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はじ配ヌこ

前稿においては,内務省官僚,中央報徳会のメ

ンバーによる,地方改良運動への村是調査の意味

づけを見ておいた1)。 ここでは,それがいかに地

方的に受け入れられ,いかなる村是調査を生んで

いったか,福島県の場合を資料的に見 てゆ きた

い。

前稿で指摘 したように,地方改良運動の研究は

多 く見られるが,その運動の中での町村是調査を

あつかったものはきわめて少ない。従って安易な

分析,論理化はさけ,資料的検討に限定する。た

だし,資料とは主として福島県歴史資料館所蔵の

『福島県行政資料』である。また,同資料を使用

し,地方改良運動の実相に接近 した賀川隆行氏の

研究があ り,多 く教えられることあった点を断わ

ってぉきたぃ2)。 なお,こ の期の福島県の歴史的

背景は,『福島県史』,あ るいは庄司吉之助氏等の

す ぐれた業績によって明らかにされており,こ こ

では,そ うした説明を一切省略 した。

注

1)拙稿「地方改良運動と村是調査 (I)」『農村研

究』第40号。

2)賀川隆行「地方改良事業の社会的基盤」『歴史

学研究』第ω8号。なお,同氏使用の資料を,そ

のまま本稿でも使用したことを断わってお きた

い。
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地方改良運動は,日 露戦争時の戦時経営から連

続するものであった。戦時体制の中で,天皇制支
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配構造の確立,戦費調達のため,地方制 度 の拡

充,行政組織の強化がもくろまれ,内務省の行政

指導,監督,あ るいは中央報徳会の結成,模範村

の選定等々が,戦時経営として打ち出され,こ れ

が日露戦争後により本格的な地方経営,地方改良

運動へと高められていったものである。

戦時経営として,実にさまざまな指示がなされ

るが,府県段階でも訓令,条例を発してその徹底

をはかってゆく。例えば福島県では,市町村自治

確立のためには,その担当者の自覚をうながす必

要ありとしての「市町有給吏員退隠料条 例」1),

県税・市町村税の徴税徹底をはかるための「納税

組合規約準則」,市町村行政組織の運営,行 政 事

務・土木・勧業費の支弁のための市町村財政の強

化,増殖をねらいとする「基本財産蓄積 条 例 準

則」,その基本財産増殖として打ち出される部 落

有財産統一を指示する「部落財産処分方法標準」

等,あ るいは強制農事を内容とする「農事督励要

項」等々訓令,条例が制定され,その実施を市町

村に要求してゆく。

戦時経営として種々の事業実施,徹底が求めら

れるが,その地方的な実施の状況報告,調査も多

くなされる。例えば,出征兵士家族 救援,記 念

植林などの状況報告を求めた「時局二関 ス ル調

査」2),あ るいは「時局二於ケル地方経営」3)な どが

その例である。後者には,「時局 卜人心ノ作興」,

「時局 卜殖産ノ振興」,「時局 卜勤倹貯蓄」等々の,

他に「時局 卜自治ノ整善」の報告項目をあげ,「地

方財政ノ緊縮及事業ノ中止繰延ノ状況及一般行政

二及ホセル影響」,「戦時二於ケルー般事務整善ノ

状況」,「公共財産ノ造成二関スル計画,実行ノ概
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況及其整理」,「部落有財産ノ統一二関スル計画,

実行ノ概況」,「納税ノ改善二関スル計画,実行ノ

概況及其成績」等々,すでに後の地方改良事業の

事項とはぼ同内容のものをあげ,さ らに「町村是

ノ励行及其効果」の調査も求めている。

この照会に対 し,福島県は「町村是ノ励行及其

効果」と題し,県農会の督励あるにもか か わ ら

ず,わずか七ケ町村の実施があるにすぎないと附

言 してまとめている。その実施町村とは真野村 ,

小泉村,西袋村,堂島村,広瀬村,横田村,小 田

川村である。

町村是調査に関しては,内務省は別に実施例の

報告を求めていたようである。例えば内務省地方

局長吉原三郎名による「地発 282号」 (明治38年 9

月)では,町村是が「単二形式二止マリ其活用全

然画餅二帰セミメ」る場合もあるとし,その督励

を求め,その要項,実施例を照会している。これ

に対する回答が少なかったと思われ,翌年 2月 再

び督促の文書が出されている。同様に福島県も各

郡に報告を求めるが,その回答は少なく,度々照

会文書を出している。福島県所蔵文書『町 村是

調』4)に よれば, 前記町村の他に横田村 。大滝村

組合村是を加えたものを内務省に報告したようで

ある5)。

ついでながら,こ の『町村是調』は調査報告を

除いて町是,村是に限るが以下のものをあげてい

る。文派の混乱をいとわず掲げておきたい。

相馬郡真野村是

余業ノ奨励,耕地整理,紫雲英播種ノ普及 ,

通苗代フ全廃シ基本金ノ積立,教育費基本金ノ

積立,秋蚕奨励 卜桑園ノ設置,貯蓄ノ奨励,不

毛作地へ緒苗植付ノ奨励,農家堆肥取扱管理ノ

政良,規時会ノ設置,農業教育ノ普及,無限責

任信用組合ノ設置

田村郡小泉村是

耕地整理ノ実施,農事講習会開設,養蚕業ノ

奨励,稲麦塩水選模範実行,稲瞑虫駆除予防ノ

励行,共同苗代実施,緑肥二毛作ノ奨励,馬耕

伝習所ノ開設

岩瀬郡西袋村是

米麦立毛共進会ノ設立,副業ノ奨励,貯金奨

励,共同購買組合ノ設立,村有基本財産,教育

及学校基本財産,水利事業ノ設備

耶麻郡堂島村是

農事組織ノ改良,稲種子撰種改良,苗代ノ改

良,灌漑水ノ涵養,桑園ノ改良,余業奨励,堆

肥取扱法改良,信用組合ノ設置,肥料共同購入

組合ノ設置,立毛品評会,耕地区画ノ改正,基

本財産ノ増殖,農業教育ノ普及,勤倹貯蓄,運

輸交通

河沼郡広瀬村是

副業ノ奨励,耕地整理,肥料共同購入組合ノ

設立,村有基本財産ノ増殖

西白河郡小田川村是

養蚕ノ改善,耕地整理,産馬事業ノ奨励,信

用組合ノ設置,勤倹貯蓄,一村ノ協同一致

大沼郡横田村村是

余業ノ奨励,共同購入組合ノ設立,立毛共進

会ノ開催,耕地整理ノ完成,蚕糸業ノ改良,植

林業ノ奨励,勤倹規約ノ励行,規時会ノ設置,

村有基本財産ノ増殖,経済機関活動ノ奨励,実

業教育ノ普及

なおこれ等村是は,すでに村是調査を実施し,

小泉村 (明治36年実施,報告書同38年発行)を除いて

は,第 5国内国博覧会に出品したものである。し

かし,南会津郡三代村では石川理紀之助等による

適産調が,明治35年頃になされており6),同 38年に

は小梁村,八幡村,布沢村の各村是調査書が発行

されてるはずであるが,こ の報告には加えてない。

ところで,こ の時報告された村是のうち,真野

村是を例に,調査主体,調査内容,村是の意味を

簡略見ておこう。後述するように,地方改良運動

の中で,隣村上真野村是調査が実施されるが,地

方改良運動前,後の村是調査の例として興味深い

からである。

まず,真野村是調査は村長掘越俊清の支持を受

け,役場書記池田長八が私費を投じて完成させた

ものと云われる。村長掘越は,I日藩時代,相馬仕

法を担った給人郷士の出身であり,維新後,戸長



役場用掛を務めるなど地方制度準備期の行政事務

を担当し,町村制施行と同時に新たに真野村役場

書記 とな り,行政村形成を担い,さ らには明治27年

村長に就任する7)。「資性温厚清廉ニシテ寡黙風ニ

シテ報徳ノ教 フ奉シ」,村長報酬を 減 じて村治に

努力し,村民の信望得ることが多 く,優良村として

見るべき効果をあげたといわれる。農村社会再編

過程の中で,私を滅して行政村の確立,自治運営に

たち向う,名 望家的村長の典型であり,後に自治振

興に功ありとして福島県より表彰を受けている8)0

池田は明治中期に開設される農事講 習所 等 に

て,新たな農学知識,農業技術を習得し,それを

支えに拾頭してくる精農であり,村農会設立に活

躍 し,農会運動を通じて得た村是調査の知識をも

って,その実施をもくろみ,その調査結果をもと

に産業組合の設立を村是に掲げ,その組織化をは

か り,産組中央会福島支部結成に参加してゆく。

村是を村政目標として運営にあたる掘越を助け,

各種事業の実施等に見るべき成果を上げることに

よって全村的支持を得て,若 くして農会役員,同

村助役をつとめるなど地方的に活躍してゆく9)。

「各地ノ先例ヲ調査シ其長ヲ採 り短ヲ補ヒ苦心

之力調査二従事」したと云われるが,動機,経緯

は不明である。その調査書は他の例 と同 じ く,

「現状之部」,「将来之部」に分けられ,現況之部

は調査,勧業統計による数値表示を主とし,将来

之部はいわゆる村是に該当するものを掲 げ てい

る10)。 現況之部に掲げる項目はかなり多いが,土

地所有関係,農業労働力の実態を明らかにし,農

家生計費,農産物生産額を求め,一村を単位とす

る収支計算をなす点は他の例と同様である。

例えば,村全体の民有地 922町に対し,他町村

に所有するもの質町,他町村民が村内に所有する

もの 87町を求め,村民所有地が 912町 あることを

明らかにする。自村と他町村との土地所有関係の

移動は,田畑,山林,原野,宅地その他について

も調査 しているが,年々錯綜する状況も明らかに

している。ことに,水田面積 3η 町に対し,他町

村民によって所有権が掌握されているもの 34町 ,

逆に村外に所有権をもつもの14町 となり,実質村
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民所有水田は 357町であることを明らかにしてお

り,村外寄生地主への土地集積の状況を知る手が

かりを与える11)。 また,他町村,及び村内での上

地売買の状況も調査する。しかし,これで見る限

り,他村に求めるものと村内農家間の売買が年々

増加するが,他町村への移転は少ない。同時に入

作,出作も明らかにしてあるが,これとてほとん

ど無視し得る面積である。

この結果,農家階層も3町以上の「大農」22戸 ,

中農 (5反～3町)227戸 , 小農 (5反以下)71戸 ,

及び自作187戸 ,自 小作112戸,小作21戸 と,「大

資産家ナカリシ共二又困難者ナカリシ」という状

況にとどまるとしている。現況調査は,農家生活

の実態把握にも及ぶが,一般に仕法以来の質素倹

約の慣習を残すものの,次第に小農層における逼

迫の傾向があり,農家負債の増大となってあらわ

れることを明らかにしてゆく。

農家経済の逼迫は,県税,村税の戸数割負担 ,

義務教育費など維新後発生した新たな負担の増大

の他に,生活費,肥料代その他が原因 と してい

る。生活費の膨張は,「従前ノ戸主ナルモノハ無

教育ノ農民ノ為メニ経済思想二乏シク」,生 活 が

奢多に流れたことを直接の原因としているが,「人

ロノ増加 卜之二伴フ諸費漸次高マリ其 度 ヲ超 ヘ

(俗二暮込卜云フ)不知不識負債ノ生スル モ ノ多

シ」と,さ らには「十年以前 卜比シ費用高マリタ

ルハ実二驚クベシ」と,その高騰をあげている。

調査結果の統計表示を旨とするこの調査書は,

ことに,肥料代その他生産費の増大 につ い て,

「旧藩時代二在 リテハ僅カノ山役銭ヲ出シ秩草場

卜称シ現今ノ国有原野フ払下生草ヲ刈採 り多量ノ

厩肥ヲ得タリシカ官有地二編入セラン生草刈採 リ

ハ不自由 トナシカ (中略)大林区置轄 トナリ右許

可フ得ランサ リシ以来今日二至 リテハ畜馬ノ食用

ニスラ不足フ欠クニ至 り肥料ハ皆金銭フ以テ購求

スルニ至レリ」と,入会地の国有化により旧来の

飼料,肥料供給基盤をうしない,かつそれが薪炭

類の確保も困難となり,生産費,生計費の膨張と

なったことをあらわしている。

ところで,全村を一単位とする収支計算とは,土

地方改良運動と村是調査 (I)
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地所有関係の把握で明らかとなった村民所有地に

展開される農林業生産を,作 目ごとに粗生産額を

算出し,和紙生産その他の「生産」,商店等の「商

業収得」,養蚕,機織の「副業」,人糞尿その他の

自給肥料「副産物」,教員・吏員, あるいは年季

雇,大工その他の「労力」を求め,それぞれの総

収入額を「 生産総額」とし,村有基本財産 。備荒

貯蓄等の利子配当,他町村民への貸付地小作料を

「 収得」として加え,「全村ノ才入」166万 円を求

める。これに対 し,種子,苗木,肥料,農具購入

修繕費等の「消費」,他町村 よりの雇用者 労 賃 ,

種蓄・原料・修繕費等の「生産費」,及び生 活 状

態の調査によって得られた「家計費」を明らかに

し,加えて地租・県税・村税・区費を含めた「 負

担」,個人負債の支払利子,他町村への支払小作料

によって「支出」168万円を得る。こうして,「才

入」「才出」の差額が 2万円強であることを明ら

かにし,こ れを一戸当 りにすれば 400円 の不足額

となり,別に求められた中農の粗収入額 388円 ,

小作農の 200円 に対 して過大であり,各階層各年

2戸の破産を意味するものだとする。

この収支計算による不足額を補填すべ く,先に

掲げた村是が設定されたという。併せて村是調査

書とし,「村内二之力周知 ヲ周 り以テ村民ノ覚醒

ヲ促セリ雨来村長一致当局者ノ指針二従ヒ華ヲ去

り実 二就キ互二荒怠相誠メ各其ノ職分フ自覚シテ

奮励努カスルニ至 り村勢益良好ノ域二進 ミ殆 卜予

期ノ効果 フ収」めたといわれる12)。

掲げる村是は,調査主導者池田の意思によると

ころが大きく,農事改良に係るものが中心となる。

池田が,「中産」の出身に して若年にもかかわら

ず,新たな技術と知識をもって精農として信望を

得,村農会活動を通じて順次農事の改良に向か う

が,農事改良を村是 として掲げることによって,

この期の新たな技術を導入 し,さ らに農事改良を

徹底する。それにより,又彼自身のソーシャル・

スティタスも上昇 してゆ くのである。

しかし,こ の頃云われる農事改良事項を村是と

するも村是調査の結果による事由がある。例えば

堆肥管理,紫雲英播種は,入会地国有化による自

給肥料の不足,購入肥料の高騰に対処するため,

旧来の野積堆肥を貯蔵場管理としてゆこうとする

ものであった。耕地整理は,水田区画の整理 と共

に,不足する用水を適正に配分 し,馬 耕 を 導 入

し,他方で養蚕業の伸長から「雇人フ得ルニ次第

二困難 ヲ加フルニ次第二騰貴スル トニヨリ賃銭ノ

高マツタル」という事実から省力化が必要 とされ

るとい う理由が附加される。耕地整理は明治38年

より開始 し,40年に 369町が完成する。 これによ

り増歩46町を得て,馬耕,正条植,田打車を導入

し,生産力を高めること大であったと報告されて

いる13)。

農事改良の徹底に際 し,「農業上ノ知識」向上

のため, 3町以上の上層農子弟に村費をもって学

費補助 し,農学校進学を奨め,あ るいは農会費充:

当による農事・蚕業講習所への派遣,あるいは青

年会,夜学会での農事知識の講習をなし,担い手

層の育成につとめたと云われ,後に模範的事例と

して良く紹介されている。

村是調査での収支計算による不足額,あ るいは

負担額の多きは,池田等の特に注目するところで

あった。農家負債は,肥料,生活必需品,あるい

は土地購入資金を原因とするが,村外高利貸,商

人 よりの借用も多く,その返済,あ るいは抵当に

用される土地の所有権移転が村内外との所有関係,

を複雑ならしめる。そのため,信用組合の設立を

村是に含めた。調査書に掲げる定款 草 案 に は ,

「勤勉節倹スルモノ」を組合員資格とし,「農家|

ノ徳義 ヲ増進シ農業経済ノ発達ヲ図ル」ことを目

的とするとい う,こ の地方に伝統的に見 られた報

徳思想を下地 としたものが掲げられている。 しか

し,設立に際 して不明の点が多 く,福島県内務部へ

の問合せ,あ るいは,第 1回産業組合中央会によ

る表彰組合小国信用組合の視察などを重ね,明治

36年 11月 に設立する14)。
池田がその理事とな り,

その運営にあた り,自宅にての事務整理など曲折

を経るが,43年には優良組合として表彰されるな

ど,成果を上げてゆく。ことに,連続する凶作時

の資金貸付,日用品購入,耕地整理資金の確保な

どに益すること大であったといわれる。
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そのほか,養蚕に対する諸事業,あ るいは日露     下)がある。ただし,上真野村の例と思わせる記

1戦役記念事業としての基本財産資金の確保等を村    述箇所があるが,真野村のまちがいであろう。後

―是に含め,これを村政目標として事業を起 し,農    述するように,明治35年,40年のわずかの時間差

事改良を進めて村治を運営 し,後述するように,     ヤこかかわらず,土地所有関係の動きに大きな差が

地方改良運動期に模範的町村として表彰,紹介さ    見られる。

れてゆくのである15)。                 12)福 島県『福島県優良団体及功労者事績』 (大正

なお,こ こで留意しなければならぬのは,こ の    _~上∵_.__ _ _́_

l11:マ詈彗裏
1普

層脅::喜11:7F身

i警

経豊Tttζ   :];[]「
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:筵
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1実施されることである。この調査による全村を~     (福
島県農業会,昭和22年)参照。

単位とする収支計算から,全体としての経済力の   15)例えば福島県『福島県町村治績』第一輯 (明 治

拡充を強調し,それがため農事改良による農業生    41年),『福島県自治資料』(明治43年)参照。

産力の拡大へと向かうのである。この論理を,村

長掘越が村政目標とすることにより,行政村の運   2
・営を容易にし,模範的村治を成してゆく。農業生

産力の増大を集団目標とする故に,池田・掘越等   戦時経営としてのさまざまな指示,訓令,地方

は支持され,行政村範囲の統合が完成されてゆく。  自治に関する調査は,よ り必要を意識される戦後

経営にも受けつがれ,本格的な地方改良事業の内
'■

1)方

』[『卍量「
料』 (大正2年)上巻第一編「地

  例えば内務省地方局長床次竹次郎による「地発

2)福島県歴史資料館 (以下,福島県と略す)所蔵  146号
」(明治39年 6月 )は,「市町村治績 作興 ノ

行政資料『時局二関スル事項調査』。       状況」の調査を命じている。それは,町村吏員 ,

3)同上『模範堆肥小屋設置人名』所収。      学校教育,納税,基本財産,特殊教 育,産 業 組

4)同上所収文書『町村是調』。          合,勤倹貯蓄等の他に「市町村是実施ノ概要」を

5)横田村・大滝村組合村『村是調査』 (明治35年  調査事項としている1)。

実施,36年発行)参照。              これを受け,福島県は各郡に二,三町村の報告

6)同上『地方事績類纂』所収の「福島県安積郡三  を求めている。これをもとに模範的町村として43

代村治績」には「明治30年以来調査員五名ヲ挙ケ  町村,優良町村吏員18名を選定 している。この報

テー切ノ統計ヲ精査セシメ助役窪小谷隼太ヲ秋田  告を集成した『模範的町村』(明治40年 8月 )が 残

県南秋田郡豊川村其ノ他二派遣シ」35年に調査を  されているが2),こ の報告の実状を県庁庁員が調
完了し,村是を制定したとしている。また石川文  査したという『福島県町村治績』(明治41～42年 )

庫にも同適産調が残されている。        『福島県自治資料』が出版されている。
7)同上『地方改良事業関係書甲』所収の履歴書に   この模範的町村の選定は「町村自治ノ改善ハ現

8)椙昌県『福島県自治資料第一編』(明治43年 )。    
ノ急務ニシテー般二留意改善フ計ルヘキハ勿論

9)池田は若くして『全国篤農家列伝』 (愛知県農  ナリト云モ県下 420有余ノ町村ヲシテー斉二之カ

会,明治43年)な どにも紹介されてゆく。     改善フ期セシムルハ望ムベキニアラザンバ先ツ以

10)こ こでは相馬郡鹿島町役場所蔵の,調査書原本  テ 1郡12ヶ 町村ツツ選定シー定ノ方針ヲ定メシメ

と思われるものを使用した。           所謂模範町村タラシムルノロ的ヲ以テ特二誘液提

■1)こ の記録を使用した庄司吉之助「福島県におけ  獅フ加へ漸ヲ以テ他町村二及ホシ大二自治ノ発達

る豪農の性格」『日本農業発達史』6巻 (63頁以  進歩ヲ期セランソ」3)と ぃぅ。選定町村の事例の
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波及効果をねらったものである。

しかし,こ の模範的町村事例の提示にかかわら

ず,各市町村の自治,事務整理,納税,基本財産

の形成等々についての拡充,改善の効果上らず ,

福島県は未だ「不良町村」が39町村を数え,「模

範的町村」にしても「未夕諸般ノ施設完備セサル

ノミナラス内部二於ケル事務ノ整理ノ円満ヲ欠キ

村吏 卜村民 トノ間互二反目嫉視ノ状フ呈シ醜声フ

漏ス」4)等 ,々遺憾とすべき事例があり, 指導 ,

監督を強化するよう指示している。

ところで,こ の模範的町村の選定に際し,「事

務ノ整善ハ勿論各種ノ施設二於テ優二良好ノ治績

ヲ挙ケ得ヘキ所謂候補的模範町村ヲ選定セラルル

フ可 トス」とすることは云うまでもないが,特に

「当局吏員ハ勿論町村会議員其他有志ヲ会シー定

ノ方針ヲ定メシメ町村民一致協同事二当 り吏 員

議員ノ更迭アルモー旦定メタル方針ハ変更 セサ

ル」5)こ とを条件としている。

模範的町村の指導監督に対しても,「一,町村

ノ円熟フ謀 り町村民和衷協同村治ノ発展二努ムル

コト ニ,徴税ノ整善フ期スコト 三,将来施設

経営スヘキ事項ノ方針所謂村是フ定 ムル コ ト」

と,町村是の設定を指導,督励することとしてい

る6)。

ついでながら,先の『模範的町村』には,西白

河郡小野田村の項に村是調査の企画が掲げられて

いる7)。 その実施がなされたか否か確かめ得ない

が,村是調査の実施過程,方法,組織の実態が明

らかにされてる場合が少ないため,こ の小野田村

の企画案が参考になる。

そこでは,村是調査の必要性を「今後本村二於

テ改良発達ヲ図ルベキモノ頗ル多キモ之レ実二民

カノ程度問題二属スルフ以テ村費ヲ以テ (中略)

村是ノ調査ヲナシ既性二鑑 ミ将来ノ方針フ確定ス

ル」ものとし,さ らに「本村二於ケル事業経営ハ

本調査完了後二至ル迄総テ興廃ヲナササルモノ ト

ス」とまで規定している。また,調査に先だち,

村是設定への事項として「人心ノ矯正,農蚕業ノ

改良発達,産業組合及其他組合設置,基本財産ノ

造成,教育ノ普及,副業ノ奨励,勤倹貯蓄,納税

ノ改善」を掲げている。調査に際しての調査要綱:

は他の村是調査の例を参照 し,あ るいは調査主体

の組織を定めた「規定」を設けている。

ところで,こ うした模範的町村の調査を内務省

は続けて指示 し,こ の報告をもとに,求める町村

像に適合する事例を,模範町村として表 彰 を な

し,地方改良事業講習会,内務省刊行物を通じて

広 く紹介 してゆ く。

知 られるように,明治42年 5月 の地方官会議に

て内務大臣平田東助は地方改良事業の全体構想を

明らかにし8),「地方自治ノ根本フ培養シ其ノ発 |

達 フ帯助スルノ途ハーニシテ足ラス ト雖モ自治 ,

矯風,奨善,教化,経済ノ各方面二於ケル効績優
:

良ナル団体及個人二対 シテ表彰ノ道フ設ケ之フ奨

励スルハ亦現時ノ急務タラスンハアラス是 レ今回

政府ノ其ノ経費フ予算二計上シ議会ノ協算フ経タ

ル」と報告 し,表彰対象市町村及び功労者の報告

を提示 している。

その奨励の範囲を指示する「内務省 地 甲第 21

号」9)は ,「一,自 治事務ノ整理,経営ノ成績最顕

著ナル市区町村並其吏員ノ功労最顕 著 ナ ル者」

「一,矯風,奨善,教化,殖産等二尽カシ地方改

良ノ事業二関シ貢献少カラサル団体,組合並二其

当事者ノ功労最顕著ナル者」「教育家,神職,宗

教家,其他篤志家等ニシテ地方改良事業二尽痒シ

其功労ノ最顕著ナル者」を掲げている。 これに基

づき,福島県は各郡に報告を求めてゆく。

福島県の報告は,その起案文書二,三あって確

かでないが10),喜
多方町,津島・葛尾組合村,立

子山村,三代村,真野村,沼沢村,西郷村,小田

川村,岩根村, 荒井村, 大野村,東湯野村,陸 :

合村,桑折村の各町村と小国信用組合,神宮佐藤

兼吉を治績優良,治績良好,労功顕著ナル者とし

ている。なお,こ の他に旭村,広戸村,庚子小学

校設立者小針要作の名が見 られる。これ らの う

ち,伊達郡立子山村は小学校設立に際 し,村民共

同して藁加工,疏菜販売などをなし,建築資金を

準備 した好例として紹介され,津島・葛尾組合村

と共に内務省による表彰の対象となったものであ

る11)。



ところで,内務省は地方改良事業講習会に先だ

ち,各府県に対して地方改良運動の参考となるべ

く事例を照会している (地発76号 ,明治42年 5月 )。

これに対 して福島県がいかなる事例を報告したか

は不明であるが,内務省の提供する自治運営参考

資料,刊行物,あ るいは講習会での事例紹介は,

こうした報告をもとにしたと思われる。

その要項は12),

一,地方公共事業中他ノ参考 トナルヘキモノ

ー,町村是ヲ設定シ実践功果ヲ収メタルモノ

ー,大地主其他篤志者ノ教育,産業,風化等ニ

カフ尽シタルモノノ事績

一,産業組合,報徳社,事業団体,婦人会等ノ

事績及ヒ製作物,諸帳簿,雛形印刷物

一,自治民政二関スル先人ノ遺蹟

一,1日幕時代二於ケル五人組制度ノ写本又ハ古

老ヨリ聴取 リタル覚書及現在二於テ同制度類

似ノ組織フ自治二応用セルモノアラハ其成績

及規約

一,報徳社ノ如ク講又ハ組合ニテ封建治下二発

達シテ今尚民政二補益アルモノ

等である。

福島県所蔵『地方改良事業関係書類』。

同上『模範的町村書類』。

同上『郡市長会議書類』。

同上所収文書「模範町村ノ指導二関スル件」。

同上,書類「模範町村選定二関スル件」。

注 4)文書。

同上『模範的町村書類』「模範的町村」。

同上『郡市長会議書類』。

同上『地方改良事業関係書類甲』。

同上書類「町村事蹟取調」。

例えば示範会編『模範町村之事績』 (万葉堂 ,

明治43年)参照。

福島県『地方改良事業関係書類甲』。

地方改良事業は明治41年 10月 の成申詔書を得て

本格的な運動として展開されてゆく。 しかも,こ

の成申詔書の趣旨普及をも地方改良運動に組み込

J5

み,国家的イデオロギーの地方浸透をもくろんで

`〉

く。

福島県も奉読式,趣旨徹底を企画する外,各郡

市,郡農会を通じて同様な事業の指示をなす1)。

また,福島県農会は詔書を印刷 し,「県郡市町村

農会関係者一般二告グ」とする呼びかけをなして

いる2)。
自治体もさる ことながら,凶作に悩み農

事改良を進める農会が積極的であった点が興味深:

い。

その呼びかけは,「国運ノ発展ハ国富ノ充実 ト

民風ノ振粛 トニ由ル而シテ産業興隆スレバ国富従

テ充実シ人々勤倹ナンバ民風自ラ振粛ス」と解説

し,「我帝国々民タルモノ須ラク非常ノ覚悟ヲ以

テ大二富カノ充実 フ図ラザルベカラザルノ秋ナル

ニ (中略)帝国産業界ノ最大部分ヲ占メタル我 々

農業関係者ハ猶更深ク御聖旨ノ有ル所惰守シ興ス

ベキハ進テ之ヲ興シ矯ムベキハ断シテ之ヲ矯シテ

之 ヲ矯メ以テ宇内ノ大勢二応ジ文明ノ恵決二浴七

ンコトフ昂メベカラザズ」とし,農会関係者の奮

起をうながすものである。

また,各郡・市農会に対 しても「御詔勅ハ農家

ノ普ネク拝承シテ益々農村整善農事ノ改良発達ヲ

図 り聖旨万々奉答セザルベカラス」として農会捧

読式,講演会等の開催を提示 している。郡農会も

同様の指示を各町村になしている。

ところで,こ の成申詔書の普及の状況の調査が

求められているが,各郡の報告をまとめた『戊申

詔書御趣旨普及ノ状況』
3)は ,その市町村段階で

の受容の状況を知る上で興味深い。例えば信夫郡

では,郡報徳会を組織 し,実業教育普及,産業組

合設立,晩稲廃止,耕地整理,秋蚕拡張,製糸・

機業・園芸の拡大を決議する。伊達郡富田村大字

小神では「成申ノ詔書ヲ奉礼シカ行スルコト」と

する区規約を定め,以下の諸行を施行することと

している。

一,忠実業二服シ勤倹産 ヲ治ムルコト

ニ,荒怠相戒メ日常時間フ確守スルコト

三,納税ノ義務 ヲ確守スルコト

四,空費 ヲ節シ応分ノ貯蓄 フナスコト

五,冠婚葬祭及棟上祝等ノ費用ヲ節シ学校基本

地方改良運動と村是調査 (1)

注
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金二応分ノ寄附ヲナスコト

六 ,厄除,棚下,田植,兵士出達帰郷祝等一切

セザルコト

七,店酒ハー切飲マザルコト

八,罹災者ノ手伝ハ持画スルコト

安達郡では詔書印刷物を小学校児童 に所 持 さ

せ,農業補習学校では修身科の資料とする。河沼

郡笈川村では村長が各区で奉読式を行い,各戸ヘ

詔書印刷物を配布している。大沼郡では町村長 ,

農会代表を集め,下記の決議をなし署名捺印させ

ている。

一,時間ヲ励行ノコト

ー,宴会ノ濫設ヲ慎 ミ且ツ鎮守祭日二於ケル各

氏子ノ費用ヲ節約スルコト

ー,風紀ノ矯正二努メルコト

ー,冬期間実業補習学校 (青年夜学校)フ 開設

スルコト

ー,草軽貯金会 (産業組合)フ 開設スルコト

東白河郡では「二官尊徳翁ノ遺蹟ヲ講話シ報徳

教ノ精神ヲ鼓吹シ報徳会ノ組織ヲ促シ又報徳二関

スル出版書籍ヲ備へ報徳文庫」を設けたとしてい

る。西白河郡白河町では奉読式参加者が自河十三

日会なるものを結成 し,「一,楽翁公共他明君偉

人二関スル研究 一,道徳経済教育二関スル事項

一,勤倹貯蓄二関スル事項 一,民風ノ刷新二関

スル事項」等を遂行することとしている。

以上の例の具体的な実施状況は明らかでない。

しかし,内務次官一木喜徳郎は明治42年 2月 4)

「地方二依 リテハ単二節約ノ方二傾キ日常ノ生活

礼節二必須ナル費用ハ勿論其産業ノ発展上欠クヘ

カラス資料スラ尚ホ之力省約スル者有 (中略)万

一斯ル極端ノ事実ヲ見ル如キ事有之二於テハ言ニ

聖旨二副ハササルノミナラス勤労ヲ倍シ各自其業

二励 ミー家一郷ノ繁栄ヲ増スヘキ積極進取ノ気風

フ温喪スルニ至ルヘク」といましめ,「華ヲ去 リ

実二就キ忠実業二服シテ民カノ発展ヲ期スルノ大

意 フ慾ルコト莫カラシムル様此上 トモ特二御留意

相成度候」と戊申詔書の実施督励に関して訓令を

出している。

ところで戊申詔書に対 し,積極的に向 う福島県

農会は,地方改良事業講習会の福島県版 ,「農村

経営講習会」を主催する5)。 そのねらいは,第 1

回講習会講義録によると,農業技術の変革により

農事改良を進めると共に,「農家をして堅実なる

道義心の修養の下に淳朴なる農村固有の美風を維

持 しユ益々発揚せしむると共に (中略)経済 思想

を涵養せしめ以て精神的農村経営の改良を企画す

る」
6)こ とだとしている。

第 1回 (明治42年 9月 )講習会 では,村 上 辰午

(農科大学)「農業道徳講話」, 有働良夫 (農商務

省技師)「産業組合に関する事 項」,中川望「地方

自治に関する事項」,生江孝之「農村振興の道」,

二官尊親「報徳に関する事項」の講話があったよ

うであ り,中川,生江等の中央報徳会評議員が農

村経営,地方自治の拡充を強調する。 第 2回 (明

治43年 8月 )7)で は生江,中川,第 3回にては横井

時敬,山崎延吉,第 4回では沢村真,1斉藤万吉等

が講師として依頼されたようである。

講習会受講者の勧誘が各郡を通じて な され る

が,その対象は町村農会役職員,技術員,小学校

長,教員,町村長,役場吏員,産業組合役員の他

に「地主有力者」,「町村二於ケル人士 ニシテ徳望

ア リ且ツ相当ノ資産ヲ有スルモノ」としている。

注

1)福島県所蔵『戊申詔書関係書類』c

2)同上書類所収。

3)同上書類所収。

4)同上書類所収。

5)同上『県農会』書類に記録がある。

6)福島県農会『農村経営講習会講義筆記』 (明治

43年)序 1頁。ただし,同書には,連続して開催

された地主会での斉藤万吉等の講演も含まれる。

7)第 2回は生江孝之編『農村経営と自治』 (六盟

館,明治44年 )。 第3回は『農村経営講話会』(西

沢書店,明治45年),第 4回は『農村経営講話

会』 (西沢書店,大正2年)に ,講話内容が記録

されている。



前節まで紹介した諸資料に見られるごとく,地

方改良事業の一環として村是調査の実施が訴えら

れ,戊申詔書奉読,農村経営講習会等を通じて,

それをうらづける全体的な地方改良運動が展開さ

れる。にもかかわらず,こ の期の福島県での実施

例は極めて少ない。明治38年の南会津郡小梁村 ,

八幡村,布沢村のはか,40年代の岩根村,上真野

村など数点を数えるにすぎない。従って,福島県

では,村是調査の実施の呼びかけ,指示にもかか

わらず,市町村に受容されるところ少なかったも

のと思われる。

ところで,上記上真野村の隣村,真野村はすで

に明治35年に調査を完成し,第 5回内国博覧会に

出品している。従って,上真野村是調査が地方改

良運動期の村是調査とすれば,真野村の事例と対

比することによって,その性格をうきばりにする

ことができよう。

この上真野村是調査は,村長多田平慶によって

なされる。多田は「中学卒業ノ学歴フ有シ且ツ吏

務二通シ誠意熱心村治二尽率セル」1)と 紹介 され

ているが,こ とに先進地の農事改良,町村自治運

営の事例,情報を集め,村治に活かし,自治の運

営にあたったと云われる。明治40年 4月 ,多田は

村是調査を企画し,区長,村会議員等にはかって

賛同を得,彼等を調査委員として調査を開始し,

翌月に完成させる。これを「村民 ノ総会」に示

し,村是を設定したという。極めて短期 間 の調

査,村是設定ではあったが,多田は「村是実行一

覧簿」をもうけ,村是を村政目標として自治運営

を進め,真野村同様,模範的事例として紹介され

るまでの成果をあげてゆく。

しかし,真野村の場合,多 田と同様の名望家掘越

の存在が大なるとはいえ,農事改良へ積極的に向

う池田の活動によるところ多々あったのに対し,

上真野村においては村会議員等の行政担当者を村

是実施の担い手としたため,多田の村長在任中は

彼の個人的思想,行動によって見るべき成果をあ

げたが,彼の辞任後,「村内ノ党争ノ幣アルフ以

テ兎角円満ヲ欠キ為メニ意ノ如ク進歩発展スルコ

ト能ハサルノ状態」2)と 報告されることになる。
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真野村是調査は,初期の発想を忠実に守 り,実

態調査,現況之部に比重を置き,ほ とんど統計表

示にとどめ説明を加えるところ少なかった。これ

に対 し,上真野村是調査書は「諸般方面二対シ施

設経営スベキ企画フ確立シ本村ノ将来二亘 り施政

上ノ指針フ供シ拠 リテ村民ノ福利 フ増進シ自治体

ノ強固ヲ計 り国家ノ進運二貢献スル所 ア ラ ン ト

ス」3)と ぃう村是調査のねらいを明言するが,「将

来ノ企画」即ち村是設定に比重がおかれ,「現況

調査」は統計表示もほとんどなく18項 目の状況説

明に終っている。たしかに,村是設定の必要か ら

短期間に編さんせざるを得ず,「調査ノ時間短 ク

随テ材料ノ供給不充分ナルノ結果粗密ノ度フ失シ

中ニハ調査 ヲ欠キタルモノアルフ免 レズ」
4)と

断

わってはいるが,「一村将来二於テ準拠スベキー

定不動ノ大方針ヲ定 メ之 レニ拠 リテ進退動作ヲ決

シー村ノ安寧幸福フ托スベキ大綱」と して の村

是,指針設定に村是調査の意義を求めていったも

のと思われる。

ただし,現況調査に比重を置いた真野村是調査

の場合,調査書の編集,項 目整理が不 充 分 で あ

りその結果の分析もほとんどなされてないが,上

真野村是調査は村是実行後の効果,見通 しを検討

した「 目的遂行後ノ経済状態」,及び 諸規則,規

程を一括 した章を設け,それぞれ分析を加え,体

系化 している。この村是調査に限 らず,提唱者前

田正名の意を受けた例えば,第 5回内国博覧会出

品村是のごとく,実態調査による行政村単位の状

況把握,農事,農業生産の実態究明に比重を置 く

ものに対 し,地方改良運動期の諸例は,む しろ町

村 自治報告の書式に近 く,新たな調査を企てるこ

となく勧業統計等を使った分析,記述をなすもの

が多い。

これがまた,掲げる村是,将来之部 の記 述 に

も,少なからぬ差異が見られる。上真野村是とし

てかかげるものは ,

1.風俗改良

2.納税奨励

3.農事改良 (稲田正条植,通苗代ノ廃止,二毛

作ノ実施,稲干燥法ノ改良,農事教育ノ普及)

地方改良運動と村是調査 (I)
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4.蚕業 (秋蚕桑園ノ新設及変換,飼育法ノ改良,

養蚕組合,共同乾燥場ノ設置,蚕業教育ノ普及)

5.肥料改良 (堆肥製造,緑肥渋培)

6.小作制度ノ改良

7.耕地整理ノ前途

8.山林ノ整理 (濫伐防止,造林,製炭改良)

9.副業奨励 (藁細工竹細工,養豚養鶏,産物)

10.勤倹貯蓄 (貯蓄金組合,信用組合貯金,矯風

貯金)

11.陰暦廃止

12.労働者供給機関ノ設置

13.基本財産増殖

14.救荒予備

15.産業組合ノ拡張

16.需用品共同購入

17.普通教育ノ普及 (婦人会,小女会,実業補習

学校)

即ち,真野村是では,耕地整理の実施,通苗代

の廃止,紫雲英栽培の奨励,堆肥管理,養蚕・副

業の拡大,あ るいは産業組合設立等,明治30年代

の農商務省農政の指示事項,農事改良事 項 を掲

げ,農事改良,農業生産の拡大をはかってゆこう

とする。しかし,上真野村是は,農業の「改良発

達′ヽ本村是ノ基礎」とし,農事改良,蚕業奨励,

肥料改良等を掲げるが,風俗改良,納税奨励,基

本財産増殖,普通教育ノ普及等,地方改良運動の

中で指示,督励される村治事項も同等の比重をも

って村是としている。

上真野村是は,先の真野村是に対 して,風俗矯

正,納税奨励,勤倹貯蓄をより強く訴える。これ

らの事項こそ,地方改良運動の中で強調されるこ

とがらであった。しかし,それらを含め,両村是

がわずか 5年の差をもったにすぎないが,こ の期

に至っての農村社会の動揺,変動によるところが

大きいことも反映する。

例えば,真野村是調査では,他町村との土地所

有関係,入作 。出作の実態把握にかなりの比重を

置くにもかかわらず,地主 。小作関係においては

「地主ノ権力′ヽ甚ダ温和ニシテ地主ハ小作人二対

シ慈愛心二富 ミ円滑ナルモノナリ」5)と して い る

が,上真野村是は,「地主 卜小作人 卜反 目疲視ス

ルノ風アリ,小作人ハ同盟シテ地主二反抗 フ試 ミ

地主又同盟シテ小作人ヲ苦ムル」
6)状

況が 生じて

きたため,「小作制度ノ改良」を掲げている。そ

の状況が明らかにされてないが,小作農が 4割を

占めるに至って農業生産の停滞をまね くまでに緊

迫 し,「貧富ノ差益々激甚 トナリ土地所有ノ平衡

ヲ失シテ偏重偏軽 トナ リ栄ユルモノハ念々栄へ衰

フルモノハ悠々衰へ戸数減少シテ少数ノ大地主ノ

ミトナ リ倒産者続出シテ田畑ノ荒敗フ来シ其極一

村成立ノ要素 ヲ破壊シテ村 ヲ挙 ケ テ 亡 滅 ノ悲

境」7)と な りかねないと報告 している。

「産業組合ノ拡張」も,こ うした状況に対処す

るためのものとして,「低利ノ資金フ得セシメ信

用 ヲ利用スルノ途フ開キテ土地ノ併呑 フ防キ金銭

貸借ノ幣害ヲ除キ倒産者 ヲ予防スル ト同時二産業

上ノ資金 フ融通シテ 生産業ノ発達ヲ期スル」
8)と

説明している。風俗改良,納税奨励,勤倹貯蓄 ,

普通教育ノ普及等も,こ こでは,そ うした関連で

説明されている。

ところで,「農作ハ本村ノ現在及将来ノ最モ深

キ関係ヲ有セル事業ニシテ斯業ノ盛衰ハ本村ノ消

長二関ス」
9)と し,農事改良に係る事項を 多く掲

げる。 しかし,こ れ ら事項は,「本県指示事項ニ

鑑 ミ」として,稲田正条植,通苗代ノ廃止,二毛

作ノ実施,稲干燥法ノ改良,農事教育ノ普及等々

を掲げるのであ り,その内容は,福島県の出す農

事督励そのものであった。強制農事として展開さ

れることになる農事督励は36年以来 設 定 され ,

「普及農事改良普及方法」とあわせて,各年訓令

が出され,地主,篤農家,あ るいは郡,町村農会

を通 じその徹底が呼びかけ られる10)。

農事督励は,塩水選,堆肥改良 (堆肥小屋設置),

通苗代の廃止,正条植,短冊型苗代,害虫駆除予

防,二毛作,耕地整理等であり,おおむね36年の

農商務省諭達と一致する事項である。「改良普及

方法」は,こ れら事項の実施手順を示 したもので

ある=)。

福島県知事訓令 7号 (37年 2月)を も とに,農

事の督励が強制されてゆ くにもかかわらず,各地



方行政組織の対応,農会組織の未確立 な どあ っ

て,その全体的実施には至らず,上真野村では,

その不徹底のため,あえて村是として,こ の実施

を訴えてゆこうとしたものである。

ところで他に掲げる事項も,地方自治に関する

訓令,督励,あ るいは順次指示される地方改良事

業の諸事項によったものである。従って,地方改

良事項の村段階での実施要目として,あえて村是

とされたものである。例えば,風俗改良は,「本

村内ニハ御仕法支配ヲ受ケタル村々多キヲ以テ良

風美俗ノ認ムベキモノ少ナカラズ村民一般二徳義

フ重ジ気風淳朴ニシテ慈善心二富 ミ隣保相互輯睦

シテ生業二勤勉スル」12)と ころ多く,相馬仕法に

よる良風美俗を特質として来たが, 近年 に至 っ

て,特に「明治以後ノ教育ヲ受ケタル青年二在 リ

テハ概シテ軽躁浮薄ニシテ徒ラ権利義ノ空論ヲ好

ミ妄 リニ為政ノ善悪ヲ評シテ当局者ノ妨 害 ヲナ

シ」13)と ぃう村是調査の結果から,「人心ノ傾向

フ察シテ其矯正改善ヲ計ル」というものである。

その具体的内容は,すでに37年に設けた「民俗改

良規約」14)の徹底である。それは,飲食店立寄,

賭博の駐在巡査への密告,部落成員の相互監視を

義務づけたものであり,次第に動揺す る社 会 関

係,社会秩序の再構成をはかってゆこうとするも

のであった。

従って,上真野村是は,こ の期に上から要請さ

れてくる農事改良,地方改良の事項を主な内容と

してゆく。むしろ,それらの要請事項が容易に浸

透せず,徹底を欠くため,村是に掲げ,調査の理

由づけの下で実施してゆこうとする。しかし,そ

れ等も,農村社会内部にあって,商品 。貨幣経済

の浸透,地主制の確立,寄生地主の発生による土

″

地所有関係,従ってその上に展開されてきた社会

関係の動揺,農家経済の逼迫,地主・小作関係の

抗争等々が生起 し,他方で,農事改良,地方改良

の要求に答えてゆくためには,あ らためて村政目

標 として明確にする必要があった。 しかも,上か

らの種々の要求は,個別的であり,時には現実の

農村社会の構造と矛盾するため,それ らを 統 一

し,整序づける必要が生じる。内部矛盾をかかえ

ながら,農事改良,地方改良を進める多田等の村

是に対する意味づけはそ うしたものであった。 し

か しながら,地方改良事項の要求に応 じようとす

れば,掲げる村是は多岐にわた り,その実行が困

難 となる。この村是調査の企画実施は,名望家多

日の意思によるものであったが,逆に村是実施も

名望家の存在を必要とし,したがって,多田の村

長辞任後,それは不徹底となり,かえって抗争を

生んでゆ くのである。

注

1)福島県『福島県町村治績』(2)(明治42年)43

頁。

2)福島県所蔵『町村巡視復命書』所収文書。

3) 『上真野村是』 (明治40年)1頁。

4)同上「例言」。

5)真野村『真野村是調査』。

6) 『上真野村是』35頁。

7),8) 『同上』50頁。

9) 『同上』19頁 。

10)福島県所蔵『農事督励協議会』書類に記録が残

されている。

11)福島県『福島県史』16巻929頁以下,18巻 156頁

以下に詳しい。

12),13)『上真野村是』6頁。

14) 『同上』63頁。

地方改良運動と村是調査 (1)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

