
(派立部落)

荒関佐市 ・部落駐在員

荒関正男・農協職員

荒関一雄 ・町職員

{2}

(福浦部落)

松坂龍彦・農業専業者

荒関一治・農業専業者

古川政市・町議員

集落農業振興対策調査員

同部落協議会委員に同じ。

(派立部落)

同 上。

ω 北海老部落

町の東部、太平洋に沿 った一部丘陵地を含む平

坦地で海抜5m前 後の水稲単作地帯である。水田

は大正8年 耕地整理が実施 され、概ね1区 画10a、

農道は2m巾 程度である。交通は比較的便利で常

磐線、国道6号 線からは約4㎞ 、町中心部からは

約4.5km。県道鹿島一磯部線が部落の南部を通り、

1日5往 復パスの便がある。

丘陵地帯は主として桑園で丘陵地の南側に農家

集落があり、その両側が水田地帯である。昭和49

年度に北海老部落を含めた約1,200haの 地域に県

営ほ場整備事業が着工され、昭和53年 度完成の予

定である。昭和46年 に企業が進出し、農家の主婦

等の通勤労働者で兼業化が進んだが、部落全体 と

してはあらゆる面でのまとまりがある。

1.沿 革 と概要

鹿島町は相馬地方のほぼ中央に位置し、総面積

107.79k㎡ 、西方は阿武隈山系の海抜最高540m

の高地帯で、飯館村 と接し、東方は次第に低 く、

平坦地帯を形成 し、太平洋に接す る。南北は双方

ともに阿武隈山脈の支脈によって北は相馬市、南

は原田市と区画されている。

本町の人口は、この15年間に4,223人 の減少を

見たが近年減少率が鈍化す る傾向にある。年令構

成を見 ると14才以下の減少と65才以上の増加が目

立ち、老令化の進行 とこれと相対的に生産年令人

口の低下が注目される。就業人口の動向は年々1

次産業の比重が低下 して2次 、3次 産業の比重が

高まり、就業構造の高次化が進んでいる。

調査対象集落は、兼業化傾向の中で比較的農家

戸数、経営耕地面積、経営形態が類似しており、

最近集団的生産組織が結成されて機械化一一貫作業

による受委託耕作に取り組んでいる2部 落である。

② 横手部落

町の中心部から北西約2Kmecあ り、比較的平坦

地で水田が多い。東に常磐線、国道6号 線が南北

を走り、西北の山合の地域 に鹿島町第1の 大池、

唐神堤があり、鹿島、北海老、南海老、南右田、

南屋形集落の水田をかんがい している。

水田が多く、一部山沿いに果樹団地があり・畑

は桑園が多 く、経営は水稲+果 樹、水稲+養 蚕が

主となっている。

最近、町に企業が進出 したので主婦連の通勤労

働が多 く兼業化が進んでいる。

2.調 査担 当者

{1)集 落農業振興対策協議会

田沢己市 ・町長 加藤義見 ・町助役

高橋二郎 ・農委会長 田原口稔 ・農協組合長

桑折 賢 ・農協役員 佐藤国雄 ・普及所長

西畑文太郎 ・土地改良区理事長

西 一信 ・後継者連絡協議会長

遠藤 博 ・産業課長 渡辺 哲 ・農政係長
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伏見 尚 ・農委事務局長 井上宗雄 ・農協課長

群山 繁 ・公民館長 森 弘・農業共済組合長

鎌田清厚 ・農業改良推進会長

綿織 忠 ・集落代表

〔2)集 落農業振興対策調査員

(北海老集落)

館野幸夫 ・農業改良推進員 桑折哲夫 ・同左

遠藤章一 ・後継者協議会副会長

(横手集落)

鎌田典聖 ・農業改良推進員

折笠寛昭 ・後継者協議会監事

折笠憲応 ・後継者協議会員

3.調 査地 区の動向

{1)世 帯員就業の現況と希望

専業農家は両集落とも10%程 度、兼業農家は90

%と 兼業の増加が目立っている。農業就業を希望

するものは横手部落が76人 と意外に多く、戸数に

すれば32戸 、北海老では39人 で20戸 が希望してい

る。このことは男子の出稼ぎ希望者が年 々減少 し

ていることと共に農業に対する関心が高まってい

ることを示す。 しかしながら現在の農政の不安か

ら真に農業に生 きるという気持を示すものとは言

い切れないようである。農家のあとつぎは両集落

とも3人 つつの5%で ある、これは現在両集落と

も高能率集団生産組織の3人 組が農業のあとつ ぎ

として従事 しているほかは、全部のものが兼業を

志向している結果である。

② 農業就業の現況と希望

農業従事者は1戸 平均2人 で自家経営だけに従

事するものは1戸 平均1人 となっているが、これ

はほとんどが主婦従事である。自家経営に従事す

るほか、他の農作業に雇われるもの、あるいは受託す

る農家はほとんどない現状であり、いわゆる通勤労

働の時間外を利用しての農業従事者になっている。

③ 土地の構成と規模拡大等の意向

耕地総面積は北海老部落9,883a、横手部落8,782

aで、水田は80%を 占め、畑は20%と なっている。

今後の水田経営については現状維持型が横手集

落で71%、 北海老集落では28%、 規模拡大ないし

請負耕作に関する志向は非常に低 く、今後どうし

たらよいのか不明な農家も多い。農外所得の増大

からして農業経営についての関心度が低いという

ことにも通ずるよ うである。

{4)経 営作物に関する意向

両集落とも米の単一作経営が多 く、43～46%を

占め、次いで米+養 蚕が多く(北 海老43.8%、 横

手28.6%)、 横手部落では米+果 樹がこれに次い

で16%と なっているが、現況のまま将来も維持す

る意向が強い。

⑤ 農家経営形態に関する意向

旧態依然として自家労力による個別経営が60%

占めている。このことは各農家毎に小農機具が入

っており、 しかも町内への企業の進出による通勤

労働が増 しているので、自家労働力だけによるい

わゆる日曜農業の姿である。一部耕地面積の多い

農家では農繁期だけの雇用労力による個別経営が

行われている。

作業の委託を入れた個別経営では両集落とも全

体の20%程 度であり、又3人 組による受委託耕作

を行 っているが、その面積 がそれぞれ18ha平 均

である。その他共同、集団作業は年々減少 しほと

んどない現状である。

(6,将 来の生活基盤

将来の生活基盤については、横手部落では農業

におくものが41%と 高く、北海老部落では25%と

低い。農外 についても横手部落が22戸(39%)、

北海老部落が9戸(16%)と なっている。

横手部落の水田保有者には元小中学校教師の退

職者、各種団体の役職員の定年退職者が多く、い

わゆる恩給所得暮 しのため農業だけというのは名

目だけと思料される。反対に北海老部落について
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は地域内に神奈川通信工場の通勤労働者が多いこ

と、集団生産組織の充実 していることから、農業

だけの生活基盤が低いもの と推察できる。

{7)土 地利用の方向

北海老集落57戸 のうち28%が 現状維持であり、

横手集落では71.4%で 北海老集落の約2.5倍 にな

っている。規模拡大等については北海老が10.5%、

横手が8.9%と なっているが、その方法については無

回答なので、 この点の理解に苦慮する処である。

しか しなが ら、両集落とも専業農家による集団

生産組織が結成されて現在受委託耕作を実施中で

あるか ら更にこれを強力に推進することになろう。

現状の請負耕作は農地について異なる志向をもつ

委託者と受託者が一時的な利害の合致点を見い出

し、その上に成立 している不安定な形態である。

即ち委託者の多 くは農業の継続の意志 ・能力を欠

き、しかも農耕地を財産 として所有 しようとする

のに対 し、受託者はその農地の一時的な管理を一

任され、自家の余剰労働力と、農機具の利用度の

向上を通 じて相応の報酬を得ながら、出来るなら

ばこれを有利に入手 して規模の拡大を図ることを

望んでいるのである。はたしてこのような委託農

家への農地の流動がスムーズに行 くか否か、現状

では確言できない。

1.沿 革 と概 況

現町域は明治34年 に板倉村、豊原村、根越村、

箕冠村の4ケ 村が合併 して板倉村となった。本調

査の対象集落である高野は豊原村に属し、上関田

は根越村に属 していた。更に昭和31年 に板倉村、

寺野村の両村が合併 し、昭和33年 に町制が施行さ

れ現在に至 っている。

{1}高 野

本集落は水稲単作地帯ではあるが農業の近代化

に早 くか ら目覚め、板倉町平坦部の農業の発展に

大きな役割をはたしてきた。明治以来の10a当 り

3～5枚 からなる水田で しかも1戸 当り5～7団

地 という分散 した農地について昭和30年 に交換分

合を実施 し、1戸 当り3～4団 地と集団化 した。

昭和38年 に農業構造改善事業により1枚30aの 区

画整理と大型 トラクター40PS2台 、39PS1台 、

19PS1台 、計4台 を導入 し、 トラクター利用を

中心とした組織農業を始めた。その後昭和46年 よ

り第2次 農業構造改善事業の実施により、農協法

(昭和22年 法律第132号)第10条 第3項 に基づ く

農業経営受託事業を実施 している。その内容は、

次の通 りである。

ア)生 産組合の構成員は、中核農家、関係

農家の別を問わず経営する全ての稲作を農協に

経営委託する。

イ)農 協は受託 した稲作のうち耕転、代掻、

田植、防除の各作業については生産組合に作業

委託 し、中核農家を中心とした作業の実施を援

助するとともに育苗、刈取、乾燥調整の各作業

については、組合が所有する各施設により中核

農家を雇用 して実施する。

ウ)農 協は、各作業が計画どおり実施でき

る体制を確立する為、中核農家を年間雇用する

ものとして、これ ら農家の経済的安定に資する

ことにより将来必要とされる知識、技能の向上に

専念できるよう努める。

エ)経 営受託運営協議会は受託料金の決定

や、事業の運営方針についての協議を行ない、

本対策での不公平等による トラブルが生 じない
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