
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

発事業の団地がこ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 の農家にゆだねて農外所得

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

上に農地の流動化を促進する方途を講じなけれは

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 として考えることと、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`ζ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。

○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。

O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。

O久 家 この調査の結論を公表されたい。
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1.沿 革 と概況

落合町は岡山県北部で真庭郡の南端に位 し、平

坦部は標高125m前 後。町の中央部を流れる旭川

の流域に農耕地が形成されている。中央部には中

国縦貫 自動車道が昭和49年秋に開通 し、大阪へ2

時間の距離`ζなった。世帯数4,323民 人口17,164

人、農家戸数3,019戸 、耕地は田1,397ha、 畑

490ho、 樹園地32hα 、農家人口13,098人 、専業

426戸 、1種 兼1,009戸 、2種 兼1,574戸 で耕地

率10%程 度の山村地帯で、古見集落は町中心部よ

り旭川上流4～6㎞ に位する。

明治22年町村制実施により大庭郡古見村は、大

庭 ・平松 ・野 川村と合併 して、大庭郡大庭村古 見

となり、明治41年 大庭村と河陽村と合併 して川東

村となり、昭和30年落合町大字古見となり現在に

至る。

古見集落の農業の歴史は、古 くは美作文化発祥

の地 として知 られる大庭寺跡 また白猪みやけあり

し頃より米の村と呼ばれていたのが、なまって「こ

み」の村 と呼ばれるようにな ったと伝えられてい

る。

明治以来、農業一筋に栄えて来た古見集落は、

農家戸数は大した変化もなく、明治から大正にか

けては、米と麦と和牛飼育 という単純な生産が く

り返されていた。地主 ・小作 ・奉公人と階級制度

はきびしく、貧農と地主との差ははげしいもので

あった。

大正末期、鉄道が開通 し、続いて県道久世線が

開通 され るに及んで、いちじるしい変化が見られ

る様になり、農業の形態も次第に変わって来た。

昭和初期、米麦のみの経営形態に養蚕がとりい

られ、10年頃 まで古見集落農業の主力となり、各

戸とも許される最大限の規模でとり入れた。昭和

9年9月21日 の大水害により、さしもの大桑園は

また水田となり米作がふたたびさかんになった。

昭和12年支那事変がおこり、男手が減少 し、食

糧増産が国策として とりあげられるとともに、養

蚕は全 く姿を消 し、米 と麦とさつまいもに替り、

開墾可能地は女と年寄りによって開墾された。

昭和17年 いよいよ食糧の増産が急務となったと

き、国の助成をえて湿田約10町 歩の排水工事に着

手、村中あげて協 力し、さらに内原訓練所の推進

隊の応援を得て、2年 がかりで完成した.腰 まで

没する大湿田が乾 田として生れ変った。 これが古

見における最初の土地基盤整備である。

昭和21年、復員して来た人 々が落着きをとりも

どした頃か ら、古見の農業も新しい分野へ向って

ゆっくり動きはじめた。最初に入 って来たのが、

「い ぐさ」であり、順次拡大 して現在まで続いて

いる。 「乳牛」が数名の人eζよって導入 された。

「そさい」が順次増反 されて、昭和13年頃より続

けられている古 見青果市場が活発になった含 「葉

タバ コ」がとりいれられた。 「トウガラシ」、「ト

ロロアオイ」、「ハッカ」、「チュー リップ」と年を

追ってとりいれ られ、またすて られていった。そ

して現在まで作 られているのは、「いぐさ」、 「た

ばこ」、「そさい」、「乳牛」等となった。

「そさい」は促成から抑成、 さらにハウスと変

り、今では専業の農家も数戸あるほどに発展 した.

「い ぐさ」は県南部の減反により、増反されてい

たが本年やや少な くなり、 「たばこ」は数年来急

激に減少 して本年は皆無となった。山林苗は近年

減少 したけれど、これ も産地を形成 してその名を

全国にはせている。乳牛は35年 より急増、40年 を

ピークに戸数の減少は見たけれ ど、現在1戸 平均

18頭近 く飼育され、農業収入では米につぐ生産を

あげてい る。

古 見集落農業の変せんに とって忘れ られないも

のは43年 度より3ケ 年計画で実施された土地基盤

整備事業である。総工費約1億 円の大事業は、地

区民の一致協 力により完成し、43ヘ クタールの農
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地が143枚 の区画に整理され、集落農業近代化へ

の基盤は整 ったのである。

最近の外部資本}こよる土地買占めの動きは、当

集落において も例外でな く、農用地の一部に地価

の異常な高騰が 見受けられ、価格面から自立経営

農家の発展は困難な状態であるが、 「土地 と農業

を守ろう」という意志は集落の大勢 となってい る。

また農業後継者も十数人を数え、意欲的に規模拡

大への取組みがなされているのも、古 くより農業ひ

とすじに生きて来た人々の意欲の現れに他ならない。

2.調 査 担当者

口)集 落農業振興対策調査協議会委員

松尾重美・農協役員 森岡 正 ・町議

今石貞吉・農委 ・区長 福島良正・農協連絡員

清水 昇・土地改良区理事長 片川尚雄 ・普及所

石原基好・農業後継者会長 竹原 一 ・農委事務局長

松尾 昇・酪農組合長 原田茂文 ・産業課農政係長

松岡貞一・水稲集団栽培組合長 清水寿忠 ・農地主事

松岡貞雄・町議

② 集落農業振興対策調査員

前記協議会委員のうち下記の諸氏 が担 当した。

松岡貞雄 松岡貞一一 松尾重美

清水 昇 福島良正 石原基好

森岡 正 松尾 昇

3調 査地区の動向

集落農家の世帯員の就労状況をみると

農業だけに従事 してい る人は男より女が多く、

55才以上の人が過半数を しめており全般的に若 い

人が少な く、逆 ピラミッド型を しており、年々老

令化してゆく傾向にある.

農 業と兼業の両方をやっている人達 が農業を営

む主力である。55才 以上のものが急に少な くなる

のは停年退職後、農業だけ従事に切替 った為で、

40才以下では逆 ピラミッド型を している.

農業を全然 していない人の年令構成は、 ピラミ

ッド型を しており、年令層も若 く人員 も次第tζ増

加 してゆく傾向にあり、農業のみしている人の分

布 とは完全に逆である。

また、土地利用状況にっいて、基盤整備地区42

hoについて夏冬作の作付状況をみると次のとおり

であり、夏冬ともに作付されているものが多いの

は、古見飼料生産組合による裏小作があるためで

あり、夏作の水稲だけで冬作があそんでいるのは

農業労働 力を省力して兼業の しやすい体制をつ く

るものが多いことによる。

夏冬作作付状況(基 盤整備42hoに ついて)

夏作、冬作と も作付 されてい ない

夏作の水稲だけで冬 作があそん でい る

冬作の イ草 だけで夏作が あそん でいる

夏作 または冬作の飼料 だけで
相手作が あそんでいる

夏作、冬作と も作付 されて いる

計

0.6%

21.2

1.8

1.2

75.2

100%

意向調査の結果によれば、この集落の農家はほ

ぼ次のように類型化することができる。

農家類型 指 標 戸数
比率

専業農家
就 業者全員が農 業 に専念 し百 ・る。

但 し結婚前の 女子は別とする 。

12戸

a6%

商品生産

兼業農家

酪農施設 ・野菜 ・養豚 ・い草等 、

基幹的な作 目を とりいれている兼

業農家。

34戸

31.5%

準臨 生産

兼業農家

水稲 ・露 地野菜 ・雑穀 ・肉用牛 ・

種 苗 ・タバ コ等の補完 的な作 目と

取組んでいる兼業農家。

34戸

31.5%

飯米農家
飯 米の確保だけを 目的と してい る

農家。自家用野菜を 含む 。

12戸

息6%

隠居農家
就業者全 員が60才 以 上で農業だけ

に従事 してい る農家 。

4戸

4%

非 農 家
就 業者全 員が 農業以 外の仕事に従

事 している。自家営 業的 農家 も含

む 。

8戸

1a8%
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これ らの類型の うち専業農家 ・商品生産兼業農

家(41%)が 、この集落農業の中核であり、いずれ

も、意欲的`ζ農業生産に取組んでいるが、耕地の

規模拡大については、現時点において売買による

拡大は地価的に困難であり、出来得 る限 り集落内

兼業農家との話し合いによって請負耕作 ・賃貸借

等を推進 し、さらにまた、集落内のみ`ζ限定せず

隣接集落の協力を要請することが必要 となるであ

ろう.い まこれらの農家の発展のために必要な対

策を列挙すれば、次のとおりである。

〈土地利用計画の樹立〉

① 集落内の全耕地につき再度、土壌 ・水利等

の調査を行い、適地作目を選定し、作目毎の

集団化を図る。また施設園芸および畜産につ

いては経営の分業化により生産団地を配置す

る。

② 現状の農振法における農用地区域 、その他

の地域を再検討 し、実態に即 した振興計画を

樹立する。

<土 地対策》

① 山間棚田および山林 ・原野等の未 こん地を

農地開発公社 ・農業者年金基金等へ売却又 は

賃貸し、開発造成を依頼 し、希望農家へ売渡

し又は賃借を受ける。

② 兼業農家所有の休耕田 ・遊休地約2.7haを

協議会委員により希望農家へ売買もしくは賃

貸借(10年 契約)の あっせんを行 う。(この場合

価格は双方協議、賃貸料については、町標準小作

料に準ずる。)

③ 裏小作契約を推進 し、粗飼料 ・施設野菜の

増産を図 ると共に、土地の高度利用を図る。

臓 会仲介(借受者㌶ 魎 警 讐 貸付者)

条件～㈲1年 契約(契 約書は別途定める)

回 賃貸料は無償

(・N)5月 下旬 までに堆肥投入 ・撒布

の上掛若 して返す。

④ 土地の交換分合等により、複合団地を形成

するよう農地の集団化を図る。(土地改良区 ・

農業委員会があっせんする。)

⑤ 仮称 「古見土地管理組合」を設置 し、売買

・賃貸等の相談 ・あっせんを行い、農地の流

動化を促進する。

<生 産物流通対策》

① 主幹作目を限定 し、主産地形成を図る。

② 販売戦略の徹底を図るべ く古見市場の拡充

強化を図る.

③ 価格補償制度の充実を図 る。

④ 飼料価格の安定及び補給金制度の確立を期

す。

⑤ 生産組織の育成強化を図 り、 自立的活動を

推進する。

⑥ 粗飼料確保のため稲藁対策を図る。

⑦ 協 業による観光農業(イ チゴ・椎茸 ・栗)、

団地の形成を図る。

〈後継者対策 〉

① 積極的なグループ活動を行い、各種生産技

術の導入及び資金 ・税金等の研修 ・研究を実

施する。

② 生前一括贈与または家族協定農業等により

中核的ポ ストにつける。

③ 郡および町の結婚相談所等を通じ配偶者の

確保に努める。

④ 生産グループによる青空市場を毎月1回 開

設 し、営農意欲の高{易に努める。

〈畜産公害対策〉

① 畜産環境改善資金等の借入れにより、環境

汚染の防止を図 り、排せつ物の処理設備の改

善、農舎移転等を図る。

② 共同の集積場を設置する。

③ 兼 業農家と提携 し、稲藁との交換により、

有機質肥料 として各圃場に還元し耕地の肥沃

化を図る。
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<そ の他》

① 農林漁業関係制度資金を充分活用し、農地

流動化の促進を図る。

② 集落内における各部門について農作業協定

賃金を定める。

準商品生産兼業農家 ・飯米 ・隠居 ・非農家(59

%)は 、平均経営面積65α 以下のものが圧倒的に

多 く、作目も米作単作+省 力的作目という構成で

ある。米 の生産調整による休耕 または遊休地も多

く、特に畑は荒廃が顕著である。田は裏作も少な

く、堆厩肥の投入もな く、年々地 力は減退 してい

る。また、経営土地について現状維持志向が多 く

見受けられるが、土地所有 名義人に老令者が多く、

実質世帯主の意志 のみでは解決出来ない面がある

ように見受けられ、 これが農地流動化の阻止要因

の1つ とみ られる。また後継者および中核的年令

層に将来農外専従を希望する者が集中し、その希

望す る職種 も多種多様である。

次に、これ らの農家の発展のために必要な対策

を掲げることとする。

① 町内通勤型兼業のため古見駅周辺に50人程

度雇用の工場誘致を行 う。(高 令・婦人層の家

庭内職可能工場)

② 高令者協業による淡水漁業を推進 し老後の

安定を図る。

③ 兼業`ζよる生産組織の健全化を図る。

④ 集落専業農家 ・農地開発公社等へ売渡 ・賃

貸を優先 し、 「古見土地管理組合」を経由す

る。(賃貸の場合、原則的に10年契約とする。)

⑤ 農作業の委託 ・請負(全 面 ・部分)制 度を確

立し、安定兼業へ就労 する。

⑥ 裏作の高度利用を図るため、専業農家 との

連繋を密 にし、堆肥還元を受け耕地の肥沃化

を図ると共に、労 力の省力化 と併せ生 産物の

増収を図 る。

⑦ 農機具保有状態は経営耕地 ・作目からみて

不経済と思料 される為、共有による大型機械

化若 しくは農業機械銀行 ・ライスセンター等

への作業委託を行 う。

⑧ 不安定就労者は、農村人材銀行 ・職安等の

利用を積極的に図る。

4調 査に対する意見と対策

各調査員が個々の農家訪問することにより、 ビ

ザをまじえて調査項目以外についても把握するこ

とが出来、農家の本当の姿をつかむことができた。

今後これは農政面は勿論、社会福祉の向上の面に

一層役立つものと確信 している.今 回の「協議会1

を本調査のみで終ることなく何等かの形で継続 し、

この 「協議会」を中核 とし、町 ・普及所 ・職業安

定所 ・県等 と、常に連絡を密 にし各種研修 ・検討

を加えて集落発展を期したい。

1.沿 革 と概況

{1)五 郎地 区

五郎地区はかつての五郎村で、大洲市の中心街

から約2キ ロ東北、市の中心を貫流する肱川を挟

み大洲平野の対岸である。水 田は少なく、絶えず

水害に悩まされ、 「可愛い娘は五郎にやるな、粟

のこぐさで身をやつす」と歌の文句はこの地区の

雑穀中心農家の消息を伝えるもので、古 くか ら水

田に対する欲求は根強いものがあ った。藩政時代

か ら幾度か開田が計画 されたが、遅々としてすす

まなかった。戦時体制の中で食糧増産の要請によ

ってようや くかんがい施設を含む27ヘ クタール(1
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