
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`ζ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。

口)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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(2}下 仮宿部落

大崎町の中心部に位置 し、当町の中心部を流れ

る持留川流域に田地が拓け、台地に平坦な畑地が

拡がっている。

兼業(主 に建設土木)+畜 産(和 牛生産)+水

稲+甘 藷の兼業農家の多い部落である。農業を生

活基盤 としている。 しかし、この主要農産物収入

である和牛仔牛生産の代金と米代金が、ともにほ

んの一部の人を除いて多 くの人の生計を維持 し得

るには程遠い状態である。そこで農作業は機械化

により動力農機具を使って短期間にすませ、余暇

の 日々を農外就業(主 に建設土木業)に よって農

家経済をささえている状態である。今後も当分 は

このような状態が続 くものと思われる。 しか し農

家は農地を買いもしないが売 りもしないといった

ような状況にある。農家戸数50戸 、農業就業人口

は男93人 、女110人 、計203人 、1戸 当り4.1人

である。

総経営面積は田1,965a、 畑3,706a、1戸 平

均田35a、 畑66a、 計101aで 、世帯主またはそ

の家族が公務員、商業、建設業従事者、会社員(ジ

ャパ ンファーム、ベルダイヤニット)等 の兼業で

ある。営農類型 としては、稲作と畜産のための採

草、飼料、麦作付の型が多 く、1部 にみかん、た

ばこの栽培がある。

2調 査担当者

(1}集 落農業振興対策調査協議会

福岡喜兵衛 ・農委会長 愛甲義治 ・産業課長

田畑道雄 ・青少年組織長 救二郷義房 ・農協長

塘 徹男 ・普及所長 岩元茂夫 ・職安所長

新留甚敵 ・精農家 隈本宗利 ・農委事務局長

久徳 勇 ・農委係長

{2}集 落農業振興対策調査員

(下谷迫部落)

吉原真一 ・部落みかん会長 前田正春 ・班長

吉原 学 ・農家 中水流サエ子 ・農家

中水流安雄 ・農家 中崎盛義 ・果樹組合

中園 勲 ・公民館長 中水流 伝 ・農家

中水流重光 ・農協、土地改良区役員

中崎正行 ・農家 小屋利秋 ・校区青年副団長

中水流セツ子 ・婦人会長

(下仮宿部落)

行騰不加止 ・土地改良区理事

西堂幸雄 ・公民館長 下戸チヅ子 ・農家

久徳春夫 ・班長 久徳熊夫 ・農家

西 寛 ・和牛改良組合理事、水利組合長

胡摩義雄 ・たばこ生産組合役員

美戸ツユ子 ・婦人会長 原 光雄 ・班長

羽子田テル ・農協婦人部、部落会長

胡摩道義 ・班長 福元砂夫 ・農協推進委員

3調 査地区の動向

ω 下谷迫部落

(調査員会議S49.3.17'-18)

(農業経営の展開の方向)

O農 委会長 農業経営をどのように展開していこ

うとするか、即ち農業経営を充実強化 しようとし

ているか、又その方法はどうかとい うことについ

て話し合いたい。

○農委事務局長 集落全般にわたる将来の農地利

用をあきらかにすることを目的としておりますの

で、ただ今会長が申 し上げま したように気軽に話

して頂きたいと思 いますが、調査結果から見て現

状維持が圧倒的に多いようです。

○吉原 工業優先 ということからして農業だけが

他の産業から取り残されている。 さらに石油危機

に端を発 して、諸物価が異常な高騰を しており、

他の物資が上がるなかでいぜんとして農産物の価

格は不安定で しかも低迷 している。その反面農業

生産面に必要な農業資材として石油を始め、ビニ

ール、肥料、飼料等が上がって来ている。現今の
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農業の見通 しは暗い方が大きい。その中でこの集

落としては農業に適した立地条件下にあり今後も

農業を続けていかねばならない。

O中 園 農業の見通 しは必ず しも明るいとは言え

ないが、この部落では他産業に就業する人は少な

い。やはり農業というものに見切 りがつけられな

いo

O中 水流 ・婦人会長 土地と生活をきりはなして

考えることは出来ません。

○前田 現状維持が多いわけですが、先程か ら話

しがでておるように現状では各農家の農業経営の

あり方を十分に考えて経営内容は充実させる必要

があるのではないかと思います。この部落は、み

かん作として一つの共通 した点があるので、みか

んを例にとって考えるならば、現在みかんが一昨

年か ら暴落 して農家収入 も減 ってきておりますが、

ここで考えを新たに して、品種改良、技術の改良

等、今よりなお一層管理面の充実を図って高く売

れるみかん作 りに努力 しなければならないと思い

ます。

○農委事務局長 現状維持ではあるが、やはり将

来の農業というものに期待をかけて、それに対応

するため現在の経営内容を更に充実させるために

お互いがもっと研究をする必要があるということ

ですね。

O新 留 食糧は人間が生 きていくうえにとって一

番大切なものである。そのような基本的な考え方

に立 ってこの農業は現在ふるわないが原点にかえ

ってよく考えて見る必要があるようです。

O農 委会長 農業の生産意欲を高めるためには農

産物価格を引上げ安定 させ るべきであり、世界的

にも食糧が不足 しており、国内自給を高めていか

ねばならないので、必ず農業を見直す時が くると

考えられます。

(世帯員の就業)

○農委事務局長 調査結果では、この部落では27

戸で全体で88人 でありますが、その現況は専業24

戸、兼業が3戸 で世帯主をは じめ妻あとつぎまで

入れて55人 の方が農業に従事されており、他の28

名の方が他の産業に就業したり、又学校に就学 さ

れておりますが、将来の就業希望として、やはり

農業専業集落だけあって農業だけが53名 、農業と

兼業6名 、農外だけをみると、まだ学校に就学中

以下の方が多 く、集計では27名 とでており、将来

の方向がはっきりしないようであります。

○農委会長 後継者についてはどうですか。

O中 水流(安)こ の票でみ ると40才 から50才ま

でが8人 となってお り、まだ後継者については考

えていないのではないかと思います。50才 以上が

9名 お られるので、この方 々が後継者をどうする

かを考えなければならない。

O吉 原 やはり親が農業経営の方針を明確にして

おかなければならない。

○中崎 みかん農家は年代的に後継者を考えなけ

ればならない。 しか しなが ら現在のみかんの状態

であれば後継者がみかん農家をつがないような気

がする。

O田 畑 現在の若い農業従事者は親の農業経営に

満足 していないので、 自分なりの農業経営をやり

たい意向がつよく、むしろ農業経営をまかせて欲

しい気持が強い。

○中崎(ハ ナエ)農 業後継者の問題について私

は、家族が じっくり話 し合って家族全員が納得の

上できめるべきだと思います。私の家族の場合に

はそうしました。

○新留2町 歩以上のみかん園の経営はどのよう

に行なっているのか、家族労力だけでや っている

のですか。

○吉原 みかん経営は薬剤散布は、SS防 除でや

り、収穫時期は兼業農家等の雇用労力を入れ、そ

の他管理面は家族労働でやっているが、当面切迫

したものと して、みかん農業経営の体質の改善を
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はからなければならない。そのため品種の改良、

他産地と競争できるみかん作りをやるべきで品質

の向上をはかるための適地選定、摘花勇定等、技

術面を改良 しなければならないし、又それに対応

するため集落にもみかん農家勇定指導のため勇定

班が出来ている。

(農家類型 ごとの将来の方向づけ)

○農委事務局長 集計結果か ら見て営農類型は現

状も将来 も変わらない。多 くはみかんとそれにプ

ラス何 々ということである。推定されることは現

状のみかんによる農家収入減を補うために和牛の

導入があるようです。具体的には、みかん+水 稲

+和 牛が16戸 、みかん+水 稲が5戸 、水稲+和 牛

が2戸 、みかん+水 稲+や さい1戸 、茶+水 稲1

戸、甘藷+水 稲2戸 となっており、この集落の農

業経営の基幹作目はみかん、水稲、和牛のようで

す。そこで、今後世帯員の就業の方向について御

意見を出して頂きたいと思います。世帯員の就業

については、調査結果から現状と希望のところに

も出ておりますので。

○中園 この件で集落の人達と話 し合ったが、そ

の意見を集約 して申し上げますと先程 も後継者の

ところで出たようですが、農業専業であるので他

産業に就業を希望する人は現在 も少ない。後継者

は長男が10名 のうち3名 、その他27名 のうち4名

があとつぎで計7名 が農業従事となっている。こ

のあとつぎも全般的に言えることは大部分は、現

在親の考え方ではないだろうかと思われる。まだ

子供が小さくて、まだ学校 に行 っていないものが

多 く、具体的に将来の就業の方向はきめられない。

したがって、各農家が先程 も話 しのあったように

家族全体でよく話し合 って今後の農業後継者また

は他への就業者がきまってくると思われる。例え

ば、兄弟2人 いて2人 共農業をや りたければその

方向で親も考えて行 きたい。私共の代では今後 も

農業を続けて行 きたいと思 う。

(経営の拡大(縮 小)と その方法)

○吉原 現状維持が圧倒的であるが、現在では、

農業と他産業との格差がますます開いて行 く傾向

が更に強くなっております。そこで、現状の農業

経営を維持するためには農家内部で更にこれを充

実させて行 くことを考えねばならない。そこで、

管理面に力を入れていきたい。

○中水流(安)こ の集落では縮小を考える農家

はいないと思 う。大部分の農家は、数年前までは

拡大の意向であったが、みかん価格の暴落で拡大

を中止せざるを得ない現状になってきた。今後は、

みかん経営の検討(技 術的な面から品種の改良等)

をやり、品質を高め、売れる商品をつ くることに

専念 しなければならない。 またみかん価格の暴落

に対 して農家を支えるための方法 として和牛 と組

合せて頭数を増 して行 きたい。飼料が高くなって

いるので自給度をあげるためには、粗飼料作りを

しなければならない。そのためには、規模拡大を

図らなければならないが、借地の方法で考えてゆ

きたい。

○前田 みかんの場合は、今後の動向を見つめて

検討しなければならないが、拡大するとなれば、

永年作目であるので所有権移転で考える。労力不

足を補うため、経営面積からみて、他の作目の農

作業も考えたうえで機械化による省力化をはから

なければならない。

○農委会長 ありがとうございました。反対にみ

かん作りに意欲をなくしてみかん園が荒廃してい

るのをたまには見かけますが、これについて考え

はどうですか。

O吉 原 この集落にはないと思いますが、そのよ

うな農家には思い切って転換 させ ることに してお

り、換金率の高い露地やさい等に切 り替えさせる

ように話 し合いをすすめます。

(農地の保有又は利用)

○農委事務局長 農地保有 という言葉がでてきま
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したが、 この内容として二つ考え られます。先ず、

その一つとして農地の状態であ ります。 これは、

経営農地の面積規模と経営農地 の分散の状況であ

る。農地面積が大小だけでなく、散在の状態や集

団化機械利用ができるかどうかということであり

ます。そ してもう一つは、権利関係です。これは、

農地の利用が所有権にもとつくか又は賃借権にも

とず くかとい うことであり、又経営内容が個別か

協業かに区別されます。いずれに しても、農業経

営者にとって長期かつ安定耕作でなければな らな

いことは言 うまでもありません。

調査結果から見 ますと、自作地であることか ら

して所有権にもとずく経営であり、経営内容は個

別経営となってお ります。

○前田 農地保有としては、みかん作が経営内面

積の大部分を占めるので所有権によらなくてはな

らない。

○中水流(サ エ子)永 吉原の土地基盤整備がす

んで耕作がやりやす くなりました。

○吉原・柑友会長 農地の保有の考え方 としてやは

り農業後継者に譲り渡すべきで、現行の均分相続

による農業経営の細分化はさけなければならない。

○中園 農業をやらない子供には農地を譲り渡す

べきではなく、教育を身につけることで他の方面

で生 きる道を考えた方がよくないかと思います。

又、土地基盤整備がなされてみかん作 りも集団化

されており、各農家の農地 も集団化 されているし、

機械利用も十分考慮 され農道等 も舗装されつつあ

るが、土地 の利用については、経営の合理化か ら

考えてさらに一層集団化する方向で検討されなけ

ればならない。

○吉原 ・柑友会長 利用については高率的なかつ

長期に安心 して耕作できるよう農地の分散度合を

少 なくして集団化したいと思 う。現在のところ土

地価格の高騰 もあって借地でやることも当然考え

なければならないが、 しか し、みかん作について

は永年作なので所有権による土地利用を考えなけ

ればならない。

○前田 経営内容としては、現在個人経営である

が協業経営をも考えなければな らないと思う。現

在のみかん勇定班による協同作業を実施 しておる

が、今後はみかん収穫について個 々に雇用 してい

る労力についても労働力の需給を考えて、農業委

員会か又は農協 に頼んで作業労務班組織を考えて

貰うべきでしよう。すでに森林組合には作業労務

班がある。

○中水流(正)水 田についても、田植期による

協業作業が考えられていますが、農協か ら近代化

資金を借 り入れて集落又は水系別に田植機等を配

置 し計画的に請負耕作をするような方向で実施 さ

れているので、我々もこれを利用 したらどうか。

農家は経営の合理化か ら十分検討を しないまま

機械を導入 したがる。水田5反 未満では採算上か

ら考えてもどうかと考えられるので、この制度を

利用 し田植を依頼 した方がよい。又、集落におい

ても水稲苗の共同育苗も考えたらどうか。

○農委事務局長 調査結果によれば農業経営につ

いては個別経営である。従って、将来の方向につ

いて協業組織、請負耕作、集団作業受託グループ

の考え方について ご意見をお願いするつもりで し

たが、ただ今よい意見を聞かせて頂きました。こ

のことについては、集落内でも御意見の方向で前

向に検討 して頂きたいと思います。農業委員会で

も十分御協力を申し上げたいと考えます。

(集落農業の展望)

O中 園 下谷迫としては、将来とも農業専業で行

かねばならない。立地条件、自然気象条件から見

て農業に適 した所である。部落全体が農業者であ

り生活目標が同 じである。

○吉原 ・柑友会長 この部落はみかん作りとして柑

友会の組織もあり共通な話題もある。みかん防除

や勇定等の協同作業もしている。
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○婦人会長 部落において助け合っていくことが

大切であり、そのため婦人会でも観音講を したり、

婦人の集いなどいろいろやっておりますが、共同

施設がありませんですから部落のよりどころとな

る公民館建設を考えなければならないと思います。

O前 田 よく考えてみると我々の農業も他力本願

的なところもあって、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

れをお互い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。

○新留 先程も御意見が出たように、公民館建設

が早急の課題である。公民館を心のよりどころと

して気楽に話し合える場をつくり、働く意欲の教

育など経済ばんかいのために人間教育をやってい

かなければならない。そういう面で、社会教育の

必要が痛感されます。

(土地利用の方向)

○農委事務局長 土地利用の方向を考えるにあた

って、先ず農業経営の目標か ら考えていかなけれ

ばならないと思います。町が策定 した農 業振興の

方策としては、果樹、畜産、野菜の三つを柱 とし

ております。そのうちこの集落は、果樹を基幹作

目として取 り上げ、それにプラス和牛が考えられ

ております。

経営合理化のための農用地の集団化について考

え方はどうで しょうか。町全体からみると農地の

分散度合が1農 家7団 地である。今後は一つの圃

場区画内で流動化を重点的に推進 し3団 地に経営

集団化を して経営合理化を図る誘導方策をとりた

いと考えています。

○前田 永吉原800ha位 が圃場整備を完了し、み

かん、養蚕といった作目については集団化されて

おり、又普通作等においても今までに交換分合等

によって集団化されている。今後、みかん園が成

木になって くると年間労力も省けるので、農業経

営をより安定させるためにみかん農家でも和牛導

入が増えて くると思う。そこで和牛の生産に必要

な飼料が問題になって くる。飼料も高くなって来

たので、粗飼料を自給 しなければならない。その

ための畑が必要となってくるが、畑がな くて困っ

ております。

○吉原 ・柑友会長 前田さんの意見のとおりだと

思います。

○農委会長 当面の こととしては、農地保有合理

化法人 として県の開発公社が保有 している農地が

ありますので、一作毎の使用貸借でありますが、

契約を結んで利用されたらよいと思います。又、

規模拡大志向農家に各普及所 、農協、町 と協議 し

て譲り渡 しを行 っておりますので、希望者はどし

どし申し出てください。

現段階では、現状維持 ということで規模拡大の

方向については、具体的に考えるとみかんの規模

拡大であり、永年作物であるので所有権の移転で

なければならない。町では現在550haか らやはり

800haに 拡大する計画はありますが、現在では足

踏みの状態であります。皆さんの話を聞きまして、

現在はみかんの経営内容を充実させていくことに

重点があると判りました。そこで町の集落農業振

興対策協議会でも検討されましたが、広い範囲で、

例えば大字永吉、大字仮宿を一つの区域として地

域的生産単位としての土地利用を考えてみる必要

があるのではないか、即ち専業農家 と兼業農家の

相互の補完的な土地利用を考えて見たらどうです

か。兼業農家は他産業従事者で、余 った農地は専

業農家に作って貰うということ、先程も労力が余

って来た場合 に作業を請負うといったようなこと

についてどうですか。

○農委事務局長 現在農地法という法律でいろい

ろ農地について取 りきめられておりますが、この
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ような法律的な制約は度外視 して考えてください。

○中園 次に出てくる事項とも関連 しますが、大

部分の農地は先祖伝来の農地 で農家としては財産

的な考え方が強 く、又それだけ土地に愛着を感 じ

ている。従って土地を売る場合は余程のことがな

いと売らない。ただし、農業経営の合理化のため、

集団化のための交換は別である。又土地価格が昂

騰 しているので簡単に規模拡大はできない。従 っ

て今後の農業経営の拡大は経営を縮小する兼業農

家等の土地を借地で借 りるよりほかに方法はない。

○吉原 ・柑友会長 今話の出ている農地の管理組

合的なものができれば法律の規制は受けないので

すか。

○農委事務局長 土地の売買、交換、賃借につい

てそのような管理組合が出来たら、法律の適用外

として、自主的にこの組合で運用 し管理するとい

うことです。この場合、広範囲な生産地域を単位

として考えます。もちろん町 も農委 もこれには参

画 します。これは、県又は国でも当然農地の流動

化、集団化促進のため検討されるものと思いますも

今後は、借地方式による建貸事業および建貸によ

る農地の集団化を町としても検討するときにきて

おりまして、その準備として農業委員会では、現

在農用地管理状況調査を進めております。すなわ

ち、不耕作の農地がどれ位 あるのか、またどのよ

うな理由で不耕作なのか、それに対する今後の農

地利用の具体的方策 について調査を進めておりま

す。

県においても当然考え られると思いますが、建

貸集団化については、小作料に対する助成、水路 ・

農道の整備、基盤整備についての経費の負担関係、

権利関係、公租公課 の面などで問題点はたくさん

あ ります。

○吉原・柑友会長 よいことが農業委員会で進め ら

れており、なんだか今後の農業に力がでてきたよ

うな感 じが します。法律外としてそのような管理

組合ができると売り買いも交換も賃貸にしても案

外 うまく流動化ができ、専業農家と兼業農家の調

整がうまく行 くと思います。

O農 委事務局長 土地についての考え方で先程少

し発言がありましたが、先祖伝来の土地というこ

とで土地に愛着があると伺いましたが……。

○中園 農業面か ら考えると、土地は農業生産の

道具であるので、農業経営の合理化から考えると、

もっと生産性を高めるために高率的に利用 されな

ければならないが、一方やはり農民感情 としては

財産的な考え方が強いのではないか。又土地があ

るか ら農業をするという一つの集落の基盤 ともな

っていると考えます。

(高令者の就業)

O吉 原 ・柑友会長 私 も年なので考えますが高令

になっても農業をやめるには、なかなかけ じめが

つかない。妻は年金をもらってゆっくり過 した方

がよい と言いますが、私 としては元気なうちはや

はり農業を続けたい。

○新留 高令になっても元気なうちは運動のつも

りで、農業をやった方がよいと考えます。

○中園 農業者年金制度か ら言 って55才 ごろまで

には後継者に譲る方針で考えるべきで、その後、

余生 的には補助者としての立場で農業後継者の指

導にあたるべきです。高令になって他の産業に就

業することもできない し、自分の得た体験からし

て後継の人間教育等に力を入れていただきたい。

また、将来の大隅地域の開発か らして観光農業と

言うことも考 えられるので、そのようなことも先

輩の方 に考えていただき張りのある余生を送 って

いただきたい。

O農 委会長 最後に夫婦2人 で農業に従事する人

が老令化 した場合、農業についてどのように考え

ているか、又土地はどのように処分するか。

○吉原 ・柑友会長 この問題は私が今当面している

一番の問題ですが、先程 も申し上げましたように
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元気であるかぎり農業はやめたくない。他の人 々

は若いのでまだ痛切には感 じないと思います。若

いものは都会に出て生活 している、私の息子もそ

うです。果 して将来は農業をや るだろうか。疑問

に思 っている。私 としては、後をついで農業をや

ってくれればよいと考えているが、 もし農業をや

らないとすれば農地は集落内で農業をする人、ま

たは農地の隣地の人である第三者に譲 り渡すこと

になると思 う。農業を しない者に農地は不用であ

りますので、私は子孫のために美田を残す考えは

ない。

(農機具の利用)

○吉原・柑友会長 耕転機も5年 経過すると修繕費

がかさみ限度である。

○中園 現在みかん防除については町から無償払

下げを受 けて、スピー ドスプ レヤ ーを中部果樹振

興組合が管理 しており、私共はそれを共同利用し

ているが、維持費が大 きいので来年度から積み立

てをやって運営することが決定 している。農機具

の共同利用について大型農機具SSの ようなもの

は共同利用でよいが、他の農機具については、共

同利用をすればむ しろ破損がひどくなるのではな

いかと考えられるので、個人利用ということで今

後も個人購入が考えられ るのではないか。

O農 委事務局長 客農家の水田面積の合計が調査

結果で1ρ98aで あります。一戸当最高で74aで

すので、田植、稲刈については集落で話し合い、

隣保班 ごとで一台位の割合で農機具、田植機、稲

刈機の共同利用を考えて賃作業をやって行 ったら

どうだろうかと思います。

O中 水流(正)そ れがよいと思います。

② 下仮宿部落

(調査員会議S49.3.14)

(農業経営展開の方向)

○西堂 この部落は、農業 と農外就業による兼業

農型農家が大多数であります。現在のところ、水

田は米の生産調整、畑はこれといった作物もなく、

とても農業だけでは食ってゆかれません。そこで、

私は今後とも兼業型でやってゆこうと思 っており

ます。

○新留 兼業型でゆかれるな らば、経営規模を縮

小するといったようなことはありませんか。

○胡摩 兼業でや っていますけれども、経営規模

の縮小ということは考えておりません。現況の採

算の合わない農業物価格では規模拡大もしません

けれど、大きな企業でもきて安定兼業ができない

以上は農地は手離さない。それで、当分は農業と

農外就業の現状維持でやってゆく。

○福元 この部落では、経営規模の小さい割合に

各農家に動力耕転機、田植機、稲刈機等が入って

いるので、農繁期等にはこれ等の機械をよく利用

して農業は短時間にすませて、あいた日は農外就

業に出ております。最近夫婦とも農外兼業に出よ

うとい う傾向があります。

○農委事務局長 農家のあとつぎがこの部落では

15人 となっておりますが、この点 についてはどう

ですか。あとつぎはまだ子供で小学生のようです

が ……。

○下戸 あとつぎは一応親 としては、長男にきめ

てありますが、まだ小学校の生徒で本人が大きく

なって学校を卒業 し、実社会に出て働 くようにな

った ら、果 して農業をやってい くかどうかはわか

らない。今までに卒業 したよその子供さんを見て

も一人として家に残って農業をついでいる人はい

ないようです。

○新留 それが今 この部落のみでなく大崎町全般

にわたってあてはまることではないでしようか。

○西 先にも西堂さんから話 しが出ましたが、現

在のところ農産物が他物価に比較 してつり合いが

とれないために、農家は一部の人を除いて大多数

が規模拡大にはあまり気が進 まないの じゃないで
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しょうか。おまけに、大隅開発 ということが実現

すればますます採算は合いません。ですから農家

は農産物価格等の動きをじっと見て現状維持 して

いるところだと思います。

(世帯員の就業)

○久徳(熊)県 の試案では、大隅開発計画で石

油コンビナー ト、それに関連工場等を誘致すると

いうことで、私達兼業農家は一日も早 くそうな っ

てもらいたいと思 っていましたが、公害と漁民の

反対等で何だか、おか しなことになっているよう

ですが、計画は実行されるのかどうか。実行され

るとするならば、私どもは安定 して働ける兼業が

出きると思います。

○農委会長 それにつ きま しては、現在県か ら出

されました一次試案が一旦打切 られ、現在慎重に

二次試案が計画されつつあります。大崎町におい

ても大崎町開発推進協議会が結成され、その話 し

合いが進め られております。公害反対等の問題が

高まっておりますが、大隅開発はやる方向で進ん

でおります。 しか し、今す ぐというわけにはいか

ないと思 います。いろいろ話 し合いを進めていく

必要があるため、この開発はスローになってくる

ものと思います。調査結果によりますと51戸の う

ち23戸が農業だけで農業と農外が28戸 となってい

るようであります。

O胡 摩(道)農 業だけが23戸 とありますが、こ

れ らの人を見 ます時、老令のため農外就業につけ

ない人がほとんどで、自立経営専業農家は3戸 ぐ

らいのものであります。今後は、農産物価格の低

迷で兼業農家が増えてくるものと思われます。

○今吉 今までは、夫婦のうち夫だけが農業のひ

まを見て農外就業についていたが、だんだんと夫

婦とも農業のかたわら農外就業に出ようかとい う

傾向がみ られるようであります。

○新留 最近農家では、自動車、小型農機具等が

入 っており、その維持管理費だけでも大変なこと

と思います。この部落は耕作反別の割 にこれらの

ものが多いようであります。

○農委会長 よ くわかりました。つまり、この部

落は将来安定兼業という方向で進まれることにな

るのじゃないかと思われます。

(農地の保有又は利用)

○西 水田について申しますと米の生産調整、休

耕奨励金等により水田の休耕地はそのままの状態

で復元されずに荒廃 しているものがあちこちに見

受けられるようであります。これ等の水田復旧に

ついて助成措置等はないもので しょうか。

○農委事務局長 今のところ助成措置は計画され

ておりません。

○西堂 畑の問題ですが、これまでにやって来た

畑作 といえば甘藷が主でありましたが、現今では

でん粉価格の低迷で甘藷もだめとなってしまいま

した。今後、私 どもは何を作っていけばよいのか

迷っているような状態であります。

○原 畑は荒らさない程度に耕作はしているが、

何だか意欲のない耕作の しかたであります。

○農委会長 よ くわかりました。ではこれ くらい

にしまして、次に農家類型ごとの将来の姿とその

相互共存の関係(集 落農業のビジョン)の 検討に

ついて話 し合っていただきます。

○新留 私も集落とか共存 という言葉は好きです。

最近人間関係というものがかけているのではない

で しようか。皆さんがいっしよにな って協力 しあ

うことが大切であると思います。

○普及所長 やはり今後は、考えて工夫 した農業

をやっていかなければいけないと思います。

○行騰 最近農機具が発達 して田植えも機械、稲

刈りも機械でやる関係上、お互いに共同でする農

作業があまりないため、相互共存の関係がうす く

なっているようです。又昼間は兼業農家で農外就

業が多いため、ほとんど合わないといったような

状態であります。
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○農委事務局長 この部落の全戸が、個別経営と

いうことになっていますが、今後協業あるいは請

負耕作又は作業受託グループといったようなこと

は考えられませんか。

O胡 摩(義)今 のところ農作業でそのような考

えはありません。というのも、この部落の1戸 あ

たりの耕作反別が少ないので、時期的に農作業は

よくかたついております。

○農委会長 では、やはり個別経営で今後ともや

ってゆくということですね。

○西堂 はいそうです。

O農 委会長 では次に、経営の合理化、農用地の

集団化についての考え方について話し合 っていた

だきます。

○西 水田の方の集団化は何年か前に土地改良組

合で、そのような話 しが もちあがり、農業委員会

等 とも話 し合 ってみましたが、出来ませんでした。

畑の方は構造改善事業で基盤整備がなされて2分

の1位 は集団化されました。

○行騰 水田は、区画整理だけは済んでおります

が、農道がない。何ん とかこれを農業委員会等で

話 しをまとめていただけないでしょうか。最近は、

農業機械の導入 されたので、人の農地を通 って自

分の農地に入 らなければならない状況で、非常に

こまっております。

○農委局長 それは、部落民の申し合わせで出来

るのではないですか。

○行騰 近辺の農地が 自分の部落の農地だけな ら

申し合わせで出来ますが、他部落の農地が広範囲

にわたって入 りまじっておりますので、どうして

も誰か音頭をとってくれないと出来ないようであ

ります。

○農委会長 よくわかりました。今後の課題とし

て土地改良組合等とも話し合 って何んとか してゆ

きたいと思います。調査結果によりますとこの部

落では現状維持が圧倒的であるようでありますが、

規模拡大といったようなことは考え られませんか。

○西堂 規模拡大 といっても農産物価格は安 く、

農地は異常に高い。こんな状態で高い農地を買っ

てもとても採算は合いませんので、当分は現状維

持でゆこうと思います。

○農委事務局長 兼業である農外就業を主にして

農地は規模縮小するという考えはありませんか。

○原 現今、石油危機 ということがさかんに言わ

れていましたが、この次にくるものは食糧危機で

ある。それは、石油危機より恐ろ しいとい うよう

なことを聞いているが、そうなった場合はどうす

るか。現在は、農業は悪い条件がそろっているが、

やがてはよい日が来 るだろう。また、食糧危機が

来た場合、農地を持 っているということは力強い

といったようなことで、農地の規模縮小 というこ

とは考えない。何んとか、今 もっている農地は保

有 していたいという気持で一杯であります。

○久徳(熊)農 家は誰れでもそうですが、農地

を祖先より受けついで守 っておるわけです。この

土地を自分の代で縮小するということは恥のよう

に考えている。もちろん、財産とい う意識は非常

に強いようであります。

○新留 やはり、その点については、財産という

考えが強いですね。

(高令者の就業)

○西堂 高令者は本日みえておりませんが、この

部落を見ますとき、年 とった方の仕事についてみ

ると、農地はあとつぎにゆつって自分は、水田を

1反 位、畑を2反 位耕作して、仕事の出来る間は

ぽつぽつ手伝 い程度に仕事を しているといったよ

うな状態であります。

○農委会長 夫婦2人 で農業に従事する人が老令

化した場合、農業についてどのように考えるか。

又土地はどのように処分すると考え られますか。

O行 騰 今の農業状態からして、先のことは ピン

ときませんが、どうしても子供が農業をしない場

一62一



合は、農地は人に貸すか又は売ることになると思

います。

○原 農業事情が好転 してくれれば、そして、農

業に魅力がでて くれば、子供 も農業をついで くれ

ることと思います。

○胡摩(道)や がて年 とって農業が出来なくな

った場合は、人に農地を貸して老令年金等で老後

の生活を していきたい。

③ 意向調査結果について

(調査協議会S49.3.11～12)

(農業経営について)

○新留 最近町民の農業に対する熱意がかけてい

るの じゃないか。私は、何んだか淋 しいような思

いがいたします。農業は、いろいろな産業の基礎

となっておりますが、終戦当時か らすると今の農

業政策は逆になっており、農産物価格のアップを

おさえている一方で、肥料、農機具等は非常にあ

が っている。

○福岡 農業の生産意欲を高めるためには、農産

物価格をあげることだ。世界的には食糧不足が き

ている。

○新留 今の農家は、農地は売 りたくないという

気持が強い。今後において身の上に万が一という

ことを念頭においている農民は、ほこりをもって

農業をやっているが、それに対する消費者の思い

やりが少ない。

O農 委事務局長 専業農家、兼業農家等 とも現状

維持が圧倒的であるが、土地と生活を切離せない

ことか らして、農業というものに見切りがつけ ら

れない。やはり将来 は農業に帰 って来るのではな

いかと考え られます。

(世帯員の就業)

○福岡 後継者の問題をどうするか。

○塘 谷迫部落の場合、30才～40才 が多いようで

あるか ら、未だ後継者を考える必要はないのじゃ

なかろうか。

○田畑 親 と子の間に仕事の上でへだたりが出来

てくる。後継者としては一切をまかしてもらいた

い。

○塘 みかん農家の子供はその後をつこうとしな

いo

O新 留 後を継がせるということは、親 としては

しっかり考えていかなければな らない。 これは幼

児のうちか ら土に親 しむ教育が必要だ。

○塘 あとつぎの子供は、親のやっている農業経

営に満足 していない。後継者は自分なりの農業経

営をやりたい意向だ。

○愛甲 仮宿下では農外に就業できる人は全部出

ている。老令等で農外に就業出来ない人が農業に

就業している。下谷迫では、経営規模が大きいか

ら無理をしているの じゃなかろうか。農外就業に

出ようと思 っても出 られないのじゃないで しょう

か。

○塘 下谷迫部落は、みかん経営反別が大きいか

ら出 られないのか?農 業に魅力があって出ない

のか?貯 えがあって出ないのでしょうか?

O新 留 それは貯えがあって出ないのでしょう。

○愛甲 農地の流動が出来 るのは、60才以上であ

る。畑の場合、将来ただでも借りないといったよ

うな事態がきは しないか。

○塘 この恵まれた地域で農業が安定(成 功)し

ないで、どこで出来るところがあ るか。ここの経

営形態は非常によい。

○新留 地価高騰のため簡単に拡大は出来ない。

○塘 専業経営は、不況の場合危険である。そこ

で複合経営の方がよいの じゃないか。たとえば、

みかん作であっても、早生と晩生の組合わせ又は

温州と夏かんとの組合わせ といったようにすべき

だ。

(農家類型と将来の姿)

○新留 相互共存の関係は非常に大事なことであ
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ります。

○愛甲 最近文明の発達で人間関係が失なわれつ

つある。

○新留 農機具等が共同購入されて も果 してどん

なもので しょうか。今こそ社会教育を大いにや る

べきである。部落に残る青年あたりの社会教育に

金を出してやるべきである。

○農委事務局長 農家の5年 後の ビジョンはどう

でしょうか。

○愛甲 現状は農業だけではだめで農外就業と兼

業で ゆかなければいけないの じゃないので しょう

か。仮宿下部落は、今後 とも安定兼業でやってゆ

くの じゃないで しょうか。下谷迫部落は、今の考

え方が変って くるのじゃないかと思われる。

○新留 現状維持でいった方がよいの じゃないか。

下谷迫のみかんは地質か らしても非常によいと思

う。

○塘 下谷迫部落について、経営規模、年令か ら

見た場合、この地域の農業は希望がもてると思い

ます。今後共同施設等を充実してゆく必要がある

の じゃなかろうか。仮宿下について、今後共安定

兼業でゆかざるを得ないの じゃないでしょうか。

専 業農家に土地は貸 した方がよいのじゃなかろう

か。そこで、専業農家と兼業農家との調整を農業

委員会あたりでやってもらいたい。

(土地利用の方向)

○愛甲 農業委員会が窓口となって、土地の流動

化(借 地)を はかってもらいたい。

○農委事務局長 農地管理組合を設置 して、あま

った土地は組合に預託することにして規模拡大 し

たい農家に貸 しつける。又その土地は農地法の適

用外にしたらどんなものでしょうか。ということ

は、土地利用について自然的気象的社会的な条件

を十分考慮に入れて本町の取り上げる果樹、野菜、

和牛を基幹とする作目類型を描かなければならな

い。これに、将来の姿としては、アイデア農業と

いうか、売る戦略を疑 らす必要がある。このよう

なことが、町全般に煮詰 ってくると、土地利用の

考え方についても自か ら具体的な方向がでて来る。

農家もそれによってやる意欲もでてくるのではな

いだろうか。そして自然に農地の流動も活発化 し、

団地作りが一層進むと思う。

そのとき、農地を売りたが らない意向がつよい

ので借地農業を積極的に進めることによって専兼

農家両類型の相互扶助的な関係を具体化すべきで

ありその中核には農委がなる。先程申し上げたよ

うに農地管理組合的な組織をつくり、運用するこ

とが望ましいのではないか。そのようなことで、

農委では現在農地適正化に関する農用地管理状況

の調査を進めております。荒廃又は不耕作地がど

れだけあるのか。また、どのような理由で不耕作

なのか。今後の利用方法、具体的な方策を検討し、

借地による建貸事業、建貸集団化事業を進めたい。

しかし、やはり小作料に対する助成方法、水路 ・

農道整備、基盤整備についての経費負担の問題、

権利関係、公祖公課等の問題点 も検討 しなければ

ならない。

4調 査に対する意見

激変する農業情勢下にありなが ら足ぶみの状態

にある現状の中 でこの調査を実施 したが、協議会

委員自体が非常にこの問題を真剣に考えさせ られ

る点が多かった。この調査によって今後の対策に

ついて再検討すべき面 もある。

農家の意見の引き出し方については、いろいろ

と課題をもって誘導 したが、集落調査員が受けと

め方を非常にむつかしく考えた面もあって、期待

される発言が少なかった。 しか し、これを機会に

このような話 し合いを進めることによって、新 し

い発想が生まれてくることを期待 したい。

この調査によって将来を達観することはなかな

かむつか しいことである。激変する農業情勢のな
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かで、やや低迷の気配が見 られるのは本町のみで

ないと思われるが、農業を主 とする本町としては、

この調査を契機に農政の根源は集落にあるという

原点に立って農家の意向を十分に取 り入れるため

に、今後もこのような会合を機会あるたびにとら

え当面する課題について十分な話 し合いを行い、

それを町農政へ反映させてい くことを考えるべき

である。また、この調査集落だけでな く他の集落

においてもこのような調査を試みる必要がある。

今後の対策 については、現実を見きわめつつ借

地農業の推進をはかり、農畜産物の自給率を高め

ることをめざすべきであり、又農村環境整備事業

も早急に着手する必要があろう。借地農業の推進

については、建貸事業、建貸団地事業等を進めて

専業、兼業を相互 に調整する対策を樹立すること

と し、農政全般についても前向きの姿勢で積極的

に取り組みたい。

今や改修の堤塘を得て安住 し得るようになった。

村内に南北を貫 く県道があり、往来は甚だ便利で

あった。 しかし、今日では、昭和45年 の浜北大橋

の開通によりこの集落の近 くに大企業三社が立地

したため、農業従事者の労働力が流動的になって

きている.

この集落の農業は、畑作が主をなしていた。水

田は、天竜川の湧き水の個所が多 く、大半湿田で

あり、田畑の作柄は天災又は地下水の低温等で作

柄はよくなか った。昭和30年 頃までは畑作として

麦、甘 しょ、人参、午ぽうなどが多く、昭和40年

頃は食料用甘 しょ、白葱、桑が主作であり、近頃

では白葱、里芋に大型 ハウスを取り入れたセロ リ

ー、イチゴ栽培が多 くなってきている。離農者が

多 くなったので、集団的農地利用として酪農家に

よる牧草畑の拡大も行なわれるなど農業に対する

大型機械の導入を行ない、少ない労力で最大の農

産物を収穫するよ う努めている。

最近では、農業専従は、酪農家、施設園芸農家、

養豚家で拾敷戸 しかない。畜産は公害問題で自か

らが、規模縮小に向 くとい う傾向であるが、逆に

施設園芸農家は拡大を目標にしている。又従来養

蚕が盛んであ ったが、桑園地の処分で減少がはな

はだしい。

1沿 革と概況

{1)松 之木島上部落

本村は静岡県の西部にあって、磐田郡のほぼ中

央 部よりやや南方にある。村中各区は、古来天竜

川の分流によりて界せられ、なかでも松之木島及

び一貫地の如 きは現今の天竜川の流域に当る部分

にあ ったので、数度の移転をなしたる末、現今の

居を占めるに至 った。明治27年 天竜川改修堤塘竣

成を見るまでは、各々資金と労力とを費 して、民

堤を築きわずかに水害を防ぎつっあ ったが、極め

て不完全のため破堤が頻繁で毎回被害があったが、

② 大平南部落

磐田郡の中央に位置し、磐田市見付町の北方約

16㎞にあり、地勢は一帯山地で、敷地川は源を東

北部に養える本宮山に発 し、山間を迂回 し、敷地

村の中央を南流 して三川村に入 る。本部落はこの

川の中間で両側にまたがって位置 し、村の南部地

域は梢開けたる平野とな っている。

この地域の農業は山間地を段 々利用した耕地で

営まれ畑には茶、柿、麦作が大半をしめている。

又水田は谷間の利用が多 く、労力を要するなど農

用機械利用が十分出来ないので、人力に依存する
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