
〈その他〉

④ 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65a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 地々 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 兼業に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、 ピ

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

一一92一



区画10アール)の開田計画が樹立され、組合員101

名で、口径8イ ンチの揚水機2基 により肱川伏流

水を整備された水田に引くことが出来た。この事

業は市内ではじめての大面積の耕地整理事業とし

て画期的なものであり、以来五郎地区の農業経営

は安定に回か った。

もともとこの五郎村は200戸 の住人があった と

伝え られ、村内秩序は5人 組、10人 組が部落の下

部機関で責任をもち、年貢、逃散、浮浪人、キ リ

シタン信徒の取り締 りから、飲水の世話まで した

とある。こうした制度があったが、 さらに部落全

体が農事に励み倹約につとめ、お互いに助け合 う

ことなどの申 し合わせを した百姓郷約が行なわれ

ていたことが大洲好人録に記されている。

現在の集落は帯状 に細長く、肱川に沿 って並び、

川上から川下へ小字単位に1区2区3区4区 と部

落がある。住民登録による総人口(49.4.1)は552

名、世帯は120戸 であるが、 うち農業を営む農家

は109戸 、農業人口は520で ある。非農家は11戸 、

もともと五郎生 まれの住民で、いわゆる核農家7、

離農 したもの2、 老令で後継者がな く農地を貸 し

たもの2と なってい る。

経営規模は全市の平均(67ア ール)を上廻り、ま

た土地条件から見ても年間平均所得は他集落を大

きく引き離していると推定 される。現在養蚕と米、

野菜と米、の2類 型が殆んどであるが、養蚕の歴

史は古 くどこの農家も蚕室が別棟にな っていると

ころが多い。戦後食糧増産のため、一時養蚕 は後

退 したが、又盛んになり、唯一の収入源 とな って

いる。昭和45年頃 より米と露地野菜の組み合わせ

を志向する動きが出始め、集落の若い人が中心に

なって阪神地方との契約栽培をとりつ ける等、新

たな活動が起 ってきている。

② 高山地区

高山集落は大洲の中心街を眼下に見下ろす 高台

にある。早 く発生 し憂山腹の集落で今 日でも大洲'

盆地周辺の海抜200～400メ ー トルの交通不便 な

山腹↓ζ集落がまだ多 く残 っている。1950年2月

1日 の集落調査によれば57戸 で うち西地区が30

戸、東地区が27戸 となっている。 この山腹の緩斜

面には先史時代にすでに人間が住みつていた。メ

ンヒル、ドルメン(立 石)の 古跡がみられ る。水利の

便もよく肥沃な土地で、 日照時間も長 く、盆地床

のよ うに霧がかか らず、気温の逆転現象で低地よ

りかえって温暖、 しかも見晴らしがきいて、生活

に好条件だったか らである。

狩猟生活期から農耕生活期に入っても、低地に

はおりず山腹で畑作と林業を王とし、渓谷の棚田

の稲作に依存していたのである。山腹の古い集落

は、近年一般的に世帯数が滅っているなかで、高

山はあまり減 っていない。若い人が平地に転住'し

ても、あとに一族が残っている家が多 い。出てい

ったのは戦争で疎開 してきた人達や勤め人で、空

屋や廃家は少ない。いも、葉煙草、みかん、椎茸、

木炭など多角的に経営し、農家は比較的裕福で家

並みが良い。

後 継者をもたない非農家の老人世帯1人 を除 く

他は全てが農業である。部落中央に至る巾員31n

の市道が昭和40年 完成した ものの、急斜面で勾配

がきっ く、湿った路面であるたあ利用者は少なく、

急患その他を除いては殆んど徒歩によっている。

この陸の孤島を解消するため、現在、広域農道が

着工 されており、その完成に部落民は大きい期待

を寄せている。

田畑はすべて棚 田、階段畑で細くて長く、機械

による耕起は一部分を除 き不可能であるか ら、当

然手鍬は今も続いている。

農家台帳によると、耕地の面積は1戸 あたり100

アールであるが、集落調査の結果では80ア ール強

で、平均20ア ールの相違があり、これは無届転用

か、又は耕作放棄によるものと考えられる。昭和
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30年頃より酪農を導入、一時、多頭飼育 も行なわ

れたが、交通不便や低乳価が原因でく昭和40年 に

殆んどの農家は これをやめた。そしてみかんの耕

植を始めた。 しか し最近のみかん暴落のため予定

した成果はあが らず、肥培管理を行なわないもの

もみられる等、打撃は深刻であるが、集落全体の

受けとめ方は直ちに改廃せず、このまま推移を見

守るという態度のようだ。 またたばこは戦後、数

戸によって導入 されてたが、酪農の衰退と裏腹に

急速にのび、今 日では集落の重要な所得源となっ

ている。 また山林を拓いて、しいたけ、栗の収入

に頼 るものも数戸出来てきた。

2.調 査担 当者

ω 集落農業振興対策調査協議会

酒井 千春 ・市産業第一課長

片岡 勝弘 ・市農協農産部長

袖岡 光徳 ・土地改良区役員

矢野 仁志 ・農業改良普及課長

谷口 義照 ・職安業務課長

谷川 稔博 ・農委事務局長

米沢 宏仁 ・青年農業者協議会長

池田 幸徳 ・良妻係長

② 調査員

大洲市青年農業者協議会役員が担 当し、そ

の氏名次の通り。

栗田和年

宇都宮芳弘

山本茂広

永見喜年次

兵頭栄徳

西岡利夫

柁谷芳治

二宮豊林

万代芳秀

白石与喜

徳田衛佐男

森本信久

3.調 査集 落の動 向

水本福泉

岡崎三郎

米沢宏仁

竹岡喜三郎

尾上義弘

佐野紳一

{1)五 郎地区

(部落懇談会S.49.11.25)

O後 継者協会長 音さんの今後の農業に関する

意向を知 るうえで、区内の役員さん又は有識を交

えて、いろいろ五郎 としての課題や問題点を出 し

て頂 こうと、お邪魔 した訳です。

○農委係長 私から申し上げるまでもなく市内

では一番恵まれた地域で、嫁をやるなら五郎の里

よと唄にまである通り、土地、水、交通 ともに条

件はよ く注 目されてい るところです。近年とみに

兼業農家が増えている状況 にあり、当地方 もその

例外ではございません。皆 さん方 も肌でお感 じの

ように、昔の五郎とい うのんびりしていては成り

立たないきびしさが出来てきました。それは兼業

農家が大変増えたことと、専業農家は米と蚕、又

は米と野菜の類型にまとまったことが戦前戦後を

比べての特長です。そこで、これからの農業、こ

れからの五郎を考えますとき、まだ変 るだろうし

変えなければいけない課題がい くつかあると思 う

んです。先般、市の農業関係機関でいろいろ討議

致 しましたが、そのなかで常 に時代の先端を行 く

ここのぞ菜 直送出荷組合の活躍ぷ りにはおどろい

ているところです。更に集団栽培の条件は揃 って

いる。あとは部落内の コンセンサンスいかん、と

い うふ うに考えています。懇談 の内容は米価、農

地、開発、後継、生活環境、交通、水利、何でも

よいのです。

○区長 確かに土地 は肥え、水利もよいところ

から、条件は揃っている。 しかし土地は120人 も

の者が個 々に所有 してい ますので、伸々地図を見

て決めるような具合にはいきませんでな。近頃こ

とに勤め人になる人が多 く、便利のよい五郎でさ

え歯が抜けたよ うなことがありましてね。

O普 及員45年8月 の意向調査によると後継者

がない人もかなりお られるが、現在そ うした傾向

はどうなんでしょう。
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○精農家 前よりは深刻になってい るのが実状

で しょう、私なんかの息子等もどうもや る気のも

のはおらんようです ので困 ったもん じゃと思 うて

いるんですが。

O後 継者協会長 難生臨(神戸)直送のぞ菜 出荷

組合をこの五郎で組織され廿 ・ますが、そのため

に養蚕の後退なんかは出ませんか。組合員はどの

位ですか。

○そ菜組合長 まだ数年の歴史 しかないので初

歩の段階です。組合員は35名 ですが年々増えてい

ます。蚕との組み合わせに支障はありません。そ

れは各組合員の経営と個 々の意向をもとに計画を

しますから。ただ懸念されることは遠いところと

の契約栽培でありますため、災害で出荷が出来な

かったり、逆に過剰の際の地元販売に不安がない

とはいえません。

O普 及員 一部ですが、協業、それから請負耕

作も出て来ましたね。兼業農家の方と話 し合いを

深め、米、そして蚕、そ菜 の3類 型を軸に集団栽

培にでもなると、成果 は更に上ると思いますけど。

○土地改良役員 そうも思 うんですが、個別に

やっていいところもあるんですよ。農家によって

は食べるだけを確保 したい人もあれば、換金の為

に計画する人もあり、集団というものは難か しい

ものです。又兼業とい っても、 サラリーマンか ら

大工、左官、個人の設計士、バーテンまであるん

ですか ら。その職業の永続性を考えると、農地の

効率的使用というのは、む しろ山間、奥地のほう

がいいんじゃないですか。

○農委係長 そうですね。兼業とい っても仕事

の中味、年令、家族の状 況、趣味 もあります し、

難かしいことは確 かです。 ところで五郎は生活環

境も抜群なのに、農振法の決定以前から農地の中

に家が建 ったりしませんが、何か部落で規制でも

あるのですか。

○区長 年 々歳々の洪水のため建てられなか っ

たことが第一です が、戦後肱 川の堤防が出来て、

水の心配はないものの、田植えは必 らず部落総出

によ ってやります。揚水開始は上と下が一年交替、

ど真中に家や障害があったのでは、田植の状況 も

判らないので、諾いうとな く皆なのために建てて

はならんと、慣習が出来ている。まあ、そんな具

合です。

○後継者協会員 この前の会議の際に聴いたの

ですが、農業の問題で部落の人が集まるとき集会

率があまりよくないとのことですが。

O地 元農委 部落の運 動会や部落林の下刈 り、

橋直し、その他災害なんかは昔 どおりですが、 ど

うも一般的なお説教 といった集会はよ くないです

ね。でも、養蚕、そ菜など専門グループなんかは

いいんです。ですから、作目毎の集会に関心が移

ってきたということでしょう。

○農委係長 ところで4年 程前、松下寿電子の

大洲誘致が決定 して以来、農地が値上がりし、今

まで10ア ール50万 円だ ったところでも300万一400

万とはね上がり物議をかもしたものですが、この

五郎地 区ではこれの影響による動きはありました

か。又農家の側の受け止め方はどうで したか。

○土地改良役員 狂乱物価を見越 しての工場進

出であ ったかも知れず、地価高騰の火付け役が松

下寿電子であ ったことは間違いないですなあ。田

口、 市木、徳森の地主のみな さんは土地成金と人

か らうらやまれたもんですが、今考えると馬鹿だ

ったと地主の人は言 っていますね。それ もその筈、

坪8000円 位で松下へ売った ものが今は5万 は最

低、いいところは8万 円と10倍 にもはね上がって

来たから、買おうにも買えんと嘆いている。その

点、この五郎地域は農地を動か さないで持 ちこた

えたから良かった。 しか し私達にも肱川堤防用地

に20町 歩もとられたにがい経験がある。これは洪

水か ら守るという大義名分の板ばさみであったか

ら、別に寝ざめが悪いということはない。 百姓が
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土地の値上がりを待ったりするようではいかんと

思 う。

○普及員 先 にも話が出たところですが、土地

の有効利用とい うことで、すでに年老いた人で後

継者のいない農家 もある。又兼業で場合によって

は小 作地に出していいと思 う人 もあろうと思 うん

です。今日の集会を契機にもっと大胆な五郎とし

ての営農計画 とい った構想をもたれてはいかがで

すか。120戸 か らなる大世帯です けど、元五郎村

のまとまりは伝統的に他地区にまさっているので、

私は大丈夫だと考えるんです。

○区長 時代遅れか も知れんが、もともと五郎

の住民は中農規模で大地主はなかった。ですから

戦後の農地解放には比較的関係がなかったのです

が、それだけに借りたり、貸 したりすることには

警戒心があり、たとえ兼業にふみきった人でも目

分の農地は経営 して、その余力を兼業にまわす構

えとな っていますので、仲々難か しいと思 うんで

すが……まあ、お年寄りの経営農地等にっいては

お話のとおり、部落として考え るのは当然で しょ

う。

Oそ 菜組合長 私は130ア ールの経営面積中80

アール余を露地野菜にかけてやってきているが、

どうしても資材や農産物を入れるたあ一一時保管の

倉庫を建てたいと委員会に申し出たところ、60坪

以上の農地は潰す ことは出来んと注意を受けた。

今頃の時代ですか ら自動車ののり入れ、雨天の時

の作業も考えると もっと現状に見合 うよう法の運

用をされ るべきではないだろうか。更に農地の資

金でも現行200万 円を上限として貸 し付けがされ

ているけれども、 これ位の額では拡大につながる

資金でない。

○農委係長 転用手続 きを要 しない簡易倉庫の

制限面積が60坪 までです。どこかに線引きがない

といけないと思 うんですが、規模拡大を片方で言

っているんですか ら、お説の主旨は当然です。弾

力性を持つよう努力します。尚取得資金について

も同じことですが、努力をお約束致 します。

○農協役員 昨年、農振 法による農用地の決定

がされようとしたとき、私達は20ヘ クタールに及ぶ

五郎、大又地区は容易に圃場整備がや って貰えん

ので、農用地指定 から除外すべきだと大半の地主

が異議を申し立てたところ、公共投資 も受け られ

るし、残 る懸案の土地であるからという理事者の

計画に同意し、結局農用地で落ち着いた訳ですが、

本当に私共の気持を実現 して呉れるものでしょう

か。

○産業一課補佐 不動産業者がいろいろ入り乱

れ何人かの所有者や耕作者の皆 さんにはご迷惑を

かけたのですが、今までも湿田であるから何とか

改良をと考えていた矢先のことです。丁度、国営

開パの事業にもさしかかりますので、それ らと併

行 して実施の段階 となると確信 しております。尚

この機会 に一寸 申し上げておきますと、決定しな

かったところ、例えば若宮、田口地区のように家

と家との中にある農地、いわば農地ではあるが集

団化に適さないところで、その点大又地区のよう

に1団 地が20ヘ ク以上 もあるところはそう沢山な

い訳ですか ら、将来のためにも農地 として残 させ

て頂きたいと願 っているのです。

○婦人会長 農業者年金にお互い加入させ られ

ているが、経営を委譲せんと年金が貰えんとか、

子 らが農業外で仕事を している時等は貰えんので

しょうか。

○ 農委係長 そうなのです。農業の若返りを期

待する立場から経営を委譲 しな さい、 これは子に

譲 ること、又は農地を貸すこと、それ も出来なけ

れば売ることの3つ のなかの1つ が条件です。 し

かしこの経営委譲は60才 から65才までの時限付年

金ですか ら、70才 にな ってからは給付の対象には

されません。今言いました経営委譲 とは別に65才

になれば、どの人も老令に入りますので老令年金
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が出る訳です。これは一生ですね。ですから経営

委譲年金を満度に貰 う人 と貰わない人は出て来 ま

しょう。この年令が来 るまでに農地を売ったり買

ったり、当然経営に移動があり、人によったら被

保険者 の資格を失うこともあり、その際は脱退一

時金が支給され るようeζなっている訳です。尚経

営委譲のうち、子に農地を譲る場合は直系の子 に

限定 され、農地の経営権 と所有権を渡さなければ

いけません。そして、その子はやはり農業に従事

し、農地を持つ資格がなければいけませんから、

兼業の農家は将来の仕事の内容について計画性を

持たないと、受給資格をもたないことが起ります。

O区 長 医療の保険i制度もそ うですが、国民年

金のうえに、農業を経営するものは更に上積みを

せよということでしょう。制度はいいんですが、

当面の掛金を出すのに苦労をする。やれ農業共済

だ何だで、実際のところ百姓はやりにくくなりま

した。近頃、五郎の桑園も萎縮病が広がり、その

防除 に頭を痛めてい る。それかと思 うと又松喰虫

でしょう。本当にうまいこと行きまへんかいなあ。

○普及員 どうですか、 いろいろご意見や要望

出していただいたのですが、この五郎として当面

改善 したいこと、又、永い将来を見越 してのお考

え等 まとめてみたいのですが。

○土地改良役員 私等 自身も努 力せねばならん

のですが、支線の道路拡巾と舗装、用排水路の整

備、大又地区の圃場整備、生活環境 としては保育

所が1ケ 所、街路灯、遊園地、郵便ポス ト2、 い

まある公会堂の改善、そ して出来れば水泳プール

も欲 しいものです。

将 来的な希望を申 し上げると、農産物の外国輸

入はやめて貰いたい。農地を譲る場合(子)税 金は

非課税位で、百姓を志向する人への資金援助 は大

巾に貸して貰うこと、農業後継者{ζは特別な援助

を してもらいたい.言 えばい くらでもありますが

差 しあたり大切なことを言 ってみました。尚無理

な注文かもしれませんが、農機具の次から次の改

良には弱ります。技術革新で改良改良はいいので

すが百姓は馬鹿ですから見せて貰えば欲 しくなり

機械化であくせ くする面が多い。それこそ5年 に

1回 とい うような改良の規制があるとよいと思 う

位です。

○後継者協会長 大変素直なご意見や実態を出

して頂きまして勉強になりました。 大小問わず ど

この集落も今迄出ました意見は、皆同じものがあ

ると思 うんです。兼業が増えたのも生活の智恵か

ら出た結果か もしれません。祖先が守 ってきた財

産と伝統を更に守り発展さすため、一層の ご努 力

をお願い します。

{2}高 山地区

(部落懇談会S.4&11.13)

○後継者協会長 集落農業の今後についてを今

晩の課題としてお邪魔 した次第です9

0普 及員 ここは農業者ばかりで非農家のお方

はありませんね。

○区長 一軒違います。1人 もののおばあさん

が、名義はこの資料のとおりですが、農地は全部

隣の人に貸 しています。

O農 委係長 この地区は昔から部落内が円満で、

他地区では見られない祭りごと、区の集会は100%

出席と聴きますが、なぜなんでしょうか。

○婦人会役員 高台で、昔はテレビもラジオ も

なく、みんなが集 まるのが楽 しみでした。でも、

ここ10年位は昔程ではありませんよ。

○後継者会員 一時期、酪農を部落中がやって

いたと聞いたのですが、何故おやめになったので

すか。

○精農家 道路がなく、全部背負いのオイコで、

集乳所まで40分 もかかる人もあったり、 また種 付

きが悪 くな ったなど、どうもくたびれ儲けで駄目

にな りました。その頃、みかんがよいとい うこと
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であり、部落申 し合 わせでみかんに切り替えま し

た.と ころが、 これもアメリカのグ レープフルー

ツに押 されていけません。

O後 継者協会員 たばこは戦後 よりずっと一筋

にやられているようですが。

○民生委員 大体大洲地方は適地であり安 くて

も価格に自信があ るからです。一 部園地では悪 く

な って辞めた人も出ましたが、圃地を入れ替えて

います。ここではな くてはならない作目です。米

麦の時代から見るといまはのんびり出来ませんな

あ1昔 は肥料や塩 ・砂糖 も年1回 払いで済 ませ

よったもんですが、今は学校だ行だけで毎 日金が

いる世の中で、ゆ っくり畑の草引きも出来 ません

ぜ。

O普 及員 さきの米の生産調整の影響はどうで

すか。

○区長 ショックでしたね!で も私達は休耕

すると復元に困りますのでやりませんでした.大

体政府 も勝手じゃなかろうか。工 業製品の肩代り

に外国より農産物を押売りされ我々の生産にブレ

ーキを掛けたのですから私達は気に入 らんです ら

いo

O婦 人部役員 みかんもそうでしょう。西宇和

郡では広い ミカ ン山を観光会社が買い占め、 もと

の地主はサラリーマ ンになっているとか聴きまし

たが、武家の商法で行詰るのじゃないですか。

○区長 思 うんですが、戦争中は学校の運動場ま

で芋を植えて食糧を作ったもんですが、今はよそ

のものが大部分輸入されるので、生活は楽なよう

でも百姓はいけません。

O後 継者協会員 石油からうどんが出来たりラ

ーメンが取れるらしいので、農林省だけでな く実

際は百姓が困るんですね。

○精農家 反収は確かに増えたと思いますが、

実際の大洲の農産物の量はどうなので しょ うか.

O普 及員 ピークの年代と昨年の場合を対比 し

て見ますと、農地面積は25%位 減少 しています。

これは休耕 ・転用 ・荒地です。米は大体横ばい、

麦は最盛期の5%、 雑穀は1～2%、 特に豆腐の

原料、大豆なんかはオールよそもので しょう。た

だ、野菜類については雑穀 と入れ代 った感 じです

が、これも若宮、五郎の地域に限 られますね。です

から肥料と機械化の見返りが兼業ということにな

ったので しょうか。農産物は以前に比べ量のうえ

でも増えてはいないのが現状でしょう。

O農 委係長 出稼ぎの傾向がすこし見受け られ

ますが。

O区 長 近頃、たばこも省力化がすすみ乾燥期

なんぞ昔 と比較ならんほど楽になったので、いろ

いろ工夫 して一寸 した土方位は出るようになりま

したね。

O後 継者協会員 農地利用ですが、昔のように

隅々まで鍬 こな しができますか。

O民 生委員 ご存知のような段畑 でしょう、已

むを得ず鍬を使うところは鍬でやりますが、無理

してで も機械を入れるようになったので、畑は崩

れやす くなりましたね。

○後継者協会員 たばこの多い地区は畑 の管理

がよく行 き届いていますが、いつまでも作れるも

のですか。

○区長 いいえ5年 位の連作で圃地を替 える必

要があります。ですか ら次々と圃地を替 えて行 き

ますか ら、どこの畑 もきれいに管理が出来るんで

しょう。

O普 及員 米 とたばこの類型の農家が30戸位で

全体の7割 位 と多いのですが、 あとはそれにみか

んや栗を合わせた類型でしょうか。

○区長 米 とたばこと、みかんと思えば間違い

ないでしょう。米は飯用と肥料代程度のもの、た

ばこは換金作物で一戸平均80-150万 位です。

O後 継者協会員 大洲の町まで7K位 はありま

すが、急患、買い物等は……。
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O婦 人会役員 もちろん急患のときは医者を呼

び、でないときは徒歩通院.買 物は殆んど町に出

かけた際に買い込む習慣がある。肥料なんかは狭

くても道路がありますので、テーラーで運びあげ

ます。

○農委係長 農地法上の出入は殆ん どありませ

んね。売買もなく、転用もなく、賃貸借 もないよ

うですが。

○精農家 いいえ、賃貸借はあるのですが、届

けたり、許可を得たりするのがうるさいので、部

落内のことですから、申し出を しないでいるだけ

です。

○後継者協会長 さて後継者問題は比較的安定

していると思 っているんですけれど実態はどうで

すか。

○区長 や っぱり深刻ですよ。農業をや らない

とは言いませんが、親が動けな くなったらやるか

ら連絡 して くれと言 って、若い者が出てゆき、少

な くなりました.大 体阪神方面が多い。

○普及員50年 から予定されている国営の開拓

パイロット{ζついて、期待はいかがですか。

○民生委員 ハッキリ言 って、是非にとも言い

にくいのですが、道路だけは部落の悲願ですか ら

……後日の・じ配 はありません。開パは部落内で4

～5人 は是非とい う人も出来るで しょう.話 は別

になりますが、農地の交換分合をやって頂けると

大変助かるのですが。今はどうなのですか。

○良妻係長 農地の有効利用という観点から大

事な問題です。どこの地域 にも交換分合の対象農

地は多いのですが、農地の適正化事業として地区

内にそれぞれのあっせん委員が配置されています

ので、自分の希望なり、相手方の要望を、 この委

員にお申し出下さい。交換する当事者間の話がま

とまれば、所有権の移転、それに伴な う税の軽減

など、有利な面があります.こ の地区のあっせん

委員は都築道衛さん、深井英雄さんの2人 です。

○精農家 たばこの減反傾向が生産者の側 にあ

るそうですが、その理由のひとつに、 ローデシア

の原料輸入があり、みかんのよ うにな るというう

わさもあ りますが、情報はありませんか。

○普及員 たばこの生産は大洲に限 らず全国的

に減産の傾向にはあります。その理由はやはり買

い上げ価格にあるのではありませんか。輸入云 々

については一・寸分かりません。

4.調 査に対する意見と

今後の対策

農業者を中心とした地域の集会が、極めて困難

であったこと、特に10月末よりのオイル ショック

によって生 じた社会不安は低迷 している今 日の農

業に一層の拍車をかけ、農民 の動揺 と怒り、その

不信感は異常なものがあった ことのため、調査 に

関する部落役員との懇談会、さらに各農業者 との

懇談や検 討、意向調査にも少なからぬ障害があ り

ました。 しか し乍 らこの調査が意図す る大目標に

ついては、直接農民1人1人 と話し合 うことを必

須の条件としたため、単に農業問題にかかわらず、

いくつかの成果があ り、一歩前進であったことは

否めません。例えば集落地域における農地の利用

状況が非常に低下 しているζと、土地台帳、農家

台帳との差異があること、農地法上の小作契約を

結ばない事実が多いこと、無断による山林転用が

あること、農業者年金に関する仕組みや知識が非

常に低いこと、農地の交換分合に対する希望があ

ること等、2集 落にとどまらない共通事項や生活

環境に対する要望、意見など、集落振興の今後の

施策に大きい収穫がありました。

調査結果についてはこれを基礎 として市内集落

農業の在り方を策定 したいとい う点にとどまって

おり、具体的に新たな案は決定 していない。
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