
確な方向を出 しかねている。

また、規模拡大についてもその方法について買

入れるか、借入れるか、開墾によるか、などにっ

いて明らかにしておらず漠然とした願望であろう

か。棚田が多 くかつ点在 しているため機械化が困

難であるという地形的な制約に加え、近傍に安定

農外就業の機会に恵まれないという事情が重って、

農業従事者は1戸 当り2.4人、うち主として農業に

従事する者は1.8人 で経営規模に比して多くの従

事者をかかえていることになる。

このような環境条件のなかで、集団的な組織化

の芽は育たず 自己完結型の個別経営が支配的であ

り、この地区の農家は次のように類型化される。

農 家 類 型 性 格 農家割合 戸 数

1.自 己完結型1創 農業依存型 82% 55戸

2自 己完結型 〔B} 離農希望型 18% 12

計 100 67

今後の農業振興の方向は、稲作を基幹としなが

ら酪農 ・肉牛肥育 ・林業等の複合個別経営を辿 ら

ざるをえない。

兼業の職種は不安定(日 雇)で 、将来の生活基

盤の意向を見て も殆 ど農業中心でいくという意見

が大勢を占めているにもかかわらず、数多 くの農

家の考えが現状維持であり、一般的な方向づけは

簡単ではないが拡大意欲のある11人の農家との話

し合いの中か ら将来の方向を見出し、これを実施

することとし、将来部落全体に波及すべきであろ

う。11人 の人たちの規模拡大と土地利用について

は、山林原野の末利用地を開発 し草資源の確保に

よる近代的な酪農又は肉用牛飼養を進めると共に、

林業の振興を強力に打ち出す必要がある。

4.調 査 に対 する意見

集落の実情の掌握と将来の方向づけについて重

要な役割をはたしたので、今後においても2年 に

1回 くらい補完調査を実施 していきたい。

1.沿 革 と概況

{1}大 依地区

大依山と福良の森に囲まれ、明治後期まで水利

に不便な地域であったため、耕地の60%が 畑で占

められ、水田はわずかに10ヘ クタールが山麓に分

布 していた。排水不良田が多 く、米の総生産量は

48ト ンにすぎず、わずかな養蚕と山林業に支えら

れなが ら、自給 自足の生活を続ける農家が多かっ

た。

明治40年 に桑園 ・茶園 ・渋がき畑 ・原野地など

L7ヘ クタールを区画整理 して、25,000㎡ の溜池

を構築 し、草野川か ら集水 して水田を造成 した。

新田は夏期に水不足甚 しく米は不作続 きに悩ま

されて、大正8年 頃か ら再び桑園に改値 して全農

家が養蚕を営むようになった。収繭量は農家1戸

平均200Kgと なり、冬期は糸 とり業を営む農家も

あって、農家経済は安定 した。

昭和初期か ら大根'西 瓜などの野菜栽培が導入

され、とくに大依大根 ・大依西瓜は味が良 く、長

浜市場での名声を高めた。

戦争を契機に国は食糧増産政策に入いり昭和15

年から林地 ・雑地5ヘ クタールを農林省、開発営団

により開墾されて畑地化 した。開墾地は、さつま

いもを栽培 し年間120ト ンを出荷するに至った。

この頃から新田の水不足を解消するため、地下揚

水施設を2か 所設置して稲作を安定化 したが、そ

の反面、養蚕 ・野菜栽培は衰退 した。
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昭和23年 から戦後の食糧不足を補 うたあ、大依

開拓協同組合を設立 して平地林6.8ヘ クタールを

開墾し、昭和26年 に水田化 した.ま た、畑地も、

地下揚水施設を増設して水田化するとともに、裏

作に麦 ・なたね栽培が普及 した。

昭和30年 から稲作技術の進歩で集落の米総生産

量は178ト ンに達 し、明治初期の約4倍 の増加 と

なった。

昭和44年 には、稲作を機械化するため県営パイ

ロット事業を実施 して、水田および畑地10ヘ クタ

ールを1枚30ア ールの大型ほ場に整備 した。さら

に昭和45年 には全戸加入の大型水稲育苗施設を設

置して、稲作機械化一貫体系への足がかりをつ く

った。

昭和46年から米の生産調整が実施され4ヘ クタ

ールの水田を転作 して、西瓜 ・南瓜および葉たば

こを集団的に栽培 している。 さらに昭和51年 から
　

水田の約70%を 大型ほ場整備 し農業の近代化を進

める。

水田は70%が 乾田で地力が低い。畑地は屋敷周

辺に散在するのみで家庭菜園地 となっている。

農家戸数は40戸 で、1戸 当りの耕地は町平均を

0.3ヘ クタール上廻っているがc専 業農家は水稲

と酪農1戸 、水稲と葉たばこ2戸 、水稲と野菜1

戸で極めて少ない。水稲1ヘ クタール以上経営す

る兼業農家は10戸であり、農家所得のうち農業所

得が50%以 上を占める農家は、わずかに30%で あ

る。

農業生産は水稲が主体であり、米の生産は178

トンで、野菜100ト ン、葉 たばこ1.8ト ンである。

稲作は大型農業機械の共同利用が進み、共同育苗

施設により全水田が田植は機械化され、収穫 も全

農家がコンバインを使用 して機械化一貫体系が築

かれつつある。

② 木尾地区

旧田根村に属 し、東部と南部を山で囲まれ、北

部は上野、西部は八島と接 している。

当地区の総面積は116.3ヘ クタールで、うち水

田が4&6ヘ クタール、畑が約3ヘ クタールである。

また、山林は約60%を 占めた農山林である。農家

数は67戸 で、平均1戸 あたり耕地73ア ールという

零細水稲単作農業である。明治初期においては約

100戸 の農家があり、ほとんど米+養 蚕であった

が現在はほとんど養蚕は消えて米作一本である。

従来か ら区民のパイロット精神は旺盛であり、

明治41年 には約24ヘ クタールにおよぷ田 ・畑 ・雑

地 ・沼等混在 していた土地を耕地整理 して、一筆

10ア ール区画の田にして農作業の高率化、生産の

増大をはかった。総事業費は8,084円 で、うち県

郡の補助金1,519円 、地元負担金として6,565円

で実に81.2%の 負担額である(当 時の物価、清酒

1升60銭 、米1俵6円)。

この画期的な事業は実に区民の一丸となった汗

の結晶であったことは云うにおよばず、また、区

民を引っぱる良きリーダーがあったことも否めな

い事実であった。その後においても田川、田根川

の決壊があり、区民は幾多の労力を費やしたこと

だろう。現在においても区民の水に対する執念は

異様なほど厳 しいものがある。

昭和21年 には用水路新設工事、昭和28年 には積

雪寒冷地単作地帯土地改良事業等 々、農業に関す

る事業が年々行われ、とくに、区民の長年の念願

であった込田川改修工事が昭和46年 か ら昭和47年

にかけて実施され、従来一夜の うちに湖 と化 した

込田地帯も今は夢 ものがたりになって しまった。

さらに、昭和48年度から県営ほ場整備事業を実

施 し、第2年 度の工事は着々進行されている。こ

のほ場整備事業により地区の農業構造が変化 しつ

つあり、完成予定の昭和50年度には従来の個別の

機械利用か ら、中核農家を中心とする大型機械に

よる作業の部分委託や全面委託に移行す ることに
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なろう。なんと云っても未曽有の大事業であり、

ただ土地基盤が変わるだけでなく、区民の農業に

対する考え方、ひいては生活の基盤 まで変化する

に及んできたと云 っても過言でない。

将来、 この事業を境として、木尾区が、これ ら

の充実 した基盤の上に立って、大いに躍進するこ

とだろう。

2調 査担当者

(1)集 落農業振興対策調査協議会

樋口恒男 ・町長 大依悠太郎 ・町職員

殿村豊司 ・農業共済 杉江好美 ・農業委員

速水真次郎 ・改良区役員 速水 斉 ・精農家

久保田豊 ・青壮年組織 杉田忠夫 ・普及員

北川善清 ・農委事務局

{2}集 落農業振興対策調査員

(大依地区)

大依定雄 ・区長 大依 潔 ・組長

大依伊久夫 ・組長 北村信義 ・組長

吉村八重 ・婦人組織 北村栄子 ・婦人組織

北村俊之 ・青年組織 北村 進 ・精農家

吉川富雄 ・土地改良区

(木尾地区)

佐治重宗 ・区長 速水 博 ・組長

松山外吉 ・組長 岩口成信 ・組長

殿村八重 ・婦人組織 清水喜明 ・営農組織

佐治善一 ・営農組織 宇野幸夫 ・営農組織

速水広道 ・営農組織 中西 賢 ・営農組織

3.調 査結果の概要

口}大 依地区

(調査員会議S49.3」8)

O事 務局 本調査の目的は、旧態依然とした農業

構造形態を今後、本町として如何にして近代化さ

れた採算のとれる農業に方向づけしてい くかとい

う大前提にたって、個 々の農業経営か ら脱 して、

大字として、大依地区の集落として将来の農業を

どうすればよいかということについて、地区の皆

さんの意向をお聞きし、話 し合いを通 じて、大依

地区の農業のビジョンを求めることに しました。

ですから、今晩は気楽に、日頃農業について考え

ておられること、思っておられ ること等 ご意見を

お聞かせいただきたいと思います。

当大依地 区は、昭和44年 に県営開拓パイロット

事業により、他の地区に先がけて、一反区画(一

部三反区画)の 土地基盤整備を行われ、また、集

落として、育苗施設を設置され、共同作業に出動

して施設運営を図っておられ、立遅れています本

町の農業の中にあって近代化を推進 しておられ、

大へん敬服 している訳ですが、昨今の農業をとり

まく環境は一段ときびしく、食糧危機さえ論 じら

れていますが、皆 さんは、現在の農業について、

どの様に考えておられますか。

O青 壮年組織の会員 米の生産調整とか減反せよ

とか、今 日では反対に休耕地の解消を図れとか、

私は、国の農業に対する堅固たる施策が欠けてい

ると思います。そのときどきの場当り主義の政策

しかない。

O事 務局 おっしゃるとおりかと思います。大依

地区は現在、集落全体 としては、水稲プラス野菜

(露地)と いう型になると思いますが、他に畜産 ・

タバコ等が行われていますが、今後集落としてど

のようにあるべきとお考えですか。

○組長 大依地区は、先程、事務局からお話があ

りましたように、昭和44年 開パ イ(開 拓パイロッ

ト事業のζと)以 来、集落全体の共同施設として

育苗施設を設置 しています し、機械としては、も

みすり機2台 を持ち、共同利用 しています。 これ

からも、この方法を進めていくことがよいと考え

ています。

O婦 人組織の代表 私は、女の立場から考えてみ
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ます と、 とくに女としては、農作業は機械化にな

ってきたといっても重労働だと思いますので、こ

れからは、施設は共同で設置 し、機械は共同購入

し、作業は自他を問わず共同作業が出来れば楽 し

いと思 っています。

○青年組織の代表 私は水稲プラス野菜を続けて

いますが、野菜は価格が安定せず採算がとれない

ように思いますので、近い将来は他の作目に変え

たいと思 うのですが、何かあれば教えてほしいと

思います。

○協議会委員(町 職員)町 としては水稲プラス

野菜の考え方で推進 していきたいと考えています

が……とくに当地区は乾田地帯であり、また実績

をあげてもらっていますので……。 しかし、ご意

見の、他の作目ということになりますと、葉タバ

コ栽培を取入れていった らどうかと思います。葉

タバ コは非常に収益が高 く、反当30万位にはなり

ます。ぜひタバコをご検討願いたいと思います。

O区 長 開拓パイロット事業により一応区画整理

ができましたが、現時点では大型機械の導入等に

支障をきた していますので、48年 度から町で実施

されているほ場整備事業を、当集落も実施できる

よう考えていただきたい。

○協議会委員(町 職員)こ のことについては、

区長さんを通 じ町の方 に再三申出てお られまして、

実施の方向で担当課にて計画がされていますので、

ご了承いただき、なお一層農業経営の近代化に努

めていただきたいと思います。

O農 業委員 私は当地区の農業委員ですが、ほ場

整備に異議を出 している区民もあるように耳 に し

ていますが、農業の構造改善といいますか、近代

化のためには、ぜひ土地基盤整備を欠 くことはで

きないと思います。

O婦 人組織の代表 私たちの地区は、一応小 さい

なが ら今進め られていますほ場整備に比べれば、

不十分なが ら区画が整備されていますので、反対

されるのだと思います。また、整備を必要 としな

いと考えておられる人たちは、飯米農家に多いと

思います。

○事務局 ほ場整備実施までには幾多の問題が生

じることと思いますが、区長さんを中心 として区

民の総意により実施できますよう、ご尽力いただ

きたいと思います。

○農業委員 私は、土地基盤整備後は、先程お話

がありましたが、幸に一部門において共同利用、

共同作業を当地区は導入していることでもありま

すので、人の農地を受託 して農業経営面積を拡大

したいと考えています。

O青 壮年組織会員 私も同 じ考え方をしています

が、現在の状態で受託 して経営面積を拡大しても、

ライスセンターが設置されない以上、町の農業の

近代化 ・省力化がむつか しい。

○協議会委員(町 職員)お 説のとおりでありま

す。町としては計画樹立は していますが、事業費

の関係で、国県の認可は得 られていません。 しか

し近い将来、必ずライスセンターが設置できるよ

う要望 しています。県としては集落を単位とする

ミニライスセンターの設置を検討 してはどうかと

の考え方 も聞きおよんでいますので、十分検討い

たします。

② 木尾地区

(調査員会議S49.3.16)

○事務局 気楽にご意見 ・考え方等お聞かせいた

だきたいと思います。今 日現在、農政 といいます

か農業問題といいますか、農業に対 しては無策で

あるとか、場 あたり主義とか、また食糧危機とか、

いろいろな角度か ら論 じられていますが、皆さん

は現在の農業に対 してどの様な考え方 また見方を

しておられますか。

○土地改良区役員 農業の問題は、自分自身考え

方が一貫せず大変むずかしい問題で、私は現在 も
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そうですが、将来 も農業だけでは生計がたたない

と思 っています。

○町職員 経営面積はどれ位ですか。

○土地改良区役員 自己の土地が70a、 小作 して

いる土地が60aで 約130a耕 作 していますが、私

も妻も高令で大変です。

○農業精通者 確かに現状では農業一本では大変

であり無理ですが、将来は必ず専業農家といいま

すか、自立経営農家が生れてくるのではないか。

○区長 現在では農業で生きていけるという状態

ではない。とくに木尾地区のように、水稲一本で

は専業農家はできないのではないか。水稲一本で

は兼業化が進むばかりではないか。

○町職員 現在、木尾地区は水稲単作地帯であり

ます。この地区は水稲外の他の作物としては、野

菜は地区の土質の関係で(湿 田地帯)適 作でない

と考えます。

○営農組織の会員 私はできれば、水稲プラス施

設野菜または果樹をとりいれていけばと夢を持 っ

ています。

○町職員 水稲プラス花木を今後とりいれていく

ことができないですか。

O営 農組織の会員 花木は全くは じめてであり、

やはり花木が好 きであるということが条件でない

かと思いますので、私では無理ですな。(笑)

○事務局 いろいろお話 ・ご意見が出てお ります

が、ご承知のように町では48年度から県営ほ場整

備事業を実施 しておりまして、当木尾地区か ら一

番に取組んでいただいた訳で、この事業について

昨今、区長さんを中心として部落内協議を重ねて

いただいている訳でありますが、農業の改革 とも

いわれるこの事業が一部終了いた します。49年 春

には三反区画のほ場で作付を していただくことに

な りますので、 この機会にその上乗せとしての第

2次 構を推進 していかなければならない訳で、大

型機械の導入、大型施設の設置等を図りなが ら、

2次 構の目的である中核農家の育成、自立経営農

家の育成に努めなければならないと考えます。

この点にたって、当木尾地区として集落として

今後どの様に農業の近代化を推進 していくか、 こ

れが大きなポイントだと思います。

今回、農地保有合理化協会の委託を受け実施 し

ます集落調査は、全く時を得たものと考えます。

この機会にいろいろとお話合い していただければ、

大きな意義があるものと思います。

○土地改良区役員 お話はよ く解りましたが、現

実に農業一本で生計をたてていくということは、

数々むつかしい問題があります。たとえば、耕作

面積が少い、また長男息子が農業に全く気がない

高令者である、農地を買いたくてもなかなか買え

ないし売 ってくれる人もない、また貸 してくれる

人があっても作 ってくれる人がない等、いろいろ

あります。

○事務局 確かに現実の問題として、いわれると

おり大変むつかしい問題があります。農業一本で

生計を立てていくということのためには、経営規

模を拡大する方法と、資本投下による方法と大き

く二つあるといわれていますが、この点はどのよ

うに思われますか。

○土地改良区役員 受委託により規模拡大を図る

ことが方法としては、よいと思いますが……。し

かし、これも農民の中に根強く、人に農地を貸す

ととられて しまうのではないかとりうことが、強

く残っていると思うのです。

○営農組織の会員 私は農業は生 きがいのある仕

事と思いますので、でき得れば、今大字で検討さ

れていますグループ組織に加入 し、人の農地を受

託 し積極的に経営規模の拡大を図って、中核農家

としてやっていきたい。

○事務局 力強い意見をお聞きした訳ですが、グ

ループ組織型で進め られる予定ですか。

O区 長 この機会にいろいろ区民で検討 している
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のですが、木尾地区の現在の専業農家約5名 位の

方 々でグループ組織により、当地区の農業経営を

まかせていきたい考え方をしています。

O営 農組織の会員 これもなかなかむつかしいこ

とですが、前向きに進むためにも、農業近代化の

方法とか、受委託事業の進め方 とか、農政問題に

ついて専門家の話を聞 く機会をもってほしい。

1.沿 革 と概況

(1}新 田地区

この地帯は、斐伊川が東流して宍道湖に注 ぐよ

うになってか ら、沖積作用によって出来た(標 高

0.5・-1.9m砂 壌土)も ので、当時は低湿の沼沢地

が多 く真菰が生い繁る有様で、もちろん人家も集

落もなかった。1,600年 代後半から1,700年 代前

半へかけて、時の先覚者、実力者がこれを開拓 し

て現在の基礎を築いた。

この集落の属 してお った旧離分村は昭和20年の

統計によると、小作地率は56、5%と な っており、

明治以後、多少の増減はあったが、大体全耕地の

60%が 小作地であったと考えられる。

本市の小作地は、山麓地区の小作地、平坦地区

の小作地に大別され、前者の土地所有者は比較的

所有面積が小 さく、小作地率は低い。後者は大規

模地主であり小作比率も高かった。

この関係上、平坦地区の農民運動は活発であ っ

た。灘分村で小作農が組合を作ったのが大正12年

6月 との記録がある。その後、はっきりした記録

はないが、昭和15年、小作料改定(当 時反当小作料

1石3斗 ～2石1斗 、平均反収2石4斗)を 求めて小作

争議となり、警察権 力の発動等 もあ ったが、昭和

19年、反 当6斗6ff～1石4斗 の改定小 作料を も

って和解 した。その後は戦 後の農地改革を経て、

現在の小 作地率はL3%と なった。

戦後、社会情勢の安定と共に、水稲に プラスす

る作目の探究がは じまり、昭和30年頃より養鶏熱

がたかまり、一時は1,000羽 程度の養鶏農家も敷

戸あり、又野菜 を志す農家 も出た。然 しながら、

水害常習地帯 という宿命に加えて、日本の経済成

長は無限に近い労働 力を要求するようになり、農

家は裏作、副業を捨てて、賃金収入に走るように

なり、現在では米の生産調整の手段として選んだ

いちご栽培農家13戸 があるが伸び悩みの状態 にあ

る。
∨

昭和42年 度より施行された県営 圃場整備事業

により、圃場は整備されて、用水源は斐伊川に依

存しており、用排水路共完備 してお るが、旱天時

には、斐伊川の渇水により、用水不足となること

がままある。

耕作地の大部分は水田で、畑は住宅周辺に自家

菜園程度のものが僅かあり、水稲単作が大部分で

ある。

本市市街地に隣接 して交通の便に恵 まれている。

② 東福第3地 区

この集落は、新田集落に比 して、遥かに古 く、

何時の頃から出来たかは、っまびらかでない。往

時、 この地を東西郷 とい っておったが、約300年

前、藩主松平直政公が鷹狩のみぎり、 この土地の

豊饒なのを見て東西郷を福 村と改めよとあり、そ

れより東福とい うようになったとの記録がある。

当集落が所属する旧久多美村の昭和20年 の統計

を見ると小作率39%と な っておる。それが、戦後

農地改革により、現在は小作地率は9%と とな っ

ておる。なお小 作料(斗 代)は 昭和4年 の記録に
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