
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、午ぼうなどが多く、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、

養豚家で拾数戸 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

ω 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っっあったが、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

北部に葺える本宮山に発 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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よりほかはない状態である。 しか し、農業に対す

る愛着は、小規模ながら林産物をとり入れた経営

で定着 している。昭和47年 に天竜農協敷地支所に

出来た共同製茶工場を中心とした茶菓に経営の主

幹を置き、山林地の開発 も進められているなど、

山間地農業のカラーを表わしている。 しか し、昭

和50年 頃にはゴルフ場が出来る予定であるので今

後、生活基盤のおきかたには動揺があると思われる。

2調 査担当者

ω

佐藤茂雄 ・産業課長

西田昭次 ・農協職員

筒井清吉 ・普及員

山下償雄 ・青少年

鈴木安雄 ・農業振興会

{2}

(松之木島上部落)

鈴木竜治 ・振興会副会長

高田猪熊 ・部農会班長

松本義晴 ・都農会長

(大平南部落)

乗松補二 ・農家

集落農業振興対策調査協議会

市川清雄 ・村会議長

清水厚之 ・農業委員

藤森 清 ・土地改良区

乗松幸儀 ・区長

集落農業振興対策調査員

鈴木敏元 ・部農会班長

松本好己 ・農協役員

佐野光信 ・部農会長

坂上賢一 ・振興会茶部会副部長

3調 査地区の動向

(コ 松之木島上部落(集 落全員会同)

O区 長 調査によれば世帯員の男女構成は、ほぼ

同数比率になっているが、就業の状況では、農業

だけが34%で 農外に依存する者は66%あ る。 しか

も農業者は酪農及び養豚と水稲及び施設園芸経営

者があり、後けい者は半数しか農業に従事してい

ないので、何ん らかのショックで転業する経営者

もあると見受けられ る。

農外就業の部門別では、会社員が54%、 織布業

が24%と い う状況にあ ります。又就業希望では農

業だけが27%と 現況から比して7%も 落ちている。

逆に農外が増加し、目前にある会社に通勤す る者

も出てきているので、この部落の方向は、ますま

す生活基盤を農外へと進む傾向にあるので農業従

事者が生活 しに くくなる。 したがうて 、不作付農

地が多 くなるとみ られる。

農業専従者は、村の自立経営農業振興会へ加入

し、農地利用の問題解決には部落一丸となった農

地等利用組合を急速に結成 して諸問題解決を計り

たいものです。

○鈴木(良)農 地等利用組合とはどのようなも

のか。

(解答)地 域の農地は、その人達が農地利用

計画を立案 し、村の農地管理センターと相談の う

え、農作業受託契約により、農地の有効利用を計

ってい く。いわば部落の農地は自分達で利用を考

えていこうとする組合組織である。

O伊 藤 我 々勤め人は、農地をどうしようもない

ので村の振興会へ入っている人達に全部委託 した

いがどうだろうか。

(解答)そ れはよいが、振興会員だけでは消

化を出来ないだろう.し たが って、管理センター

としても、斡旋について検討中である。やはり、

いざ委託するといっても長期間にわたる委託契約

はこの情勢下においては困難 だろう。 したがって、

作目が限定されたものしか借せないようになって

い く。たとえば、果樹 ・茶及び施設園芸、畜舎等

は期間が長過ぎて侍せる人が今の所ありません。

○鈴木 調査の中で経営土地に関する意向はどうか。

(解答)現 状維持が82%で 、拡大は酪農家の

牧草地利用だけの者でした。

○長松 地域環境から見て、部落内の会社へ多くの

人が勤務すると、部落の意向が会社によって牛耳ら

れる恐れがあるので、勤め人は一考をようする。

(解答)農 業の就業と現況及び希望について

は、就業者の労力は自家就業が現況も希望も多数
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であって、現況の農業従事者による人力では不足

するか ら、機械力を取入れた農業経営の方針を各

農家が立てたらどうだろうか。

○松本 機械力を取入れるのはよいが、借 りるの

はいやだからなんとかその調達方法を考えてほしい。

(解答)出 来るだけ農協と相談 して考えてい

きたい。ただ し、振興会々員には利子補給の途 も

あるので、その方法も利用したらいかがでしょうか。

○高田 農地の一部を牧草猫又は、日本楽器の東

側を集団転作事業にのせて、牧草生産を計ってい

るので種 マの協力をお願いしたい。

○鈴木 農地の委託料 はいくら位ですかc

(解答)委 託料は本来生産物受領が通常です

が、現在の受委託契約 の中では、村で公示する標

準小作料の最低で行なっている。

O長 松 現在振興会は何名で何を主に行なってい

るのか。

(解答)振 興会々員は48年度217名 で、各部

会(8部 会)は 部会長を中心に自主的な活動を行

なっているeと もか く、農業所得で生活の7割 以

上を補 っている農家の集った部会であります。

○鈴木 今後農業を続けてい く人は、いま言われ

たような良い組織があるので、我々の部落の人達

で希望される人は、おおいにその部会で活動 して

下さい。

○区長 す ると農業を行う人は、振興会で活動し、

生活の基盤とする。そうしますと部落民の約3分

の1は 方針が決定 し、会社員、織布業もその方向

は決定 しているわけですが、そのほかの人達はど

のようなお考えですか。

○鈴木 あとの人達は夫々の職業をもっているから、

その方面で活動し、部落の種々の呼び掛けについて

は、極力出席のうえ、住みよい部落作 りをしよう。

O区 長 農業を営む人達は、村の振興会へ、それ

以外の人達は、この地域の農地を個々部落 ぐるみ

守 り有効に利用 していくために農地等利用組合を

早々に作っていきたい。

従来農業地帯であ ったこの部落も、天竜川の河

床の低下を起点 として、農業から離農するものが

年々増加 しているところへ、大企業三社が新設さ

れたため労働力が会社に吸収される傾向にあるの

で、残された農地は荒れてしまう。何んとかよい

方法を考えたい。 しかし、この地域の土地保有面

積は一戸当り23aで あるし、農業者が農業を行 っ

てい くには周囲に荒地が多 くなると、水田、農作

物の栽培にも影響する。この部落の方向は、荒地

解消と集落住民の住みよい部落作りをどうするか

にあると考えます。

まず、農業を営む人達は、農協と提げい してよ

りよい組織を作ると共に、有利な販売が出来るよ

う一致協力してことを進めるべきではないか。

O高 田 我々振興会 々員 として、行政と農協との

援助により、自立経営農家としてはじない行動を

とってい くので種々よろ しくお願いしたい。

○区長 しかし、農地の利用については、どのよ

うにしてい くか。

○鈴木 ともか く、農地等利用組合をこの部落へ

作ったらどうか。

○事務局 農地等利用組合とは、どのような組合

かといいます と、その地域の組合が自主的に樹立

した農地等の利用案を中心 として、村の振興会組

織である農地 管理 セ ンターと常に密接な連けい

を とりつつ、管内における農地の流動化を進める。

その方法は原則として農地の所有権は移動せず、

農作業における受委託の制度を採用 し、そのあ っ

旋については農地管理センターが立合実施する。

地域の範囲は概ね一部落を1単 位とする。組合

員はその地域内に住所を有する農林 センサス対象

農家とし1農 家1組 合員 とする。しかもこの組合

の業務を円滑に運営 していくため運営委員会を構

成する。その委員は組合員より選出して、その委

員の互選により決定 した役員が農地管理センター
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と相談のうえ、農作業受託契約などを行ない農地

の有効利用を進めるものです。

○鈴木 それでは農地管理センターへ委託 したい農

地を全部出して管理してもらうという方法はどうか。

O事 務局 それは出来かねます。というのは、受

益者がここなら受託 してよいか悪いかの判断を く

だします。今の ところ、あ っ旋してほしいと申込

まれる農地は潤沢にありますし、何んといっても耕作

する人から指定された農地でないとだめで克 したが

って、耕作不能地は今の所受託者がありません。

○鈴木 それでは、自分達で農地を守る活動をし

なければならない。

○高田 誰か、この地域の農地を全部高く借りて

くれる人がないかなe

O事 務局 ともかく村では現在農業を生活の基盤と

する人達には、村の自立経営農業振興会で活動 しな

さい。そして、地域の農業については、地域 ぐるみで

利用計画を立案 して、農地等利用組合を設立 し地

域農地の有効利用を計るという方針で進めている。

O区 長 しかし、村は荒畑に対 しては、課税を し

ないようなので、どんどん荒地が増大 してしまう

ので、冬期における火災の危 険防止の意味で、

荒地に対す る管理条令を作り取締る方法も村当局

へ申込んでいるのが現状です。

○鈴木(縁)農 協はこんなに農地を委託 してよい

という人があるのだか ら何か農業施策を考えてい

ないのかなあ。

○区長 しかし、農業では耕地100当 り純益が30

万円になるものが少ない。あえて一般的(米 ・根

菜類)な 農作をしてい くとすれば、広大な面積を

確保 した上に家族労働力では不足する.そ うかと

いって、大型の機械を導入 しても償却費が高 くな

るなど家族労働力で年間300万 円の所得を上げる

には、大変な努力が必要だと思 う。また最近の畜

産にあっては、生産物価格も値上げしないで、公

害問題を云 々するので、もう畜産農家はだんだん

減少 していくと思われます。

○鈴木(賢)し かし、この頃のようにインフレが

進むと色々のものが高騰 して今までの所得で生活

しようとしても困難となる。 したが って、少々家

を空 けても弁当をもって農外所得を稼 ぎにいく方法

しかない。昼間家にいるようでは生活 していけない。

○鈴木(啓)お そらく、工場がこれだけきたので、

現状か ら判断するに車の往来が頻繁になり、ゆっ

くり道路を歩いていられないので、この部落の性

格も大きく変って くると思 う。

O事 務局 今 まで種 々の話 しをした中で、この集

落の方向はいかようにしたらよいか。

O区 長 結局、さきほどから話しが出ているよう

に、農業を営む人は、村の振興会に入会 して部門

活動をすることがいいと思 う。ところが農地の利

用については、みんなで荒さないように考え役場

で指導 されているように農地利用組合 も作って、

借用者があったつら、どんどんすすめていったら

どうだろうか。(全員異議なく賛成)

(2}大 平南部落(集 落全員会同)

○区長 調査によれば世帯員の男女別構成はほぼ

同数比になっているaま た就業の状況は農業が60

%で 茶を経営の主幹としているようですから、よ

り以上に規模の拡大を しないと農業では生活をし

ていけないではないか、しかし、椎茸栽培との複

合は有利な方法だと思います。茶業だけの単一経

営では1戸 平均lhα 位の面積確保が適当だと思う。

また、茶と椎茸の複合経営では、その規模を茶園

で0.5ha、 椎茸では原木5000本 を確保すれば茶

単一経営より収益が多いようです。一方農外の就

業者は大半会社員 であり、家族の中では夫婦で会

社へ勤めている人もおり、子供の教育の上で問題

があるようだ。将来農業を続けていくには、零細

な現状にあるので茶園造成をし、農業者として他

産業に負けないようにするための施策をとらなけ
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ればならないと思う。

○区長 まず、最近の農協のことについて報告 し

ますと、本年の茶取扱いにあっては管内で3億9

千万円の取扱高があり、この支所内での平均価格

はキロ当り1.170円 で売れています。今後も支所

の共同製茶工場をおおいに利用していただくと同

時に生葉生産に精根をかたむけてほしい。また、

豊岡地区は畜産物の取扱いが天竜農協管内の8割

を占めている。貯金は伸びているが、公定歩合の

変動がはげしく、農協経営は年々むずか しくなっ

ている。それに石油危機がさけばれてきたので、

生産資材、肥料、農薬などあらゆるものが不足 し

ている。インフレの傾向がはなはだしく、諸物価

は日毎に高騰しているので、農協 としては農家を

最優先 して資材の手配をしているところです。

○乗松 しか し我々は農業を生活の基盤 としてお

り、我々が生産 した農産物をもう少 し高 く売れな

いものか。

○鈴木 買 うものは増 々高 くなるので生きてはい

けないよ。

O区 長 しかし農産物を売 る上においては、買い

手市場の成 りゆきまかせで 、物の取 り引きが行な

われているので、生産農家の団結により売 り手 市

場にしたいものだ。

O乗 松 そうはいうもののこの取引は昔からのも

ので、国が平和のうちはどうしょうもないのでは

ないか。世界的に食糧の危機が来なければ我々農

業者の存在が認め られないのではないか。

O西 田 村長の話しを聞くと、現在の石油問題の

次は食糧の危機で、もうそこまでおしよせている。

その一例が家畜飼料の小麦だと言 っている。

○佐野 たしかに、私 も養豚を行なっているが飼

料の値上げは昨年より8割 方上が っている。 しか

し売る仔豚は出荷体 重 が大きくなったが、1頭

15.000円 位しかならないので、私達もこれでは生

活を していけないので他の職業に移りたい位だ。

O区 長 私も農協へは地区代表として再々この問

題について、組合長とも話しを しているが、良 い

結論がでないので、県あるいは国の段階に話をも

ち掛けているのでもう少 し待 ってほしい。

O坂 上 私は茶業専業で経営をしている。今のと

ころ息子は高等学校2年 生であるが、どうも百姓

をやりそうもないので規模拡大するに困っている。

しかし、8反 ばかりの茶園では、家族が生きてい

くにむずか しい世のなかだし、どうだみんな。

○乗松 私もみかんを4反 ほどと、茶園4反 ほど

で農業をやっているがきび しい生活ですね。

○事務局 今、色々と意見の出ていることについて

は、早く対策をしなければならないが、もし部落で多

数の人達が茶園造成を望むならば、行政の立場 と

して県 と話 し合いを して対策を立てて行きたい。

O区 長 この機会にみんな意見をはいてもらいた

いo

O佐 野 構造改善事業か、その他で国の助成措置

がある方法で開発をしてい く途はないかなあ。

O西 田 それは良いが、測量費、ブル開墾費は非

常にかかるようだ.一 旦経費を入れ、7年 間気長

に金の入 るのを待 っていられるか?

O佐 野 それもそうだなあ。育成園ばかりあると

借金が増えるばかりだよ。

○鈴木 今、考え られ ることは、地道に5～7年

計画で造成計画を立て投資するよりほかにないな。

そうすれば、新 しい品種が出てもその時々植えて

いけるし、労力の配分も出来るではないか。

○坂上 しか し、せっか く茶園は立派なものが出

来たが、後けい者がその時にいないようではいけ

ないので、今からでもよいから夫々子供の教育に

ついて農業の方へひきよせるように努力したい。

そして年間所得が最低200万 円位にしたいものだ。

現今では、茶園単一で、生葉生産だけの売り上げ

では1.5haの 茶園が必要になる。今私は、8反 だ

から細結だな。
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○区長 とにか く、この山を生かして茶で勝負 し

たいですね、一方柿の生産、あるいは椎茸のこと

などはどうですか。

O佐 野 柿は、次郎柿よりころ柿の方が所得率が

よい。品種 としては、立石をすすめたい。 しかし

あえて開畑 まで して増産することはないと思 う。

それに、次郎柿 は出荷す る期 間が短いので大きな

面積は労力的に消化出来ない。1人 当り1反 以上

では、経営困難です。

O鈴 木 椎茸はやってみての経験では難 しい。原

木の購入からほだ木にするまで一本(末 口直経10

caXlm)で200円 ～250円 位の評価となる。そ

れから生産 され る椎茸は一生(3年 間)で600円

位売上げがあると推定される。従って一年では200

円、内5割 が経費とみれば、ほだ木一本所得は100

円 しかない。

○区長 そうすると1,000本 で10万円の所得。200

万円の所得者になるには、2万 本のほだ木を常時

や っていなければならない。

○鈴本 ですから毎年原木の確保が難 しいので全

国から集める時がある。原木さえあれば経営はス

ムーズにいけるのだが。

○区長 ころ柿と椎茸は、大体同じ位の人工で、

同 じ位の売 り上げがあるのですね。ともか く農業

を続 けるには、茶、柿、椎茸の作目にしぼって経

営の方針を立てたらどうか。私も農協としての対

処方法を検討 したい。

○区長 次に農業以外に就業している方の意見を

伺いたい。

○西田 私は会社に勤めているので、朝7時 から

夕方6時 頃まで不在のため、日中の動向がっかめ

ません。従 って夜だけのつきあいで、色 々と区の

方々に迷惑をかけていると思います。ところで、

ゴル フ場が私達の部落にもかかるとのことですが?

○区長 豊岡開発興社が48年11月 より工事を開始

している。この部落へは一部かかるが、財産区の

山であるし民有地には関係がない。50年 の春完成

の予定で、そうなれば労働力が多少流動するとも

思います。

O西 田 それでは、我々もゴル フをやることが出

来るのかな。

O区 長 村長のいわ く、村民が出来ないゴルフ場

は設置許可 しないとの事ですから、当然誰でも出

来ると思います。

O西 田 私は、自動車会社に勤めているが、家へ

帰ると非常に疲れているので、部落の一員 として

付き合いが出来ない。

O鈴 木 私も一週間おきに昼夜交替制で勤めてい

るか ら付 き合いが出来かねている。

O乗 松 ともか く地域を開発す るには、道路の整

備がされてないと駄目だと思う。

(助言)村 では、44年頃より圃場整備事業及

び農道整備をしてきて、現在では、主要農道は全

面舗装の段階にある。

O佐 野 道路は整備されるが負担金は多いですね。

○区長 しかしまだ山の道は整備 してもらわない

と、色 々と仕事をする上に機動力の利用が出来か

ねる。しか し、そうそう借金は出来ないし。

○西田 私は、住み良い部落造 りをすることが、

この部落の発展、ひいては立派な人間造りに寄与

する事だと考えています。

○区長 そうですね。ここには公園もあるし、住

んでいる人達の人柄 もよいと言われ る様な所にし

たいですね。

O佐 野 人間造 りをするには、どのような方法を

とるか。

(助言)部 落 ぐるみで語 り合える日を設け、

レクリェーションなどを行なったらどうだろうか。

村内では平松部落が実施している。私達の部落も

子供会、老人クラブ、婦人会、小 ・中学生のクラ

ブ活動が夫 々行なわれている。これ らを統合 して

はどうか。そして毎月第3日 曜 日を農休 日とした
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らどうですか。

○乗松 それ もそうだけど、最近 日曜 日がばかに

利用されるようなので、ゆっくり休めない様な気

がする。

O乗 松 でも、毎月定例で予定をすれば、計画も

立つ しみんなと顔合わせも出来るのでよいことだ

と思 う。

O区 長 それでは日頃の仕事を忘れて、みんなで

隔月でもよいから集 まる日を作りますか。

O全 員 賛成。

O区 長 いつ、何をやる事にしますか?

○西田 隔月の第3日 曜 日にソフ トボール大会は

どうだろうか。

○全員 賛成。

○区長 遊ぷことも出来 ましたが、今 までの会議

の結論を申 し上げますと、農業を営む人は村の振

興会へ加入 し、活発なる活動をされたい。又、そ

の他の勤めの方々は隔月の全員会議等で機会のあ

る毎に話合いを していただきたいと思います。ど

うか明るい楽 しい部落造りに皆さん協力して下さい。

4調 査に対す る意見

最近の農業の方向は、生産資材の高騰にもかか

わらず生産物の売り値は依然として大きな変化が

な く、これでは農業生産力は減少する一方である。

本村としては、昭和46年 に農業を生活の基盤 と

する者は、村の自立経営農業振興会へ加入 し、部

門別活動を通 して同志的活動の高揚を計る方針で

指導 しており、農地の利用についても、農地管理

センターが随時斡旋を行 うこととしている。

このようにこの集落調査の主旨をすでに村の方

針 として実行 しているので、あえて部落単位の方

向づけを決定する必要に迫 られていない。しかし、

この調査で二部落の住民の状態と意向が把握され

部落民もその部落の進む方向について真剣に考え

たようであった。

最後に付言すれば、この調査でそうで したが 、

農業に対する熱意が薄 くな ったのか、諸種の会議

の開催中、雑談が少々あるように見受けられる。

1.町 の概況

本町は、北津軽郡の北部に位 し、東は津軽半島

の脊梁中山山脈をもって東津軽郡蓬田村 ・蟹田町

と境を接 し、西は津軽平野を貫流する岩木川を隔

てて西津軽郡稲垣村 ・車力村 と相対 している。南

は大沢内溜池を含む広漠たる山村原野及び水田 ・

畑を もって金木町に連なり北 は十三湖 の水界 と品

岳の支峰を下定 して市浦村 に接 している。

東部地区はうっそうたる山村地帯を形成 し、'森

林資源に恵まれ、西部地区は一望平たんにして腐

植土に富む水田地帯と国営干拓工事により造成 さ

れた耕地 であって、基幹道路 ・用排水路工事の完

成により、開田面積が増加 し、生産技術の進歩に

より当地方の穀倉地帯 となうている。

2.調 査担 当者

(1}集 落農業振興対策調査協議会

野上勝義・農委会長 野村藤男・同局長

工藤政吉・同次長 古川鐵範・同農地係長

竹内京一 ・同農政係長 木村勝四郎 ・産業課長

金木農業改良普及所 青森県農業会議

(福浦部落)

米塚勝太郎・豊遣 綱 安徳・養豚組籠

塚本佐次・農業委員 米塚 均 ・就近相談員

綱 千昭・曇業懇談§ 綱 京一・職 員
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