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≪資料紹介≫`ヽ

解 題

斎藤高吉は大正 3年 9月 2日 ,53歳で急逝した。

胃潰瘍による急逝によって,六十有余年後の今日

も,彼の著作に関して多 くの誤解が生じ,疑間が

残ることとなった。ここに紹介する遺稿『近時日

本農業ノ変遷』の第十章に当る「農家経済二関ス

ル要項」もまた叙上の事情と深い係わりをもって

いる。これについて述べる前に,生前に斎藤萬吉

の著書が刊行されるに至った経緯にふれておく必

要がある。

斎藤萬吉の生前に単行本として出版された著書

は僅かにつぎの三冊を数えるにすぎない。処女出

版は福島県尋常師範学校教論時代に,明治20年の

冬から翌年の春にかけて,同校の生徒に講義した

『桑樹栽培法』である。和装18丁の小冊で刊行年

次が明記されていないが,おそらく明治21年か
"

年に出版されたことは間違いない。第二番目の著

書は,その後十数年を経た明治35年に千葉県千葉

郡農会から刊行された『農政学』である。同書は,

当時千葉郡の農事教師を勤めていた井 出代太 郎

(明治24年農科大学乙科卒)が,短期農事講習会 の

一科目として農政学を講ずる必要から,斎藤高吉

が東京帝国大学農科大学助教授時代に農学実科生

に講述したノー トを,彼の許可を得て刊行したも

のである。講義 した年次は明記されていないが,

明治31年のものであることは,その内容に徴して

明らかである1)。 この『農政学』もまた70ページ

にみたない薄冊である。ちなみに,上記二著はい

ずれも非売品で,そのためもあって稀親書中の稀

親に属する。生前に出版された最後の著書『実地

斎藤萬吉遺稿 『近時日本農業ノ変遷』

「十 農家経済二関スル要項」

須 々 田 黎 吉
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経済農業指針』は,明治44年西ケ原叢書の一冊と

して刊行された。同書は前記二著とは異なり,438

ページの大冊である。これは書き下 しの著書では

なく,明治36年から同42年にかけて執筆し,既に

各誌に掲載された論稿46題を斎藤高吉の勤務する

農商務省農事試験場の技手鈴木千代吉が「農政」

「農地」「農産」「農産価」「東北の開発」「農村」の

六篇に分けて,編纂したものである。当時,斎藤

高吉は畢生の情熱を傾注した周知の調査に寧日な

く,書名をも含めて出版に関する一切を鈴木千代

吉に委ねた。後述の『農村経営指鍼』の一冊をの

ぞき,斎藤高吉歿後の著書は,みな叙上のごとく

して上梓された。後年,しばしば誤解を招き,疑

間を惹起せしめるに至った原因は,少なからずこ

うした他人まかせの事情に基づいている。

ところで,斎藤高吉が生前に書き下して出版社

に渡したものに『農村経営指鍼』がある。逝去す

るニカ月前の7月 に執筆した同書の自序につぎの

ごとく記している。 すなわち,「農家経済に関す

る状況を片れ片れに概説して,青年会,其他農村

教育者等の参考に供し,兼ねて大方の教正を仰ぎ,

漸次之を増補せんとす」,と 。これがその全文であ

る。看られるごとく,本書は啓蒙書であるが,従

来の研鑽が要約的にのべられていることは,すぐ

後で詳述する。なおちなみに,斎藤高吉は不幸に

もこの書の出版を見ずして他界したが,奇しくも

告別式の日に斎藤家に届けられた。

これより先き,大正 2年12月 ,すなわち逝去九

カ月前に『近時日本農業ノ変遷』が稿成り,おそ

らく斎藤高吉と同室の秘書的役割を果 していた西

式2)に よって農商務省の用箋に墨痕鮮やかに浄書
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を終えていた。この稿本は,い ま東京大学経済学

部図書館に所蔵されている3)。 稿本には斎藤高吉

の氏名は見当らないが,これが彼の執筆になるも

のであることは,何よりもその内容と文体によっ

て一点の疑間を差しはさむ余地がない。稿本『近

時日本農業ノ変遷』は,前記 鈴木千代吉 (磯水)

によって改編され,斎藤高吉の歿後 4年をけみし

た大正 7年12月 ,斎藤高吉先生遺稿,鈴木磯水編

『 日本農業の経済的変遷』として,西 ケ原叢書刊

行会から出版された。稿本はカタ仮名混りの文章

であるが,刊行本ではひら仮名混 りの文書に書き

替えられている。また,稿本には原著者の序文が

付されているが,刊本には以下の序文が削除され

ている。

古来日本農業ハ米穀作ヲ主 トシ兼テ幾分ノ飼畜

特用作又ハ樹林等ノ業ヲ営 ミテー家六ロフ養ヒ

其組織極メテ単純ナリシカ明治三十年頃来国運

ノ発展 卜共二漸次変遷ノ状ヲ呈シ殊二労銀騰貴

二反シテ米価割合二低ク後同四十四年 ヨリ優勢

ナリシヲ以テ大正三年農務局農事調査等二拠テ

此間二於ケル農家経済上ノ事実ヲ記述シ傍ラ米

穀輸出入及其価格ノ如キ彼我相類セル者二就テ

ハーニ海外国ノ事例ヲ附記シタリ但右農事調査

ハ関西地方ノ農村二偏シタル嫌アリ又調査項目

二由テーニ農村ヲ異シタレハ各項ロニ於テ多少

数量ノ相違アリ例ヘハ農家々計ノ項ロニ於ケル

米価 卜田畑作一反歩ノ収支ノ項二於ケル者 卜多

少ノ差違アルカ如シ而シテ価格等ハ凡テ通常ノ

称価ヲ用ヒ幣制更二伴フ換算等ハ省キタリ

つぎに,稿本と刊本との直接関連部分の異同を

のべるが,その前に先ず全体的にみた両者の異同

についてふれておかねばならない。前者には後者

の「附 録」として掲載されている「時 事論 叢」

(207-280ペ ージ)は勿論ないし,ま た同様に鈴木

千代吉の執筆になる地価及び小作料を論じた「附

載記事」(7,32,98,129,160,206,278,280ペ ー

ジ)はない。 さらに,刊本四,六,八,十の各章

の末尾に付載されている「関西及び東北地方に於

ける田畑一反歩の市価比較4)」 等々の関西と東北

とを比較した11項は稿本には見られない。刊本の

関係ページを摘記すればつぎの通 りである。69-

75, 107-118, 156-16C), 185-206ペ ー ジ。

では,稿本と刊本の直接関連部分の異同はどう

であろうか。いずれも10章 より構成され てい る

が,内容および表現上にかなりの相違が認められ

る。以下に両者の目次を比較対照的に掲げ,しか

る後にその異同についてのべることにしよう。

『近時日本農業ノ変遷』  『 日本農業の経済的

変遷』

一 農村現住戸ロノ移  一 農村の戸口

動

二 主要農産物     二 主要農産物

三 米価        三 米価

四 田畑一反歩ノ売買  四 農地の価格

価格

五 農家戸数

六 農地負担

七 農家々計

八 農家負債

九 田畑作一反歩ノ収

支

十 農家経済二関スル

要項

農家の戸数

農地の負担

土地所有権

農家の家計

十 栽培経済

各章の表題の表現は異なっても内容において同

一の章は,一,二,三,四,五,六 ,七 =刊本の八,

九=刊本の十である。しかるに,表現上はほぼ同

様であっても,その内容上において著 しく相違す

る部分がある。それは稿本の「八農家負債」と刊

本の「九農家の負債」である。刊本の九は総説,

債権者たる地主,金利,貸借期限,結論の 5項よ

り成り,11ページにもおよんでいるが,稿本では

注記 (注 (5)参照)したように, それに要 した紙数

は著しく少ない。ちなみに,刊本の九は既発表の

論稿「農家負債の状況及之れが変遷」 (『帝国農会

報』第 1巻第 3号,明治44年 3月 )を,そのまま転

載したものである。さらに『近時日本農業ノ変遷』

に有る部分で,『日本農業の経済的変遷』に無い

部分は,前者の「十農家経済二関スル要項」であ

る。また,『 日本農業の経済的変遷』に有る部分

で,『近時日本農業ノ変遷』に無い部分は,後者

の負債農家

五

六

七

八

九



の「七土地所有権」がそうである。

『 日本農業の経済的変遷』の編者によって改編

された最悪の点は,稿本の終章たる「農家経済ニ

関スル要項」を削除したことである。 この部 分

|は ,一から九章までの実態把握に基づく『近時日

本農業ノ変遷』の結論であると同時に,永年に亘

る日本農業の研究結果到達した斎藤高吉の農政思

想にはかならない。かかる意味においても鈴木千

代吉をして,斎藤高吉を良く識る人であると評す

ることはできない。

それはともあれ,斎藤高吉は『近時日本農業ノ

変遷』脱稿後まもなく,それの啓蒙的要約版とも

いうべき『農村経営指鍼』(大正 3年 9月 10日 刊)

の執筆に着手したことは,両者の内容を仔細に検

討するまでもなく,通読するだけでも明確である。

念のため両者の目次を比較対照的に掲げてその異

同をのべておこう。

『近時日本農業ノ変遷』  『農村経営指鍼』

一 農村現住戸ロノ移  ○農村の戸口

動

二 主要農産物     ○主要農産物

三 米価        ○米価

四 田畑一反歩ノ売買  ○田畑の価格

価格

五 農家戸数

六 農地負担

○農家の所有地

○農地負担

○田畑作一反歩の収

支

〇自作農家

○地主

〇小作農家

〇農家負債

七 農家々計

八 農家負債

九 田畑作一反歩ノ収

支

○農村の里道

○教育

〇町村の歳出及町村

債

○国有山林原野

○水利事業

"

農家経済)     ○金融

○農村の振興

○新領土

○農村皆兵

『近時日本農業ノ変遷』と『農村経営指鍼』の

対応関係は上掲の目次によってはぼ推察されるで

あろう。前者には無く,後者に有る部分はゴチッ

クで示した。『農村経営指鍼』は,B6版 90ペー

ジの小冊であるから,ゴチックの個所を注記 (注

の6),7),8),9)参 照)した。そして『近時日本農

業ノ変遷』中の「十農家経済二関スル要項」と直

接関連する『農村経営指鍼』の部分を後掲の≪資

料紹介≫において,比較対照して読めるようにし

た。資料解題の責はこれで一応果したものと思う。

なお最後に,紹介した≪資料≫に対する学問的

評価は読者にゆだねるが,すでに本誌別掲の拙稿

でのべたことによっても明らかなごとく遺稿は忽

卒になったものではなく,かつまた結論としての

第十章は斎藤萬吉の農政思想と密接な係わりを有

している。それ故,別掲の拙稿と併せ読まれるこ

とを希望する。現代におけるわが国の農業問題を

真面目に考えている人々に,少なからず示唆を与

えるであろうことを確信する。

〔追記〕

当時の国立農事試験場長古在由直博土は,斎藤

高吉の遺稿に関してつぎの通 りのべてい る。「逝

去の少し前に脱稿した日本農業の発達変遷を叙し

たる一篇は,同君が多年の蘊蓄を傾け,畢生の精

力を注いだ大論文で,故人には無論其の意志はな

かったに相違ないけれども,若 し存命ならば,或

は之に依って農学博士の学位を得るに至ったかも

知れないと思ふが,誠に惜むべきことである10)。」

当時の事情を直接知る人の言葉として看過し得な

いものがある。

注

1)須々田黎吉「斎藤萬吉の思想と学問の形成過程

一日本農政学樹立への途一」『農業経済累年統計

第 3巻』 (1975年)466ペ ージ参照。

斎藤萬吉遺稿『近時日本農業ノ変遷』「十 農家経済二関スル要項」

十 農家経済二関スル

要項 (教育,国有

山林原野ノ利用 ,

水利事業,農業資

金,農村ノ振興 ,
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2)西 式 (ま たは一)は ,明治元年10月 9日 ,‐磐

城国相馬郡中村町に中村藩士の子として生れた。

斎藤萬吉とは同県の出身で,漢学の素養に富み,

また書をよくした。明治45年 6月 ,国立農事試験

場に雇として勤務し,斎藤萬吉の歿した翌大正 4

年同場を退職した。大正 4年 9月 ,開成山農学校

同窓有志によって斎藤家の菩提寺,二本松町 (現

二本松市)長泉寺の浄城に建てられた「斎藤先生

碑」の碑文の撰と書は西による。

3)遺稿は武田勉氏によって発見された。本誌に紹

介するに当って同氏の快諾を得た。記して深謝の

意を表する。なお,今年 2月 ,農文協より刊行の

『明治大正農政経済名著集第 9巻』(斎藤高吉『実

地経済農業指針』『 日本農業の経済的変遷』)には,

後述の考証を欠き,かつ「十農家経済二関スル要

項」が「十一農家経済に関する要項」として,カ

タ仮名混りの原文をひら仮名に書き改めて収録さ

れている。また,青史社から本年刊行された『 日

本農業の経済的変遷』は,大正 7年版をそのまま

複製したものである。

4)斎藤高吉がその生前に鈴木千代吉に幾多の資料

を渡し整理を依頼していたことは,鈴木がつぎの

ごとくのべていることによっても明らかである。

「偲ひば七月の初,報告課の一室に拝光して,親

しく教を受け,農業経済に関する幾多の論文を整

理せよ,と いふ御言葉は,之ぞ私が先生から聞く

最後の言葉で,また此時が先生と永久の別であっ

た。当時偲ひきや,僅 一々 。二月の後,幽明境を

異にせんとは。」(斎藤萬吉,鈴木千代吉合著『質

疑応答肥料要談三百題』大正 4年 7月 刊)関西と

東北を比較したこれらの論稿はその一部にすぎな

い。これらは既発表の論稿の一部で,例 えば184-

206ペ ージに掲載された分,すなわち,「関西及び

東北地方に於ける農地の収支概算比較」「同自作

農地の収支及び労銀高貴率と米価率 との比較」

「同小作稲田一反歩の収支比較」「同田畑小作料

の比較」「同地主所得の比較」「同小作者所得の比

較」「同小作者労銀の比較」の 7項は,「米麦収支

計算及之れが変遷」(『帝国農会報』第 1巻第 4号 ,

明治44年 4月 )か らの抜粋である。鈴木千代吉の

編集はかくのごとく杜撰きわまるもので,斎藤萬

吉の付託に背 くこと甚だしいといわね ば な らな

い。

5)八 農家負債

此計算ハ調査者白ラ途方二苦 ミ往々要領フ得サ

ルコトアリテ容易二正確ナル数量フ知 り難キモノ

アリ今回ノ調査ハ概ネー農村中各部落毎二負債 ト

貸金,貯金等ヲ概計シテーケ村ノ総額フ推定シタ

リ

農家負債ハ明治三十年頃ヨリ同四十年頃二亘リ

テー般二増加シタレトモ其給々良好ノ農村二在テ

ハ貸金貯金等ノ額亦大二増加シー村総額二就テハ

差引幾分貸越ノ状況ナリ而シテ農村二於テ債権者

ノ位置二立ツモノハ地主其他少数ノ人ニシテ八割

乃至九割二当ル多数ノ農家ハ夢tレ モ債務者タルフ

例 トスレハ負債総額ヲ現住戸数二割当レハー戸当

り負債額ハ大凡概算シ得ルカ如シ滋二農家負債フ

表記スル左ノ如シ

農家負債卜貸金等

種    別
正
年

大
元

現住戸数

本村民負債総額

奈
村民貸金貯金等総

差  引

現住一戸二平均スレ

５８

　

５．

　

４３

2, 4,915

8

本村民負債総額フ現
住一戸平均スレハ

― )

106

上表ハ給々良好ノ農村ナレハ更二稽々非運フ呈セ

ル農村十二ケ村平均大正元年分負債額 卜貸金等フ

記スル左ノ如シ

大正元年負債 卜貸金等   12ヶ 村平均

現住戸数             439戸
本村民負債総額         51,980円
本村民貸金貯金等総額      35,750
差  引         0 16,230
現住一戸二平均スレハ    0   37
本村民負債総額フ現住一戸ニ

平均スレハ        0  118
農家ノ負債ハ各農村ノ事情二由テ大二異ナント

モ農村現住戸数―戸二対シテ平均百二十円内外ニ

当 り実際債務者二立ツヘキ農家一戸二対シテハ凡

百五十円内外 卜見倣シテ可ナラン又上記稽々良好

ノ農村二於ケル負債額 卜稽 非々運ヲ呈セルモノヽ

負債額ハ金額二於テハ大差ナキモ総々良好ノ農村

仝32年 44年明治
23年

41年

(一 )97

(一 )8

574

55,641

50,917

(― )
4,724

)
105

581

30,887

31,598

711

1



二於ケル負債ハ土地購入若クハ之レヵ改良費等農

事経営上ノ資本 トナルモノ少カラサルナリ

金利及貸借期限  農村二於ケル小資金ノ利子ハ

近年一般二下降シ就中産業組合ノ運行至テ円滑ナ

ル処二在テ′ヽ一ケ年一割以内二下降セルモノアリ

蚊二五十円未満ノ小資金―ケ年ノ利子フ記スル左

ノ如シ

農村ノ金利        26ヶ 村平均

年  次
給 々非運 フ呈セル
モノ12ケ村平均

1.7害 」

1.6

1.4

1.3

1.3 1ケ年 1.4害」

給 非々運フ呈セル農村二於ケル金利累年数ヲ欠ケ

ハ両者ヲ比較シ得ス ト雖モ概シテ高率フ示シロ下

一割八分乃至三割二達セルモノ決シテ少カラサル

ナリ

貸借期限ハ平均―ケ年ニシテ近年著シキ異動フ

認メス ト雖モ給 非々運フ呈セル農村二在テハ往々

三ケ年乃至五ケ年二渉ルモノアリトス

之ヲ要スルニ

ー 負債ノ計算ハ専ラ推定二由り調査者自ラ確言

シ難キ者多シ

ニ 農家負債ハ近年一般二増加シタレトモ稽々良

好ノ農村二於テハ貸金貯金ノ増加亦著シキモノ

アリ

三 給々良好ノ農村 卜否ラサルモノ 農ヽ家負債ハ

金額二於テハ非常ノ相違ナキモ前者二在テハ土

地改良,開墾等農事経営ノ資本 トナルモノ炒カ

ラサルナリ

四 農家負債ハ農村現住戸数―戸二対シテロ下平

均百二十円ヲ上下シ又実際債務者ノ位置二在ル

農家一戸二対シテ′ヽ約百五十円内外 卜見倣シテ

可ナラン

五 農村二於ケル五十円未満小資金ノ金利ハ近年

一般二下降シロ下平均約一割三四分二当り貸借

期限ハ通常一ケ年ナリ

6)農村の里道

国県道以下,農村小道路の善悪は,直接日常の

便宜上偉大なる関係ありて,里道の整理如何は其

Iθf

農村一般状態の良否を 卜するに足るが如し。即ち

大交通機関の発達と共に,里道の補修を完備し,

以て始めて農村に於ける運輸交通の利を覚ゆるも

のとす。而して之れが建設費及修繕費は地方に由

て非常の差違あるは勿論なり。例へば関東地方の

如く,土地軽秋にして砂礫少き処にありて,堅固

なる里道を建設するは決して容易に非るなり。舷

に里道に関する一二の事項を表記する左の如し。

但草輪を通ぜざる作場は算外とす。

農村田畑総面積に対する大小道路の面積

歩合約              四%
内国県道以下の里道面積歩合    三

里道一里に対する建設費四,八〇〇円

内 訳

設計費     四%
人夫賃    四二

材料其他   五四

里道一里に対する一ケ年修繕費二〇〇円

内 訳

人夫賃    四二%
材料     四五

其他    一三

即ち修繕費は建設費に対して凡四%な り

7)町村の歳出及町村債

町村の総数一万三千にして,之れが歳出は一億

千万円余一町村平均歳出約九千円内外にして,其

費目左の如し。

教育費      四六%
役場費及会議費  ―八%
土木費       九%
衛生費       三%
勧業費      一%
其他      二三%

計      一〇〇%
本来町村経済は,専 ら山林其他の基本財産にて

賄ふべきものなるに近時地方費大に膨張し,且国

税及府県税は,勅令法律の結果として課税するも

の多きを以て,自 治体たる町村費は,害I合に緊縮

しつ あゝるに拘はらず,猶ほ課税に苦むの余 り,

起債以て一時を処弁するが如き状態あり。従って

町村債及組合債は著しく増大して現に二千万円に

達し,即ち一町村平均千六七百円となれり。町村

債は三ケ年以内に償還するもの 外ゝは国務大臣の

斎藤萬吉遺稿『近時日本農業ノ変遷』「十 農家経済二関スル要項」

明治23年

仝 32年

仝 41年

仝 44年

大正元年

1ケ年

1ケ年

1ケ年

1ケ年

1ケ年

貸借期限 利 子
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認可を要し,ユ其償還期限は三十ケ年 以 内 な る

等,其規定は概ね西欧諸国と其趣を同うせり。勿

論起債も時宜に由りては大に利益無きにあらず,

殊に工商業地たる都市経営に在ては一層便利を覚

ゆ。現に西欧諸国に在ては,都市は幾分市債を有

せざるものなきを常習とす。然れども町村債即ち

農業地に於ける起債は,恰も農家一個の負債に於

けるが如く,成るべく之を避 くるを以て一般の通

議となす。是れ其の業務の性質上商業地と異なる

所以なり。

要するに町村債は,極めて堅実なる もの ゝ外

は,教育其他地方施設にして,土地の状況に適応

せざる等経済上一種の変調より来れる もの に し

て,徐に考究を要する問題なり。

8)新領土

帝国新領上の面積は,本領土の四割強に当り,

就中朝鮮は三割強を占む。

朝鮮の人口は一千万人余にして,田段別八十四

五万町畑百三十二三万町,日一町歩の収米は,平

均十石未満にして,内地人口に対する産米額に及

ばずと雖も,雑穀類を食料品として,米及豆類は

輸出品の主位とし,糸織物及金属類を輸入せり。

牛馬頭数は七十四五万頭にして馬匹数至 て少

く,豚は五六十万頭にして,内地に比すれば進に

多し。

台湾の人口は三百三四十万人にして,田段別三

十三四万町,畑三十四五万町,日一町歩の収米は

平均十石余人ロー人に対する産米額は一石二三斗

に当れり,家畜は専ら水牛黄牛及豚にして,馬匹

極めて少し。産物は砂糖,米,茶,及樟脳等なり。

新領上の経営は,既に識者の一問題となりて,

母国農村と密接の関係あるは勿論にして,其経済

上の関係は,殖民地に在ては,主として食料品其

他粗生産物を致し,製造工業品類は,専 ら母国若

くは其他より輸入を迎ぐべきを恒規とす。又此れ

が経営に就ては,朝鮮と云ひ台湾と云ひ,既に昔

時よリー定社会の組織を具へたる所にして,人口

も可なり多く,無人の新開地に農村を扶植すると

は自ら其趣を異にす。即ち水利土工の外,教育其

他の施設を簡易にして,成る丈け従来の習慣に副

はじめ,多数農家は精々働きて,各 其々所に安ん

ずべきものとす。強て法令の威力を藉りて新領土

民衆に嫌悪の念を生ぜじめ,所謂撫育同化の本旨

に反して,其啓発の目的を達し得ざらん。近く之

を内地農村に例するも,実際の農業家は,法律制

令の繁雑に苦める現況なれば,新領土に於ける地

主細農の状態思ひ半に過ぎん。是れ恐らく新領土

経営上の要訣なるべし。

9)農村皆兵

農村は食料品を供給すると共に,健全なる軍人

の供源地なるを以て,軍備充実は農村の消長如何

に関するや明なり。現在帝国の軍備は,陸に十八

個の師団を設け,海に百三十隻の軍艦を浮ぶ。

論者あり,農村の振興は軍備を緊縮して負担を

軽減するにありと。成る程一応尤もなる議論にし

て,諸負担の重きは争ふべからざる事 実 なれ ど

も,両大戦役後,未だ幾何も経ざる今日,ユつは

世界列強の大勢なるものあれば,国民挙って奮励

努力,以て此難関を経過すべきなり。況や一朝事

あれば農村皆兵の覚悟,一 日も忘るべからざるも

のあり。去る明治三十七八年の戦役に際し,多数

壮丁の召集丼に馬匹の徴発等に由り,農村に於け

る労働者の供給は一問題となりしも,戦局と云ふ

偉大なる感応,国民一般に起りし為め,出征者の

遺族等一二の個人に就ては,随分気の毒の所あり

しも,大体より概括して之を観るときは,只馬匹

徴発の際,多少の不便を訴へたる地方の外は,稲

田,養蚕,及製茶等の操作上,曽 て手後れしたる

事実を認めさりき。当時長野県下三十二ケ村に就

きて調査せる,農業労働者の数を記する。左の如

し。

戦時に於ける農村労働者

総戸数             五九九

農業家戸数           五〇一

日畑の段別           三五四

桑園の段別           一一二

春夏秋蚕掃立枚数      二,二三六枚

総人口           三,一九八人

農業家人口         二,九七五

平時労働に従事し得べき人ロ ー,八八七

内 訳

十六歳以上二十歳以下の者   三一四

二十一歳以上四十歳以下の者  九二六

四十一歳以上六十歳以下の者  六三七

現役兵員             一三

戦時召集の軍人数         五九



内 訳
三十七年 中に出征せる
予後備補充兵等

三十八年中に出征せる
予後備補充兵等

四五

馬匹 三十六年末現在数      六六頭

同  戦時中徴発数         三

同  三十八年末現在数      六五

但上記徴発馬匹数は至て少し,地方に由て

は三十六年末現在数の五割強に当れるもの

≪資料 I≫

斎藤高吉遺稿『近時 日本農業 ノ変遷』

「十 農家経済 二関スル要項」

農家経済二関スル実況上述ノ如クナルヲ以テ之

レガ維持発展上主要ナル施設ヲ列記スル左ノ如シ

教 育

社会ノ空気給々臭気ヲ帯ヒ地方農村ノ如キ申サ

′ヽ此 レカ改造フ要スルニ際シー家農村ノ振興ハ農

家全般ヲシテ能ク働キ出サシムル事最モ肝要ナル

フ以テ勢ヒ教育殊二国民教育ノカフ藉ルヘキモノ

多シ

農業家及青年ノ指導  講習講話等ニテ農業教育

ヲ適用スルハ現今各地二行ハル 方ヽ法ニシテ至極

結構ナレトモ往々繁雑二渉リテ恰モ学校教室内ノ

課程二類スルモノアリテ実用ヲ欠クコト砂カラス

故二白耳義国等二行ハル 力ヽ如キ極メテ簡易ニシ

テ宜二応用シ得ル事項ヲ切レ切ンニ講話シ又実施

二就テ指導スヘキモノトス従来ノ事例二徴スルニ

此種ノ者ハ当事者先ツ第一二農家青年 卜能ク親 ミ

互二意趣フ疏通シテ後始メテ実績ヲ挙クヘキナリ

国民教育  教科目等二関スル事ハ当事者ノ考究

ヲ待ッヘキモノ トシテ兎二角堅実ニツテ能ク働キ

且ツ人ヲモ立テ得ル人間フ養成スルニハ左項ヲ必

要 トスルカ如シ

ー 小学校長ハ人ヲ感化シ得ル人物ヲ標準 トシ

テ選任ス

ニ 農業裁縫及家事経営等二関スル教課ハ成ル

丈ケ家庭 卜聯絡シテ父母日常ノ業務二就テ自然

二習慣セシムヘキモノトス冬夏期休業ヲ春秋農

′θJ

ありき。

軍人の資質は,能 く難難と戦ひて身神を練 り,

清楚自ら持し,至誠以て君国に奉ずる もの なれ

ば,之を農村に用ひて誤らず。宜しく軍備を充実

すると共に,益 農々村を発展すべきなり。

10)斎藤萬吉『農村の開発』(大正 4年 3月 刊)272

ペ ー ジ。

≪資料Ⅱ≫

斎藤萬吉『 農村経営指鍼』中の『変遷』

(左書)関連部分

教 育

社会の空気稽臭気を帯び来 り,農村の如き須ら

く先づ此れが改造を要す,其改造振興の方法は農

家全般をして能く働き出さしむる事最も肝要なる

を以て,勢ひ教育,殊に国民教育の力を藉るべき

もの多し。

農業家及青年の指導  講習講話等にて農業教

育を適用するは,現今各地に行はる 方ゝ法にして

至極結構なれども往 繁々雑に渉 りて,恰も学校教

室内の課程に於ける看ありて,実用を欠くこと砂

からず。故に自耳義国等に行はる がゝ如き,極め

て簡易にして直に応用し得る事項を切れ切れに講

話 し,又実地に就きて指導するを可とす。従来の

事例に徴するに,此種の者は,当事者先づ第一に

農家青年と能く親み,互に意趣を疏通して後始め

て実績を挙ぐべきなり。

国民教育  教科目等に関する事は,当事者の

考究を待つべきものとして,兎に角堅実にして能

く働き,且つ人をも立て得る人間を養成するには

左項を必要とするが如し。

一 小学校長は,人を感化し得る人物を標準と

して選任す。

二 農業,裁縫及家事経営等に関する教課は,

成る丈け家庭と聯絡して,父母日常の業務に

斎藤萬吉遺稿『近時日本農業ノ変遷』「十 農家経済二関スル要項」

一 四
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繁ノ時二繰換ヘル トキハ児童這般ノ練習二尤モ

可ナラン蓋シ農業労働ノ習性 卜趣味 トハ専ラ男

女十二三歳ノ頃二於ケル習慣如何二関係深キフ

唱フレハナリ

三 小学校二於ケル農業科ハ理化,博物及倫理,

修身 卜連鎖フ保チ農業ノ必要,農産物増収ノ要

素,一家農村ノ維持発達等二関スル大綱二止メ

テ専門的二流レス同時二各家庭二於ケル実際ノ

練習二由テ自然二農業趣味フ覚エシムルフ要旨

トス

四 几テ教課ハ地方農村ノ現況二鑑 ミテ適切ナ

ル ト共二国語,算数,習字等ノ主要学科ハ漸次

大二充実スヘキモノトス徒二就学児童ノ歩合又

ハ正教員ノ多寡フ争フニ及ハサルナリ

五 多数農家家計ノ現況二徴スンハ子弟ノ中学

校若クハ高等女学校入学ハ寧口無理ナルフ以テ

小学校ニテ普通教育ヲ畢 り補習学校其他二由テ

既習ノ教課練習フ重ネツ 農ヽ村教育フ完フスヘ

キナリ

六 補習学校ハ冬季農閑ノ時二於テスルカ又ハ

広島県沼隈郡立補習学校ノ如クー町村ニーニ週

間ツ 輪ヽ次二補習スルカ各家庭二於ケル実業 ト

相待テ青年教育ヲ行フヘキモノトス

七 師範学校ノ充実ハ勿論ナリ

中等教育  中等教育二就テハ徒ラニ校舎 卜生徒

ノ員数 フ増サンヨリハ寧口漸次之ヲ減縮シテ改善

充実スヘキナリ

ー 校長ノ人選

二 一二主要学科ノ教官ハ其学芸益々優秀ナル

フ要ス

三 冬夏期休業等ニハ成ル丈ケ家庭二就テ実業

二親マシメ且ツ適当ノ教官ヲ得レハ普通教育 ト

シテ農業科フ加フレハー層佳ナリ

四 寄宿舎ノ設置ハ生徒ノ気品ノ養成上二関係

多キヲ覚ユ

五 尚,進ンテハ例ヘハ中学校卒業生中二幾分

ノ公費ヲ給シ年々一定員フ海外二派シテ実業ニ

就カシムルカ如キハ地方農村将来ノ発展上緊要

ナ ラン

要 スル ニ

就きて,自然に習得せしむべきものとす。冬

夏期休業を春秋農繁の時に繰り換 ふ る とき

は,児童這般の練習に尤も可ならん。蓋し農

業労働の習′
1貫 と趣味とは,専ら男女十二三歳

の頃に於ける習性如何に関係深きを唱ふれば

なり。

三 小学校に於ける農業科は,理化博物及倫理

修身と連鎖を保ち,農業の必要,農産物増収

の要素及一家農村の維持発達等に関する大綱

に止めて,専門的に流れて国民教育の本質を

失はず,同時に各家庭に於ける実際の練習に

由て,自然に農業趣味を自覚せしむを要旨と

す。而して近時各地に行はる 小ヽ地区の耕私

若 くは所謂一坪農業は,寧ろ理化博物の実物

教示に供するものにして,農業趣味並に農業

労働の習性,洒養には,其用を為さざるに近

し。

四 凡教課は,地方農村の現況に鑑みて適切な

ると共に,国語,算数,習字等の主要なる学

科は,漸次大に充実すべきものとす。徒に就

学児童の歩合又は正教員の多寡を争ふに及ば

ざるなり。

五 多数農家家計の現況に徴するに,其子女の

中学校若くは高等女子校入学は寧ろ無理なる

を以て,小学校にて普通教育を畢 り補習学校

其他に由て既修の教課練習を重ねつ 農ゝ村教

育を完うすべきなり。

六 補習学校は冬季農閑の時に於てするか,又

は広島県沼隈郡立補習学校の如く一町村に一

二週間づつ輪次に補習するか,各家庭に於け

る実業と相待て青年教育を行ふべ き もの と

す。

七 師範学校の充実は勿論なり。
t中等教育  中等教育に就ては,徒に校舎と生

徒の員数を増さんよりは,寧ろ漸次之を減縮して

改善充実すべきなり。

一 校長の人選

二 一二主要学校の教員は,其学芸益々優秀な

るを要す。

三 冬夏期休業等には,成る丈け家庭に就て実



地方農村ノ振興ハ堅実ニシテ能ク働キ且ツ人フ

モ立テ得ル人々ヲ待ツテ始メテ効果ヲ完ウシ得ヘ

シ

国有山林原野ノ利用

内地山林原野ノ総面積ハ約二千万町歩同田畑反

別ノ五倍二当 り就中山林地ノ六割七八分′ヽ国有及

御料地二属シ民有林地ハ僅二三割二三分二過キサ

ルナ リ而シテ国有林野地利用二関スル事項左ノ如

シ

一 畜産地方二於ケル林料其他苗肥ノ供給少キ

農村ニハ幾分収草料フ徴シテ林地原野ヲ町村ニ

貸付ケ町村ハ更二之フ希望ノ各農家二配布ス尤

モ各農家配当ノ地積′ヽ田畑反別ノ倍量即チ平均

約二町歩 トシ収草時期ノ制限ハ厳重ニスヘキモ

ノ トス

ニ 共同林地二利用スルモ前例二倣フ

三 耕地少キ農村二於テハー定ノ小作料フ納レ

開墾シテ農耕地 トス小作料ハ成墾後一町歩約二

円乃至六円内外ナラン

四 農村一般ノ状態給々良好ニシテ共有林地ノ

経営フナサントスル場合ニハ農家一戸田畑反別

ノ五倍即チ約五町歩ヲ限 り適宜部分林法等二由

テ林木フ仕立ツ但シ官民収益ノ歩合ハ概ネニ官

八民ノ低率二依ルヘキモノトス

五 国有林野貸付ケ及小作料徴収等ノ常務二関

シテハ林区署ハ年限ヲ定メテ適宜地方長官二任

スル方大二便利ナラン

要スルニ

国有林野地ノ所有権ハ決シテ容易二動スヘカラス

ト雖モ林野地附近ノ農村ヲシテ出来ル丈ケ之ンフ

使用セシメ官民共二幾分ノ収益ヲ挙ケタシ

fθ5

業に親ましめ,且適当の教員を得れば普通教育

として農業科を加ふれは一層佳なり。

四 寄宿舎の設立は,生徒気品の養成上に関係

多きを覚ゆ。

五 尚は進では,例へば中学校卒業生中に幾分

の公費を給し,年に一定の人員を海外に派して

実業に就かしむるが如きは,地方農村将来の発

展上緊要ならん。

要するに地方農村の振興は,堅実にして能く働

き且人をも立て得る人々を待って,始て効果を完

うし得べし。亦海外農村扶殖の如き咸な此処に基

ゐす。

国有山林原野

内地山林原野の総面積は約二千万町,同田畑段

別の五倍に当りて,之れが利用未だ全からず。就

中山林地の六割七八分は国有及御料地に属し,民

有林地は僅に三割二三分に過ぎざるなり。而して

国有林野地利用に関する事項左の如し。

一 畜産地方に於ける林料其他苗肥の供給少き

農村には幾分の収草料を徴して林地原野を町

村に貸付け,町村は更に之を希望の各農家に

配付す。尤も各農家配当の地積は,田畑段別

の倍量,即ち平均約二町歩とし,収草時期の

制限は厳重にすべきものとす。

二 共同体地に利用するも前例に倣ふ。

三 耕地少き農村に於ては,一定の小作料を納

れ,開墾して農耕地とす。小作料は成墾後一

町歩約二円乃至六円内外ならん。

四 農村一般の状態稽々良好にして,共有林地

の経営をなさんとする場合は,農家一戸田畑

段別の五倍,即ち約五町歩を限り,適宜部分

林法等に由て林木を仕立つ。但官民収益の歩

合は概ね二官八民の低率に依りたし。

五 国有林野貸付及小作料徴収等の常務に関し

ては,林区署は年限を定めて,適宜地方長官

に分任する方大に便利ならん。

要するに,国有林野地の所有権は,決して容易

に動すべからずと雖も,林野地附近の農村をして

出来得る丈け之を使用せしめ,官民共に幾分の収

益を挙ぐべきなり。
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水利事業

耕地整理事業ハ各地二実績ヲ挙ケ湿田ヲ乾田 トシ

又用水路ノ便ヲ得テ農地収穫フ増シタルモノ砂カ

ラサントモ尚,水害地,沼沢湿地又ハ用水ノ供給

ナキカ為メ相応ノ土地モ殆ント荒蕪二帰セルモノ

多キヲ以テ経費ノ許ス限り国家事業 トシテ大規模
二治水事業 卜連貫シテ用悪水路ノ疏通フ良クスル

コト肝要ナリ蓋シ既成田畑収穫ノ増進井二未耕地

利用上偉大ナル効果アレハナリ又従来行ハル 耕ヽ

地整理国庫補助金ノ如キ大二好果アリキ

農業資金

勧業及農工銀行等二次テ産業組合其他信用制度ノ

応用二由テ各地適宜二農村金融ノ途 フ開キ又生産

物ノ販売フ円滑ニスル等ハ近年漸次各地二行ハレ

水利事業

耕地整理事業は各地に実績を挙げ,湿田を乾田

とし,又用水路の便を得て,農地収穫を増したる

者砂からざれども尚水害地,沼沢,湿地又は用水

の供給なきが為め,相応の土地も殆んど荒蕪に帰

せるもの多きを以って,経費の許す限 り,国家事

業として大規模に治水事業と連貫 して用悪水路の

疏通を好くすること肝要なり。蓋 し既成田畑収穫

の増進並に未耕地の利用上,偉大なる効果あれば

なり。

水害浸水段別  は年柄に依て非常の相違あれ

ども,毎年多少の被害あれば,此損害を免る 時ゝ

は,農作物の収穫及一般農耕業の丹精に著しき等

差ありとす。今近年に於ける一ケ年浸水段別を概

計する左の如し。

浸水田段別 一一八 即日総段別の 四分余

同 畑段別  八一 畑総段別の  三分余

同 宅地段別 三五 宅地総段別の 九分余

目下河川費は,一ケ年凡そ千四五百万円にして,

内七割は地方費,三割は国庫支出の割合なれば,

将来一ケ年凡一千五百万円を国庫より支出し,地

方費支出の分と共に重要河川に就て継続事業とし

て,年々補修改築を怠らざる時は,大に面目を改

め得べし。耕地整理は,従来地区の変換を主とせ

るが如き状況なりしも,漸次水利に重を置き未耕

地利用並に既成田畑の増収を図るに至れり。既成

整理地積は,一ケ年凡二万町歩,此経費一町歩平

均約二百円なり。而して年額凡五百万円を限り国

家事業として,河川補修と相待って主要なる地区

に於ける基本施設を為すべきなり。例えば其原野

に川水を供給 して,耕地段別を増加するが如き是

れなり斯くて基本施設完了せる上は,各地適宜に

施設経営,以て水利事業の効果を収むべきなり。

要するに,国家は微細なる諸種の奨励金等を廃

しても,地勢其他農業組織等に鑑み,農事奨励上,

有効なる水利事業に関して力を致すべきなり。

金 融

農村に於ける金融は何処も概ね必迫せるを例と

し,殊に其稽々非運に陥れる処に甚 しく,農事上

の施設と云へば,直に低利資金の語は目下殆んど
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来 リシフ以テ今後ハ益々之レカ改善発達ヲ期スヘ  通り相場の如き観あり。又勧業銀行農工銀行等の

キヤ何人モ首肯スル所ナリ唯従来ノ事例二徴スル  事業の実績を観るに小農家と関係極て薄 きを 以

二此種ノ機関ハ多数農家ノ未夕馴レサル仕事ニシ  て,特に農業銀行の創設を要すと唱ふる者あり。

テ本来信用フ基本 トスヘキモノナンハ古臭キ様ナ  信に実際を穿てる議論なれども,兎に角我財界は

ントモ報徳社ノ秘訣ナル教化六分金融四分ノ割合  如何にも窮迫の境に在るを覚ゆれば,一篇の議論

ニテカヲ致シ始メテ円満ナル運行ヲ見ルヘシト′`  としては可ならんも,実は容易に其創立を見得ざ

現今這般ノ施設二適用シテ復夕過ナキカ如シ    るべし。又農家々計の実況を視るに申さば資金は

論者アリ勧農銀行事業実蹟二徴スルニ小農家 トノ  何程有りても,尚足らざるが如き状況にして,な

関係極メテ薄キヲ以テ特二農業銀行ノ創設ヲ要ス  まじ金融を好くし,反て変調を高むるが如き奇観

卜云フ実二実際ヲ穿テル議論ナントモ兎二角現下  なきにあらず。是れ農村金融に就て,尤も慎重な

我財界ハ如何ニモ窮迫ノ境二在ルフ覚エレハ寧口  る考究を要する所たり。

既設ノ勧農銀行ヲ改善スル方穏当ナルフ覚ヘリ   然らば之を如何にすべき乎。

農家ノ負債  農家ノ負債ハー戸平均百五十円 卜   国民教育其他の関係上,農家青年者をして先づ

スレハ総計約十億万円ノ巨額二達シ而カモ起債ノ  能く働き出さしなるを本旨とし,外来資金を供給

原因ハ主 トシテ家計年々ノ窮迫ヨリ来ルフ以テ西  するは,能 く正当の費途に使用せらるべしと思は

欧国等二行ハル 低ヽ利長期ノ償還ハ事実二於テ行  るる者に在 りて,始て資金の効力を顕すものなれ

フ能ハサル情勢アリ且ツ農村二在テハ肥料,土地  ば,資金は仮令有 りとするも,実際には容易に之

改良及開墾等資金ノ需用何レモ切ナルヲ以テ負債  を供給すべからざるなり。去れば国家としては ,

償還二充ッヘキ資金ハ容易二得ル能ハスシテ知ラ  既設勧農銀行等を充実して,漸次創設当初の本旨

ス識ラス閑却セラル 力ヽ如キ状態ナリ       に称はしむると同時に,地方農村に在ては,農業

然ラハ如何ニシテ負債ヲ償還スヘキヤ各府県下毎  組合其他の施設に由て,漸次健全なる金融を図る

年一ケ村若クハーニケ字フ限 り村内重立チノ人  々 べきものとす。勿論農家の負債償還又は水利事業

能ク協同シ自ラ進ンテ恢復ノ任二当ラン トシ局外  等,国家直接の経営を要するものあり。

者 ヨリ視ルモ充分資金供給ノロ的二称ハントセル   産業組合  は同志者相集り,社会金権の圧迫

農村二対シテ各農家ノ負債フ整理シ兼 テ産業 組  を避けて,一家町村の自治経済に充つる機関にし

合,耕地整理其他樹林飼畜等積極的農業資本ノ足  て,都市は農村に比すれば動もすれば常に優等の

ラサルモノフ補ヒテ農事フ勧奨シッ 漸ヽ次他町村  地歩を占めんとする今日,特に地方細農間に行は

二普及スヘキナリ但シ農家貸付資金ハ初メニケ年  る 者ゝなり。而して産業組合には各種類 あれ ど

据置キ三ケ年ロヨリ五ケ年間毎年平等二元金ヲ償  も,其発達は正しく各地方の必需に由て分るゝも

還シ最後ノーケ年即チ八ケ年目分ハ利子 トシテ納  の 如ゝし。例へば独嶼両国は一般に金融を主とす

入スルモノトス                 る信用組合多く,英国は購買組合優勢を示し,丁

毎年各府県二於テーケ町村ッ 資ヽ金ヲ供給  抹瑞西は畜産品の生産販売組合多く,米国及露国

ス                    は専ら独逸に倣へり。

一町村ノ戸数六百戸 トシテー戸 /負債平均百五十   我国に於ける産業組合は,概 して信用組合を基

円,土地改良費等五十円合セテ二百円ツ 一ヽケ村  礎とすべきなり。蓋し地方農村の現況丼に既設組

十二万円ナリ                  合の員数及其経過等に徴して自ら明なり。

府県数四十七 トシテーケ年ノ金額五百六十四万円   信用組合等は未だ馴れざる人々多ければ,此れ

トナル                     が創設経営に際しては,適当の主管者即ち生神様

を要し,ユ古臭き様なれども,報徳社の秘訣なる

教化六分,金融四分の割合にて力を致し,始めて
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年次

資 金 収 支 表 但金利フ計上セス

備  考

初年貸付分
第一回ノ償還

円満なる運行を見るべしとは,現今這般の施設に

適用して復た過なきが如し。又多数の既設組合の

充実に関しては等しく応用すべきなり。而して生

神様は生物なれば,此れが生滅固より測り難きを

以て,組合将来の発展を期するには兼て相当の後

継者を造る工風肝要なり。
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以下傲之

即チ第六年マテ総支出高三千三百八十四万円差引

支出即チ実際支出高二千二百五十六万円第八年目

ヨリ年々百十二万八千円ノ金利ヲ得ル計算ナリ而

シテ右貸付ハー時二着手セス寧口各地方ノ状況ニ

応シテニ三ケ年間二第一回ノ貸付ヲ終ル方穏当 ト

思ヘハ上記支出スヘキ二千二百五十六万円ハ実際

二於テハ九ケ年若クハ十ケ年間二支出スルコトヽ

ナルヘシ

第八年後ノ利益即チ剰余金ハ三ケ年分約二百三十

八万円フ不作其他/場合二於ケル貸付予備金 トナ

シ置キ其後ノ分ハ皆年々ノ利払二供スルモノトス

右資金貸付二関スル要件左ノ如シ

ー 資金貸付ハ勧業銀行二於テ取扱ヒ内務大臣

之レヲ管ス

ニ 内務大臣ハ関係地方長官ノ外特二内務省,

大蔵省農商務省及勧業銀行員中ヨリ九名以

内ノ委員フ設ケテ資金貸付二関スル事フ処

理セシム而シテ委員中一二名ハ専ラ地方農

村二出張シテ貸付後ノ状況等ヲ視察ス

三 資金貸付ハ負債償還フ主 トシ兼テ農業資本

ヲ供給スヘキモノナレハ能ク農村全般ノ状

態ヲ視テ物ノ緩急軽重ヲ判定スヘキナリ

四 資金貸付町村数ハーケ年四十七箇町村若ク

ハ字 トス

五 資金貸付ハ創設ノ際強テー時二行ハンヨリ



ハ寧口二三ケ年間二第一回ノ貸付ヲ終ル様

漸次普及スヘキモノトス

六 右資金貸付二関シ若干ノ経費ヲ要スヘシ

要スルニ

負債償還二供スル資金ハ実際容易二得ヘカラサル

フ知 ントモ稽々良好ノ農村ハ姑ク措キー般農村ノ

現況二鑑 ミルニ国家農事勧奨ノー法 トシテ特二施

設フ要スル問題ナリ

農村ノ振興

一 中央官府ハ宜シク農事民政ノ実際二意ヲ致

シ且ツ人ヲ感化スルニ足ル人物ヲ地方長官

二挙ケ其職権フ数層重クシテ地方行政上ノ

施設経営ヲ専ラ之ンニー任スヘシ

ニ 教育其他地方施設二関スルモノハ地方富力

ノ厚薄ヲ掛酌シテ漸次適順ナラシムヘキナ

リ

三 農事ハ適宜勧奨スヘキモノナントモ之レカ

実施二際シテハ農会其他便宜ノ方法二由テ

地方経歴家 卜親近シテ充分協議ヲ重ネ民間

実業家ノ意向フ観察シタル上へ凡テ簡易適

切ナルヘシ

四 農事ノ勧奨ハ米麦作ナル普通農事ヲ主 トシ

事情ノ許ス限り農家食料品ノ自給ヲ謀り其

ノ余カフ以テ適宜養蚕,園芸,飼畜,樹林

等ノ収利ヲ挙クヘキモノトス之 ンニ反シテ

養蚕其他ノ余業二重キフ置クトキハー家農

村ノ衰弱ヲ招クフ例 トス

五 農事ノ改良発達ハ金融,技芸其他ノ関係ア

ントモ先ツ農家全般フシテ自ラ働キ出サシ

ムルフ本旨 トス而シテ農事改良ノ方法種々

アルヘシト雖モ農家所有ノ土地家屋ヲ失ハ

シメサルフ終局ノロ的 トス

六 農事改良ハ全県下フ通シテー時二行フヨリ

ハ寧口郡内一ニケ村ツ 最ヽモ着手シ易キ処

ヨリ始メ経営其緒二就キタル上へ漸次他ノ

町村二普及スルヲ可ナリトセン蓋シ従来ノ

事例二徴スルニ施業遅々タルカ如キモ反テ

実績ヲ挙ケ得レハナリ

七 米価ノ暴騰′ヽ国民経済上忌ムヘキコトハ勿

論ナントモ亦米価格外二劣等ナル時ハ農事
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農村の振興

農村振興に関する要件左の如し。

一 中央官府は宜しく農事民政の実際に意を致

し,且つ人を感化するに足る人物を地方長官

に挙げ,其職権を数層重くして,地方行政上

の施設経営を之に一任すべし。

二 教育,衛生及交通等地方施設に関するもの

は,地方富力の厚薄を掛酌して,漸次適順な

らしむべきなり。

三 農事は適宜勧奨すべきものなれども,之が

実施に際しては,農会其他便宜の方法に由て,

地方経歴家と親近して充分協議を重ね,民間

事業家の意向を観察したる上,凡て簡易適切

なるべし。

四 農会組織は,郡県町村に至るまで系統的に

整備せる観あれども,元来西欧諸国等に於る

事例に倣ひ,理想上全国画一に布けるものに

して,土地の必要に応じて発育したるものに

非ず。従て僅に補助金に由て其命脈を維ぎ,

又は府県郡衛と事業の奪掠競争を事とするが

如きものありて,真に地方農村の利害を代表

し得るもの未だ之れなく,農村は知らず識ら

ず都市官衛の威力に甘んずるが如き窮境に陥

るを以て,将来農家自ら進んで農業の利害を

社会に声明し,之れが維持発展を工風すべき

なり。語を換ふれば,補助金に由て成立する

農会にては,此事行ひ難しとすれば,補助金

等を全廃し,更に土地の必需に由って,ポ ツ

ポツ興れる真の農会を見たきものなり。

五 貴紳,良地主又は先達者にして,多年地方

農村に力を致したる者は,其功績を宣揚して

天聴に達し度きものなり。是れ部心の夙に
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一般二非運フ呈シ延テ都市,市街地二余響

ヲ及ホス現況ナレハ適当ナル米価ハ農村丼

二都市経営ノ要件タリ

八 貴紳,良地主又ハ先達者ニシテ多年地方農

村二カヲ致シタルモノハ其功績ヲ宜揚シテ

天聴二達シ度キモノナリ是ン部心ノ夙

二切望シテ己マサル所ナリ

要スルニ

町村自治体ノ発育今尚極メテ幼稚ナルニ許多ノ新

事情ノ為メニ動モスレハ成長フ妨ケランントス之

ンフ振興スルニハ是非 トモ地方農村二気勢フ添フ

ル ト共二教育其他ノ諸施設ハ土地ノ実況二応シテ

漸次二適順ナラシムヘキナリ

農家経済

一 一家和合シテーケ年中ノ仕事ノ分配フ良ク

シテ家族中一人ツ モヽ多ク働キ雇人賃銀フ

節約シ公租,教育及酒,煙草,其他己ムヲ

得サルモノ 外ヽハ現金支出フ慎ムヘキナリ

ニ 農地面積ノ極メテ狭少ナル地方ハ別 トシテ

ー般農家二在テハーケ年ノ食料品ハ自給ス

ヘキモノトス従テ米作ハ勿論其他麦,粟 ,

稗,甘薯,瓜畦薯,南瓜,蕎麦等各地ノ土

宜二応シテ丹精スヘキモノナリ就中麦作ノ

増収大ナラン蓋シ多数農家ノ食料品二窮ス

ルハ概シテ春季四五六月ノ頃ニアリテ此三

ケ月間食料品自給ノ途立タサル トキハ肥

培,耕鋤等総テ手後レニナルノミナラス進

ンテ養蚕其他副業ノ収利フ完ウシ得サン′`

ナリ

ニ 人屎尿ノ取 り扱ヒニ次キテ堆肥廟肥又ハ苗

肥ノ如キ自家肥料フ丹精シテ買肥ヲ節約ス

ル ト否 トハ農家経済上莫大ナル等差アリ

四 冬季ノ仕事ハ徒ラニ新規ノモノフ為サンヨ

リハ寧口従来手慣ンタル藁仕事,農器具類

ノ修繕,樹林,飼畜等ノ業ヲー層丹精スル

方安全ナリ

五 先進国二於ケル事例丼二内地片レ片ンノ事

実二徴スルニ農作物ノ増収ハ専ラ水利,肥

培及撰種耕なノ良否二由ルカ如シ

六 衣類及副食品ノ調製等ハ婦人ノ楽 ミトモナ

切望して己まざる所なり。

要するに町村自治体の発育,今尚極めて幼稚な

るに,許多の新事情の為めに動もすれば成長を妨

げられんとす。之を振興するには,是非とも地方

農村に気勢を添ふると共に,教育其他 の諸施設

は,土地の実況に応じて漸次に適順ならしむべき

なり。
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り兼ネテ児女ノ教化丼二家計ヲ助クル事著

シ

七 神仏 フ粗略ニセス又長幼相労ハル風習ハ農

耕丹精ノ外二外観モ好クシテ自然二人 ヲモ

立テ得ルニ至ルカ如シ

八 農家′ヽ其所有ノ土地家屋 フ失ハサルエ風肝

要ニシテ土地長子相続ノ習慣ハ永 ク維持シ

度キモノナリ

九 将来益々必要ナルヘキ共同事業殊 二金銭上

二関スルモノハ猶不馴 レノ人々多ケレハ此

種 ノ経営ハ大黒柱ナル生神様フ要スル現況

ナ リ

要スルニ

農家ハ農家ラシクシテ始 メテー家農村ノ蕃栄 ヲ得

ヘキナ リ
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