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“

は じ め に

前稿「地方改良運動と村是調査 (■ )」 (『農村研

究』第43号)において, 福島県での地方改良運動

期の村是調査を例に,行政村単位の収支計算の過

程を見ておいた。本稿は,こ れに続け,実態調査

の結果に対し,いかなる認識をもって村是設定の

枠組を形成し,いかなる事項を村是としていった

かを具体的に見てゆこうとするものである。

なお,断わるまでもないが,すでに拙稿 (1)

(『農村研究』40号)において地方改良 。斯民運動の

中での村是調査の意義づけを,(1)(『農村研究』

41号)では福島県でのその過程を見ておいたもの

であり,本稿はそれ等とも連続して作成される。

従って,本稿単独で皮相な結論を求めるのもさし

ひかえたい。

1。 実態認識と村是の枠組

村是調査は,行政村を単位とする負債,土地所

有関係を中心とした社会経済的状況を把握し,単

純な社会会計によって「村力」を求め,実態の中

から摘出された問題点の解決策と村力拡充の方向

を村是として掲げてゆくことを基本形式とする。

もっとも,「物二問フ」という実態認識を強調し

ながらも,合目的に実態調査の様式を設計し,行

政村単位の土地所有その他の出入関係を把握する

故に,調査結果もおのずと「一村ノ経済」に限定

されてゆく。しかし,村是調査の諸例は,一応こ

の様式をふまえるものの,極めてまち まち で あ

り,検討される村是も実態調査によって明らかに

された問題点の解決策であった り,直接「村力」
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拡充の方向,施策を掲げた りとさまざまである。

加えて,調査,村是の統一を様式とするものの,

次第に両者は分離し,実態調査の比重は低下し,

単に形式的に附加され,村政方針,行政目標とし

ての村是を掲げる場合が多くなる。

ここでは,まずそうした村是調査の性格変化を

ふまえ「現況」あるいは「現況調査」と表現され

る実態調査の中からいかなる問題点を摘出し,村

是設定の枠組みを構成 していったかを見ておきた

い。

ところで,前稿(Ⅲ )の末尾に岩根村村是調査書

の「 消極的現象」,「積極的現象」とする実態調査

の総括項目を掲げておいた。表現の違いがあれ ,

整序された村是調査にはよく見られ,そ こに実態

認識の視角が内在 している。例えば福島県田村郡

小泉村村是調査も同様なものを掲げ,これをもと

に村是の検討, 設定を していったものである1)。

この村是調査は,小泉村農会長後蔵隆作等が福島

県農会技師前滝千匁,田村郡農事巡回教師立岩震

作等の指導を受け,明治35年末に実施 し,第 5回

内国博覧会にて二等賞を受けたものである。

まず,長文の引用をいとわず,こ の村是調査の

掲げる「 消極的現象」を見ておきたぃ2)。

一,土地面積二比シ人口多キニ過ク 然ルニ拘ハラ

ス向後益 増々加ノ趨勢ニアリ

ニ,土地狭ク人口多キヲ以テ土地ノ生産村民ノ需用

供給フ充スフ得ス就中食糧燃料ノ不足甚夕多キハ

極メテ憂ウベキ現象ナリ

三,山野狭ク又家畜フ飼養セサルフ以テ肥料ノ給源

極メテ乏シ

四,土地ノ性質優良ナル ト雖モ耕鋤至ラズ肥料ヲ施



スコト不充分ナルフ以テ漸ク土地清二傾キ収穫ヲ

減少ス

五,地勢丘陵ノ起伏多キフ以テ耕地ノ散在定ナシ

六,畑ハ山楚又ハ山腹二多キヲ以テ作業上徒労多シ

七,人工的湿田多キハ必意用水ノ配置悪キニ因ルモ

ノニシテ大二生産カヲ減殺ス

八,農事ノ改良行ハレサルヲ以テ殖産上ノ遺利甚タ

多シ

九,土地ハ漸年一二富豪ノ丼呑スル所 トナリ今ヤ農

戸九十六戸中多少ノ小作ヲナサ ルヽモノ稀ナルニ

至り居レリ

十,耕地少キフ以テ小作料頗ル高キカ為メ小作者ノ

収得甚夕少ク遂二収支償ハズシテ負債フ生シ生計

困難二陥ルモノ漸ク現ハル而シテ此結果ハ小作人

ノ地主フ求ムルコト困難ナラシムル ト同時二地主

ノ小作人ヲ得ルコト又困難ナル厭フベキ弊害ヲ醸

セリ

十一,村民一般二負債多クシテ多少ノ負債ナキモノ

極メテ稀ナリ随テ右二対シ年 支々払フベキ利息不

少為メ遂二弁済スル能ハズシテ祖先伝来ノ財産ヲ

失フモノ決シテ少ナキニアラズ

十二,養蚕ハー援千金ノ事業ナリト盲想未夕全ク晴

サルモノアルガ為メ養蚕ハ負債ノ元因 トナリ又兼

テ負債ノ媒介ヲナス 現二荷フ所ノ負債ノ過半之

二元因スルモノ多シ之レ深ク警戒スベキ現象ナリ

十三,農家一般主業 卜副業ノ別ヲ重セス本末顛倒シ

テカヲ尽スノ弊アリ之レ土地殖産ノ実フ揚クル能

ハサル素因ニシテ各己ノ生計ヲ素乱スル楷梯タリ

深ク警戒スヘキ現象ナリ

十四,年 々輸入物貨ノ輸出物貨ヲ超過スルコト甚タ

大ナリ

十五,生糸ハ本村生産物ノ最高額フ占メ又輸出物貨

ノ最高額二位スルモノニシテ表面本村生産高ヲ膨

大ナラシメアリト雖モ其実際ハー般村民ノ家業ニ

係ル所謂ル村産物ニアラス全クーニ会社ノ製産ニ

止マルモノナレバ村治経営二利スル所極メテ少ク

例ヒ生産多シ トスルモ頼ムニ足ラズ

十六,(略 )

十七,本村ノ歳出歳入金額ヲ比較スレバ歳 入 (収

益)二於テ四千余円超過シ居ルハー見喜フヘキニ

似タルモ其実際フ尋ヌレバ右ハ全クーニ富豪者ノ

収得ノミユ帰シー村経営二何等利得ヲ及ホサス

十八,一般民情未夕因襲古陣ノ旧慣二安ンジ進取ノ

“

気象二乏シク随テ時二事物改良ノ必要ヲ感セサル

ニアラサルモ之レフ実行スルノ気概二乏シ

十九,生産収得寧口減退シ居ルニモ拘ラス時流二尾

シテ (市街地二近キ為メカ)奢修贅沢二歩フ進ム

ル状勢アリ故二其生活ノ程度隣境諸村二比スレバ

給々高キカ如シ ト雖モ外面内情二伴ハス家計経済

二至ツテハ却テ劣レルモノアリ

二十,教育未夕低度ニシテ高等小学校以上ノ教育フ

受ケシ児童多カラス殊二各自家業ノ発達二必須ナ

ル実業的教育アルモノ未夕少ナシ

二十一,一般貯蓄心二乏シク勤倹貯蓄等ヲ行フモノ

少ナシ 尚ホ之レフ裏面ヨリ窮フ トキハ生計必迫

ニシテ余裕ナク貯蓄二暇ナキモノ多シ

即ちまず,こ の総括は農耕地の絶対的不足,村

人口の急増に対 して,農業生産の零細性,低生産

性により農産物村内需要をまかなえぬことを第一

に指摘する。これは,村人口771人 ,戸数117戸に

対 し,自村内水田33.6町 ,畑 79.8町 ,出入関係を

調整した所有水田53.9町 ,畑 108.5町 にすぎず ,

農家96戸に対する平均耕作面積水田3.9反 ,畑8.8

反と零細なものであることが現況調査によって明

らかにされており,こ の事実による指摘である。

しかも,こ の零細性に加え,農事改良の不徹底

から「無肥料ニテ耕作セラル 田ヽ畑殆ン ト全反別

ノ三分ノー」に及び「生産力漸次衰へ収穫フ逓威

スル」など農業生産の停滞性,低生産力が大きな

問題とされる (三 ,四,八等の指摘)。

さらに,総括項目九,十に見られるように一部

村内地主層による土地集積,自作農の小作化,小

作小農層の貧窮化を深刻な問題とし,こ れが農家

負債と相乗してゆくことを指摘してゆく。その要

因として生活の奢修贅沢,勤倹貯蓄思想の欠如の

他に「生計必迫ニシテ余裕ナク貯蓄二暇ナキ」状

況を指摘している。この地主的土地所有の拡大に

加え,生糸生産などが一部に限られ,それらの諸
―

収入,あ るいは村単位の収支計算による余剰など

彼等に掌握され,「一村経営二何等利得ナシ」と,

一村経済,行政村活動に対 し害することあれ益す

ることなしとしてゆく。

いわば,農業生産の狭随,低生産力と農家負債

の増大が相乗し,小作農化とその貧窮化を生起さ
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せ,地主的土地所有の拡大がさらにその状況を深

化させ,さ らには「村力」分配の不均衡を生み,

村全体の経済的基盤を劣弱にするという実態認識

であった。

そこで,「本村ノ表裏今ヤ漸ク消極的現象フ以

テ蔽ハレ内元気温喪シテ外発動鈍ク日二月二衰微

消沈ノ苦境二迫マリツ 居ヽレリ」3)と現状を総括

し,「衰退ヲ挽回シ幣害フ除キテ村民幸福ノ基礎」

となる方策を検討しようとする。

しかし,こ の村是調査書は,さ らにこの「消極

的現象」を生起させる根本要因,「現況ヲ来セシ元

因」4)を摘出してゆく。即ち,「土地狭キカ為メ其

生産需要供給ヲ充ス能ハス食料燃料ノ不足甚夕多

キ事ハ正二元因中ノ最元因ヲナスモノニシテ諸他

ノ消極的現象皆之ンニ胚胎セリ」というものであ

る。いわば,食料農産物の村内自給できぬ事実が

消極的現象の根本要因であるとする。しかしこの

場合,消極的現象に総括し深刻な問題とされる地

主的土地集積を所与のものとし,む しろ農業の零

細性,低生産性に対 し農家経済が膨張し,農家負

債 となってあらわれ,それが小農層の低落,土地

所有の移動を伴うものとの認識に立ち,農業生産

の低迷,停滞を村是の課題にしてゆくのである。

ところで,こ うした実態調査の総括「消極的現

象」を村是調査書の諸例が全て掲げるわけではな

い。しかし,いずれも,農家負債の増大,地主的

土地所有の拡大に伴う諸問題を提起していった点

は共通する。例えば地方改良運動期の岩根村村是

調査書は,こ の小泉村の場合と極めて酷似した表

現をなすが,「生産,収得寧口人口増加二伴ハサ

ルニ拘ラス時流二随ヒ奢移,贅沢二流レ内計之レ

ニ トモナハス家計経済ハ遂年困疲スルノ傾アリ」,

「村民一般二負債多ク随テ年々支払フヘキ元利少

ナカラサル為メ遂二弁済困シ祖先伝来ノ不動産並

二動産フ失フ者多シ」,「土地ハ年々富豪者ノ併呑

スル所ナリ」,「小作者ノ収得少キカ故二収支償ハ

スシテ生活費二不足ヲ来シ負債ヲ重ク生計困難ニ

陥ル者年 卜共二増加ス」等々を掲げるのである5)。

さて,南会津郡小梁組合村村是調査は6)第 5回

内国博覧会出品村是のあと,福島県農会の模範村

是調査として実施されたものである。ここでも,

実態調査の収支計算によって明らかにされた歳出

超過,負債額の膨大なことを問題とし,「十数年

ヲ出スシテ挙村赤貧二終ラン,仮 リニ之 レナキモ

少数富者二併呑セラン遂二全村ノ安寧幸福フ維持

ス能ハザルニ至ルベシ」7)と している。

ことに「既二大移動ヲ急シタル後」とするもの

の,土地所有権の移動,小作農の多量の存在を「近

時農戸財政ノ困難ナルニヨリ土地兼併ノ幣行ハン

他町村及村内ノ資産家二買収セランシ結果」
8)と

して問題にしてゆく。

しかし,そ うした事態を生起させたのは,「奢

移的」という農家生活費の膨張に加え,こ とに,

「時勢上諸税ノ負担フ増シ義務交際二其費用増加

シ生産ノミフ以テ之フ償フニ足ラス年々歳々負債

フ嵩 ミ」9)と , 農家負担の増加が,農家経済を圧

迫し,あ るいは地租増徴,「増税等ノ為メ地主カ

小作料ヲ騰」めることとなり,小作料負担の増大

が,小作農層の窮迫を深化させ,さ らに農家負債

を膨張させたとしているのである。この「時勢上

諸税ノ負担ヲ増シ」というのは,明治30年代,こ

とに日露戦争戦費調達をねらう非常特別税法によ

る増税が「其定率ヨリ増ス事正二十二割七分二当

ル」とされる事実である10)。

そこで,こ の増税が「将来幾年フ継続スルヤ斗

り難シ故二農夫タルモノハ鍬フ以テ鎌ヲ以テ (略)

田畑耕な二カヲ尽シ増徴二対スル増収量ヲ図ラサ

ルヘカラス」11)と ,農業生産の増強が訴えられ,

「農事ヲ改良シ蚕業ヲ奨励シ其他副業ヲ求メテ生

産ノ増収フ図ラン」としてゆく。

しかも,こ のころ,地方改良運動として町村自

治体の自治独立,行政事業の拡大が要請され,そ

のための財政基盤の確保が課題となってくる。例

えば,相馬郡上真野村村是調査書は,同村予算が

明治35年に5,505円であったものが40年には6,967

円と膨張したことを受け,「国費ノ膨張ハ地方費

ノ増加ヲ招致スルハ自然ノ趨向ナルフ以テ以降十

年フ出テズシテ本村歳出ハー万円二達スルフ覚悟

シ之ンニ応ズル準備」12)の必要なことを強調して

いる。



いわば,農家負債の増大,農家経済の窮迫,あ

るいは歳入出計算による大幅な出超は,村民一般

の経済的問題に限らず,行政村の財政基 盤 の動

揺,不安定性として問題となり,「諸般ノ事業ニ

シテ進テ画策スヘキモノ多シト雖モ民カノ負担ニ

絶ヘサル」という自己矛盾をかかえ,その解決と

して村是設定が求められてゆく。逆に,地方改良

運動は町村自治体の財政基盤の強化 。拡充を主題

として展開され,こ れを受けてかかる視点を面前

に掲げ,「基本財産ノ増殖」など村是の内容とし

てゆくことになる。

しかも,例えば岩根村村是調査の「村経済ノ円

滑ヲ謀 り白治体ノ本領フ発揚」するとい うよ う

に,こ の頃の地方改良運動など,自 治体の組織 。

機能の強化・拡充の要請を受け,自 治独立,自 治

体要件の整備と共に,農家負債の増大,村外地主

による土地掌握など,農村社会内部の変動,窮迫

を「村経済ノ円滑」即ち,む しろ総体としての経

済秩序の醸成と受けとめられ,従って掲げる村是

も農業生産に係るものに限定されない。

そこでは「依テ概往二鑑 ミ現在二徴シ将来ノ施

設二対シ土地ノ状況二従ヒ人情風俗二照シ適宜酎

酌シ法フ設ケ規フ定メ法律ノ範囲内二於テ其義務

責任フ尽サシメ非フ去 り是ヲ執 り之レフ実施セシ

ムルニアリ」
13)と

強調してゆくことになる。

それ故,村是設定の枠組は,農家経営の拡充 ,

農業生産の増強に限定されず,例えば上真野村是

のように「風俗ノ改善フナシテ人心ノ帰―フ計 リ

納税上ノ良習慣ヲ作 リテー村財政ノ整理フ為シ教

育ノ普及二依 リテ人心ノ陶冶ヲナシ実業上其他諸

般ノ智識ヲ与ヘテ事業ノ遂行二便ナラシメ金融機

関ノ設備ヲ完備シ信用及資本利用ノ範囲フ拡張シ

基本財産ノ増殖フ以テ村経済ノ基礎ヲ強固ナラシ

メ土地所有金銭貸借ノ偏軽偏重フ予防シ労働時間

ノ改正勤倹貯蓄ノ奨励等諸般企画ヲ確立シテ永遠

二本村ノ幸栄フ保持シ独立ヲ完フスル事」14)と ,

多岐にわたる要件の総体として村是が設定される

のである。
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7) 『同上書』150頁。

8) 『同上書』75頁。

9) 『同上書』74頁。

10),11) 『同上書』147頁。

12) 『上真野村是』 (明治40年)10頁。

13) 『福島県安達郡岩根村 是々調査書』総論 1頁。

14) 『上真野村是』17頁。

2.農事改良運動と村是

村是の意味づけ,設定の枠組は,「村力」の拡

充を基本とするものの,地方改良運動に組み込ま

れる過程で,その意味内容は微妙に変化する。

その期の村是の内容をうきば りにするため,そ

れ以前の即ち農事改良運動の中で実施される村是

調査の掲げる村是の具体的内容を見ておきたい。

先にあげた小泉村村是調査は,実態調査の結果

に対 し,農業生産における零細性,低 生産 性 を

「消極的現象」 の根本要因 としてゆく。 そこで

「現況フ蔽フ所ノ消極的現象ヲ医シテ積極的二改

象スル ト同時二積極的現象ヲ涵養助長スルノー途

アルノミ」
1)と して, 村是を検討してゆくことに

なる。

その際の村是の方向は,根本要因の克服に求め

られ,こ れを「村是ノ精神」とし,農業生産の拡

大に集中してゆく。即ちそれは「可能的耕地フ広

メテ可能的之ンフ利用シ可能的生産フ増殖シテ可

能的品質フ優良ナラシメ因テ可能的収入フ高メ可

能的消費フ省ク」2)と いうのであり,む しろ農家経

営における経営規模の拡大,耕地利用率の拡大 ,

農業生産の強化等による農家収入の増大 と生 産

費・生計費の節減にむけられてゆくのである。つ

いでながら, この「村是ノ精神」3)の具体的内容

として,

一,殖産上必要ノ土地フ購求シテ独立自営ノ基本ト

地方改良運動と村是調査 (Ⅳ )
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ナス

ニ,土地ノ経済ヲ計テ地産ヲ増殖ス

三,資金,労力,時間ノ経済ヲ計テ副業余業ヲ勉メ

其生産フ増殖ス

四,人智ノ開発技術ノ熟達ヲ図ツテ殖産改良学理ノ

応用ヲ完全ナラシム

五,産業改良フ実行シテ産額価額高カラシム

六,主業 卜副業ノ区別フ厳守シ労力,時間ノ配当ヲ

乱スコトナシ

七,生産ノ分配ヲ計テ需用供給ヲ円滑ナラシム

八,厳 二贅費ヲ省キテ規律的勤倹貯蓄ヲ励行スルコ

ト

の事項を掲げている。これをもとに村是を設定

してゆく。

その村是は4),

一,農家ノ子弟ハ村是教育 トシテ必ス農業教育フ修

得スルコト

ニ,一村協同事業 トシテ耕地整理ヲ断行スルコト

三,村民互二気脈ヲ通シテ土地ノ拡張ヲ図ルコト

四,農家ハ毎戸必ス馬若クハ牛ヲ飼育スルコト

五,米麦大豆改良二併セ疏莱作ヲ励行スルコト

六,日畑二毛作ヲ励行スルコト

七,農家ハ毎戸必ス自家用以上ノ薪炭材供用材仕立

ツルコト

八,菅作ヲ減縮シテ蘭作ヲ増進スルコト

九,養蚕者ハ村是禁止四ケ条ヲ厳守スルコト

十,一村同盟作業 トシテ農作物病虫害ノ駆除予防ヲ

厳守スルコト

十一,組合若クハ其他団体二於テ又ハ己二於テ規律

的勤倹貯蓄フ励行スルコト

の事項を掲げている。さらに,これに加えて,

「実行ヲ要スル事業」として,「一 蚕病消毒フ

厳行スルコト,一 産業組合ヲ設置スルコト,一

村農会ノ活動ヲ図ルコト,一 村有基本財産フ増

殖スルコト」5)の 諸項目をあげている。 なお,福

島県行政資料『町村是調』では,小泉村村是を,

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

所ノ開設の各事項としている6)。

まず,耕地の拡張は実態調査の結果 を総 括 し

て,地主的土地所有の深化する中で,農耕地の狭

少,農家経営規模の零細性を指摘していたが,こ

れに対処するため,個別所有,共有により,と に

かくも耕地を拡張し,農家の「独立自営ノ設備ノ

完全ヲ図ル」というものである。しかし,一部地

主層による土地集積が自作農の没落,小作農の貧

窮化を生み,一村経済に益することなしとする指

摘を受け,「何等利用ノロ途モ定ラス漫二隣邑蚕

食的ノ拡張フナラスカ如キハ却テ大二地方殖産フ

妨クル恐アリ又隣佑徳義上ヨリ考フルモ厳戒」7)

すべきと,地主的,寄生的土地所有の拡大を警戒

している。

しかし,「本村ハ土地狭随ナリ然ントモ土地ノ

改良行ハレス農作ノ改良又―シテ行ハンタルモノ

ナシ故二常二収穫薄ク品質粗ニシテ其需用供給ヲ

充ス能ハズ之ン実二今日ノ哀疲ヲ招キタル最大元

因ナリ」8)と する限 り, 農家経済の向上,農業生

産の拡大は土地生産力の増強に集中せざるを得な

い。そこで,農業「経営ハ此狭随ナル土地フ可能

的利用シテ可能的多額ノ収穫フ以テ不足ヲ補フ」

ものとして,まず耕地整理を掲げる。そこでは区

画整理,土壌改良により牛馬耕,農事改良等の実

施を容易とし,その効果を大ならしめるなどの有

益性を説き「此一業ヤ本村是ノ基礎ヲ建ッルモノ

ナリ」としている。他方,「地味フ改良シ豊穣力

ヲ増加シ又維持スルノ点二至リテハ肥料ヲ施与シ

テ地カヲ補フヨリ切′ヽナク」9)と して掲げるのが

牛馬の飼育である。ことに実態調査の中で無肥料

耕作が三分の一に及ぶとか,逆に購入無機質肥料

の過投により生産力を低下させているとかを指摘

しているが,こ れが「地力忽チ渇耗シテ永ク不毛

ノ地二帰センノミ」として,牛馬飼育により堆肥

を確保し,その施用により地力増強,土地生産力

の拡大をはかろうというものである。これに,二

毛作あるいは改良農事を実施し,「一村ノ盛衰ニ

影響ヲ及ホス」という米麦等の食糧作物の増産を

はかるというのが米麦作等の改良,二毛作の実施

である。

なお,養蚕の「村是禁止四ケ条」の項目は,「一

田畑作物ノ仕付手フ怠ルコトフ禁ズ,二 資金ヲ

借用スルフ禁ズ,三 雇人ヲ使用スルヲ禁ズ,四



桑葉フ買入ル ヽコトフ禁ズ」というものであり,

消極的現象に総括されたような事由から設定され

る。例えば,養蚕は農家副業として有力なもので

あ り,その振興が強調されるが,それに投じられ

る労働力,資金等が水稲,普通畑作と競合し,主
業副業の転倒あるいは米麦等の不足をまねくとし

て「 田畑ノ仕付手入怠ルコト」をいましめる。あ

るいは,深刻な問題とされた農家負債が,養蚕の

価格変動,原種・桑葉買入資金等に原因するとし

て,資金借入,雇人使用,桑葉買入を禁止し,家
族労作経営内での副業化もはかろうとしたもので

ある。

ところで,こ の小泉村是は,先に見た「消極的

現象」,「村是ノ精神」に基づいて設定され,それ

に依って意義づけているが,他の村是と大きく異

るものではない。実態認識とそこから摘出される

問題を,農業生産における零細性,低生産性,農
家負担の増大と地主的土地所有の拡大,小農層の

没落と貧窮化に求めてゆくが,かかる現象はいず

れの村是調査も把握するところであ った。従 っ

て,それぞれの村是は,それら現象の解決策とし

て農業生産の拡大を前面に掲げ,農事改良を中心

とした事項を内容として,そ の実施,徹底をはか

ろうとする。「村力」の拡充を村是調査の最終目

的とするが,それを構成する農蚕業の拡大,農家

経済の増強によって達成されるものとするのであ

る。

明治30年代に入 り本格的な農事改良運動を展開

し,その中で調査を実施し,「産業の発達を謀 り

利益の増進を促し村力の充実を企画」するとする

横田 。大滝村村是調査書は「将来之部」10)に ,

一,余業奨励の事

二,共同購入組合設立の事

三,立毛共進会設置の事

四,耕地整理完成の事

五,養蚕製糸改良の事

六,植林業奨励の事

七,勤倹規約励行の事

八,規時会設置の事

九,基本財産増殖の事
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十,経済機関の活動奨励の事

十一,農蚕業教育普及の事

の農事改良を中心とした事項を村是 と してい

る。それぞれ実態調査による意味づけ,あ るいは

事由をあげているので,若干見ておきたい。

例えば,余業奨励は冬期間の遊休労働力を機業

その他の副業にあたらせ,毎年一戸当り12円 ,全

村 7千円の収入を得て,10年後の複利合計16万円

余となるとして,こ れを地租県税等にあてるはか,

耕地整理費用,日 用品共同購入組合の設立資金に

充当しようというのである。この組合は,日 用品

の共同購入により「需用供給の便を得せしめ中産

以下の農家をして商人よりの摯肘を免かれ しむ

る」はか,現況調査による日用品購入額の節減を

はかろうとするもので,後の諸例のようなさしせ

まった事由が見られない。

立毛共進会は,30年代に本格的に要請される農

事改良の統合,徹底をめざすものである。調査書

「参考之部」に農事改良の経過が簡単 に紹 介 さ

れ,「老農林遠里氏の米作改良に依 り」順次生産

が高まったとされるが,それは一部篤農層に限ら

れ,一般には旧慣に依る所多く,選種,苗代,播

種,挿秩,肥料,灌漑等に多くの問題を残す。そ

こで,「各種改良法の如きは近年試験研究殆んと

至らさる事なく学説実験上確乎たる証憑あり」と

拾頭する改良農事の実施を強調し,一 般農 家 の

「改良を衝動刺激するの機関」として立毛共進会

を開催し,「実地に改良を会得せしめ不知不識の

間に学理応用の普及」をはかろうとする。これに

より,「米作改良一定標準」に定められた品種 ,

選種,浸種,播種,苗代,深耕,施肥,挿秩,漑

灌等の「学理応用」農法の普及をはかり,技術体

系を確立して反当4斗の増収を達成しようとする

のである。

耕地整理は,すでに耕地整理法公布間もなく大

滝村滝沢地区にて27町 (内水田2町)を実施してお

り,これを組合村全域に拡大しようとするもので

ある。これにより,調査書現況之部に掲げる耕作

利便,深耕,用水不足解消,乾燥良化,増反及び

地方改良運動と村是調査 (Ⅳ )
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地価上昇の効果のほかに年 4々4円の経済的利益が

あるとされる。

養蚕,製糸は輸出に係る商品生産として,各々

の生産の拡大,規制・規程の励行,桑園拡大及び

改良,飼育方法の改良,製糸改良を「普通農事を

廃せんとするは利害の関係因より許す可 きに非

す」としながらも村内主産業の振興として村是に

掲げてゆく。

これら農業生産に係る事項に対 し,例えば勤倹

貯蓄は,村内横田報徳社の活動に模して「勤倹の

美風を養成」するというもので,こ の頃町村に要

請され前年に定めた勤倹規約による村民一人当り

籾 2升の積立,冠婚葬祭から日常生活にわたる節

約,簡素化の実施をねらいとする。

基本財産増殖は,確立間もない組合 村組織 が

「教育に勧業に其他進て計画すへき事業不砂にも

不係民力の堪さるを以て必要に応する能はさるは

局に当る者の甚た遺憾とする所なり」")と 事由を

あげるが,すでに定めた基本財産蓄積条 例 に よ

り,村基本財産の増殖をはかろうとするものであ

る。

しかし,こ れ ら事項は農業,養蚕等農事改良に

関連 したものに比して多 くの説明がなされない。

む しろこの場合の村是の中心は農事に関するもの

であ り,従って「村力」は,農業生産の拡大とし

て位置づけられ,それによる収入増が目的とされ

ている。

なお掲げる村是項目に見 られるように,その具

体的方法は,拾頭 してくる農学 。試験場技術であ

る。農業生産の低迷は慣習的農法による もの と

し,新たな技術を集団目標とすることによって農

事改良の徹底をはかろうとするものである。それ

故,例えば各村是の掲げる農業教育の普及は,後

に見られる国家意識の昂揚,:教化を目的とするも

のではなく,「農事ノ改良発達ヲ図ル其途一ニシ

テ足ラス ト雖モ就中之二関スル新智識ヲ有スル農

業者ヲ養成スルフ以テ刻下急務中ノ最急務」
12)と

して農事講習所等の農業教育機関,講習会を通じ

て新たな農業知識,技術を体得させ,農業生産の

「 原動主体 フ涵養スル」とい うものであった。

また,農家負債を大きな問題とし,勤倹貯蓄を

村是として掲げるが,それを社会秩序の醸成とし

て意味づけるものの,こ の段階では伝統的な消費

節約,備荒貯蓄の強調であり,後に見られるよう

な社会改良にまで高まっていない。

注

1),2),3) 『小泉村村是調査』123頁。

4) 『同上書』125頁。

5) 『同上書』134頁。

6)福島県行政資料『町村是調』 (福島県歴史資料

館所蔵)。

7),8),9) 『小泉村村是調査書』127頁。

10) 『横田。大滝組合村村是調査』11頁以下。

11) 『同上書』79頁以下。

12) 『小泉村村是調査』125頁。

3.地方改良と村是諸内容

地方改良運動の本格化する中で実施される村是

調査は,掲げる村是も整理され,しかも農業生産

の拡大を基調としながらも次第に地方改良事業と

して要請される事項を組み込んでゆく。いわば,

この村是に自治運営,自 治活動の要件を含め,そ

れを集団目標として自治体の態様を整え,その活

動を強化してゆこうとすることに外ならないが,

逆に多様な事項の列挙となり,単なる村政目標と

して形骸化し,あるいは風俗改良,勤倹貯蓄など

「精神的改良」を強調することによって観念化す

る危険をはらんでゆく。

この期の村是の例として,前 々稿(1)において

上真野村是を掲げておいたが,それは風俗改良,

納税奨励,農事改良,蚕業,肥料改良,小作制度

ノ改良,耕地整理,山林ノ整理,副業奨励,勤倹

貯蓄,陰暦廃止,労働者供給機関ノ設置,基本財

産増殖,救荒予備,産業組合ノ拡張,需用共同購

入,普通教育ノ普及の事項を掲げていた。

岩根村村是調査書は,実態調査の結果を総括し

た上で,精神的施設,実業的施設,共通的施設に

整理し,これを章とし,その内容を節,項目に細

分 して説明している。便宜的に一覧すると以下の

ようなものである1)。



精神的施設

(1)家庭 1.家庭経済

2.家庭衛生

3.家庭教育

(2)教育 1.学校教育

2.成年教育

3.宗教

4.風教

5.娯楽

共通的施設

(1)衛生 1.衛生講話

2.村医

(2)貯蓄 1.壱厘会

2.壱分会

実業的施設 (具体的施設)

(1)村農会之活動

(2)農業 1.米麦塩水選ノ励行

2.短冊苗代ノ励行

3.立毛共進会ノ設立

4.試験田畑 (模範田畑)ノ 設置

5.耕地整理ノ断行

6.病虫鳥害駆除予防ノ励行

7.協同購入協同販売

8.堆肥製造ノ励行

9.二毛作ノ励行

10.通苗代ノ廃止

11.小作米品評会

12.生産物品評会

(3)蚕業 1.養蚕組合ノ設立

2.養蚕未成品評会

3.村蚕種検査並二蚕業教育

4.蚕病消毒ノ厳行

5.協同購入協同販売

金融 1.村債

2.村生産物協同販売

3.生産器械,種苗,肥料協同購入貸付

7f

まず,農業・養蚕の生産拡大が「村力」拡充の

基底として強調する点は,こ の期の村是も同様で

ある。むしろ「村経済ノ円滑」と,一村の経済力

増強として強く認識されてゆく。そこで,例えば

農事改良の具体的内容として先の例に見 られ た

ような塩水選,短冊型苗代等の技術から,病害虫

予防,稲乾燥法改良,堆肥製造,あ るいは耕地整

理等の生産力拡大の方策を示し,それぞれの普及・

実施方法まで提示 してゆく。そこでは,農会組織

などにより「学理 卜実験」による改良技術が断片

的に普及実施されていたものを,農事 改 良 と統

合し,全村的に実施 し,一村単位とす る生 産 力

の増強,生産の拡大をはかるものとして訴えられ

る。上真野村是は,それによる収入増加の見込額

と村落別,年次別実施計画を示している。増収見

通しはすでに初期の村是調査書にも見られるが ,

上真野村是の場合,10年後の正条植による全村収

入増加額 6,426円 , 通苗代廃上によるもの4,186

円二毛作による3,850円に加え,蚕業改良, 製炭

改良,副業奨励,産馬拡張, 陰暦廃止 (労働力の

強化によるもの)に よる収入増をあげ, 35,970円

の収入増を見込んでいる。これに耕地整理に伴う

増反,地価上昇による収入期待額を計上し,これ

を「村力」の将来と見込むのである。

もっとも,こ れら農業・養蚕に関す る諸 事 項

は,福島県が強制農事として展開する「農事督励

規程」,「普通農事改良方法」に依拠したものであ

る2)。
すでに,村農会組織を中心にこれ等指示督

励事項を農事改良として実施 していたが,む しろ

これを村是に組み込み,村落末端まで徹底し,そ
の完成をはかろうとするものである。例えば岩根

村是は,短冊型苗代の実施を,「其要ノ村民ノ脳

裡二抽象スル時ハ喜ンテ事二従フニ至ル可ク県令

モテ要ナキニ至ルヲ期スヘシ」3)と , 強制農事と

して受けとめるものではなく,自発的農事改良の

実施として強調する。また,病虫害駆除が督励さ

れていたが,「一部少数者ノ不熱心ナルカ為メ全

村之レカ損害ヲ蒙ルニ至ル故二 (中略)何人 卜雖

モ全部二向ツテ其事二従フノ義務アリ」4)と ぃぅ

など,さ らに村是に掲げることにより全村的に実

地方改良運動と村是調査 (Ⅳ )
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施し,その効果をあげようとする。

ところで肥料改良,堆肥製造なども農事改良の

一環として強調され,購入無機質肥料の増投によ

る地力低下,購入代金の増加を事由にあげ,自給

肥料の施肥を訴える点は前にも見られたことであ

る。ことに,岩根村村是は,入会山林の官有地化

により,枝葉等の有機質 。自給肥料の入手が困難

となり,次第に地力の低下をまね くが,他方で小

作料負担,農家経済の逼迫から「人造肥料ヲ用ヒ

速効フ期ス」ため購入肥料の増投となり,これが

農家負債の膨張をもたらし,村外への土地所有権

の移動を深化させるものだとしてゆく。そこで,

購入肥料は「製造者並二奸商ノ甘言二籠落セラン」

るものと,自給肥料の確保,堆肥製造を強調して

ゆく。

この堆肥製造に限らず,共同販売・共同購入 ,

あるいは産業組合,「金融」を村是とするのも,

肥料商,仲買商などの村外商人,高利貸資本によ

る農家経済への介在が,多大な土地所有の掌握を

なす根本原因だとするからに外ならない。 例 え

ば,「肥料購入セント欲スルモ資カナキヲ見ル ト

キハ秋収ノ際迄慈恵的貸付フ衡へ原価二壱割以上

弐割フ加へ高利フ之二付シ砂 土 ノ′ロキ人造 肥

料」
5)を売り付けるとかの呪縛がくり返され,粗

悪品による生産の低下,あるいは農家負債の累積

となり,逐には「祖先伝来ノ土地家財」の売却と

なり,自作農の小作農化,その窮迫を深化させ,

「一村経済ノ円滑」を阻害し,行政村の存続すら

あやうくすると,「農家ノ隙ヲ窮へ襲来スル人類

ノ態ヲナセル仲買商肥料商」のへい害を感情的な

までに指摘してゆく。

これを,上真野村是は,前々稿で見たように,

「貧富ノ差益々激甚 トナリ栄エルモノハ悠々栄ヘ

衰フルモノハ念 衰々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荒廃」6)を来たす

と,地主的土地所有の拡大と農民層の分解が深化

し,農業生産の停滞をまねき,さ らには「一村ノ

成立ノ要素ヲ破壊シテ村ヲ挙ケテ亡滅 ノ悲 境 ニ

至」るとしていた。このため産業組合の組織・活

動の強化をはかり,「資金ヲ融通シテ生産業ノ発

達ヲ期ス」と共に「土地ノ併呑フ防キ金銭貸借ノ

幣害フ除キ倒産者ヲ予防」するというので あ っ

た。

土地所有権の移動,地主的土地所有の拡大は,

あらためて小作制度の改良として課題とされる。

村内水田499町に対し,小作地 126町 ,小作農は

全農家の四割を占め,「地主 卜小作人 卜反目疾視

スルノ風アリ小作人ハ同盟シテ地主二反抗ヲ試 ミ

地主又夕同盟シテ小作人フ苦ムルコト往々行ハル

ヤヽノ状態」7)だ とされる。 そこで,地主 。小作

制度の改善を村是とし,地 。小作関係の安定化を

はかろうとする。

ただし,その方法は,「要スルニ地主ハ小作人

ヲ憐 ミ保護シ小作人ハ地主フ慕ヘテ能ク之ンニ服

従シー方二於テハ小作料ノ取 り立テニ過酷ノ取扱

フナスコトフ避ケー方二於テ′ヽ上納ヲ怠ルコトナ

ク互二相親睦シテ親子君臣ノ如キ関係 ヲ保 タシ

メ」
8)と ぃう精神的信頼関係, 家長的関係を強調

し,他方で小作人規約,地主会を組織させ,「同

一小作地フ必ズ五ケ年以上小作スルノ義務ヲ負ハ

シメ」あるいは「同盟シテ小作料ノ軽減ヲ迫り地

主ノ悪感情フ招クガ如キコトハ厳二之フ禁 ジ」,

「小作換フナスモノハ地主二於テモ互二気脈ヲ通

ジテ小作フ拒絶スル」
9)と いう統制を加えてゆこ

うとするものであった。

岩根村の場合は,村外商人,高利貸資本による

土地掌握,寄生地主的土地支配が問題にされたの

に対し,上真野村の場合は村内地主による土地所

有が深化していたものであり,対処方法としての

村是の微妙な差異があったと想定できないことも

ない。例えば上真野村是は「凶作打撃ノ為メ生活

困難二陥リタルモノ」の離村が相続き,「中産以

上ノ農家ハ何 レモ労働雇人ヲ得ルニ苦マザルモノ

ナシ」10)と され,地主経営,自作上層農の低廉な

雇用労働力の確保をねらった「労働力供給機関」

を村是としていた。これに対し,岩根村是の「労

力」は,「高価ナル金肥労カフ用ユルコト年々加

ハルニ於テハ報酬フ漸減スルニヨリ自己ノ労銀 ト

自家製造ノ肥料ヲモ生産費 トシテ計算スル トキハ

(中略)小作者ニアリテハ上田モ尚ホ四円弐拾弐銭
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六厘ノ損失アル」n)と し,「集約的ノ農業」を前  じねらいが込められ,これら諸組織の活動によっ
提とした省力化をいうのである。         て意識昂揚,意識統合をはかってゆこうとする。

ところで,稲作等の農業に加え,養蚕が「二大  岩根村是はこれを「精神施設」として家庭,教
経済」あるいは「米二次テ多額フ産出スルノ業」  育,宗教,風教,娯楽をあげているが,家庭生活
として生産の増強がいわれるのはいうまでもない  の規律化,家計簿記入,子弟教育,生 活 環 境 整
が,岩根村の場合に水田稲作が村外地主により掌  備,衛生,信仰等により,ま さしく「精神的改良」
握されることに対し,養蚕を農家経済の有力な収  をはかろうとする。そのための方法として,各種
入源として重視してゆくのが注目され る。 こ と  講習会,小学校,婦人会等の組織から,村政担当
に,農業を主業とするものと断わ りながらも養蚕  者,農会指導者,篤農,教師,神官,僧侶等によ
の奨励は,「農家ノ疲弊スル所以ノ者ハ社会経済  る指導,教育を具体的に示 している。
上ノ上進二連 レ物価ノ騰貴ヲ来ス ト世潮二従ヒ衣   なお,勤倹貯蓄なども同様に掲げるが,上真野
食住二対スル生活程度ノ高マル ト国運ノ進ム ト共  村是の場合のように大字ごとの貯蓄組合,信用組
二義務的出費年々嵩ムトニヨル故二年一年地カノ  合等により,「天災時変二処シ不慮ノ災難二備フ
減耗スル土地二於テ農業ノミフ以テ従来ノ収益ニ  ル」とするほかに,勤倹節約の精神的鼓舞と納税
ヨリ世運ノ変遷 卜戦ヒ円滑ナル生計ヲ営ムコト至  奨励として位置づける。もちろん,岩根村是のよ
難ノ業」12)と 説き,農家生活の窮迫,農家負担の増  ぅに農家負担の増大,農家経済の窮迫,農村経済
大に対 し,いわば現金収入を期待してゆくと同時  の一般的疲弊に対し,農業生産の拡大 と共 に,

に,農業生産の低位性,あ るいは寄生地主的土地  「勤倹節約アルノミ」として強調されるのはいう
所有の深化に対処する方策として意義づける。   までもない。しかしながら,これは「一家経済充

ところで,こ のころ内務省等の手により,地方  実二遺憾アルノミナラスー村富栄期スル」15)と ,

改良事業の一環として「民心作興」,「精神改良」  行政村財産基盤確立の一環として強調 され て ゆ
といった社会・ 生活秩序の醸成,意識昂揚が強調  く。それが故に「共通的施設」なのである。
され,民俗・風俗改良規約,勤倹貯蓄規程などの   上真野村是は,別に納税奨励,基本財産の増殖
制定が市町村に要請されていた13)。 そ こで「村  を掲げるが,納税奨励は「村治機関ヲ活動セシメ
カ」の拡充をいう村是が,行政村の集団目標とし  治蹟ヲ挙ケントスルニハ納税ノ奨励ヲナシ滞納者
て設定され,村政目標としてゆく時に,自然にこ  ノ数ヲ減スフ以テ急務」16)と するものであり,基
うした事項を組み込み,行政村単位とする秩序体  本財産増殖は「町村自治体ノ基礎フ輩固ニシ其独
系の確立,意識統合,あるいは成員の生活秩序,  立フ完フセントスルニハ基本財産ノ蓄積ヲナシ確
意識の安定化をねらってゆくことになる。     固不動ノ収入財源フ作 り之レニ依 リテ歳入ノ大部

例えば上真野村是は,風俗改良を第一に掲げ,  分ヲ補ヒ民カノ体養フナシ其余カフ以テ有利ナル

「凡ソ百設施如何二美ナリト雖モ之フ実行スルハ  方向二転用セシメ以テ自治体ノ発展ヲ期ス」17)と

人ニアリ故二先ツ人心ノ傾向フ察シテ其矯正改善  説明されるものである。
フ計ルハ事フ成サントスルモノ 最ヽ先二着手セザ   すでに見たように,こ のころ,日露戦争後の戦
ル可ラザルノ事」14)と その事由をあげ,すでに定  後経営として地方改良運動が本格化し,行政村に
めた「民俗改良規約」の徹底,青年会・報徳社の  対する行政事業の強化,拡充を自治運営,自治独
組織活動を中心とする日常生活,社会生活の規律  立として要請してくる。そのためにこそ,行政村
化,「風儀一般ノ改良」,自治意識の昂揚をはか り,  財政基盤の安定強化が求められ,まずもって,農
「人心帰一ヲ計 り協同一致村是ノ大目的ヲ達セザ  業生産の拡大による行政村総体の経済力の増強が
ル」としてゆく。普通教育ノ普及として掲げる婦  課題とされたのである。従って,あ らためて基本財
人会,小女会,実業補習学校,農事教育もほぼ同  産増殖,納税奨励を村是とするのは当然のことで
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あった。ことに基本財産等は,多 くは部落有山林

等を統合して形成されたものであり,その増殖を

はかろうとする時,全村的支持を受けた事業とし

なければならず,「町村′ヽ国家成立ノ要素ニシテ

各個人ハ町村自治体成立ノ要素ナリ」と強調せざ

るを得ず,「 自治精神」の作興,「精神ノ改良」と

共に,「村力」拡充の一環として村是に組み込ん

でゆくのである。

いずれにしろ,こ うした内容の村是を掲げ,こ

れを行政村の社会的集団目標として生産力を拡大

し,個別成員即ち農家層の経済的水準を高め,農

家負債の拡大,村外寄生地主による土地掌握の中

で,一般的農村疲弊を克服し,ひいては,それを

基盤とする行政村の財産基盤を安定ならしめ,い

わゆる自治運営,自治独立を達成しようとするの

がこの期の村是調査の意図するところであった。

なお,こ の期に限らず,各村是調査は,こ の村是

の実践を村是調査の必要条件として強調し,こ れ

による「村力」の増加見込額を計上してゆく。例

えば,岩根村村是の場合,農蚕業等の生産拡大に

よる「生産」増加額75,252円 (現在額163,253円 ),

貯蓄その他の収得13,174円 (同 830円 )と し,「歳

入将来増加額」88,426円を見込み,これによる村

税収入は「現今ヨリ五倍以上ノ金額ヲー農村ノ経

営二資スルフ以テ万般ノ事業ヲシテ進歩発達」
18)

せしむものと期待され,しかも「独立経済ヲ維持

シ自治ノ本能フ発揮スルフ得ヘシ」とされてゆく

のである。
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