
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。

○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6升 ～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13%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 程度の養鶏農家も数

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

一85一



よると、8斗 ～1石8斗 とな っており、平坦地の

新田集落の小作地と対象的な山麓地区の小作地で

あった。不安定な土地と小作料の脅威から開放す

る気運はあ ったが、山麓地区の小作地の特徴 とし

て、あまり極端な争議はなかったようである。

この集落で特筆 しなければな らないことは果樹

園経営である。大正4年 頃より、集落内の常松、

恩田家において梨 ・桃等の果樹園経営がなされた。

その後、戦争時代に入ると共に、主要食糧に切換

え られ、自家用程度`ζすぎない時代が続いたが、

戦後再び果樹栽培熱がたかまり現在35戸 の農家が

142hoの 富有柿を栽培している。

この集落が作物の選択的拡大の面で進んでおる

のも大正初期より、かかる先覚者がお った事が原

因ではないかと考え られる。

畜産の面では、牛、馬、鶏が飼育されておった

ようであるが、見るべきものはなか った。昭和14

年、未曽有の旱害による亀裂田の復旧作業用に和

牛の飼育が盛んになり、その後農耕用に飼育され

ていた。戦後耕転機の普及と共にすたれておった

が、昭和35年頃より富有柿に結びつけた肥育牛の

飼育が盛ん`ζなり、現在13戸 の農家で574頭 が飼

育 されてい る。又、昭和30年頃か ら養鶏が盛んに

なり、一・時相当数の農家が飼育 していたが、現在

は2戸 で10,400羽 が飼育されている。

又、この集落が新田集落と異なるところは山林

をもっておることである。燃料革命以前における

薪 ・炭も農閑期`ζおける農家の現金収入源となっ

てお った。

この集落は、北山山脈が南面に傾斜した標高3

・-5mの 地帯で、土質は第3紀 層に属する重粘質

土である。圃場整備は未済で、農業用水の大部分

が溜池に依存 しており、用水不足に見舞われるこ

とがある。平田市が昭和49年度着工を予定 してい

る簸川地区、農村基盤総合整備 パイ ロ ット事業

(以下 「総パ事業」という)区 域に含まれているほ

か、 「農村地域導入促進法」に基づき、昭和47年

度導入されたマツダ精機の工場が進 出しており、

農業の環境は整備されつつある。

本市市街地に隣接する地区で、兼業の場が容易

に求められる。

2.調 査担 当者

{1)集 落農業振興対策調査協議会

梶 谷 善 重 ・農委会 長 錦 織 功 ・市議 ・農 委員

多久和艮一 ㍊ 土江 肇・農業委員

土江清逸 ・農協支所長 西尾忠夫・農協支所長

福田馳 ・警務晶 秋国武善・農林搬

長岡泰三 ・普及員 恩田恵子・青少年組織

久野 栄 一一 ・青少年組織 恩 田 忠 道 ・同上

{2)集 落農業振興対策調査員

(新田地区)

小林富夫・曇興讃 山根幸夫・髄 支服

落合正雄 ・営農集団 多久和幸夫 ・営農集団

竹 内安夫・青少年組織 久家郁雄 ・青少年組織

玉木郁枝・婦人会

湯浅房子・同 上

(東福第3地 区)

常松一男漫 興委筥

恩田延夫 ・農協班長

伊藤峰雄 ・同 上

福田松枝・婦人会

南日章徳・青少年組織 奥

山根 積・同 上

伊藤文男・就改相談員

長岡弘志 ・農協班長

河原豊二郎 ・町内会長

徹郎・青少年組織

3調 査地区の動向

(1)新 田地区

(調査員会議S49.2.8)

O小 村 この地区は、水害常習地帯であるため、

水害に比較的強い水稲の単作が大部分である。 し

たが って今後兼業化は益 々盛んになる。

○山根 この地区内に専業農家は一戸 しかない。
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これも家族構成上、止むを得ないものであるから、

純粋な専業農家は皆無である。なかには水稲の経

営規模拡大を希望しておる向きもあるが、規模縮

小をするものがないから農地の流動化等現段階で

は望めない。

○落合 米の生産調整以来、米作に対する農家の

意欲はたしかに低下 しておる。然 し乍 ら土地1ζ対

する執着は異常なまでに強いものがあるから、農

地の流動化はむずか しい。

O多 久和 県営圃場整備事業完成により圃場条件

がよ くなったこと、農業機械の進歩により、米作

りに要する労力が、大巾に省力化 されたので、一・

層兼業化は進んで来ている。

○太田 最近における米作りは、 日曜 ・祝日等を

利用した労働で充分出来る。将来週休2日 制にな

れば一層この傾向は顕著になる。何とかしなけれ

ば自立農家等皆無になってしまう。

○小村 当地方は水害常習地帯であるか ら、治水

問題を解決し、安心 して水稲の裏作が出来るよう

にし、農業経営規模の拡大をはかることが必要だ。

O久 家 現在の国の農業施策では、本気で農 業に

取り組めない。集落内でも水稲に 「いちご」を加

えた経営を している農家があるが、昨年末の石油

危機以来、生産資材が暴騰 し、価格補償のない上

に、労力を要するいちご栽培などやめて、米 だけ

を作り、余剰労力は農外に従事 したい という意見

もある。価格政策、農地制度等を改めて、安心 し

て他人に農地をゆだねられるような農業施策が望

ましい。

○錦織 当集落で一番の問題点は水害常習地帯で

あることのようだが、幸いに して現在進められて

おる 「総パ事業」に合わせて、治水対策も取りあ

げられているので、この成果に大いに期待したい。

② 東 福 第3地 区

(調 査 員 会 議S49.2.7)

○常松 この調査において、一部農家においては、

将来経営規模を拡大して、生活基盤をあ くまで農

業におきたい考えを示 しておったが、多数の農家

は、現状維持を希望しており、農業をやめたいと

希望するものは皆無である。又規模拡大の手段 と

しても、労 力の関係か らか、一部開墾を希望する

向きがあったが、大部分が、売買によりたいとし

ており、農業経営の廃止 ・縮小の希望がない点か

ら困ったことである。

○山根 市が推進 している総パ事業に対 して早期

実現を希望する意見もあったが、一部に批判的意

見があった。これは、圃場整備、農道、用水の面

では賛成 しておるが、農地造成(山 地開発)に 反対

しておる山林所有者が多いようだ。 この辺にも規

模拡大の問題がある。

○錦織 経営形態の問題であるが、これに対する

考え方はどうであったか。

○奥 兼業型農家群の中には、一部 作業委託を希

望する向きもあったが、総て個別経営を希望 して

おる。ただ従来から行な っている共同防除は続 け

たい意向のようであ ったが、 これすらも、一部農

家では反対する声 もあった。

○錦織 高令者の就業意向はどうで あったか。

○伊藤 種 々あったが、概 して高令者 といえども、

健康で働ける内は働きたい意向が多か った。

○恩 田 中には家庭的事情によるだろうか、年老

いても労働 しなければならないことを嘆いておる

向きもあった。

㈲ 調査結果からみた今後の方向

(調査協議会S49.3.26)

○福田 新田集落について全般的にいえることは、

水害常習地帯であることが、経営規模の拡大を阻

害 し、兼業農家を作る要因となっておる。幸いに

して市の総パ事業に併せて、治水計画も打ち出さ

れておる ことであるから、 これが一日も早 く完成
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するよう、関係農家と共に推進すべきだ●

東福第3区 集落について全般的な問題点は、圃

場整備未済であることだ。総パ事業が一日も早 く

完成するよう関係農家と共にこの事業を推進すべ

きだ。

そ して類型 ごとの方向づけだが、両集落ともに

いえることは、将来、本当の農家として残 って行

くのは、農業型農家群で規模拡大志向農家は、こ

こ当分現状維持が続 くだろうと思われる。問題は

兼業型農家群の将来であるが、 これ らの保有する

農地が前記の規模拡大志向農家へ流れる方法を講

じなければならない。

○土江(肇)東 福第3区 では、規模拡大志向農家が

19戸 あり、その内10戸 が水稲を、9戸 が柿 ・樹苗

の拡大を希望しておる。又、拡大の手段は売買が

15戸、開墾4戸 となっておる。総パ事 業の農地開

発事業の団地がζの集落内で計画されているから、

これに積極的に参加することによって、柿 ・樹苗

の問題は解決され るが、水稲の拡大については農

地に対する異常な執着を持 ってお る農家のことだ

からむずかしい。時間をかけても、兼 業型農家群

が安心して農地を19戸 の農家にゅだねて農外所得

に就業出来るようにしなければな らない。

○福田 東福第3区の集合・総パ事業の農地開発事

業で計画されている集落内の団地(茅 原)の権利調整

がつきかねている。この促進をはかる必要がある。

○多久和 新田集落の場合、農 業型農家群のうち

規模拡大志向農家は21戸 あ り、拡大希望作目は全

部が水稲である。その手段は売買14戸、貸借4戸、

請負3戸 とな っておる。又、経営作目を見ると、

現況では水稲単作8戸 、希望では11戸 が水稲単作

となっておる。 これはこの集落の宿命とも云える

水害常習が起因しており、 これでは農業に専念す

る専業農家を作ることはできない。

何と しても治水対策が先決問題であり、そして

水稲 にプラスする何か有利な作目を選定 し、その

上`ζ農地の流動化を促進する方途を講 じなければ

ならない。

農業型農家群の10戸の中には、恐 らく、僅かの

農地をもてあましている農家があ ると思われるが、

農地を資産 として考えるζとと、戦後の農地解放

の苦い経験と、農地につきまとう耕作権の問題等

からして、容易に他人にこれを委ねる考えにはな

らない。むずかしい事だが、制度の改正、啓蒙等

の手段により解決 しなけれ ばならない。

4こ の調査に対する意見

この調査は、実施要領の趣旨に示されておる通

り、まことに時宜を得た重要なものであることは

理解できる。然 しながらこの仕事は極めて困難な

ものであることも、事実である。集落内には必 ら

ず先覚者的優秀な人物が数名おるが、この人達自

らが農 業・農村問題となると途方に暮れるという

のが現状ではないかと思われ る。

このような調査に限 らず何れの場合でも確固た

る農業施策を樹立し、農家の啓蒙をする必要がある。

O常 松 今 まで種 々な調査に従事したが、その調

査の結果を知らせてもらった事がない。是非この

結果を知 らせてほしい。

○伊藤 これを単なる調査に終らせず、継続 して

実施 し、この調査の目的達 成に努められたい。

○小村 この調査を一度きりのものと しないで、

継続実施を して少 しつつでも国の農業施策に反映

させてもらいたい。

○久家 この調査の結論を公表 されたい。
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