国鉄職員、公務員で、そのほか縫製工場従業員が

50%余 りを占めている。

○高力嗣 高岡、大熊部落の20代 の後継者は、町

農協へ9人 、他は農閑期に土建業へ臨時土工とし

て若干従事 し、縫製工員は少ない。

○岩本肉 高岡、国実部落は、殆んどが農閑期に

於ける土建業の臨時土工で僅かなもんだ。

○高力嗣20代 の農業後継者は、親が健在のうち

は月給取 りで生活 し、老弱後農業をという考え方

のようだ。

○西橋 抑制経済になると兼業の仕事 も減 って く

るのではなかろうか。

○永田 少なくとも米価が60kg当 り25,000円 以
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上になると兼業化への流れも減ってくると思 うが

・.°..◆o

O高 力博 現在の傾向は、働ける間は働き、老い

て働けなくなると息子夫婦が農業を継ぐというこ

とになってきたように思います。

○山下 我 々の部落でもその傾向はあるようです。

O高 力縛}30代 の我々以下で、農業後継者は殆ん

ど給料取 り、勤め人だ。

○岩本肉 経営を拡大 しようと思っても農地が求

められないので、止むなく農外へということにな

るのでは……?

○永田 やはり食糧危機が言われ出したためか。

○西橋 専業農家として規模拡大 しようと思 って

も、農地が高 くてできないようだ。

○松岡 農地を売る人がいない。

○小泉㈱ 農地をあっせんしてもらう機関が欲 し

いo

O高 力劇 土地への執念は強い。(大 多数の者同

感と表示)荒 廃 していても作らせもしない、勿論

売ってもくれない。

○西橋 農外収入にウェイ トをおく農家は、農地

を簡単に手離す意向はないようだ。5反 歩以下で

相当の高給取 りであっても、定年後の仕事として

農業をやりたい希望のようです。例え賃貸 しで返

してもらうことが農地法上はっきりしていても、

貸さずにもっていたい気持が多分にある。

○中井園 耕作させれば取 られてしまうように今

でも思っており、何でもかんでも自分が作っていな

ければならない…… という気があるように思われ

る。先ず、そのような心配はない旨のPRが 必要

と思 う。

O山 下 農業に対する魅力がないためではなかろ

うか。

O小 泉脚 この調査に従事 してびっくりしたこと

は、農地を荒 してでも委託 しない……という意向

が強いことだ。

○高力嗣 農地改革のにがい経験から……ではな

かろうか。

O池 本 農地保有合理化法人、離農給付金制度や

昭和45年10月 の農地法改正等を農家へ徹底するこ

とですね。

○山下 もっと早 く圃場整備を実施してもらいた

いo

O高 力嗣 圃場整備をして便利になればなる程、

一層兼業が進むのではなかろうか。

○太田 圃場整備の終 った箆津部落では、殆んど

牛がいなくなったことからみれば、そうかも知れ

ない。

○高力㈲ 基盤整備や機械化が進むと兼業化は促

進されることは間違いないと思 う。

○高力嗣 梨の消毒にスピー ドスプレヤーが導入

されてから、勇定作業を特定の人、指導員グルー

プ等に請負わせる傾向がでてきた。

O山 下 農機具貧乏の様相を呈しており、何とか

もっと効率的な導入方法を考えるべき時代でない

か、農協委託ということでも……。

○岩本肉 同感。大農も小農も同じ程度の農機具

があるという現状か らしても……。

○西橋 下市部落の松岡氏は、経営面積1.5ha、

乳牛10頭 、豚5頭 の規模をもちながら、庭師とし

て農外に従事 している例もあるが……。

○高力㈲ 以西地区で10部落あるが、余り農外に

従事 していない部落は高岡、大熊部落と竹内の2

部落位なものだ。規模拡大ができない限り兼業農

家はもっと増加すると思 う。

O岩 本肉 自分の稼働能力に合 った経営とし、余

剰労力は農外収入という形態が一番良いではない

か。

○中井臨 後継者の問題について感じたことは、

跡取 りは子供のうち誰でもよい……と言うもので

はないということを感 じた。現在は次男と同居 し

ているが、いずれは長男に譲 りたい……という気
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持のようだった。別に次男と同居 していて喧嘩 し

ているわけでもないのに……。勤めを定年退職 し

ておられる60才以上の老人でも、人を頼んででも

農業を続けていくと言っていた。年金を受けてい

るので生活費には支障がないのに。従 って農業収

入は人件費で赤字であっても。

O高 力嗣 農業はやめないようだ。拡大意欲は充

分あることが伺える。

中井侯諦 下市部落では農地の移動は地目変更以外

は殆んどない。

○岩本肉 農業従事者は伸びているのでしょう。

○小泉(忠)耕 地面積が少ないのに全然裏作はや ら

ない。

O高 力劇 裏作は年 々減 ってきた。

○高力嗣 田植機の普及で植付時期が早 くなった

ためと思 う。

○池本 就業者の現況と希望としての結論は、下

市部落は現況維持とい うこと、高岡部落では拡大

しようと思 っても土地が求められないから止むな

く現状 ということですね。

(高令者の就業意向)

O池 本 仕事がなくて困 っているという様子はな

いでしょうか。

○太田 現在隠居 しているような人はいない。

○小泉脚 専門養鶏農家の例だが、老人の仕事と

して養蜂をや っている家もある。

○高力嗣 高岡では老人の仕事として山仕事(造

林の保有)が 殆んどのようです。

○山下 私の調査範囲では、農業の手伝いをでき

るところまでやって、その後は趣味として花木を

楽 しんだり、牛を世話 したりして老後を送 りたい

とい う意向だった。

○池本 この頃、田植作業の大部分が機械化され、

老人の仕事がな くて手持無沙汰になっているよう

に思われるが、どうでしょうか。

小泉鍋 田植えになると、殆んどの老人の方は仕

事がなくても田圃にでているよう1ζ思 う。

○高力劇 中高年令層の内職としては、女の方は

縫製工場の下請、男の人は造林作業のようだ。

O小 泉忠}下 市部落には山仕事をやる人は1人 も

いない。

○太田 中高年令層の職業としては、園芸資材を

作 っているサ ンイン化成工場勤めが多い。

O岩 本肉 日給か。

○太田 日給制で、1日1,300円 見当のようだ。

○中井備 歩き振りを見ても判る。子守よりよさ

そうだ。近頃は家事の担当で老人の方が忙しいよ

うに思 う。

○岩本肉 老人の希望としては。

O高 力嗣 趣味としての花木 ・養鯉というところ

で……。

O中 井涛}30才 頃より主幹となって経営権を握る

ことはできないと思 う。例えば、養豚経営のうち

給餌を老人に任せるとか してやれば、老人も生活

}ζ張合いが出てきて、よいのではないかと思 う。

O太 田 同感。私の父も全 くその とおり……。

O高 力嗣 経営のうちで一つの責任をもたせるこ

とに時に老人は喜びがあるように思 う。

○太田 養豚経営をやっておるが、餌だけは父に

任している。結構張切って精を出 している。

O山 下 家の掃除、牛の世話など老人に任せると

よいのではないか。家で寝ているばか りでは、年

が寄るばかりだ。何か責任をもたせないことには

・●・・●・o

O高 力闇 老人 クラブの役員なんかを熱心にやっ

ているようだが……。

O太 田 経営主が農外に出るのでますます多忙に

なっている。

O池 本 我々の子供時代での老人は、縁台で将棋

を楽 しんだり、雑談 していたが、こうした風景は

見 られな くなった。どうしてでしょうか。
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○太田 なくなったなあ……。

○高力㈲ 現金支出が多い生活になったためでは

.・ ・.・ ・o

O永 田 全般に打算的になったためではなかろう

か。

高力凶 音と違って、今の子供は小さい時からお

金で大きくなってきているから。

○山下10数 年前は、山の神さんとか、なんとか

の祭とか月に2～3回 は餅をっいたり、赤飯を炊

いたりしたが、今ではなくなってきた。

○小泉㈱ 此の頃の若い後継者は嫁さんをもらう

とすぐに農外に従事する傾向がありはしないだろ

うか。

○永田 後継者が農外に出るので、年寄りはのん

びりしておれないようになってきた。

○太田 せざるを得なくなっている、似合ったよ

うに……。老人に仕事がないという心配はない。

農業 していない給料生活者の場合は別にして。

O西 橋 老人の仕事はあり過ぎて……。

○永田90才 以上になると別だが、それまでは多

忙のようではないか。

O池 本60才 代はどうですか。

O小 泉㈱60才 位では農外収入の中心だ。

○山下 農業をバ リバ リやっている息子さんの し

た仕事が気 に入らない位に……。

○西橋 油が乗りきっている最中のように……。

働手の中心です。

(経営土地と規模)

○高力嗣 帽子取梨団地9.Ohaを 協業でやってき

たが、10a当 り53,000円 位要するし、労力的に問

題 もあるので、個人管理に移行するかどうかにつ

いて、過般会合をもち、出席者22人 が賛否を投票

した結果、個人管理賛成17、 協業の継続4、 白紙

1で あった。このうち協業賛成の殆んどが、主人

は勤め人であった。結果個人管理となり、薬剤散

布のみ協業ということになった。全面でなく部門

協業でないと身が入 らないように思う。出役 して

も真面目に作業しなかった者が多かった。

○高力閨 協業の場合、仕事の遅い人が基準とな

るので能率が上らないことになる。

O中 井割 競争心がないことには能率は上らない。

O池 本 米作の協業はどうで しょうか。

○岩本久)無 理ではなかろうか。

O高 力嗣 私も全面協業はできないと思 う。

O小 泉㈱ 下市では協業とい うのは1軒 もなかっ

た。

O高 力劇 自分のところでは部門協業はあるが、

全面協業はない。

O全 員 協業、全面協業はできない。但 し部門協

業或いは農機具、田植機、バインダーの共同利用

はある。

○高力嗣 この辺は単作でないし、それに各自が

一応の機械装備をしているか ら全面協業は望めな

い。スピー ドスプレヤーのオペレーターの確保さ

え困っているのに……。

○中井商 安定農外就業があれば別だが、赤碕に

は安定 した農外収入の場がない。

○池本 今ある梨園の共同防除組合の分裂の気配

はどうですか。

O門 脇 どうも分裂の傾向はありそうだ。集団組

織を育成 しようと思 っても、中核農家、中心にな

る農業者がいないのに困 っている。

O池 本 兼業農家から専業農家へのスムーズな農

地の流動化はできないものか。

○高力嗣 賃借期間を1年 としての更新なら貸す

人もあろう。

O永 田 賃貸する兼業農家へ米作転作奨励金みた

いな制度を設けてやればどうか……。

O小 泉㈱ そこまで考えなければ農地は動かない

と思 う。

○高力嗣 固定資産税について現況農地には免除

あるいは軽減 し、遊休農地に多く課税する措置を
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とれば、専業農家へ農地が集中するのではなかろ

うか。

○永田 同感。遊休農地に多 く課税するように、

税制をもってゆくべきだ。

○小泉㈱ 農外収入が多いか ら、少々の重税では

移動 しないと思 う。

○池本 農地保有合理化促進事業の賃貸方式はど

うで しょうか。

○永田 人に貸 した ら取 られてしまう……という

観念をな くすためのPRが 必要だ。

O中 井割 農地保有合理化促進事業の広報活動の

強化が大切でなかろうか。

O高 力㈲ 農地改革の経験が身にしみている。小

作人も同じように……。

O中 井割 農家の性格として、誰かが儲けてから

ならすぐ真似をするが、自分から進んでやるとい

う進歩性がない。農地解放当時のように貸 したら

耕作者に取 られてしまう……という考え方が浸透

しているから、なかなか流動 しないのではないか。

畑は10年 間放置すると完全に荒廃するし、水田で

も1年 休耕すれば駄目になる。

○永田 休耕田の復旧に県は助成を考えているよ

うである。県の東部は開田するより困難 らしい。

O中 井囎 沢山の緑と酸素を供給しているから国

はもっと補助金を増額すべきと思う。

○高力嗣 空気の清浄剤としても……。

O池 本 所得の片寄り方か らみても、又緑の代償

としての補償という意味合いからも農林補助事業

の率を大幅に増額 してよいと思 う。

O中 井開 国の土地だから、圃場整備事業等は全

額国費でやるべきでなかろうか。河川改修工事と

同 じように。

O高 力㈲ スピー ドスプレヤーの運転手の若い後

継者がいない。農外に従事 しているためで、安田

地区でもそのように聞いていますが、機械化が進

んでも他家の分まで請負 ってやるような人は、だ

んだん減 ってゆくと思 う。又去年来の石油ショッ

クで農業用資材が高騰 してきて困ったものだ。

○太田 そのようになると思う。畦シー トに例を

とっても2倍 以上3,000円 もするようになってき

た。使わずに済ますようになるだろう。

○高力㈲ 人件費と資材費とのバ ランスがないこ

とには、それは使わなくなるだろう。

○永田 農機具の過剰投資は農協にもあるが、農

業者自身も考えるべきではなかろうか。

O高 力嗣 高岡、大熊部落では、バインダーは殆

んど協同利用している。

○高力劇 土方(土 工)に 出る人は、協同利用に

反対の方が多い。

O中 井侯R大 農 も小農 も同じように何種類もの機

械をもっていることは不合理のことだ。

O高 力嗣 各個人が考えるべきことだ。

O小 泉㈱ 勤め人が何時でも自由に使える農機具

のセンターが欲 しい。夜間でも使用できる……。

○永田 オペレーターの要員はどうですか。

O高 力嗣 梨園のスピー ドスプレヤーのオペレタ

ーでも要員の老令化に困っている。若い20代の後

継者がなくて困ったものだ。

O永 田 報酬の面で解決できないものか。

O高 力嗣[1日 当り6,000円 位に しているが、思

うように確保できない。

(経営と作目)

○山下 現在は果樹、米、畜産という順であるが、

今後は果樹と米ということになると思 う。果樹は

部門協業と形態に発展するのではなかろうか。

O松 岡 今のところでは作目が変 らないと思 う。

農地があれば別だが……。

O西 橋 果樹園をやめて水田に野菜を作 り始めた

農家 もあるが……。

○太田 下市部落も3～4戸 位が作目を替え、水

田全部を畑地に してやっている農家 もある。

○小泉㈱ 規模拡大を借地に求めようとしても貸
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す人がいない。農協が仲介あっせん してはどうで

しょうか。

○西橋 数年前にやったこともあったが、人件費

の関係で中止 したように思 う。

○高力㈲ 将来の作目は果樹(80%)、 水稲、畜産

の3本 となるように思いますが。

○池本 果樹における労働力の確保についての考

えは……。

○高力嗣 交配、袋掛けは中学生でなんとか間に

合いそうに思 うが、問題は選果場人夫 と思 う。年

々老令化 して くる。

○永田 工場誘置はやめるべきだ。

O高 力嗣 縫製工場の工員賃金は低いなあ。

○永田 家内が勤めに出ると扶養控除にならない

ので、この頃農家でも国税を払 う家が多くなった。

○高力嗣 酪農は近年大幅に減ってきたが、1頭

でも飼わなければ……と思 っている。

○山下 最近和牛の飼育が盛んになってきた。

O高 力劇 酪農を縮小 しても果樹に重点を置きた

いo

O高 力嗣 野菜部門、特に西瓜の栽培面積は多 く

なってきた。

O高 力闇 加工用の野菜はその代り減ってきた。

然 し今年は大根はよかったようです。

O永 田 酪農については、乳価のほかに肉価も

次第に上向 くものと思 うが……。

○高力嗣 肉があがってもす ぐ又輸入するから。

○永田 今後は船賃 もアップになるし、そう簡単

に輸入に頼ることもできにくいのではなかろうか。

○池本 果樹(梨)の 見通 しは、資材の暴騰によ

りよくないのではなかろうか。

○中井僕自 新聞も信用できない。農協の生産指導

をもっと強化 しなければいけないと思 うが……。

○中井開 生産指導は目に見えないが、これに重

点を置かないことには農協経営は悪 くなる一方と

思 う。現段階は剰余金はあろうが……。

O太 田 農協は生産指導より電化製品等を売 りつ

ける方に一生懸命だ。

(将来の農業経営)

O松 岡 下市部落でも個別経営が多いと思います。

田植機でも協業ではなかろう。

O山 下 兼業農家では農作業を早 く終えて、早 く

農外に出たいというので、農機具の個別利用が多

いのではないか。

○池本 経営の委託についてはどうですか。

○松岡 委託希望は。

○西橋 兼業農家の経営委託は結構と思 うが、年

中専業の仕事があればできると思 うが……、ない

のでは……。

○中井開 必要なときだけ雇用 し、あとはいらな

い。これは雇用者の側からみれば原則だが、ある

程度、賃金について考えるべきだと思う。少くと

も季節労働賃金の倍 ぐらいは出すべきであると思

う。

O山 本 安 くても来てくれる人は仕事をしない。

O永 田 農業用ダム新設を伴う広域かんがい排水

事業を推進 し、併せて圃場整備も実施すべきと思

う。

O小 泉ぼ 圃場整備が終ると、水田500ha程 度

は10数人位でできるらしい。

○高力㈲ 全面協業にはならないと思います。

O池 本 近年、全般に現金収入を得ることにせか

せか しすぎる。耕転機でなく梨で水田を鋤いた頃

の方がのんびりできた。(40才 以上の者異口同音

に同感を表す。)

○西橋 基盤整備が完了した場合の余剰労力はど

のようになるで しょうか。

O永 田 今から真剣に検討せねばな らないと思う。

○高力憎 果樹栽培の方に吸収できるのでは……。

○池本 部落の方と話 し合って思うことは、大農

程規模拡大の意欲の旺盛なのは何故でしょうか。

○高力嗣 それは儲 らんか ら……。
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O太 田 中途半端だから規模拡大できないと、手

っ取 り早 く農外へということではなかろうか。

O高 力憎 新 しいことには伸々着手 しない農民性

がそうさせるのでは……。

(将来の基幹作目)

○高力嗣 梨が多 くなるに従 って、他の作目を減

らさないことにはやって行けなくなる。作目を減

らすとすれば畜産と思 う……。

O池 本 作目が果樹に偏すると農閑期の労力配分

はどうで しょうか。

○高力博1年 作の野菜を導入することになるの

では……。

O高 力嗣 町役場は予算がないというし、農協は

テレビや生活物資を売ることに専念 している。も

っと農政に重点を置いて欲 しい。

O中 井侯爵 作ることを一旦やめた作物は、2度 と

作らないと思 う。第一採算に合わない。

○岩本肉 経営基盤が変ってきたから、今更麦ま

で作らないと思 う。

O高 力㈲ 麦を作るより弁当をもって土建業に出

投した方がよい。

○中井開 思 うように規模拡大はできない。一定

の耕地で生計を立てねばならないので、野菜 ・畜

産等を集約的にやるしか方法はないではないか。

又基盤整備後の余剰労働力をこれとどう結びつけ

るかが問題となる。

O西 橋 農産物 には価格の保証がないから、早

く市場情 報をキャッチして経 営す る能力が必要

にな ってきた。農政が遅れて後手、後手となって

いる。

○高力憎 卵が先か、鶏が先 きかということでは

・.●.● ●o

O太 田 農協は営農指導を重点にすべきだ。今は

欠けている。

○山下 農業も昔と違って頭が入る時代になって

きた。馬鹿ではできな くなってきた。

(部落の連帯)

○小泉脚 下市では高岡のような連帯意識はない。

部落共同作業 も年に1回 、それ も出役する人は6

～7割 位、同じ部落内でも知 らない人 もある位で

・・.・ ・◆o

O池 本 集落づくり、例えば旧部落と新 しく設け

られた町営住宅との関係はどうですか。

○中井閣 下市部落では、近 くにできた町営住宅

との交際はない。よその者という感 じ……。

○小泉㈱ 下市部落での話合い(総 会)は、年末、

年始の2回 しかない。作 目部会毎には別だが。

○太田 年始総会には60%位 の出席率で集 りはよ

いが、他の寄合には余り寄ってくれない。

○中井涛事 農事実行組合相互間はよく知っている

が、年始総合等で顔を合わせ、何年振りという人

もある。珍 らしい人と逢 ったと家内と話をするこ

ともある。以前の田圃の畦に腰をかけて話合った

近親感というか、連帯意識というものがなくなっ

た。

O岩 本肉 高岡、国実部落では月に2～3回 の会

合はもっている。

O永 田 私の部落では年に5回 は開くが……。

○高力嗣 部落造林(分 収造林)に 関係ない家庭

はなんとな く疎外感がある。

○高力園 高岡(大 部部落)で は、部 落と して

の造林 ・井手上 げ(水 路補修)等 共同作業が多

くあるので、連帯感 は以前 と変わ らないと思う

が。

O太 田 部落の会合は嫌われ、人との繋が りも薄

くなってきた。

O高 力嗣 みんな忙 しくなってきたか ら……。部

落内で以前みたいに酒を飲む機会が少 くなったた

めでなかろうか。

O太 田 本当に酒を飲む機会は減ってきた。その

ためかも……。

O中 井翻 同 じ部落に住んでいるとい う感 じの少
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ない人が多 くなってきた感 じだ。

O太 田 小学校のPTAで も自分の子供 さえよけ

れば……とい う利己主義が多 くなってきた。

○永田 私のところでは、年に4回 は飲むことに

している。

○岩本脚 私の部落では、連帯意識を保つため役

員が回り番で夫婦同伴の会を年に数回もつように

しているが、伸々好評のようです。

O山 下 岩本 さんの発言のように公民館をよごす

程寄 ろうと話合っている。

O高 力嗣 同感。結構なことだ。

O高 力肌 下市部落では、部落寄合がないとのこ

とですが、職業が多様化 してきたため、所謂都市

化 したためではなかろうか。

○永田 私の孫が帰 ってきても遊ぶ相手がいない。

又昼間は大人が殆んど出払 っていて、居るのは80

代が4人 、70代 が8人 余りという状態。火災でも

起 きたらどうなるか。困ったことだ。消火栓の操

作でも60代以上とい う事態です。

O岩 本肉 農業だけでは生活ができなくなったか

ら、そうならざるをえないんでは……。

O高 力嗣 現金収入を得ないことには、生活が維

持できない。

○岩本肉 婦人同志での井戸端会議風景が見 られ

な くなった。

O山 下 そうだ、それに大掃除も村中揃 ってやっ

たがこの風景もなくなった。

O高 力嗣 これはノミ、シラミがいなくなったた

めではなかろうか。

O中 井閣 水田の牛耕、牛を使 って農業をした生

活がなつかしい。生活程度は今から思うと低かっ

たが、貴重な経験だったと思 う。

○池本 農村婦人の貧血が多くなったことについ

てどうお考えですか。

○小泉忠)食 生活は以前より良 くなっているのだ

が。

○高力醐 農家でありながら野菜等を作 らず買っ

ている状態だか ら……。それに働き過ぎでなかろ

うか。

○門脇 平均寿命、体格がのびただけで金に追い

まくられている現状でないかと思う。

○永田 それに体力がない。然 し考えてみると昔

は現在のような姿を願ったものだが。

○池本 現金に追いまくられている、と云うこと

になりますか。

O高 力嗣 教育費に多く要するようになったと思

うが、・…・・。

○中井爵 学用品が余りにも華美になり過ぎてい

る。例えば勉強机に しても余りにも余分なものが

付き過ぎている感 じだ。

○西橋 それで値段も高 くなる。物を粗末にする。

O高 力㈲ 消費は美徳といわれた時代は終り、ご

んどは悪の時代となってきた。

○池本 町のごみ捨場をみてもまだ十分使えそう

なものが沢山ある。

○岩本例 おそらく農家以外のものが出した 「ご

み」と思うが、百姓はそんなに粗末にしていない。

○高力嗣 石油危機以来変わってきたのではない

か。

O高 力博 近頃、古新聞も回収し出したようだし、

1升 びんでも見向きもしなかったのに、今1本 が

30円位するとか。

O高 力欄 金が簡単に入る時代になったから…・一。

O高 力鶴 茶の子(朝 飯前の仕事をする時に食べ

る屑米で作った団子。)が ラーメンに変わった。

○永田 昔と違って、今は地主と小作人 との差が

なく生活程度も同 じようになった。

○高力嗣 支配的地主は完全になくなったなあ…

...o

O永 田 地主と小作人との差をなくするよう農民

運動に努めたものだが、今になってみて感ずるこ

とは、思 ったより大 したことでなか った…と。兎
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に角忙 しくなってきた。(全 員異口同音に「忙 しくな

った。」)

○高力園 昭和24年 頃は申し合せで公休 日を設け

実行を試みたものだが、結局失敗 した。

○岩本靴勾 一定の経営面積で生計を立てるには、

いろんな作目を栽培しなければな らな くなってき

たので、休めなくなったのではないかと思います。

O高 力即 此の頃の農家は、機動力として自動車

をもたねばならず、勢いいろんな農作物に手を出

さなければならないので、公休 日の設定は困難と

思 う。

○門脇 勝田、西宮共同防除組合員のうち経営規

模の大きな農家ばかりが3～4戸 で別な防除組合

を作るような気配が生れて くるようになってきた。

所謂専業農家が兼業農家の犠牲になりたくないと

いうこともあるのではなかろうか。

○中井園 同感。

O山 下 非農家で2人 位現金収入のものがいると、

専業農家の平均収入より多いように思う。

○岩本肉 確かに収入は良いと思うが、老後が心

細いのでは……。

O高 力嗣 以西地区10部 落のうち専業農家 らしい

部落は、高岡、大熊と竹内の2っ ではないか。

○岩本久〕 それは経営規模が大きいためだと思う。

○高力嗣 結局経営規模ということになるか。

○高力㈲ 部落の空気によるのではないか。

O山 下 農家には、人が儲かると真似をする癖が

多分にあるが、それも影響するのでは……。

○池本 兼業化が進んでいる大父部落では営農意

欲が減退傾向にある。30戸余 りの農家で5haば か

りしかない、畑が荒廃 しだした。

○山本 私は大父部落ですが、たまに集まると土

方の日当の話だの、あの現場は高いとか、安いと

か、仕事が楽だとか。又農地の賃貸にしてもアイ

ツに貸すと上手に農業 して儲けるか ら……所謂隣

家に蔵が建つと羨む・・…・という奴で、貸す人がい

ないように思 う。私は酪農をやっていますが、飼

料畑の確保のため、部落の範囲にこだわらず、町

内で同じ問題をもっ者6人 が話 し合 って、昨年圃

場整備予定地の水田5haを 借り入れた。今後は部

落の範囲内でなく、町内で共通の考えを持つもの

がグループになって取り組む必要があると思いま

す。今後は、作目毎に共通の問題をまとめて仲介

する機関が必要でないか。

O西 橋 農協として一時やったこともあったが、

希望者がなく開店休業というのでやめた。

O山 本 無畜農家より稲ワラをもらい、堆肥を還

元ということで貸せる人があると思 う。

O小 泉(忠]水 田に裏作をしていないので、飼料畑

に貸 してもよいと思うのに……貸 してくれない。

○岩本肉 田植前自分の思 うときに田植準備がで

きないためと思う。

O中 井園 町の行政が末端に浸透するような情報

体制の強化、例えば有線放送 システム等を考える

べきでないか。

4こ の調査に対する意見と対策

に}地 域に密着 した農政を推進するうえで、農

家の志向、真の気持を知るうえでこのような調査

は当を得たものと思 う。

② 農業者自身が集まり、農地利用の方向づけ、

将来の ビジョンについて話 し合うことは地域農業

振興上非常に有意義と思考する。

{3)高 令者の就業に関する希望、意見欄、将来

の生活基盤に関する意向欄等は箇条書きとしての

○×方式が望ましい。

{4}集 落内に於ける連帯意識が薄くなる傾向が

近年特に強 くなりつつあるので、この原因を探る

調査項目があってはどうか。

{5)農 業に生活基盤をおこうとする度合と全面

協業経営によらず個別経営で行 くという農家が多

数占めているので、この事由を知る調査事項が必
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要 と思 う。

{6)農 業生産の中核的な担い手の確保 ・育成対

策を早急に樹立することが急務である。要するに、

若い農業後継者が喜 こんで従事できるような魅力

ある農業、この産業に従事することによって、少

な くとも他の産業に優るとも劣らぬ所得を挙げ得

るような政策の実施が急がれる。農業に依存する

度合いの大きい農家より農外所得にウェイ トをお

く農家の方が、所得が多いような農業政策は再検

討する必要がある。

{7)中 核農業者へ借地によってでも規模拡大の

ため農地が集まるような農地流動化促進化のため

の思いきった施策、第2次 農地改革に準じたよう

なことはできないものか。

⑧ 農家の地域連帯意識が思 ったより低下し、

都市化の様相が顕著であることが判明したが、良

い意味での農村の美徳を今一度見直すような対策

が必要である。

1沿 革 と概況

東南の志布志湾に面する海岸から北西にむかっ

て、漸次高地帯となり、総体的に勾配は緩やかで、

南流する三河川に沿い水田地帯がひらけ、畑地は

これ らの河川の間にはさまれ丘陵性台地がある。

土壌はこの地帯特有の シラス土壌の上に形成され

た黒色火山灰土壌が多く、水田の一部で泥層土を

なしているところもある。

田地は湿田で排水が悪 く、明治34年 持留川耕地

整理組合が設立され、田区の区画整理、共同排水

工事等がなされて来たが、依然として悪水の処理

になやまされ、深牟田を解消することは出来なか

った。現在田地は10a区 画整理がなされ排水等も

よくなっているが、耕運機等の農機具によって機

械化された今 日、それ等機械の通行の為の農道の

整備が不十分で ある。畑地は、昭和38年 か ら実施

された農業構造改善事業により基盤整備及び区画

整理もなされて農道等もよく整備されている。

(1)下 谷迫部落

町の中心よりやや西方により、持留川を挟んで、

他の調査対象部落である下仮宿部落の対岸に位置

し、持留川の流域に田畑が拓け、その台地上の平

坦部は畑地となっている。

みかん+水 稲+畜 産(和 牛生産)の 専業農家の

多い部落である。

みかんの平均反別は、1戸 当り1町8反 位であ

る。今後規模拡大 しようとする農家は1戸 で、そ

の他は現状維持である。 これは労働力等の問題と

農産物価格の低迷等に基因するものと思われ、3

年前 までは規模拡大を志向する農家が大部分であ

ったが、全国的なみかんの過剰生産により価格が

暴落している今 日、規模拡大よりむ しろ現在の経

営内容を充実するため摘果勇定等はもちろん品種

の改良、早生 と晩生及び夏かん との組合わせ等の

研究に取組んで品質のよいみかん作りに努力する

とともに、農家経営を支える一つの柱として和牛

の多頭飼育をめざして粗飼料作りと和牛の導入に

努めている。

農家戸数30戸 、農業就業人口は男104人 、女55

人、計159人 、1戸 当り4.3人。経営面積は田1,030

a、 畑3,909a、1戸 平均田34a、 畑130a、 計

164aの 純農家群で構成され、営農類型はみかん

栽培を基幹とし、畜産のための飼料作及び稲作を

従とするものが多い。
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