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大 正・昭 和 期 の 町 村 是 運 動

は じめ に

前稿「県是・町村是運動の社会過程」(『農村研

究』第
“
号)では,福岡県とならんで町村是 調査

書を多く有する茨城県 。新潟県の「是」運動を概

観しておいた。そこでは,町村一郡一県の段階で

の是調査と是設定の一応の形式を完成させ,特に

県是・町村是実行組合を組織するなど村落段階ま

で含めて,大々的な是運動を展開するものであっ

た。それは,他方の地方改良運動に組み込み,多

分に町村是調査の実態調査を形骸化させ なが ら

も,初期の発想以来の町村是,郡 。県是の設定と

その具体化に比重を置いたものでもあった。

ところが,こ の事例をさらに徹底させ,む しろ

実態調査を意識的に省略し,町村是の実施を主眼

として町村是運動を展開してゆくのが栃木県の場

合である。それは,地方改良運動の町村段階での

具体化でもあり,その方法として町村に行政目標

を設定させていったものであり,本来の町村是調

査とは同名異質のものと考えられない こ ともな

い。しかし,町村是調査の本来の発想にあった町

村是の実践,具体化を象徴化し,大正 4年 より昭

和15年 までの長期にわたって町村是運動を展開し

ていった極めて興味深い事例である。

そこで,本稿では,町村是調査の系譜を跡づけ

る最後の作業として,こ の栃木県での町村是運動

を概観してゆきたい。即ち,町村是調査は近代農

村史の中でさまざまな意味を有するにもかかわら

ず本格的な研究もなく,不当にあつかわれてきた

ことから,まずその系譜をたどり,事実関係を明

らかにしておく必要がある。なによりも,こ の特
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異な事例を概観することは前田正名以来の町村是

調査運動の全体史を補うものとして極めて意味あ

ることと思われるからである。

なお,本稿はこれまでの一連の作業の下で作成

したものであって,主題に即した事象以外にはほ

とんど触れないつもりである。むしろ,次稿にお

いて町村是調査運動の全体的意味づけを行う予定

であるので,こ こでは町村是の実践に限定し,そ

の意図,町村是具体化のための方法,その内容と

具体化の様相を簡単に見てゆくこととする。

また,本稿作成にあたっては栃木県足利市・佐

野市の市史編さん室の所蔵する旧村行政資料を利

用した。市史編さん中にもかかわらず,利用を快

諾された両編さん室に感謝する次第である。

1.町村是運動の意図

栃木県での町村是運動は,大正4年,大正天皇

即位大典記念事業として企画され,同 年 9月 の

「御即位大典ノ記念 トシテ施設ス可キ事業ハーニ

シテ足ラス ト雖モ地方経営ノ根基タル町村是フ確

立実行スルカ如キハ最モ適当ナル」1)と する郡市

長への訓示によって全県的な町村是制定を指示し

たことを契機とする。これに先だち,郡勢調査会

による郡是の検討が なされるなど2),前段階があ

るが,「県治調査会」において町村是制定の方法

その他が検討され,『町村是制定ノ綱要』として

詳細を示すほか,同年10月 ,「各町村ハ須ラクー

斉二町村是ヲ制定実行シ地方振興ノ実 ヲ挙クルニ

実行スヘシ」3)と する栃木県告諭が 出される。さ

らに大正5年 2月 11日 に町村是の公表,奉告祭を

行うこととした郡訓示により,町村是制定,その
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具体化が町村是運動として展開される。

まずこの町村是運動の特徴は,従来の町村是調

査を批判的に受けとめ,独自な発想と視角から必

須の条件とされた実態調査を省略し,町村是の設

定,その具体化に主眼を置き,町村是の実践を大

々的に展開していった点にある。その意図を象徴

的に表現するのが大正 4年 9月 の知事訓 示 で あ

る。例えば次のような内容が示される4)。

抑モ町村是制定ノ順序ハ町村ノ状勢フ審究シ

テ適切ナル方策ヲ決定スルニ在 ントモ其ノ町村

ノ状勢ヲ審究スルノ方法二至 リテハ敢テ形式ニ

拘泥スヘキモノニアラス (中略)時間 卜手数 ト

フ消費シテ形式的ノ調査ヲ為スフ要セス只其ノ

事項二就キ緩急ヲ計 り難易ヲ考量シテ最モ実際

二適切ナルモノヲ採用スルフ以テ足レツトス然

ントモ其ノ実行二至 リテハ町村民ノー致 卜当局

者ノ熱心 トニヨリ克ク困難二堪へ万障フ排シ永

続的二努カスルニアラサレハ到底充分ナル成果

ヲ得ル能ハサル可シ

この内容の説明は必要なかろう。いわば,従来

の町村是調査の実態調査が時間と労力を要し,形

式化する傾向にあったとし,町村是制定を課題と

する限り,形成に拘泥せず,適切なる事項を町村

是として,その実行に重点を置くということの強

調であり,それまでの町村是調査への批判を支え

としている。

栃木県での町村是調査は明治33年の県農会によ

る那須郡須賀川村村是調査の試行5),芳賀郡山前

村村是などの第 5回内国博覧会出品村是6),あ る

いは明治44年の町村是調査講習会などの前史があ

り,足尾鉱毒被害地足利郡吾妻村での同郡農事巡

回教師篠原勘次郎による「被害地ノ実 情 ヲ知 悉

シ,事業画策ノ資料フ得テ保護機関ノ設置ラ完フ

セン」7)とする下羽田字是といった特異な事例が

ある。しかし,それらは特定の町村の調査事例に

とどまって一般化せず, しかも設定した町村是を

具体化する例はほとんどなかった。そこで,地方

改良運動の最中にあって,町村是調査を有効な手

段として評価する時,前史の批判的検討から,む

しろ町村是設定と,その実践にあるとしてゆくも

のであったと思われる。

これを,こ の企画と指導にあたったと思われる

栃木県内務部長森本泉は,それまでの町村是調査

運動に対する「新機軸」であったと解説する。即

ち,明治33年以来の町村是調査の試行が容易に成

功例を生まぬ事由として,その実態調査が形式化

し,「地方の人々の最も不得手とする統計的調査

を繁密にし末だ実行せざるに先ち調査に於て既に

奔命に疲れしむる」8)結果であるなどをあげて従

来の実態調査の様式化形式化を批判し,さ らに記

念事業として一斉に町村是を制定すること,町村

が問題解決の方策を行政目標として緊急に実施す

べき現状にあること,あえて調査に依らずとも明

白な課題の存することなどをあげている。このう

ち,従来の町村是調査が実態把握偏重であるとす

る批判は,実態の数量化を目的とした現状調査の

詳細な調査規定 。内容がかえってその普及 。実施

を困難にしており,勧業統計などの町村統計が整

備されつつある現状では,む しろ町村是を簡便に

設定すべきであるという指摘である。こうして,町

村是調査の中から,その本来の主旨は町村是の制

定と実践にあるとする論理を易」出してゆく背景に

は,こ の頃地方改良事業講習会などを通じて町村

段階に進めてゆく地方改良運動があった9)。 地方

改良運動は町村自治の振興。強化を唱い,そのため

に自治方針を設定してゆくことが強調されたが,

町村是はまさしく町村自治の方針設定であった。

そこで町村是制定の詳細を指示 してゆ く『綱

要』10)は「町村是ハ将来二於ケル町村自治ノ方針

トナルモノニシテ郷党ノ福祉ヲ増加スルフ以テロ

的 トス」と規定しており,さ らに町村是制定の主

旨を以下のように説明してゆく11)。

地方ノ振興フ地方人自ラ実行セントスルニハ

各種ノ施設経営ヲ為サ ルヽ可カラス 而シテ各

種ノ施設経営ヲ為スニ際シテハ予メー定ノ方針

ヲ樹テ郷党輯睦シテ着々歩武フ進ムルヲ要ス

彼ノ感情ノ衡突二基キテ共同ノ事業ヲ破壊シ若

クハ流行二眩惑シテ不急ノ事業フ起スモノ 如ヽ

キハ最モ慎マサル可カラサル所 トス 故二地方

経営ノ機関タル町村二於テハ民情二照シ資カニ
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鑑 ミ慎重ナル調査ヲ遂ケテ町村是ヲ制定シ町村

民ヲシテ将来響フヘキ方針フ知ラシメ協力貌力

其ノ実行フ期セシムルノ挙二出ラルフ要ス (以

下略)

この「町村自治ノ方針」の強調は,地方自治制

度下の町村自治体の基本的要件であるとする事由

の他に,第一次大戦による国威発揚,戦後不況に

よる経済的混乱,こ とに米価低落による農村 不

況,あるいは都市 。農村間の所得格差の拡大等々

に加え,「彼ノ感情ノ衡突」云々に象徴される地

方政治における政党間の抗争,地方社会の社会的

対立をあげている。この政党抗争は,政治政党に

加え,地主 0小作の対立,階級的抗争 を含 め て

「社会問題」とし,ま さしく「地方改良」の課題

となっていたものである。例えば,大正 3年の市

町村会議での知事訓示では,「殊二自治ノ整善ノ

開発二至テハーニ地方永遠ノ利害二鑑 ミ尤モ適切

適当ノ計画フ立テ以テ其ノ完成ヲ期セサル可カラ

ス」12)と ,町村是につながる「計画」・方針の設

定を地方改良事業の主要な視点としている。その

事由が,こ の期の地方社会に生起する社会的抗争

の弊害の指摘であり,「地方ノ行政二至テハ断シ

テ党派二偏椅スヘカラス」とし,「地方弊政ノ刷

新」を訴えていたものである。

こうして,町村への行政目標の設定として町村

是の制定を求めてゆく。 しかし,それは地方改良

運動の中での「 自治」の強化策としての行政指針

の設定にとどまらず,町村を社会単位とする,即

ち行政村形象の集団目標の設定でもある。この集

団目標に町村民を統合し,内的調整をはかって,

社会抗争あるいは この期の「社会問題」を解消

し,意識の統合化をはかろうとしたものとも解さ

れる。

そこで町村是の制定を例えば「 自治ノ精神」あ

るいは「 自助ノ精神」として次のように理由づけ

をする18)。

地方住民ハ奮励一番自己ノ職分二全カフ注キ

身ヲ立テ家ヲ富マシ以テ国運ノ発展二伴随スル

実カヲ具有スルニ努メナハ地方ノ振興ハ敢テ他

人ヲ煩ハサスシテロ的フ達成スルフ得ヘキナリ

然ルニ万一地方ノ人士ニシテ此ノ自助ノ精神ヲ

欠クコトアランカ幾多ノ救済策ハ却テ依頼心ヲ

増長セシムルノ悪弊ヲ醍醸シ延テハ地方ノ衰退

ヲシテー層甚シカラシムルニ至ル処ナシトセス

地方改良運動は,国民意識の昂揚とその統合化

でもあり,地方自治制度の完成とあわせて「 自治

精神」の昂揚・作興がいわれた。そこで 町村是

は,他方で,その成員に対する集団目標を与え,

社会結合を強めこれにより,意識の統合をはかり

自治体の自己完結性を完成するというねらいが込

められていったことになる。

この集団目標の設定,そこへの社会統合,意識

統合を象徴化するのが「神前ノ奉告」である。こ

の奉告は町村是を制定するにあたり,町村神社へ

町村民を集め,例えば「神明の加護を祈 り且協力

一致実行に努力すべきことを誓約」14)さ せ,「町

村の人心を統一 し且つ之を撃固にして永続的に努

力せしむる効果」を期待しようというのである。

即ち,神前にて集団目標たる町村是の実施を誓約

させ,それにより「人心を統一」する統合目標の

確認と,機能を期待する。 しかも「神前ノ誓約ア

リ且社会二向ツテ宣言シタルモノ」“
)と いうこと

とされ,「万一其実行不充分ナルカ如キコトアラ

ンカ町村ノ体面二関スルコト頗ル大ナリ」と,行

政村形象の社会形式の維持が神前誓約に結びつけ

られてゆく。加えて,誓約事項の実行に関して,

「実行セサルハ単二其ノ町村ノ進歩発展力他ノ町

村 卜同一歩調ナル能ハデルノミナラス神明フ欺ク

結果ヲ生スヘシ」というように,集団認識・集団

峻別を,神格化機能によって補強しようとする。

すでに明治期後半に,村落神社の統合と,神社

崇拝が強調され,村落社会の集団精神の象徴を行

政村範囲に再編しようとしていたが,その統合さ

れた町村神社への行政目標の奉告は,集団目標と

して誓宣させ,行政村形象の社会結合の認識と意

識の統合化をはかり,こ の期の農村社会に内在し

ていたであろう神社信仰の論理をたくみに利用し

て集団目標の実行をせまっていったことになる。

ところで,こ うした意図から制定を求める町村

是の検討・設定は町村独自で行うものとし,その
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ための「制定機関」を組織させる。その組織は町  スルノ緊要ナル」21)云 々とする告論を発し,第三

村長を委員長とし,役場吏員,町村会議員,学校  期の町村是運動を指示している。しかも,昭和 6

長,神職 。僧侶,農会等の行政村内の諸集団の代  年には第四期の町村是制定が指示され,例えば足

表等を評議員とする。そこで行政村形象のリーダ  利郡山前村の例でみると,その運動は昭和15年ま

一層と諸集団の意思をもとに町村是が設定される  で継続された。なお,こ の第二・四期は,昭和経

ものと強調し,「官憲ノ督責二余儀ナクサンテ義  済恐慌に至る農村不況,あるいは農村経済更生運

理ノー片ノ実行ヲナス」16)も のではないとしてゆ  動の展開など,農村疲弊と新たな政策展開によっ

く。これも,集団目標の設定,自 治精神の昂揚等  てこの町村是運動は内容的に更生運動に吸収され

々の事由によることはいうまで もない。もっと  てゆき,直接の指導・監督が県に移り,第一期に

も,その実際は,あ らかじめ『綱要』に示された  見られたような大々的運動事例は全くない。 しか

事項から各町村が選択し,さ らに制定に先だち郡  し,農村恐慌と更生運動は,こ の町村是運動のあ

長の承認を得るなど,郡・県の指導・監督による  る側面を評価させることになり,例えば昭和 6年

ところが大きぃ。                12月 の第四期町村是制定を求める通牒では「第一

ところで,前述のごとく,こ こで「町村是」の  期当初ノ精神フ体シ既往ノ実状二鑑 ミ最モ適切ナ

制定に限定してゆくのは,町村の行政日標にとど  ル計画」22)に よって農村不況を克服するものであ

まらず,集団目標の具体化,実施に主眼を置くか  るとしてゆく。また,更生計画樹立に際しても,

らであった。そこで,「町村是ハ制定シタルノミ  その手順・方法の類似する点や,初期町村是制定

ニシテ之レフ実行セサレハ何等ノ効果アルモノニ  に参加した行政村指導者の世代交替があったとい

アラス実行シテ初メテ其ノ効用フ発揮スルモノナ  え,行政村 リーダー層にとって同様のものと受け

り」“
)と し,その視点から町村是の事項 を指 示  とめられたようであり23),しかも村落段階での具

し,「実行機関」その他の具体化の方法・組織を  体化・実施のため組織された実行組合が農事実行

『綱要』に定め,その具体化のため県郡の督励,  組合と名称変更されるものの,その実質たる村落

町村長会の招集等々を度々もってゆく。こうして  が更生運動の単位とされるように,町村是運動は

大正5年 2月 には若干を除く140町村が制定し,  更生運動へ連続してゆく。第二期以降の状況を記

同年 2月 11日 に一斉に奉告祭を催し,具体化のた  録する資料は乏しいが,実行組合が部落会に吸収

めの町村是運動を展開してゆく18)。         されるなど戦時体制への統合にあって,こ の運動

町村是の具体化を面前に揚げるとき,5ケ 年を  は消滅していったようである。

単位とする年次計画によるものとされた。そこで   以下,こ の具体化のための組織,町村是の諸内

大正 9年に第一期が終了すると,その成果の報告  容,その運動の成果を中心に見てゆこう。

を求め,同10年再び告論を発し,第二期の町村是

覆||'キ 1霞曾[爵::｀Fti°「う言曇垢ち量了菫す撃   ξ木蒼[ム「:]村量言竜1讐1彦径弘717χ鰤{塚
奉公犠牲ノ精神ヲ発揮」するものとして,『綱要』   教

‐
+I民 を、民誓

の一部を改訂する19)。 もっとも,その主旨,実施    2)「 足利郡是調査ノ方策」『梁田村 例会協議事

方法も第一期とはとんど同じものであった。ただ    項綴』(足利市史編さん室所蔵)。

し,こ の第二期の期間中,その指導 。督励に重要    3)大 正4年10月『栃木県告論第1号』。

な役割を担った郡役所の廃止にあって,町村是運   4)注 1)に同じ。

動は自然消滅することが多かったようである20)。     5)森 本『前掲』1頁。なお,『斯民』第11編第2,

しか し,大正15年12月 ,三度び「先般郡役所廃     3号 掲載の森本による同文記事とほとんど同じも

止其ノ他地方制度ノ改正アリ自治機能ノ完キヲ期    のである。
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6)第 5回内国博覧会出品村是は喜連川町是,山前

村是,筑波村是,戸祭町是である。なお,山前村

是は『栃木県史・史料編』近現代 4(栃木県史編

さん委員会,昭和49年)742頁以下に復刻されて

いる。

7) 『吾妻村下羽田字是調査』足利郡農会『足利郡

農会沿革誌』90頁以下。なお,上掲『栃木県史・

史料編』近現代 4,777頁 以下に復刻されている。

また,『近代足利市史』第 1巻 (同 史編さん委員

会,昭和52年)1164頁 以下参照。

8)森本『前掲』 8頁。

9)栃木県での地方改良講習会は大正元年より開催

されている (『栃木県地方改良講演集』大正 2・ 3

・ 5年参照)。

10)栃木県内務部『町村是制定ノ綱要』(大正 4年 )

11)同『栃木県二於ケル町村是ノ実行』(大正 5年 )

3頁。

12)「町村長例会訓示要旨」前掲『梁田村例会議事

項綴』所収。

13)前掲『栃木県二於ケル町村是ノ実行』 4頁。以

下『実行』とする。

14)森本『前掲』22頁。

15)前掲『実行』 6頁。

16)同上。

17)同上 5頁。

18)栃木県内務部『栃木県管内町村是実 行要 目』

(大正 5年)に全町村分が掲げられている。

19)栃木県『市町村是制定ノ綱要』(大正10年)。

20)例えば『鹿沼市史』 (昭和43年)後編 321頁参

照。

21)栃木県『市町村是綱要』(大正15年)2頁。

22) 「市町村是実行二関スル依命通牒」 (昭和 6年

12月 )『栃木県報』号外。

23)例えば『小川町誌』 (昭和43年)317頁 以下参

照。

2.実行委員と実行組合

前述のごとく栃木県の町村是制定は,その具体

化が主眼とされ,『綱要』その他によって,「実行

機関」等の詳細が指示されてゆく。実 行機 関 と

は,行政村の実質たる町村役場,行政村形象内の

農会・産業組合等の諸集団,行政村支配者層・ リ

―ダー層による実行委員,さ らに村落段階に設け

られた実行組合であり,これが町村是運動の担い

手とされてゆくのである。

まず,町村是が地方改良運動の町村段階の具体

化であると同時に「町村自治ノ方針」として設定

される限り,町村是運動の最終の責任者が町村役

場であるとされるのはいうまで もな い。このた

め,町村是運動の具体的手法・事業として町村是

の周知,町村民の指導にあたらせるため,講話会

・講習会開催,町村是印刷物の配布,品評会・共

進会の開催,優良町村の見学,共同事業・共同作

業の勧誘,経費補助,実行状況の視察・監督,成

績優良者の表彰などを町村に義務づけてゆく。ま

た町村是に関する県・郡の指導・監督を受け,施

策の受容 。実施をはかる外,実行状況の報告を義

務づけ,町村行政の管理・運営条件とされる。ま

た特に,地方改良運動の要請を受けて町村吏員に

対 しても,「町村是ノ趣旨フ体シ之 ンカ実行二努

カスルフ要ス」1)と いった「心得」を発 して,町

村行政組織の整備・強化の一方で,行政担当者の

自覚と責任をうながす。

しかし,町村是運動の中核的担い手は「実行委

員」とされる。この実行委員は,町村是制定の際

の評議員を中心とし,行政村及び村落段階の支配

者層, リーダー層をくまなくメンバーとし,「役

場ヲ補佐シ町村民ヲ指導シテ町村是フ実行セシム

ル機関」
2)と

する。このメンバーのうち,行政村

形象内の支配者層,集団の代表等の新たなリーダ

ー層は,「実業,教育,宗教,衛生,自 治等二経

験アリ且市町村ノ状勢二精通スルモノ」3)と して

評議員となり町村是制定に参画するほか,その実

行にあたって,彼等の支配構造と日常的行動を通

じて町村是事項の普及 。実施を担い,実行組合の

組合長となって自ら率先して実行することが要求

される。

この実行委員に対し,特に「 自己ノ職責ノ重大

ナルコトフ念頭二置キ荀モ利用ス可キ機会アラハ

之レヲ利用シテ町村是ノ実行フ促進セシムル」4)

ものというように集団目標の責任の一部を転嫁さ

せ,行政村運営の役割を分担させる。その際「町



村ノ名誉職中ニハ単二職名フ有スルノミニシテ何

等其ノ職務ヲ行ハサルモノ」ありとして,いわゆ

る名誉職感覚を払拭し,行政村形象のリーダーと

しての自覚を促し,実質的活動を求めてゆく。

ところでこうした行政村形象のリーダー層の再

生と共に,こ の範囲に組織される農会・産業組合

を行政村運営の補完的組織として位置づけ,そ の

強化と拡充をはかる外,同様に青年団・婦人会等

の新たな集団の組織化は地方改良運動の政策意図

の一つであった。そこで,こ の町村是の具体化に

あたっても,これらを「地方改良ノ機関タルコト

フ以テ自ラ任シ町村是実行二援助ヨ与フ可キ」も

のとしてゆく。諸集団の代表を町村是制定に参画

させ,実行主体たる実行委員とするのも,こ れら

諸集団を町村是運動に積極的に参加させようとし

たものと思われる。しかも,町村是実行に当りこ

れら集団の集団活動を求めるとき,「其ノ活動力町

村役場ノ施設スル所二背馳シ又′ヽ偏狭ナル宗教心

若クハ団体的観念等二固執スル トキハ却テ町村内

ノ円満フ害シ地方改良ノロ的二副フ能ハサル」5)

としている。いわば,諸集団の組織目標・活動を

制御し,行政村形象への位置づけと地方改良運動

の主旨から,行政村の集団目標たる町村是へ統合

し,新たな集団目標の下で行政村の下部組職とし

て集団機能をはたすことを求めてゆく。

例えば町村是に「民力充実」として掲げる農事

改良事項の実質は町村農会が担 うものであるとし

ている。その時,農会組織に対して,「本来ノロ

的ヲ完全二遂行スルノ外地方振興二着眼シ町村是

ノ各項二対シ最善ノ努カヲ以テ援助ヲ与フルフ要

ス」6)と している。町村是事項が町村農会組織の

組織目標を含み,町村是の実施が農会組織の活動

を要求することになるが,さ らに町村是の他の事

項への積極的参加を求めることになる。いわば地

方改良運動を通じて農業政策を町村農会が分担す

ることを構造化し,地方政策を完全なものにしよ

うとすることに対応して,町村是の具体化への参

加によって行政村内の役割・機能を明確にし,補

完組織として十全ならしめることになる。

もっとも,町村是運動の政策基調であった地方

J5

改良運動は町村財政の窮迫に対処しようとするも

のであった。そこで,町村是は町村財政基盤の整

備 。強化が意図されており,その具体化に際して

「努メテ経費フ節減シテ少費多得ノ実フ挙 クル」
7)

ことが強調される。それ故,諸集団の参加は,そ

の集団の組織目標の補強と役割分担であると同時

に,実施に伴う経費負担の分担を求めることでも

あったと思われる。なお,町村是実施に伴う町村

財政の圧迫の回避は,こ の運動が農会等の諸集団

活動にゆだねる部分を多くし,他方の担い手たる

町村役場は講演会開催等普及と精神的呼びかけを

主たる事業とすることになってゆく。

ところで,町村是の村落段階での具体化は実行

委員を経由した実行組合によって担われる。この

実行組合の規程 。組織等の詳細は不明であるが,

むしろ部落もしくは「耕地」。「耕中」等の組を実

行組合と名称化していったものであり,「部落観

念ノー掃」を強調して村落社会の伝統的社会単位

を町村是の実行組織とし,行政村の集団目標へ参

画させることによって,その行政下部組織として

再編していったものと思われる。この組織状況を

足利郡の例で見ると,例えば同郡山前村ではこの

期の戸数約630戸に対 して42組合8),ま た吾妻村で

は 560戸 に対して55組合9)と いうように,数戸か

ら100戸に及ぶものもあるが,おおむね 10～ 15戸

の戸数が一単位となっている。

この実行組合は,実行委員が組合長となって掌

握する。もちろん,例えば山前村では村是制定の

評議員,調査委員のほとんどが実行組合長となる

が,実行委員は総数 126名にも達するように必ず

しも実行委員の総てが組合長ではない。むしろ,

実行委員は各組合 3～ 5名程度が任命され,その

者を通じて村落段階での町村是の普及 。実施をは

かったようである。いずれにしろ,評議員 。実行

委員に行政村内の支配者層・ リーダー層を網羅し

た結果,組合長は村会議員,区長の他に,神職 。

僧侶,医者・教員,各種委員,農会技術員,青年

団役員,消防組頭,軍人会役員などが多く占める

ことになり,従って,村落中堅支配層まで合める

こととなる10)。 村落中堅層は,地方改良の過程で

大正・昭和期の町村是運動
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結成される諸集団の役職者に当て,中堅支配者と

して創出していったものであるが,こ こに至って

彼等も町村是の実施を通じて行政村の中で主要な

役割が与えられる。

この組合長は実行委員として率先して町村是の

実施にあたるほか,「村政二関スル公示,諭告,

通達等ハ遅滞ナク周知シテ之レカ励行ヲ期スル」
11)と か,「組合内二於ケル争論及訴訟等アル トキ

ハ速二之フ仲裁シ禍イ未然二防ク」12)と いったよ

うな役割が求められる。いうなれば,組合長は町

村是実行単位の掌握に加え,行政事務の伝達 0実

施を分担 し,・ 村落内部の統合と調整にあたること

になる。それ故,こ の実行組合長を通じて伝統的

社会単位は行政村の行政下部組織として位置づけ

られ,町村是の下で新たな社会要件が附加され,

行政村形象へ吸収されたことになる。

これはまた,独自な結合原理と社会関係を有す

る村落社会の社会機能を行政村の下部組織として

再編しようとする地方改良運動への政策要求に応

えようとするものであった。そこで,実行組合は

「隣保共助ノ主旨フ遂行」するものとされ なが

ら,他方で「部落的観念ヲー掃シ共同一致ノ風ヲ

盛ナラシム」“
)といったことの担い手とされてい

たものである。

ところで,後述するようにこの実行組合は,農

事改良を中心とした町村是事項のそれぞれを実現

する。しかし,む しろ具体化の方法としてとられ

た自治会,納税組合,貯蓄組合,衛生組合等が重

ねて組織され,こ れを通じて例えば「民力充実」

「風俗改善」を達成するものとされ る。この う

ち,納税組合は,町村是運動のねらいを町村財政

基盤の強化に置くため,特に留意 され る。例え

ば,納税組合を結成する際,実行組合長がそのま

ま納税組合長となり,組合員連署をもって町村長

に届ける。組合長は代理徴収するほか,未納 。滞

納者への注意,町村役場への報告をなし,租税等

の完納に努めることとする。この納税組合は,実

行組合の組織率より低い場合が多いが,例えば,

足利郡山前村では実行組合2に対 し,納税組合35

と,若干の未組織があったが,第一期終了時には

「村是実行組合長ノ精励 卜組合員ノ熱誠ニヨリ納

税組合実行フ励行シ皆納ヲ期シ」14)た と報告され

る。しかも,残存する各村の村是関係書類による

と,こ の納税組合の指導・督励・報告や,優良組

合の表彰などが多くなり,実行組合活動の中心は

納税組合に移っていったようである。

ところで,こ の実行組合が町村是の村落段階実

施機関とされると,町村是自体が町村自治行政事

項を総括的に含むことが加わり,実行組合は,い

わゆる部落自治会的要素を組み込む。むしろ第二

期後半以降は,そ うした機能を前面に押 し出した

ようである。例えば,山前村の大正未期の村是実

行組合長への指示事項には15),町村是事項の他に

兵事,調査,その他の村行政事務が含まれ,ま た

昭和期に入ると「公私経済緊縮運動」,経済更生

運動に関する事項の指示・励行が多くなる。しか

し,第一期では「 自治心ノ養成」のための講話会

開催が自治会とされ,第二期に至って行政事務連

絡,生活関連事項の協議のための自治会開催が求

められていたが,大正15年,こ うした機能をもつ

恒常的組織として部落会が置かれ,実 行 組合 は

2～ 3を範囲として部落会の下に置かれる16)。

しかも,第二期後半から第三・四期となると,

この町村是運動も当初のごとき精彩もうすれ,形

骸化する場合が多い。そこで実行組合は,町村下

部組織として存続し,それなりの活動を続けてい

たが,昭和期に入っての農村不況・恐慌と政策的

要求に対応しえぬとされ,昭和 2年には農事実行

組合の結成が指示される17)。 その際,「既設ノ実

行組合ヲ解散セッムル意味ニアラズ」 とされ る

が,農事実行組合は,実行組合等への「時日ノ推

移二伴ヒ,或ハ団結ノ弛緩ヲ来シ,或ハ機能ノ生

起フ失ヒ,其ノ名フ存シテ実ヲ欠クノ感多シ」18)

とする批判から企画され, 目的・形式は全く同じ

ものとされて,多 くはこれに名称がえしたようで

ある。しかし,展開される農村経済更生運動は,

こうした実行組合機能を支えとするものであり,

いわばこれによって実行組合が再生される。とこ

ろが昭和12年に部落実行組合が置かれることとな

り19), しかも昭和15年に至って,戦時体制の強化
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から部落会隣保班が置かれると,実行組合 0農事  より選択していったものである。その『綱要』1)

実行組合は解消する20)。 この実行組合の解消が,  の示す事項とは,第一期では,「民カノ充実フ図

そのまま町村是運動の終了となった。       ルコト」「教育ノ進歩ヲ図ルコト」「風俗ノ改良フ

,           図ルコト」「健康ノ増進ヲ図ルコト」「自治ノ興隆

注                      ヲ図ルコト」の5項 目が中心とされ,それぞれの

1)前掲『綱要』8頁。 ・           詳細が示されている。また,第一期計画の範例に

2)前掲『実行』11頁。             は,「米麦改良」等の12項 目が掲げてある。大正

3)森本『前掲』9頁。             10年 の第二期向けの『綱要』2)は「立憲ノ思想 ヲ

4)前掲『実行』12頁。             明ニシ自治ノ興隆フ図ルコト」「教育ノ進歩及社
ハ   ,テ1● lR百υノ :憫上ムυ八o                 

会教化ノ普及ヲ図ルコト」「風俗ノ改善及民風ノ
ハ  l言l卜 1ら百0ノ :用上^ツパ0                 作興ヲ図ルコト」「健康ノ増進及保健施設ノ普及

8)山事再

"高
是二関スル書類綴』 (足利市史編さ フ図ルコト」「民カノ充実及産業ノ発達ヲ図ルコ

ん編さん室所蔵メによる。             卜」の5項目を柱としている。

9)吾妻村『村是二関スル書類綴』 (佐野市史編さ   第一期の『綱要』の示すもののうち,まず町村

ん室所蔵)による。              是の主題に関連した「 自治ノ振興フ図 ル コ ト」

10)『近代足利市史』第2巻 (昭和53年)195頁。   は,地方改良事項でもあった町村基本 財産 の増

11)吾妻村「村是制定実行規程」(『佐野市史』資料  殖,部落有財産の統一,租税公課の完納など,町

編3,984頁 )。                村財政基盤の整備拡充につながるものと,実行組

12)『佐野町是実行組合規定草案』 (佐野市史編さ  合に要求してゆく納税組合の設立,あ るいは部落

ん室所蔵)。                 観念の一掃といった 8項 目を掲げている。また,

13)前掲『綱要』に示す町村是事項。        「風俗ノ改良ヲ図ルコト」は町村民生活に係る11

14)「山前村是実行成績大要」山前村『村是実行成  項目を内容とし,神社・学校を中心とする各種会

績』(足利市史編さん室所蔵)。          合の催し,「敬神崇祖ノ念」の振興,陽暦実施,

15)各年「山前村 是々実行組合長会指示事項」『村  会合時間の厳守などの他に, 日常的な風紀,冠婚

16)]i[:嘗
屏][』』「|[i][尊i『亀鼻需黎『

」
 :i;]1暮 |)|'最 115TTFL∫

|「

唇繁fi(.lilZ
17)「栃木県農事実行組合設立計画」『栃木県史』  設立などを掲げる。また,「健康ノ増進ブ図ルコ

近現代01104頁。                卜」は衛生組合の活動など11項 目を,「教育ノ進

18)同上1100頁。                歩フ図ルコト」には学校教育に係るもののほかに

19)「部落実行組合整備二関スル件」『同上』1105  青年団活動,実業補習教育の振興など10項 目を示

頁。栃木県経済部『部落実行組合及農事実行組合  している。

の栞』(昭和12年)参照。             ところで,町村是制定の契機である地方改良運

20)「昭和15年度山前村是実行成績」前掲『村是二  動は,町村財政基盤の拡充が課題であり,先の基

関スル綴』所収。               本財産増殖,部落有財産の統一の他に財政基盤と

^ ____ _..             してのそこでの社会経済力の増強拡充が主眼とさ
3.町村是の諸内容              れる。そこで,町村是の重点は,「民カノ充実ヲ

ところで,町村是事項そのものが,こ こでの町  図ルコト」に置かれる。これは,米麦作,養蚕等

村是運動の一端を象徴化する。そこで,町村是事  の,いわば農事改良事項を掲げていったものであ

項を簡単に見ておきたぃ。             り,例えば,開墾奨励,耕地整理の実施,宅地利

前述のように,各町村是は『綱要』に示す事項  用,二毛作の実施,塩水選の実行,共 同苗代設
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置,害虫駆除,米麦品種改良,肥料の共同購入,

自給肥料の増殖,牛馬耕振興などの一般的農事の

他に,副業奨励,桑園改良,植林・工芸の振興な

ど約40項目を掲げている。これを,第一期計画の

範例では,米麦改良増収を第一に掲げ,原種栽培

ノ普及,早播法ノ実行,二毛作ノ実行,正条植ノ

実行,肥培管理ノ改善,整地・除草 ◆害虫駆除予

防,自給肥料ノ増加,肥料配合ノ改善などを示し

ている。

第二期の指示事項は,第一期の「民カノ充実」

の重視がやや後退し,「立憲思想 。自治ノ興隆」

あるいは「風俗改善・民風作興」に比重が移され

ている。例えば,「立憲ノ思想ヲ期シ自治ノ興隆

ヲ図ルコト」の要目には,第一期の事項に加え,

「公共心ヲ涵養シ犠牲ノ精神ヲ旺ナラシムル コ

ト」「公共訓練二努ムルコト」「選挙権フ尊重スル

コト」等が加えられ,「風俗ノ改善及民風ノ作興

フ図ルコト」の事項には「社寺尊厳ノ保持スルコ

ト」「敬老奨善ノ風フ振作スルコト」「隣保相扶ノ

実フ挙クルコト」など,いわば精神昂揚を意図し

たものが加えられてゆく。 他方,「民カノ充実」

は,「稲架乾並筵乾ヲ実行スルコト」,「今挽米ノ廃

止フ実行スルコト」などが新たに加えられるが,

第一期に見られたような範例を示すことなく,羅

例するにとどまっている。もちろん,こ の期に至

っての農事改良の状況,農業技術水準,農業政策

の変遷等々の条件変化があるものの,町村是への

意図が精神昂揚などに変ったことを物語る。

こうした選択事項の他に,郡によってはさらに

別な条項を加え,こ の中から選択するよう指示し

たり,あ るいは町村是書を作成するための範例を

示 したようである。そこで例えば足利郡での各町

村是は細部の表現は別として,ほ とんど同じ内容

のものを掲げ,ま た町村是の様式も同じくしてい

る。このうち,第一期の山前村村是は次のような

編成と内容である3)。

第一章 民カノ充実

第一項(1)米 ノ改良増収ヲ図ルコト

(2)麦ノ改良増収ヲ図ルコト

第二項 蚕業ノ改良増収ヲ図ルコト

第三項 疏菜ノ改良増収フ図ルコト

第四項 肥料ノ改良増収フ図ルコト

第五項 土地改良及利用ヲ図ルコト

第六項 林業ノ改良増収ヲ図ルコト

第七項 家畜ノ改良増加ヲ図ルコト

第八項 産業組合・貯蓄組合ノ振興ヲ図ルコ

ト

第二章 教育ノ振興

第三章 風俗ノ改良

第四章 衛生ノ振興

第五章 自治

このうち,「自治」は,自治振興,租税公課ノ

皆納,基本財産ノ増殖,部落有財産ノ統一,土木

交通ノ改修,警備ノ実行の事項を掲げ,「衛生ノ

振興」は衛生思想ノ啓発の他に4項目を掲げる。

「教育ノ振興」は不就学・欠席児童ノ絶無,学校

卜家庭ノ連絡,実業補習教育ノ拡張,青年団ノ活

動を含む。「民カノ充実」は,米麦ノ改良増収か

ら産業組合ノ振興まで8項に及び,それぞれ細目

が掲げられている。このうち,「米ノ改良増収」

は,原種栽培普及,品種ノ統一,撲種ノ実行,苗

代整理ノ実行,深耕ノ実行,肥料配合ノ実行,移

植時期フ早ムルコト,正条植ノ実行,田稗抜取・

害虫駆除ノ実行,二硫化炭素燻蒸ノ実行の10項目

を掲げ,『山前村村是』4)では,こ れによって1割

5分の増収を期するものとしている。同様に「麦

ノ改良増収」も,麦奴予防実行,肥料配合ノ実行,

土振込ノ実行など6項目を,「蚕業改良増収」は

桑園整理実行,飼育上ノ改良実行を掲げている。

また,「疏莱ノ改良増収」は自給野菜生産の奨励

をいい,「肥料ノ改良増収」は,推積肥料及人糞

尿貯蔵実行,緑肥栽培ノ普及,共同購入の事項で

ある。「土地改良及利用フ図ルコト」は,耕地整

理ノ実行,野路ノ改修,開墾ノ実行,宅地ノ利用

の事項を掲げている。

ついでながら,第二期は,ほ とんど同期の『綱

要』に従い,ま た第二期村是の範例として示され

たものの中から若干を補ぃ5),例えば「神徳顕彰」

「善行美蹟」「部落自治会」「国旗掲揚」「神社参

拝」6)な どを加えている。なお,第三期,第 四期



の町村是事項は,こ の第二期の場合とはとんど同

じものである。従って,第二期の「風俗改善」等

の一部を除けば,第一期の町村是事項が,町村是

運動の具体的要目であったといえる。

ところで,第一期が「民カノ充実」に重点を置

き,第二期に至って第一期のいう「風俗ノ改良」

へ比重が移り,こ の10年間の町村是の性格が微妙

に変化するため一様にあつかいえないが,こ れを

総括すると以下のようになろう。地方改良運動の

直接的要請を受け,ま ず自治体組織の拡充 。強化

のため基本財産の増殖,町村税収 入 の確保 。安

定,こ のための部落有財産の統一などによって逼

迫する財政状態を改善し,他方で農会等の諸集団

を補完組織として民力充実などを実施してゆくこ

とになる。この行政村組織の拡充,財政基盤の安

定化のため,直接の町村税の対象となる,町村民

なかんずく農家層に係る農業生産の増強・拡充が

「民力拡充」である。また「部落的観念ノー掃」

の強調は,伝統的な共同体的結合原理を行政村形

象へ吸収してゆこうとするものであ る よ うに,

「風俗改良」に含まれる諸事項も,伝統的倫理・

生活秩序を否定し,新たな生活秩序 。社会秩序へ

の再生でもあると解しえる。その内容に,「男女

ノ風紀ノ厳粛」,「質素勤倹」,「奢移ヲ戒ム」「時

間ノ確守」,「敬神崇祖」等々を含め,第二期に至

ってより強調されるのも,他方また,こ の期に至

って生起する農村社会秩序の変動に対応した要請

でもあったと思われる。加えて,「教育ノ進歩」

は,学校教育に係る事項の他に,いわゆる社会教

育的なものを含み,公徳心 。道徳 。自治精神等々

の昂揚をいう。特に前者は,こ の期の農家層の経

済的窮迫に基因する不就学児童問題の解決が意図

されたと思われ,後者の青年団活動の振興,実業

補習学校の設置など,他方の国民意識の昴揚と共

に,行政村形象での社会意識の安定化と農業生産

の増強の担い手の養成がもくろまれていたと思わ

れる。

いずれ,それぞれの事項は,こ の限りの事由に

よったものではない。しかし,例えば,「健康ノ

増進」に掲げる事項を町村行政に係るものとすれ

f9

ば,町村是は,町村行政目標として自治組織・機

能の強化と財政増強,生活・社会秩序の再編,社

会意識の昂揚・変革,産業基盤の拡充 。強化の4

要件へ,また集団目標として政治・行政構造,生

活・社会構造,社会意識構造,経済構造の4要件

への機能要件を求めていったものといえるのであ

る。

ところで,こ こでの町村是は,そ うした事項を

掲げるのみならず,その実施を予定して具体的な

実施方法を付加している。例えば,「民力充実」

の事項の中心に据える「米麦改良増収」に対し,

「米麦改良増収実行規程」を対応させ,細かな実

行すべき技術,方法を示す7)。 例えば,山 前村是

では,優良品種の作付を村是 事 項 と し,そのた

め,村農会の経営する採種田より得て, 3年毎に

各戸に配布するとか,品種統一のため栽培区域を

指定 し,区域内で異品種を栽培する場合は実行組

合長に届出させる。「苗代整理」は実行組合長へ

の申し出と,その検査を受ける。深耕実施のため

第一期終了時まで実行組合にて数戸の率の改良を

試みることとする。「肥料配合」は郡農会の定め

る基準によって実行組合単位で共同実施する。害

虫駆除は,農会等の定めるところに従って実施

し,実行組合長への届出,その検査を受ける,等

々が定められている。また,「肥料改良」のため

の「実行規程」では,区域内の「農本業者」に対

し,抽選により毎年 9戸宛堆肥舎を建設すること

とし,実行組合長責任のユイ形態によって各戸は

人夫,縄等の拠出をなし,第一期終了時まで参加

者に全戸設置させる。また,緑肥種子 。金肥は村

農会に申し出て実行組合単位で共同購入する,等

々が指示される。

こうした規程は,それまでの農事に関する諸規

程 。規則を下地とし,県あるいは郡によって統一

的なものが示されたようである。いずれにしろこ

の規程によると,農事諸事項は実行組 合 長 の監

督 。指示を通じて,実行組合単位で実施すること

が義務づけられたようである。

町村是運動の具体的状況を知る資料がほとんど

見あたらないが,後述するように,第一期では,

大正・昭和期の町村是運動
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この米麦作の改良増収にある程度の成果が見られ

るが,こ うした実施規程にもとづいた実行組合活

動に依るところ大きいものと思われる。

ついでながら,町村是事項に対応した同種規程

には,他に基本財産蓄積条例,納税奨励規程,学

校基本財産条例,青年団々則,衛生組合規約,消

防組合規約,風俗改良規程等 ,々地方改良事項あ

るいは町村条例として制定されたものが多い。従

って,町村是は,こ うした規程・規則を集成して

いったものであり,町村是の実施は,それらの徹

底を意味するものでもあったと思われる。

なお,こ うした「実行方法」に加え,町村是と

は別に,その具体化のための年間の行事・実施事

項を定めた,『町村是実行年中行事』8)と ぃったょ

うなものが作成され,町村是の印刷とあわせて各

戸に配布していったようである。

注

1)前掲『町村是制定ノ綱要』(大正 5年)。

2)前掲『市町村是制定ノ綱要』(大正10年 )。

3) 「山前村 是々 (第一期計画)」 前掲『村是 二関

スル書類綴』。なお,前掲『近代足利市 史』第 2

巻193頁参照。

4) 『山前村村是』(大正 5年)(佐野市史編さん室

所蔵)。

5)「何 村々是 (第二期計画)」 梁日村『諸会議 事

項綴』(足利市史編さん室所蔵)。

6) 「山前村 是々 (第二期)」 前掲『村是二関 スル

書類綴』。

7)前掲『山前村村是』15頁以下。

8)足利郡役所『町村是実行彙報』第 6号。なお,

『近代足利市史』第 4巻 286頁参照。また町村段

階のものは,「旗川村 是々実行年中行事一覧」(『佐

野市史』資料編 3,978頁以下)な どがある。

4.町 村是の実行成果

町村是奉告祭の後,その具体化・実施が,いわ

ば町村是運動として展開されてゆく。そのためま

ず,町村の行政監督にあたる郡が,各月の町村長

会での実施督励や,あるいは行政指導,実施状況

報告などを通じて町村への実施を求める。足利郡

では各町村の実施状況・参考例を掲げた『町村是

実行彙報』の発行,実行委員を招集して協定事項

を指示するとか,町村自治会 (講話会)への講師

派遣など,種々な策を講じてゆく1)。

町村段階では,例えば『町村是実行彙報』2)に

よると,町村是運動の開始直後には,実行委員・

実行組合長協議会による具体的方法の検討,月 別

の行事 。励行事項表の配布,『村是生活』等の普

及資料作成,町村是の普及・解説を兼ねた講話会

の開催,納税組合の設立,農事改良事項の試験実

施などが見られ,順次,他の事項の実施へ拡大さ

れてゆく。

このうち,講話会は地方改良事業講習会の町村

版でもあり,町村是に「 自治会」として掲げられ

たものであるが,時に郡官吏,郡農会技手が加わ

り,町村長,役場吏員,教員,僧侶などが講師と

なって町村是の主旨,解説をな してゆ く。例え

ば,足利郡筑波村では大正 5年 5月 に大字毎の講

話会 3回 3),吾妻村では 6回の講話会が催され4),

山前村では「精神講話」を毎月村長宅にて催して

いると報告され てい る。大正 6年では,足利郡

16ヶ町村にて, 1～ 7月 に 65ヶ所,参加者 7,557

人,7月以降42ヶ所にて開催されているように5),

初期にあっては,こ の講話会が町村是運動の中心

をなしたもののようである。

他方,実行委員・実行組合長の行動と実行組合

活動によって,さ っそく農事改良事項の実行が手

がけられる。その内容は,それまでの農事奨励事

項であり,町村是として村落段階の実行組合を組

織することによって徹底しようとした ものであ

り,その具体的方法は町村是に掲げる「規程」に

よって行なわれる。これも,『町村是実行彙報』

によると,例えば苗代整理,原種栽培,品 種統

一,稗抜取,正条植等々に成績良好であり,実行委

員・実行組合長の尽力,あるいは実行組合の共同

事業によるところ大であるとする報告が多い。)。

もっとも,各年の実行成績報告によると,例え

ば,大正 5年の山前村のように,掲げる村是事項

が多岐にわたり,「実績之ンニ伴ハス」とする報

告や7),こ の期の米価低落,水害発生,町村長の
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交替などにあって期待するほどの成果が上らず ,

実行委員・実行組合長にあえて励行を求める吾妻

村の例があるように3),必ずしも, この運動の成

功例ばかりではない。度々の郡長指示・督励や,

行事予定表の遵守,重点事項選択による実施の要

請があって9),順次手がけられていった ようであ

り,多 くは,多種多様にわたる事項を実行組合が

消化できずにいたようである。

町村是運動の具体的過程は不 明で あ る。しか

し,各年の奉告祭記録,実行成積の報告によって

ある程度の見当はつく。これを山前村について見

ると,大正 5年度は10),例えば米改良増収に掲げ

た事項のうち,原種栽培普及の実施が2割 5分 ,

品種統-7割,選種ノ実行 8割,苗代整理 9割 ,

肥料配合 6割,移植時期ヲ守ル事 8割,正条植実

行 7割 5分,田稗抜取 9害」等々の実績が報告され

ている。麦作に関しても予定の改良が進 め られ

る。しかし「民カノ充実」の他 の事 項 は,不充

分,も しくは準備中,あるいは協議中とするもの

が多く,教育振興,風俗改良,衛生,自治振興の

各事項もほとんど見るべき成果を上げていない。

これが大正 8年でも,米麦改良事項以外は「充分

ナラス」とするものも少なくない。

各年次報告に加えて大正 9年に至 り,同 5年以

来の第一期の町村是の成果が報告される11)。 これ

によると,例えば,稲作品種は愛国,関取などに

統一され,塩水選実行農家率が各年80%,苗代整

理 8割 5分,深耕 9割,肥料配合 5割 3分,正条

植 9割の実施が見られたとされ,こ の結果同村米

収穫高3,000石代が4,4∞石代に上 り,豊凶差があ

るものの村是実行によるところ少なくないとして

いる。また麦作は,選種 7割 9分,土振込 7割 6

歩,原種普及 4分,肥料配合4割 9分の成果があ

るが,なお小麦 3割,大麦 5割の増収が可能であ

るとする。また,養蚕においては価格変動その他

の条件によって不安定であるが,飼育法改良など

村是による成果が見られたとしている。「土地改

良利用」の具体的内容の記録がないが,「宅地利

用等ノ多キハ大二喜ハシキ次第ナリ」と報告する

など,一般に,実行組合にゆだねた農事改良に,

ある程度の成果があったとされ る よ うで,こ の

「民カノ充実」を総括し,「実行組合長諸君ノ御

尽カニ依 り揚ケタル事」と記している。

その他,山前村是の「教育ノ振興」「風俗ノ改

良」の事項では,例えば小学校児童の就学率が村

是実行前の97%が,大正 9年には99%に達したと

か,青年団・夜学会の開催,神社墓地清掃等々の

成果を記録しているが,さ したる活動ではなかっ

たようである。しかし,「 自治ノ振興」は「民力

ノ充実」と並んで,それなりの実施成果が記録さ

れている。例えば,部落自治会とする講話会は村

内12区に分け,毎年定期的に催すとか,村是実行

記念とした道路改修,実行組合による県郡・村道

の清掃などをなすとか,村基本財産,学校基本財

産の増殖,部落有林の統一など,比較的良好な成

果を上げたようである。

しかし,こ の第一期の成績による と,納 税 組

合,貯蓄組合の組織と,その実績が注目される。

貯蓄組合は,勤倹貯蓄と民力充実の視点から,夜

業・副業の奨励とあわせて,実行組合内に組合を

結成させたもので,山前村では村是運動開始期に

9組合であったものが,こ の期の終了時に37組合

(こ の時の実行組合は47)385名 により,約 4千

円の貯蓄額を得る。

とりわけ納税組合は,前述のように村是のいう

「租税公課ノ皆納」のため,実行組合単位に積極

的に結成されていったものである。ここでは,大

正 5年の 13組合が,同 6年 27組合,同 7年 34組

合,同 8年39組合,同 9年44組合と,その数を増

し,大正 9年に未結成 3組合にすぎない。この結

果,例えば村税の納期内納入者が 2割にすぎなか

ったものが,大正 6年度51%,同 7年Ю%,同 8

年75%,同 9年には80%と なり, しかも,滞納者

はとんどなしと報告されることになる。従って,

町村是運動の主題でもあった村税完納が,こ の納

税組合によってほぼ達成されてゆくのであり,他

方の財政基盤の強化を意図した「民 カ ノ充実」

は,同 じ実行組合によって米麦作の増強がある程

度の成果をあげており,こ の運動の政策的意図が

不充分ながらも満たされたことになる。
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ところで,第二期町村是運動は,前述のように

掲げる町村是の内容で見る限り,第一期の事項を

継続するものの,立憲思想・ 自治振興 。風俗改良

の諸事項が,公徳心 。自治精神の涵養などと精神

主義的様相を呈して強調され,「民力充実」にい

う農業生産の増強は二次的となる。

同じく山前村の各年の『実行成績』に依ってみ

ると,例えば,「立憲思想フ明ニシ自治ノ興隆ヲ

図ル」とする事項は,一期と同様,部落自治会・

講話会の開催を主とする。但し,こ の講話会の内

容は,村是の解説,農事に関するものに加え,例

えば思想 。信仰 。道徳 。協同といった事項を演題

としており,公徳心・公共心の強調による道徳・

倫理の訓話が中心であったよ うで あ る。また,

「風俗ノ改良」等に掲げる事項も,国民意識の作

興,伝統的意識構造の変革を意図して,精神講話

に加え,村訓・村歌の制定,陽暦実行のはか勤倹

尚武 。風紀矯正など生活秩序に対する規制などを

加えてゆくが,村訓・村歌は「普及充分ナラズ」

とか,「陽暦ノ実行充分ナラス」とかの報告がな

されているにすぎない。しかし,「租税公課ノ皆

納」は,前期の納税組合がなお活動し,む しろ優

良納税組合の表彰など,その奨励が続けられ,こ

の期の農村不況が深刻化するにかかわらず,「経

済界ノ不況ナルニモ不拘納税思想向上シ挙テ皆納

ヲ期シ怠納スルモノナシ」
12)と 報告される。

他方,「民力充実」の農事改良のうち,米麦改

良に関する改良事項も,前期の継続が多い。例え

ば,稲作品種は愛国 。撰―・関取を中心に県・郡

農会よりの種子配布を受け,統一をはかるとか,

塩水選実施 8割,正条植10割,田稗抜取 9割の実

施状況が報告されており,苗代整理・深耕等にも

成果があがり,金肥共同購入がやや目標水準を下

廻るが,脱穀機その他の導入による省力化「労力

ノ配分」も完成の域に近いとしている。いわば,

第一期以来の農事改良がこの期を経てはぼ達成さ

れ,大正期段階のこの地方の零細な多肥多労農法

がほぼ定着したことを物語る。しかし,零細小作

農層の賃織と併せて農村不況,小作争議の発生等

,々こ の期の新たな状況が,こ の実行成績の報告

では全く触れてないため,これ以上の実態が明ら

かとならない。

ところで,第二期・四期の掲げる町村是の内容

は,ほ とんど同じものであり,ま たその実行成績

の報告も同様である。但し,すでに昭和経済恐慌

を経て農村不況・疲弊が深刻化す る中 で,例 え

ば,第一期・二期の町村是運動において見るべき

成果を上げていた納税奨励も「最近経済界ノ著シ

キ不振ノ為メ若干ノ滞納者フ出シタルハ誠二遺憾

トスル所ナリ」13)と報告するように,一般に各事

項の実施も低調となる。とりわけ,第四期では,

「民力充実 。産業ノ発達」に関する事項は村農会

との協力により改良普及に努めつつあるといった

簡単な報告が附されているにすぎず,その内容は

ほとんど明らかとならない。

従って,例えば自治意識の昂揚・作興,生活・

社会秩序の再生など,精神的色彩を強めていった

事項に関してはさしたる成果も上がらず,直接町

村行政に係るものを除けば,農事改良,納税奨励

など,実行組合にゆだねた部分にある程度の成果

が見られたにすぎない。しかしながら,他方で伝

統的社会の論理,結合原理を否定しながらも,そ

の社会単位を町村是の担い手の基底にすえたこと

により,限定された事項に限ってではあったが,

昭和中期までこの町村是運動を継続させたものと

いえよう。

注

1)例えば山前村『村是二関スル書類綴』 (足利市

史編さん室所蔵)な どに,こ うした記録が多数あ

る。

2)足利郡役所庶務課発行。大正 5年 5月 の第 1号

より,第 8号まで確かめられる。

3)同上第 1号。

4)吾妻村『村是二関スル書類綴』 (佐野市史編さ

ん室所蔵)。

5)前掲『町村是実行彙報』第 4号・ 5号による。

6)同上各号による。

7)山前村「大正 5年村是実行成績」前掲『書類綴』

による。

8)吾妻村「村是実行について」前掲『書類綴』。



9)山前村前掲『書類綴』による。

10)注 7)及び「大正 5年村是実行成績表」などに

よる。

11)以下山前村「御大典記念町村是山前村是実行成

績大要」「村是実行第一期成績表」同上『書類綴』

による。

12)山前村「大正12年村是実行成績」『同上』。

13)同上「昭和 6年村是実行成績」『同上』。

お わ りに

以上,栃木県における大正 。昭和期にわたる町

村是運動を極めて簡単に見てきた。そこでは,町

村是調査が,詳細な実態調査による農村構造の把

握,問題解決としての具体目標の設定といった様

式をもつのに対 し,調査を省略し他方の極めて実

践的論理を拡大して,町村是の統一的設定,その

具体化のための町村是運動を展開してゆく。いわ

ば,町村是調査の本来の発想からは大 き くはず

れ,地方改良事業の諸内容を行政目標として掲げ

させた,「上から」の運動でもある。従って,町

村是調査の系譜の中では極めて異例の もので あ

り,む しろ同名異質のものといえない こ ともな

2,

い。しかし,町村是調査のもつ実践性を面前に押

し出し,町村是運動として展開していった点は,

ある意味で町村是調査運動の完成した姿 で もあ

る。しかも,仮 りに「上から」の督励等によって

実施したものとはいえ,こ の町村是のもつ論理を

支えに大正 。昭和期の農村自治・行政村運営にあ

たったとすれば,極めて興味深いものがある。

ひるがえって,前田正名以来の町村是調査が,

さまざまな変遷を経ながらも,こ の場合のように

昭和中期まで40年にわたる町村是運動に連続して

いったとすれば,む しろ種々の問題を提起する。

近年,農村自治論,自 治体農政論,あ るいは地

域主義,地方分権等々の論議の中に,こ の町村是

調査が引きあいに出されることが多い。しかし,

この町村是調査そのものが,さ まざまな経過を経

て,諸々の事例を生んでいたものである。本稿も

合め,こ れまでの一連の作業において,まずこの

運動の系譜をたどってきたのは,その全体像を明

らかにすることをねらいとしたからである。極め

て不充分のそしりはまぬがれないが,一連の作業

は,本稿にて一応終る。ただし,その全体的意味

づけを次号において触れてみたい。
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