
  
  近代農政史上における明治30年前後(1)

  誌名 農村研究
ISSN 03888533
著者名 須々田,黎吉
発行元 東京農業大学農業経済学会→食料・農業・農村経済学会 (121号-）
巻/号 48号
掲載ページ p. 15-29
発行年月 1979年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



はじめに

明治初期における政府当局の性急な日本農業欧

米化政策の失敗は,やがてlo年代初の民業非干渉

の一般的風潮と呼応して,いわば保護主義から自

由放任主義へと転換し,その結果ほぼ十数年間に

およぶ農業政策は,極めて低調であった。この消

極政策の反動として,20年代の期から30年代の初

にかけて,すなわち,明治30年前後に,あたかも

風雲急を告げるかのごとく,にわかに積極策に転

じ,こ れを画期として在来農業に対する農業政策

が体制的に形成されていった。いうまでもなく,

政策は立法と不可分離の関連を有するが,後述の

ごとく,こ の時期に爾後の日本農業に重要な影響

をおよぼした農業関係の諸法律がつぎつぎと公布

され,それがその後の農業政策展開に基礎を与え

た。

明治30年前後は,大筋において日本資本主義の

産業資本確立期に当たり,同時にまた寄生地主制

の確立期でもあった。総じて,当該時期のわが国

における政治経済史的特徴は,産業資本と寄生地

主制と農業政策とが,三位一体的に確立ないしは

形成されていったことにある。他方,農学の分野

においては横井時敬によって日本的近代農学が,

また斎藤高吉によって同様に農政学が成立せしめ

られた時期でもあった。叙上の農業政策展開の背

景には,学問上の諸条件も成熟していたことを逸

してはならない。

前田正名の大 日本農会幹事長就任

近代農政史上における明治30年前後 (1)

― 全国農事会の農政活動をめ ぐって
―

須 々 田  黎  吉

「無冠の農相」あるいは「布衣の農相」と謳われ

た前田正名の筆舌に尽しがたい献身的な活動と,

帝国大学農科大学教授の職にあって,免職譴責を

覚悟の上で協力し続けた前日のよき理解者玉利喜

造の絶大な尽力によって結成された,いわゆる全

国農事会による熾烈な農政活動のあったことを軽

視することはできない。それは具体的には,明治

28年,大日本農会から分離独立して結成された全

国農事会1)の決議による政府および議会への度び

重なる建議,請願,法案提出等による圧力の賜に

はかならなかった。本稿の考察対象とする系統農

会に,法律上の基礎を与えた 農 会 法 (明治32年公

布)は , 全国農事会の農政運動の成果によるもの

であったし,ま た系統農会と並んで明治期におけ

る二大農政機関であった産業組合も,その法律上

の基礎を全国農事会の農政運動による産業組合法

の公布 (明治33年)に よって実現された。 本 稿 で

は,かかる重要な役割を演じた全国農事会が,い
つ誰によっていかにして成立され,それが農政運

動機関として,いかなる意義を有し,かつまたい

かなる機能を果したかを,大日本農会によって第

1回全国農事大会の開催された前年の明治26年か

ら,全国農事会によって刊行された全国的系統農

会の機関誌『中央農事報』の発刊にいた る明治33

年までについて考察する。

大日本農会は明治14年 5月 ,北自川宮能久親王

殿下を会頭に推薦 (同 16年奉戴)し ,農 商 務 少輔

品川弥二郎を初代幹事長として創立され,明治26

年前後には五千数百名の正会員を有する,全国的

規模におけるわが国最大の民間農業 団体 で あっ

た。ところで,明治13年に最初の卒業生を世に送積極的農業政策の形成および確立の背景には,
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った駒場農学校は,東京農林学校を経て,同22年

には帝国大学農科大学に昇格した。26年には国立

農事試験場も創設 (同年全国6支場も開設)さ れ ,

同校を卒業した新進農学徒は,農商務省,農業教

育機関,農業試験研究機関あるいは出版界にあっ

て意気さかんに活躍していた。

この間,明治20年には農学会が結成され,翌21

年から『農学会会報』を刊行し,さ らに農業政策

上の問題についても多くの意見を 公 表 した。24

年 1月 には『興農論策』(わが国農業の生産力増強論

上画期的な提言で,興農の手段として農学校, 農事試

験場および農会<附農事会議>について体系的に展開

した一大論策)を発表し, 2月 には殖 民政 策の検

討について委員を選び,10月 には農業組合の規約

を調査することを決議し,さ らに12月 には信用組

合法に対する意見として,周知の『信用組合論

附生産及経済組合二関スル意見』を公表した。 翌26

年 1月 には,『輸入棉花関税翻免に関する意 見』

を発表した。また同年 5月 には,農科大学の程度

に関する意見を文部大臣に提出した。こうした風

潮のなかで,わが国農事の改良進歩をはかること

を目的とした大日本農会の活動を消極的であると

して,当時の同会幹事長田中芳男を追放し,前田

正名を幹事長に据える画策が新進農学徒等のあい

だに起った。

前田を幹事長に就任せしめるための具体的画策

は,明治26年中に,大 日本農会の規則改正をもっ

て始められた。同年 9月 16日 の常置議員会におい

て,押川則吉が議長に選ばれ,将来大日本農会の

事業を拡張していくことに関連し,規則改正案が

提出され,調査委員 5名を選挙して原案を審査す

ることになった。選挙の結果,横井時敬,押川則

吉,渡部朔 (以上駒場農学校第 2期生),樋田魯一,練

木喜三が当選し,その 5名 の委員による審査結果

を,10月 7日 の常置議員会において議決した。この

時の議長も押川がつとめているが,こ の規則改正

の真のねらいは,前田を幹事長に推薦することに

あった。すなわち,同年11月 4日 の臨時会議に繁

いて,最終的に決定をみた改正規則は極めて多岐

にわたっているが,幹事長の選び方に限定して述

べれば,改正前の規則では幹事長を在京の特別会

員から公選することになっていたのに対して,新

規則では,在京の名誉会員若しくは特別会員のな

かから定期会議において推薦することに 改正 し

た。全国的な系統農会の生教の親ともいうべき前

日が,大 日本農会の第 2代および第 4代幹事長田

中芳男に代って,第 5代 日の幹事長に推薦された

のは,明治26年 12月 のことであった。前田はその

前年に,大日本農会の名誉会員に推 薦 され てい

た。ちなみに,上記規則改正に際して,従来の大

日本農会役員の最高幹部たる「幹事」が「参事」

に改められた。

横井時敬は,後年この間の事情を菅野鉱次郎に

次のごとく表白している。「玉利博士と私 とが幹

事になった。其時から私共の念頭にはどうも大日

本農会が振はないから誰かを連れてきて仕事をし

て貰いたいといふ考えがあって,私の会合などで

もこんな意見を出したりして,幹事長になるべき

人を物色して居た。押川則吉も居って,私共数人

が謂はば陰謀を邊しうして居た。そして前日とい

ふ人は突飛な人だから面白からうと云ふので,遂

に幹事長に前田翁を戴くことになった。」玉利喜

造も横井時敬も,大 日本農会の幹事に当選したの

は, ともに明治22年のことであったが,前田幹事

長実現当時の玉利は帝国大学農科大学教授の地位

にあ り,横井は浪人時代で農民の利益を擁護する

ために団結の必要を痛感して農民倶楽部 を設立

(明治26年 4月 )し ,『 日本農業新誌』 を その機

関誌としていた。前田幹事長実現後,ほぼ一年は

どして横井・押川は大日本農会の活動をめぐり,

前田・玉利と決裂するが,前田を幹事長に選んだ

ことについては,「我々の目が高かったこ とを或

意味に於いて表出する」,と語っている。

薩摩藩士の出身であった前田正名は,明治政府

の官僚として殖産興業政策に幾多の業績を遺した

ことは周知のことに属するが,こ こでは単に明治

14年農商務省創設以後の活躍について,極く簡単

に素描しておくにとどめる。明治14年 11月 ,前田

は農商務大書記官兼大蔵大書記官に任命され,そ

の後,同17年『興業意見』の編纂に従事した。翌



18年12月 非職を命ぜ られたが,同 21年には山梨県

知事に就任した。翌22年 2月 には農商務省工務局

長に転じ, 5月 にはさらに農務局長を兼任して農

工商臨時調査に着手した。23年 1月 には農商務次

官に昇任し,同月より全国各府県の『農事調査』

に着手したが,農商務大臣陸奥宗光と対立して,

5月 に次官を辞任した。同年元老院議官および貴

族院議員に勅選されたが,その後は野にあって,

在来の中小産業を団結せしめるために実業団体組

織化運動を開始した。この運動に先だって,前田

は明治25年 ,周知の『 所見』を刊行 (3月 初版,9月

再版刊行)し ,従来の見 解を体系的に総括 して ,

国家的観点から地方在来産業の優先的育成策を打

ち出した。しかも,『所見』の序言には,前 記 運

動に対 して臨んだ前日の鬼気迫る決意のほどが表

明されている。す な わ ち,「易フ去テ難二就ク

ハ,男子本来ノ真面 ロニシテ,死 二臨ンデ心二悔ユ

ル所ナク,従容命フ終ル.其 快 実二想フベシ。」

(句読点,濁点は引用者。以下同じ)「日本男子 ガ,

一身フ委ネテ国家ノ犠牲二供スベキハ,実 二今日

ニアリ」と。また 曰 く。「吾人ガ日本国民 トシテ

向フベキ針路ノ在ル所二著 ロシ,相率ヒ相誘 ヒ我

国千歳ノ為二良習慣ノ紀元フ立ル ト否 トハ実二此

ノ明治二十五年二在 り。志 士ハ非常ノ勇断 卜果決

ヲ要ス」 と。前日はまもなく,かかる志士の決意

をもって文字通 り実践劇行した。前日のその後の

行動を理解するには,叙上のごとき精神的背景を

措いて真実に迫ることはできないであろう。けだ

し,かかる行動の主体的条件は,多分に識見と精

神との高さいかんにかかわっているからである。

前田は『所見』において,わが日本は独立国た

るべき相当の体面を保たなければならず,若しこ

れがなければ国の名はあっても,いまだ国と称す

べき実質が備わっていないとし,さ らにわが国の

目的は海外文明の諸強国と対等の実力を有して餅

立の地位に達し,独立国の体面を全 うす る に あ

る。わが日本の国是とすべきものは,これをはか

にして何があろう。その順序は如何,その方法は

如何,余はこれを日本国そのもの,す な わ ち 国

力,民力,生活,国土,産業に問わんとする。読

近代農政史上における明治30年前後 (1) 17

者に請 う,その訴えるところを聞け,と。前日の

その後の行動は,か くのごとき国際的観点に立脚

した高所から発しているが,それについては本稿

の主題に即して漸次具体的に明らかにして行く。

かくして,25年 8月 より地方産業振興のため全国

行脚,遊説の途につき,一年有 余 の 明治26年 9

月,静岡において第 1回全国茶業者大会の開催に

成功した。この壮挙は,前日の実業団体組織化運

動に確固たる自信を与えた。日本茶業会が組織さ

れたのは,翌27年 2月 のことである。当時わが国

の輸出茶は中国,イ ンド,セ イロン茶との競争関係

にあ り,かつ外国商人のために自由に相場を左右

され,連年衰退の傾向をたどっていた。前田はそ

の原因について,中国茶のごときは,その製造人

自身の手によって荷造され,商標を貼付され,中
間になんらの関門を経過することなく,ただちに

需要者の手に達し,その商標によって売 買 され

る。またインド,セイロン等は,茶園からただち

に需要者に買いとられるごとき力を有し,そ の間

に亀も段階を経過することを必要としていない。

これに対して,わが国の茶は 7段階を経て居留地

の外国商人に購買される。しかも,千種万様の日

本茶は,さ らに外国商人の手によって着色再生茶

という一種異様なる飲料に変じ,外国商人の名を

もって,こ こに初めて輸出茶として海外に搬出さ

れるにいたる。日本茶は居留外国商人の倉庫に入

ったとき,全 くその形状を変じて本の生 葉 とな

り,こ の生葉はさらに外国商人の手によって一種

の茶に製せられ,外国商人が輸出人となって需要

に充てられるにはかならない。故に日本茶は,製
茶人と需要者との間には何等の関係をも有しない

状態であった。これに関連して,前田はさらに次

の通 り述べている。「茶業ノ如 キハ,日 本人中一

人 トシテ直接輸出業二従事セル者アルコトナシ。

故二其輸出税ノ如キ日本人ノ支払フモノト為スコ

ト勿レ.是レ皆居留外商ヨリ取 レルー種ノ徴税ニ

シテ,之 フ廃スルモ直接二製造家ヲ利スルモノニ

アラザルナリ。故二,余ハ他日ヲ待テ輸出税全廃
二代ハルベキ方法フ提案シ,他 日実際ノ輸出税全

廃ヲ主張スベキ時機二到達スルノ道ヲ開カント欲
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ス。」前田が斯く商権回復に よる茶業の保護を論

じたのは,明治26年10月 のことで,叙上の弊害を

除去する第一の手段として,茶業者の団体組織結

成に奔走したのである。なお前日は,すでに早く

から商権回復による国内産業の保護思想を抱懐し

ていた。こうした実業団体組織化運動の一環に,全

国農事会を頂点とする系統農会運動が包摂されて

いたことは,その後の前日の活動に徴して明らか

である。

第 1回茶業者大会の開催された翌月,すなわち,

26年 10月 ,前日は自ら産業社をおこしてその社主

となり,雑誌『産業』を創刊した。『産業』 は明

治30年 2月 ,第38号を以って廃刊され,当初は実

業運動の啓蒙的性格を有していたが,次第に全国

実業団体連合会の機関誌に変っていった。前田は

『産業』第 1号に「団結」なる論説を執 筆掲 載

し,わが国目下の農工商各業者が団体を組織する

ことの必要を力説している。その冒頭で,団結はや

むを得ざるより出るものである。団結を説 くは予

の本意ではない。予はわが国の実業者に団結を勧

告しなければならないことを悲しむと述べ,次い

で,「団結ノ必要ハ国 卜時 トニ因リテ同カラズ。

故二其要不要ヲ感ズルニ於テ深浅アリ。我国ノ如

キハ今日農工商各皆々団体フ組織スルノ必要アリ

テ,而カモ之フ感ズルコト最モ深キモノナリ。焉

ゾ他ノ財足り兵強ク,民業盛ソニ人智進 ミタル国

卜日ヲ同クシテ語ルフ得ンヤ。」前日はさ らに,

『産業』第 5号の巻頭論説に「団体小言」を掲げ,

本誌初号より反復再四団体の必要を論じ,その利

益を説いてきたことを強調している。先にもふれ

たごとく,その後の『産業』の内容から推して,

前田が当時抱懐していた実業運動の具体的方針は

「団結」と題した論説の主張に端的に表明されて

いる。団結の重要性を確信して展開された前日の

実業運動によって,明治26年から同28年 8月 まで

に組織された各種の実業団体は日本貿易協会 (26

年2月 ),日 本茶業会(27年 2月 ),五二会(織物,陶

器,紙,銅器,漆器の五品と彫刻,敷物の二物。同4

月),大日本商工会(同 8月 ), 日本燐寸義会 (同

9月 ), 九州石炭同盟会(同 9月 ), 日本蚕糸会 (同

12月 ),農事諸会(同 12月 ),大 日本木蟻 会 (28年 3

月),全国酒造業組合連合会(同 5月 ),大 日本畜産

会 (同 8月 )の 11団体におよんでいる。 前日は こ

れら実業団体の会頭あるいは監督の任に就いた。

ところで,『産業』第 1号には,当時大日本農

会の幹事あるいは常置議員であった玉利喜造,沢

野淳,横井時敬,福羽逸人,樋田魯一,船津伝次

平等が寄稿している。前田が大日本農会の幹事長

に推薦される前夜の大日本農会の役員 の なかに

は,か くのごとく前田の同調者あるいは彼に協力

的であった人達がすくなからずいた。

大日本農会の拡張策

前田が幹事長に就任後,大 日本農会の系統農会

組織化運動に着手するのは,明治27年 4月 8日 に

開催された,同会第13回大集会以降の こ とで あ

る。それまでの前日は,むしろ各種実業団体の結

成に寧日なく東奔西走していた。幹事長就任最初

の大集会において,前日は先輩諸君の目的を達成

するには,大 日本農会を拡張するにあるが,それ

には,各府県に支会を設立する必要があるとし,

その方針についてこう述べている。「其支 会 を立

てまするには,成るべくは規則等の東縛を受けぬ

やうに段々協議して居る所がありますから,他日

御報導を致す積 りでございます。拡張をしまする

には,種々様々の手段もございまするに依って,

土地により総て支会を設立しまするに就ては異る

所がございます。」前田は在官中に全国各府県 の

『農事調査』を実施し,ま たすでに全国行脚を通

じて各地の農会事情にも通暁していたから,かか

る考えを抱くにいたったのであろう。かくして,

支会の設立を容易ならしめるため,翌 4月 9日 の

第13回定期会議において, 当時の規 貝」(20年 2月

改正)では,支会の設立には特別会員15名, 通常

会員50名 以上を必要条件としていたが,これを特

別会員を削除して,単に会員50名 以上に改正する

ことに成功した。なお,明治14年12月 創定の支会の

設立規則では特別会員30名,普通会員50名 以上を

必要としたことからすれば,27年の右の改正はま

さに一大改革というべきである。特別会員は年 3



近代農政史上における明治30年前後 (1)                 19

円の会費を納入しなければならず,そのため支会  るを得せしめんとす。」ちなみに, この最後の部分
の解散が顕著で,当時わずかに山梨,常総,鹿児  「其団体の名を以て」云々については,こ の頃常

島の 3支会を数えるにすぎなかった。当時,たし  置議員会においてまだ確定していなかったが,同
かに会費未納による脱会者が続出し,新規入会者  年12月 の規則改正にあたって,会費を納入しない

と相半ばする状態で,会費の問題は大日本農会の  会員を賛成会員として認めることとなり,その結

維持上一大除路をなしていた。 この月, 同会 は  果会員は急激に増加した。同年中に加盟した農事

『大日本農会報』に,「本会は我国農業の改進 を  諸団体は,青森県ほか15団体で,その会員数は京

計るため,一層其事業を拡張する筈なれば,会員  都府をのぞいて も (府下一般農家とあり会員数は明

諸君に於ても勉めて会費の滞納をなさざる様御注  記されていない)6,002名 におよび, それだけで

意あらんことを希望す」,と広告しているが, こ  もまさに倍増した。

れは叙上の諸事情をよく反映している。ちなみに,   特筆すべきは,何よりも第二の本年秋季に臨時

同年 7月 には会費滞納者を除名する旨を広告2)し  大会を開催するという決定である。臨時大会は大

たはど,こ の問題は深刻に取 り上げられた。    日本農会創立以来未曽有のことで, これによって

以上を契機に,大日本農会における前日の活動  全国農事会結成の端緒が開かれた。かつて類例の

は次第に活発化していった。越えて,翌々6月 1  ない臨時大会開催の趣旨は次のごと くであ る。
日の常置議員会には,前田自らの発起による「農  「本年秋季,帝国議会開設の前を 卜し,臨時大会議

業団体統一計画」を提案して可決された。それは  を五日間本会々堂に開き,以て大に本会事業上の

次の 3項 目,すなわち,第一に各地の農業団体を  計画をなさんと欲す。思ふに従来年一回の大会議

大日本農会に加入を許可すること,第二に共進会  を開くを例とすと雖も,其議する所は単に規則上

開催委託に補助金を帝国議会および政府に請願す  の瑣事に止まりて来会者も亦多からず。本会の事

ること,第二に本年秋季に臨時大会を開催するこ  業計画上遺憾なしとなさず。今や農界もまた多事

とから成っている。第一の問題については,翌27  にして本会の如きは,振って事に従はざるべから

年 7月 ,い よいよ農業団体統一を決行するための  ざるの秋なるに,地方の会員頗る本会の事業に冷

主意書「普く農界の諸君に告ぐ」を,大 日本農会  淡なるに似たるものあるは,事業上の妨害も亦た

幹事長前田正名の名において『大日本農会報』およ  鮮からずとなす。本会は傷て大に地方の会員に議
び『産業』誌上に掲載すると同時に,全国の篤志家  り,又各地の農会に通牒して此大会議を開かんと

に数千枚を配布した。その内容は,大 日本農会の  欲す。」かくして,前田は臨時大会におい て議定

目的を達成するには,何 よりも全国にわたって多  する16項 目からなる「農事上の大問題」を印刷し,

数の会員を必要とするが,五千有余の会員では未  幹事長の名において, これまた『大日本農会報』
だ日本農民の代表者としての実績を挙げることは  おょび『産業』誌上に掲載すると同時に,全国の
できない。いまや各地に大小の農会が勃興し,その  有力者数千名に配布し,会員の内外を問わず,前
地方における効用すくなくないが,それぞれ地方  もってなるべく詳細な意見を寄せられることを希
に割拠し,広 く他の農会と気脈を通ずることなく,  望した。後段の論述と密接な関連を有するので,

また提携することがない。その理由は,中央機関  以下にこの16項 目を掲げておく。
にこれを媒介するものがないからであると説き,   第一 全国一般農事上最第一に着手すべきもの

大日本農会の農業団体統一方法を次のごとく結ん   は何なるや。
でいる。「此の機関に当るは実に本会 の素志なり   第二 其府県に於て農事上最第一に着手すべき
とす。今此素志を貫き又会員の増加を計るが為め   ものは何なるや。
に,今や既設と未設とを間はず信用ある地方団体   第三 成るべく耕地の売買又は質入等を為さゞ

には,今後容して其団体の名を以て本会に加入す   る様にするには何等の救護法を設くべきや。
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第四 農業会社及農業保険会社設立の方法。

第五 全国農家の負債償却方法。

第六 全国農家貯金の活用方法。

第七 種子交換の方法。

第八 全国農家をして肥料購買の途を容易なら

しむる方法。

第九 将来肥料の増加を計る方法。

第十 全国農家一般に牛馬を飼養せしむるの方

法。

第十一 諸般の公事なるべく簡易を主とし農家

をして時間を徒費せしめざる方法。

第十二 将来棉花の輸入を防ぐの方法。

第十三 将来砂糖及大豆の輸入を防ぐ方法。

第十四 漆樹を繁殖するの方法。

第十五 年中間断なく農業に従事し能はざる地

方の農家に適応の事業を授くる方法。

第十六 人口の過多なる地方の者をして内外を

論ぜず確実にして容易なる移住を為し得さしむ

るの方法。

広範多岐にわたるこれら農業上の重 要諸 問題

が,12月 の臨時大会 (いわゆる第1回全国農事大会)

において,どのように取 り上げられていったか,ま

たその後の結果に関しては,後段において詳述す

るので, ここでは敢えて考察を加えず,単に提示

して注意を喚起しておくにとどめる。第 1回全国

農事大会に備えて,同年 7月 から大日本農会の拡

張と農家経済の利益増進を目的として,大日本農

会の最高幹部参事 4人全員 (玉利喜造,横井時敬,

沢野淳,池田謙蔵)と ,特に大日本農会創設以来常

置議員や幹事をつとめて同会の発展に多大の貢献

をした樋田魯一 (当時常置議員)等に,幹 事 長前

田正名の代理として各地を巡回講演せしめること

を決定した。

さらに,『大日本農会報』の同年 8月 号 に は,

来る12月 の臨時大会開催の理由について「特別広

告」を出している。それは次の 5項 目からなる。

すなわち第一に,大 日本農会は農事上の質問応答

等につとめることは勿論であるけれども, 日本全

国の農家経済の将来を経営することを主要なつと

めとしなければならない。第二に,大 日本農会は将

来漸次耕な栽培等の質問に応答する機関を各地方

に設備することにつとめなければならない。第二

に,大 日本農会は毎年全国会員の大集会を開設し,

しかしてこの大会においては個人の試験に係わる

結果等を研究することをやめ,専 ら各地方におけ

る農事上の国是を論議することをその主 眼 とす

る。第四に,先に全国の農家に向って,16か条の

問題を配布した。しかして本年の大集会において,

この問題に属する調査研究をなすことを急務とす

る。第五に,日 本の農事は海外各国の農事の現状

と比較対照して深く注意をしなければ,遠からず

非常の窮境に陥る恐れがある。依って本年の大集

会においては,専 らこれ らについて協議をする必

要がある。

この「特別広告」に示された内容は,大日本農

会の従来の在 り方を抜本的に批判し,国際的見地

から日本農業および農家経済の将来に係わる重要

問題,ひいては農業上の国是を定めんとする意図

を明確に有している。それが漸次実行に移され ,

成果を挙げていったことについては,後段で具体

的に論及するので,こ こでは重複を避け,以上を

指摘しておくにとどめる。

ところで,先に述べた前田幹事長の代理 として,

大日本農会拡張のための巡回講演を担当した参事

および幹事の講演はどうであったか。次にこれを

紹介しておこう。

幹事樋田魯一 (天保10年,1839年生)は京都, 奈

良,和歌山の 1府 2県の巡回講演を担当した。京

都府愛宕郡大宮村において「大日本農会拡張の方

針に就いて」講演した際に,先ず今にいたって大

日本農会が耕な,培養,撰種等のことに任ずるは

時勢において許されないから,こ の場合は主とし

て農業の組織,経済等について,い ささか力を尽

くす考えであることを強調し,次いでこの見解は

すでに両三年以前から持っていたが,今日漸 くそ

の時期が到来したので,自 ら進んでこの任に当っ

たことを明らかにした後,農業団体の必要と改良

の方法についてこう述べている。「彼の商工 業 の

如きに至っては,随分直接に大なる団体を持って

敵に当る事容易なれども,独 り農業に至っては銘
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々直接に遣る事は甚だ困難なるもの故,将来一入  かるには,知識の開発をはかることが 急 務 であ
此事に力を留めて世話する必要がある……現在,   る。その手段は一大団結を組織し, これをもって
日本農業の組立てが不充分である。是等は専―に  その目的を達成する必要があると説いて,農会拡
改良の方法に由って彼我の長ずる処を取 り着々組  張の誘導につとめた。
織を一変せねばならぬ」ことを説いて,大日本農   前田幹事長代理としての樋田魯一, 玉利喜 造
会拡張策を論じている。「御地杯も農学士もあり, (彼 の巡回講演の内容は,その質において他の追随を
経験ある人もあるが尚少数である。幸ひ東京は是  許さないものがあるので,次節で特に一節を設けて詳
等の人も多ひから,漸次に伝へて新知識を得る事  述する), 池 田謙蔵の 3人による大日本農会拡張
とし,中央と地方と互ひに手を引合ふて働きさへ  講演の内容については,『大日本農会報』に報じ
すれば大に此業の発達を図る事が出来る。是迄は  られているが, 横井時敬 (萬延元年,1860年生)は
大日本農会員でなければ,如何に善き法が有ても  7月から8月 にかけて山形,秋田の両県を巡回し
伝へる道が無か りしが,今後地方の人の同意を得  たが,大 日本農会の拡張について具体 的 に 何 を
て,其地方団体の申込を受け,互に気脈を通ずる  語ったかは同誌に報じられていない。また沢野淳
事とすれば,各自に会員ならずとも充分である。」 (安政6年,1857年生)は埼玉,群馬,栃木,茨城,

樋田のこの講演によっても知 り得るごとく,こ の  千葉,兵庫の各県を予定されていたが,農会拡張
巡回の目的は,先に前田幹事長の名において全国  のために巡回したことを明記した報道はされてお
の篤志者,有力者に配布された「普く農界の諸君  らず,ややそれらしきこととして,千葉県内3か
に告ぐ」および「農事上の大問題」と共通の認識  所で講話したことを知 り得るのみである。
に立って,来る秋季の臨時大会に備えたものであ   なお,幹事長前田正名 (嘉永3年,1850年生)の
ることが明白である。と同時に,支会設立の趣旨  周知の遊説については, 8, 9月 の 2か月のみで

をよく伝えている。また樋田は農事奨励法の一策  も十数県4)に および,ま さに寧日なき状態であっ

として,農事功労者を褒賞すべきことについて西  た。

欧の例を引いて3)力説している。なおこの講演の   次に,明治27年 11月 12日 ,滋賀県蒲生郡田野町

終に臨んで,日 本の富を為す農業家諸君は,こ の際  においておこなった,前日の講演の一節を紹介し

大いに奮発して文明の競争に打勝つことを勉めね  ておこう。国力の如何をみるに,諸君の命脈を維
ばならない。故に,い ささか不遜のきらいがある  持する米は如何,寒威を防ぐ棉は如何,砂糖は如
けれども,大日本農会が深くこの改革にあたり,  何,麦は如何。およそ生計上に必要な多くは,内
地方諸君の感情に訴えて,と もどもわが国家のた  国の供給足らずして,支那・朝鮮・アメリカ等の

め尽力する考えであるから,願わくば応分の力を  外国よりその欠乏を補っているではないか。これ

致されんことを望む, とこの講演を結んでいる。  に代って,僅かに国の命脈を維持するものは,実
池田謙蔵参事 (弘化元年,1844年生)は ,鳥取,島  に茶 。生糸等の一二にすぎない。しかも,こ の一

根の両県巡回のため, 9月 12日 に東京を出発し10 二の品すら日本の商人で外国に商権を握るものが

月31日 帰京した。この間,実に44回にわたって農  ない。「正名は思ふて数に至る毎に断腸 の歎なく

事改良と農会拡張との関連について講演した。そ  んばあらぎるなり。」日本茶が,外国商人 に商権

れはいかにも,前田の設立した三田育種場の場長  を掌握されていたことに関する,前田の見解はす

および同農具製作所長をつとめて,各種の農機具  でに述べたごとくであるが,それから一年後のこ

の試作改良に従事した池田らしく,現在は物理,  の講演によっても,憂国の殖産興業家前日の主張

化学の進歩により,地球上に一大変化を生じた時  が,いかに国内農業の保護思想をもって貫かれて

代であるから,農業に従事するものは,一日も早  いたかを知るに足ろう。

くその改良発達をはからねばならない。これをは   前田・玉利一派と横井・押川一派の分裂のきざ
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しは以上の農会拡張巡回講演にもすでにあらわれ

ている。前田は後年,往時を回顧して池田,玉利,

樋田について,全国農事会のために「此人達は非

常な骨を折った人達」であったと語っている。

玉利喜造の農会拡張論

玉利喜造 (安政3年,1856年生)は,明治27年 7

月 5日 東京を出発し大阪,奈良,和歌山,京都,滋

賀,岐阜,愛知,二重の 2府 6県の巡回講演を終

えて,帰京したのは 8月 25日 で,実に50日 におよ

んだ。幹事長代理として地方巡回を命ぜられた5

人のなかで,玉利の講演は最も長期にわたった。

この間,34回の講演を試みたがその趣旨は大同小

異で,要するに農民の団結を強化することにはか

ならなかった。三重県桑名町における巡回最後の

講演は,「農業団体に就て」と題され,『大日本農

会報』の冒頭に掲載され, また同誌の号外 (共に

明治27年 10月 )と しても刊行された。 玉利の講 演

は38ペ ージにもおよび,相当長時間にわたったこ

とを知 りうるが,さ らにその内容に徴して 4人の

参事のうち,前田幹事長の農業団体拡張思想を最

もよく認識していたものと推察される。系統農会

史上,ま さに記念碑的意義を有するといってもお

そ らく過言ではあるまい。日清戦争はこの巡回の

さなかに始まったので,講演にも戦争の影響が反

映されている。

玉利はこの講演の冒頭で,今回の巡回目的は,

農会を拡充して日本の農事を振起するためである

と基本方針を述べ,従来の大 日本農会の在 り方を

批判し,組織を改革する必要性を特に力説してい

る。以下に本稿の主題に即して,その概要を述べ

る。

東京に大日本農会があって,会員が 5,500人 ほ

どいるが,こ れは全国 2千万の農民に比すれば実

に僅な数である。この農会は創立以来,毎月報告

書を発行し,春秋 2回品評会を開催するが,中央

の農会としてはこのような事業のみに従事するの

はよくない。今日は農事に関して,実に重大な問

題が沢山ある。報告雑誌のごときは一個人でもで

きる。または営業の雑誌社が沢山あるから,これ

に一任してもよろしい。品評会も随分いろいろ非

難の声を聞く。これも一考しなくてはならない。

質問,応答,通信,報告もむろん必要ではある。

品評会も開設するであろう。しかし, これで以て

大日本農会の面目を全うしたということはできな

い。まだこれよりも極く大切な仕事が沢山ある。

中央の大日本農会があたるべき,ま たはまさに執

るべき事業が沢山あるから,着々とこれらの仕事

をなしとげるべきであって,やや従来の方針を変

更し全国農家の経済上などに大いに注意し,また

は実際にこれを決行しようとの希望をいだくよう

になりました。それについては,大勢力が必要で

あります。大事をなしとげるには,大勢力が必要

です。大日本農会も,いまのように微々たるもの

ではいけません。それ故,これを拡充しようとい

うので,役員達が手わけして諸方を巡回していま

す。私が地方を巡回するのは,第一に,各々その

地方の農会が確乎たるものになるように勤めるこ

とにあります。これまで農会を設立しないところ

には設立するように,設立してその働きが不充分

のものはその組織変更について相談し,充分確固

たるものになるように,ま た組織の完全にして且

つよく慟くのは,進んで大日本農会へ加盟し,と

もに相提携して日本農業の発達をはかるように,

各々その地方地方の情況によって,私の希望を述

べ相談するのです。たんに大日本農会へ加入をす

すめるような,卑近の遊説ではありません。大日本

農会は東京にありましていかに盛大であっても,

農業上の実際は地方でありますから,府県の農会

が確固でなければその実行がむずかしいのです。

実は府県でもない,その郡村にいたって始めて実

行をみるわけですから,郡村の農会が確固でなく

てはなりません。それ故わたしは,各々その地方

の農会の設立のことについて熱心に尽力するもの

で,決して大日本農会員募集という単純な目的を

もって遊説するものではありません。実は,その

地方地方の為めです。あなたがたの為めです。も

はや農事の改良発達をすすめる途は,農業団体に

依るよりほかに好手段はありません。今日まで,

種々の名説や妙案も多くでました。今日は議論の
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時代ではありません。実行の時代です。農業団体  も効用はありません。さき
`′

,ど も,も はや今日は

は,こ の実行を期する最も必要の道具です。    実行の時代だと申しましたが,その実行を期する

玉利は,わが国の農業の発達をはか り,農業の  には,先刻申した通 りの組織でなくてはいけませ

改良発達をすすめるには,農業団体による以外に  ん。たとえば,先般前田幹事長より提出されまし

方法のないことを懇切をきわめて説いたあと,海  た農事上の重要問題中に,「全国農家負債償 却方

外農業の日本農業圧迫,すなわち国際市場の拡大  法」というのがありました。実にその負債 額 は

によって,日 本の農産物が危機にさらされている  驚くべき金額ですが,い ま各府県農会を代表して

こと,明治前期における勧農政策の効果が少なか  参会した諸君と議しまして,その結果が農業銀行

った原因などを述べ,続いて,農会の組織方法に  を設立して,農家に金融の道をつけるのが第一だ

ついて諄々と説いている。以下に,その要点を述  と決したならば,実際にこれを設立するように尽
べようo                    力しなくてはなりません。この一段にいた りまし

今日の組織法は,先ず各町村の農会を立ててこ  ては,あ るいは他に迫ることがあるかも知れませ

れを村農会と称し,各町村農会より幾人か出まし  ん。迫る以上は,その効力がなくては な りませ

て郡農会を組織し,各郡より幾人か出まして県農  ん。もとより,全国各村農会よりできあがった大

会を組織します。いわゆるこれを系統的農会など  日本農会が決議して尽力するのです。これほど天

と申しますが,はなはだ面倒くさいような,ま た儀  下に勢力のあるものはありません。先刻も,大事

式的のようですけれども町村農会さえできれば,  を仕遂げるには大勢力が必要だと申しましたが,

自然の結果として郡も県もできるわ け です。ま  決議をするにもその決議が有効でなくてはなりま

た,決 して儀式的ではありません。実に農会の働  せん。その決議をなした人々は,責任を負って出

きを敏捷にするには, この方法に勝るものはあり  席した府県農会の代表者です。銘々がするという

ません。以上の通 り,村,郡,県 と組 織 す るの  ことにきまったならば,散って地方に帰 り,これ

は,農業の実際にいたっては,郡村において始め  を県農会に伝え,郡農会はこれを村農会に伝えて

て実行をみますから,これらは県農会が尽力しな  その実施方法を設けてこれの監督に任 ず るの で

くてはなりません。小にして緻密な仕事は村農会  す。実行のあがるように尽力するのです。村農会,

でおこない,事柄のやや大にして一村の力ででき  郡農会,それから県農会というようにいたします

ない,ま た郡内一般に改良もしくは奨励すべき事  と,徒らに組織的に流れるようでありますが,実
柄は郡農会でおこない,ま た一郡の力におよばぬ  際農会の実行を期するには,こ の組織でなくては

ことや,県下一般にわたることは県農会で議し,ま  ぃけません。

たこれの実行をつとめるのです。たとえば,農事   玉利は,大日本農会を日本全国にわたる系統農

試験場を設けるにしましても,県農会には一県の  会に組織することの必要性と,町村,郡,県,国
中央試験場を附属して技師を置くとすれば,郡農  の各段階ごとの役割と,それを組織する方法につ

会の試験場はその支場として技手を置き,各村農  いて以上のごとく述べている。極言すれば,村を

会には試作人を置くような順序です。この順序か  構成する農家にとって何よりも重要なことは,農
ら申しましても各府県農会を連繋しまして, 日本  業生産力を高めて農家経済を豊かにすることにあ

全国の農業発達に関する重要問題を講究し,また  る。それを現実のものとするには農事改良が必要

実行の責任を有する一大農会が中央に設立するこ  であり,そのためには経済上の,従ってまた政治

とを希望いたしましょう。これがすなわち大日本  上の措置を国に対して働きかける必要が生じてく

農会です。今日は,全国農家の利害に関する重要  るが,そ うした下からの要求を実現するための,

の問題が実に沢山あ ります。しかし,これらの間  系統的組織化の必要性を説いているのにはかなら

題を議しましても,その実行ができなくては何に  ない。最末端の下級農会と最上級の農会との関係
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を繰 り返して述べるが,必要とあらば,村の農家

が農事改良を実施できるように,大日本農会が政

府に対して運動するための組織をつくるのだとい

うことでもある。これを先に紹介した農家の負債

問題についていうならば,農業銀行の設立が第一

だと決議したならば,段階の一つとして,「他に

迫る」ことがあるかも知れないというのは,実は

まさに政府あるいは議会に対して運動を展開する

ということを意味しているのである。

続いて玉利は,農会の維持方法についてふれ,

その中心は何よりも会費徴収に関する問題として

展開している。その要点はこうである。

農業団体または農会のごときは,無論よいもの

には違いありません。しかしながら, これまで種

々の協会や組合もできました。農会もすでに設立

したけれども, どうも効力をあらわさない。第一 ,

維持が困難であるなどということを間々ききます

が, どこでも大抵そのとおりです。先ず,会費未

納者が多く,だ んだん維持が困難になりますから,

到底会の効能もあらわすことができに くい ので

す。近ごろ,新組織の農会においては,その維持

費を地方税から補助してやるというのが維持の眼

目になっています。実は幾分ではなく,その大部

分です。京都府農会のごときは,年々2,500円 ず

つ継続費として補助するということを,京都府会

で決議していますから,会員は差しあた り若干の

会費を納めるということもありません。会費がな

いから,誰れ彼れの区別がありません。よって,

京都府下の農家はひとり残らず,教な農会員と見

倣しているのです。この方法は理屈にも合ってい

れば,実際に適ったすこぶる名案と考えます。し

かし, この補助費は全県下にわたる府県農会で,

郡村の農会まで補助するということは あ りませ

ん。もとより,郡村農会の維持費というものは極

く軽少なもので,郡村にいたりましては事業費が

かか りましょう。その事業というのは,各郡農会

または村農会で,大小軽重種々差があ りま し ょ

う。決して一様というわけには参 りません。これ

は郡村農会に適宜にまかせますので,費用の徴収

方法もそれぞれ適宜に取 り極めましょう。あるい

は郡農会の事業費は,郡会もしくは連合町村会で

補助し,村農会で補助するところもあ りま しょ

う。あるいは,有志の寄付金で支弁するところも

ありましょう。または,会員一般に費用を分担す

ることもありましょう。その徴収法にしましても

金銭でなく,秋収のころに玄米五合ずつとか一升

とか,ま たは毎月草軽二足ずつとかきめて,物品

で便利にだす方法もありましょう。または,今年

は諸掛 りが多いから,あれは見合わせて余 り費用

のかからないこれをしようというように,それぞ

れ事情に応じて改良進歩の手段をとりましょう。

玉利は,農会における会費徴収法について,金

銭でなく,秋収のころに玄米五合とか一升とか,

または毎月草桂二足ずつとか定めて物品で出す方

法もありましょうと語っていることの真意は,玉

利の系統農会論は,すでに当時から全農民の強制

加入および会費強制徴収が基調をなしており,こ

の当然加入によってこそ,はじめて農会が十全に

効果を奏し,ま たそれを通じて農民の農会に対す

る意識の高揚をはかることを明確に意識していた

からにはかならない。ちなみに,京都府農会はわ

が国最初の系統農会として明治24年に設立され,

翌25年に発足しているが,玉利の農会論はそれを

一層発展せしめたものであることに留意すべきで

ある。

最後に,玉利はこの講演を終るにあたって大要

を次のごとく結んでいる。農会の基礎は村農会に

あ り,それは自治の精神をもって農家が自分の生

活の道,ま たは営業について,利害得失を講究し

て利のあるものは起し,害のあるものは除くとい

うところから起った会であるから,これはど自治

の精神に合っているものはありません。元来農業

は商工業と異な り,一年一回の結果をみるだけに,

緩慢なものですから農業に従事する農民も自然に

甚だ緩慢です。この緩慢な農業を進歩させよう,

または発達させなくてはならないというならば,

なかなかひと通 りやふた通 りの熱心尽力では効果

があらわれません。余程の速力で着々とやらなく

ては到底駄目です。農会設立のことは最早考える

までもないことと思いますが,若し諸君にして可
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と信ずるならば,明 日を待たず,ただいま早速に  願すべきことが少なくないから,こ れを協議する

相談会でも開くのです。             必要のあることを述べて「主意」を結んでいる。

以上によっても玉利の農会に対する理念が,い   なお,第 1回全国農事大会に関して述べるに当

かに自治の精神に基づく農民本位のものであった  り,留意すべきことは前記「主意」 と と もに,

かを知 り得ると同時に,ま た玉利が農会の設立お  「全国農事大会開会の精神」(以下「精神」 と称す

よび拡張にいかに情熱を傾注して啓蒙につとめた  る)が準備されていた。従って, 大会は基本的に

かを知るに足るであろう。            「主意」と「精神」とを大前提に開催,運営され

叙上のごとき,玉利の明快な農会拡 張論 は,  た。そこで,「精神」とは何かについて述べ て お

『大日本農会報』の号外として広く各地に配布さ  かねばならないが,それは必ずしも理路整然と叙

れ,農村の人士を大いに啓発し,賛同を得たであ  述されているとはいえないので,以下に要約的に

ろうことは推察するに難くない。のちに玉利が前  整理し,かつ若干の考察を加えておこう。

日の後をうけて,全国農事会幹事長に就任したの   日本の農業は,近年海外諸国の刺激競争をうけ

は,けだし当然というべきである。        たため,年々蒙った損害はすこぶる多大であるに

もかかわらず,かつて世人の注意を惹かなかった
第 1回全国農事大会とその決議         ゅぇんは,耳 目に映ずることが実戦のごとく激烈

第 1回全国農事大会開催の前宵ともいうべき明  な外形をあらわさないためである。しかして,今

治27年10月 ,幹事長前日は大会を盛りあげるため  回の大会は多年海外の刺激に対する方針を議定す

に『大日本農会報』同年10月 号,すなわち玉利の  るがためで,単に他国の来襲を防過するばか りで

「農業団体に就て」が掲載された号の開巻努頭に  なく,進んでこれを略取する大目的を果さんとす

特別広告を掲げ,本年12月 1日 から同3日 まで,  る,いわゆる軍略の大体を講ずるためであって,

全国農家の大集会を開くので出席を切望するとし  それは軍営における謀議と豪も異なるものではな

て, 5項 目から成る「主意」を掲げて熟覧を乞 う  い。

ている。「主意」の冒頭には,(1)日 本の農業 は年   前田が,国際市場の拡大にともなう,日 本農業

を逐て海外諸国の劇烈な競争に圧迫され,遠から  の衰退を回復せしめる政策として抱いた理念は,

ず非常の窮境に陥る恐れがあり,故に大日本農会  大局において当時の自由放任ないしは自由主義農

は,成るべく速かに全国農家経済の将来を計画し  政に対抗する,農業保護主義にもとづく叙上のご

なければならないこと。これに続いて,(2)各地方  とき農本主義を基調としている。「精神」は か か

農業の盛衰はもちろん,諸外国のために左右され  る大前提のもとに,全国的規模における系統農会

ることが少なくない時勢であるから,各地方の農  の必要性を主張したものと解すべきで,その具体

業団体はいかにその組織が完全であっても,はた  的展開は次のごとくである。

またいかに奮励しても単独では到底好結果をみる   わが国の将来の農家経済を整理するには,全国

ことはできず,依 って大日本農会は,速かにこれ等  一致の組織をもってこれに当らなければ,到底そ

諸団体と気脈を通じて全国一致協同の運動をなそ  の効果を収めることは困難である。またこの組織

うとすること。さらに,(3)大 日本農会は将来各地  の成功と同時に,それに必要な機関の設備をつく

方において,直接に農業上の質問応答等に便宜を  る必要がある。そもそも団結なるものは一般の公

与える計画をしなければならないこと。(4)先 に大  益をはかるためにあり,それ故に,一個人または

日本農会より全国の農家に配布した,「農事上の  一地方の意見あるいは感情のごときは,全 くこれ

大問題」16項 目について調査研究をなすを急要と  を排斥しなければ団結の効果を奏することは困難

すること。最後に,(5)大 日本農会は政府および議  である。本会の事業に関し,その進退方略等にお

会に対して,将来農事上について建議もしくは請  いて一個人または一地方の意見や感情のため藁々
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の異議を容れることは許されない。すでに一大方

針を定めた以上,その組織方法のごときは,最初

から決して完全を期すべきものではない。先ず,

不完全の段階から着々歩を進め,こ れを実行して

漸次完全の域に達することを期さなければならな

い。地方によっては,既設の組織の中ですこぶる

完全なものもあ り,さ らには全く特殊なものもな

いわけではない。されど,一致団結を目的とする

以上は,その甲乙優劣等をもってこれを区別する

ようなことがあってはならない。もし一点でもそ

のような念を差しはさめば,ついに一致団結の効

を全うすることは困難であるから,深 く注意しな

ければならない。大日本農会は全国農事の中心で

ある。故に,将来徐々に町村郡県の農会およびそ

の他の農事に関する各種の団体と脈絡を通じ,こ

れを誘液扶植する任務を負い,ま た府県の農会も

しくは団体間に通信応答の便宜を開発し,かつ漸

次農事上の質問に応答する機関を府県ごとに設備

する途をも開かなければならない。これは大日本

農会が将来に期するところであって,しかして全

国農事の中心たる大機関の必要なるゆえんは全く

ここにある。会員たるものは深く任ずるところが

なければならない。

時あたかも日清戦争たけなわで,時代の潮流は

国民一般の気風を高揚せしめていた。さらに優れ

て実行力に富んだ前日の強烈な個性は激越の言辞

をもって危機感を煽ったが,それは論拠なきもの

ではなく,時代の情勢のしからしめるところでも

あった。来る12月 の臨時大会,いわゆる第 1回全

国農事大会は,誠に時宜を得てまもなく開催され

ることになった。

かくして,明治27年12月 1日 ,東京芝公園弥生

館において発会式の幕が切って落された。西村栄

十郎 (『全国農事会史』く明治

“

年〉の編者)は このとき

の模様を活写している。「武装せる国家否農業界

は興奮した り,此大会に会合するものは,全国に

渉 りて,何れも屈指の当業者にして,其数無慮六

百有余名 (実際には725名,引用者)の多きに及び立

錐の余地なきに到 りたり,前田幹事長は,荘重の

.語,激越の辞を以て,農事改良発達の要は,学者

の新案名説に拠るにあらず,只事の実行を以て勇

往奮進し,険坂を越へ,怒濤を渉るの難苦に堪ゆ

るの,決心を要すべきを演べて,発会式を挙行し

た り。」

この大会までに,「農事上の大問題」16項 目に

関して,全国から寄せられた回答は, 1件 1点に

数えて実に 3,694点 の多きにおよんだ。これを整

理して原案を準備し,大会の協議に提出した。ち

なみに,大日本農会特選全国農事大会委員は玉利

喜造,横井時敬,沢野淳,池田謙蔵,押川則吉,

樋田魯一の 6名 であった。

大会議事は16項 目について審議し,いずれも起

立者満場,満場一致あるいは総起立をもって決議

された。この大会で,何よりも重要 な議 題 は,

第一の「全国一般農事上最第一に着手すべきもの

は何なるや」で,これに対する決議は主催者側が

あらかじめ準備した「農業団体の組織方法を確定

するに在 り」という,本稿で述べてきた主題であ

った。

前田は, この第一議題の審議に入るに先だち,

こう述べている。今日わが日本において国是は,

すなわち農事である。国是になった以上は,二千

万の農事に従事する人は残らずこれを団結してい

く必要があります。団結することになった以上は

一地方,一個人の考で意見を貫くということは到

底できるものではありません。故に, どうぞお互

に全国一致というところを元にして, この協議会

にかか りとうございます, と。

玉利喜造は,明治43年帝国農会の成立にあた り

往時を回顧して,こ の大会で決議された第一議題

の歴史的意義にふれ,次のごとく述べている。これ

に対する答案は,すなわち各地に農会を起すにあ

り,しかしてその農会は系統的でなければならず

との意見をもって決議した。これが,そ もそも今

日全国に画一した系統農会を設立した濫 賜 であ

る。この決議,こ の系統農会おこなわれて,はじ

めてわが国の農事改良は効果をあげうるに至 っ

た。故に,他 日わが農業変遷史を編むものは,こ

の決議を特筆大書せんことを希望する, と。

第 1回全国農事大会の決議事項は,主題展開上
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不可欠の前提条件をなすので,煩をいとわず,先  する建議の 9項 目である。第四は,来会者各々府

ず何よりもこれを具体的にあげておかねばならな  県に帰 り調査または実施を要し,併せて大会に付

い。けだし,全国農事会のその後の農政活動は,  托して調査または執行すべきもので,それは農業

国際上および日本国内上の,あ るいはまた実業団  団体の組織方法を確定するにあること (第一),町

体運動上の事情の変化にともなって,取捨しある  村農業組合を確立し共同救護の方法を設けること

いは補完しつつ軌道を修正して,大筋においてそ  (第二), 各町村農業組合をして相当の規約を設け

の路線に則 り,展開していったからにはかならな  これを実行し監督する方法を立てること (第五),

い。なお,以下の文中の括弧内は,第 1回全国農  各地方に農家貯金取扱所を設け,各農業組合をし

事大会開催以前に,全国の有力者に配布され,あ  て農業資本に活用せしめる方法を設けること (第

るいは誌上に掲載された前記「農事上の大問題」 六),肥料検査法を厳にし,肥料運搬の費用を低廉

16項 目に対する,大会主催者側によって準備され,  ならしめる法案を定め,ま た一方には農業組合を

大会で決議された具体的内容の結論である。    して共同廉買の方法を設けせしむること (第八),

大会の決議は四つに大別され,それがさらに25  北海道の水産肥料を発達せしめ,林場改良の方法

項目に小区分された。その第一は,大会出席者の  を講ずること (第九),各地方に牛馬交尾所を設置

多数によりただちに決定したもので,それは毎年  し,ま た一方には農牛馬買入れの資本貸付の方法

一回全国農事大会を開くこと,お よび来る28年内  を立てること (第十),砂糖は琉球・大島その他南

国勧業博覧会を機に臨時大会を開設することの2  島各地に栽培を力しめ,ま た大豆はわが農民を支

項目である。第二は,来会者各々府県に帰 り調査  那・朝鮮に移して栽培につとめしめること (第十

しあるいは実施すべきもので,それは府県是を定  三),各地方適宜農間の余業に適すべき製 作品を

めること (第二),諸般の公事および納税等をなる  調査講究せしめること(第十五),お ょび農工商各
べく組合総代をしてこれを代弁せしめる慣例を養  団体と気脈を通ずることの10項 目である。

成すること(第十一),漆樹栽培に必適の地方は,そ   みられるごとく,決議された事項は,大会前に

の地方の農業組合の規約を立てしめその栽培につ  提起された16項 目をはるかに超えた政治上,経済

とめせしめること(第十四),お ょび毎年一 回各府  上,農業経営上および農業技術上の広範多岐にわ

県に農事大会を開催することの4項 目である。第  たっている。雨後の農政運動は, この路線を基本

三は,調査または執行を大会の委員に付托すべき  的に守 りつつ,全国の農民および農業関係者をこ

もので,それは農業銀行・農業保険会社設立の要  とごとく組織し,農業生産力の増進をはかり,農
領は大日本農会の調査したもの,お よび各自提出  家経済を豊かならしめ,しかして国力の増強をは

の中より選択しその筋へ設立を促すこと (第四),  かることを目的とした政治活動を展開していった

郵便条例を改正し,大 日本農会および同会と連絡  ことは,けだし当然の成 り行きであった。

せる各地方農会に特権を与え種子の運送をある制

限により無料とし,ま た一般の逓送費 もな るべ   大日本農会の内部分裂

く至廉ならしめる方法を立てること (第七),棉花   全国農事大会は成功裡に終ったごとくであるが

栽培法改良に関する試験費補助の途を講ずること  この処理をめぐって,ま もなく大日本農会は大会

(第十二),殖民事業を保護監督せしめるべ き官衛  決議から手を引くこととなった。玉利は,これに

設立を促すこと(第十六),古今農事上 に功労顕著  ついてこう述べている。農事大会は,主催者であ

なる人々へ授賞の儀をその筋へ申請すること,逐  る大日本農会の幹事長たる前田正名君に大会決議

次海外へ農事視察員を派遣すること,農事視察員  の事項に関する跡始末を一任して無事閉会した。

を設置して全国農事を視察せしめること,農事試  前日君はこれを処理するの責任を有する。委員の

験場国庫補助に関する建議,お よび農業教育に関  多くは農商務省に関係あ るせいか (関係のない人
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もいる),こ の委員を辞退するに至 った。 この際

における私の苦心は,実にいうことができない。

その裡面の理由いかんは,問 う必要はない。先ず

表面上では政府,議会等へ建議するような政治的

運動であるから,敢えて為すべきでないというよ

うなことであるが,こ れは前田幹事長に対して非

常な打撃であった。前田君は大会の決議に対して

責任がある。また翌年 4月 には,京都における博

覧会を機会に,第 2回全国農事大会を開催する決

議をしている。前田君の憤慨は実に察するに余 り

ある。断然,大 日本農会との関係を断って,幹事

長を辞任し,全国農事大会を特設のものとして,

中央に農事会中央本部 (正確には全国農事会中央本

部)を設け,地方農界のために尽力することにし

′こ。

翌明治28年 2月 28日 ,大 日本農会常置議員会を

開き,大 日本農会と全国農事大会との関係につい

て以下の件を可決した。全国農事大会は,先きに

前田幹事長の発議に基づいて,大日本農会主催と

して開設することに議定したが,今般さらに幹事

長の発議により,今後全国農事大会は,大 日本農

会主催として開催せずに,全国農事大会に一任す

ること,大 日本農会は今後全国農事大会に関係な

いことを広告すること5), 大日本農会は全国農事

大会に代表者を出席させないこと,きたる4月 の

京都において開催する全国農事大会へ大日本農会

より金300円 を寄付することの4件であ る。 この

会議の出席者は玉利喜造,押川則吉,船 津伝 次

平,沢野淳,岡毅,横井時敬, 日中節三郎 (口中

芳男の女婿),渡部朔, 渡瀬寅次郎のそ うそ うた

る顔ぶれで,押川が議長に選ばれた。

すでに述べた「精神」にみられるごとく,前田

の農政運動は恰も農商務省を併呑するかの勢いで

あったから,政府官僚をして長怖せしめ,それゆ

えに多分に大日本農会の内部分裂を官僚の策謀に

よって両断せしめられたものと推察される。少な

くとも,それが全部ではないにしても,大きな要

因をなしたことは確かであろう。周知のように,

この頃前田は「私設農商務省」を標榜していた。

なお,前田・玉利派と横井・押川派との分裂に

ついては諸説おこなわれているが,『全国農 事 会

史』は,前田君を表面は「敬慕せるが如き装ふて

裏面に猾策を弄して,其挙を奪はんとするものあ

り,自 己の不能を思はず,他を猜み,褒貶毀与,

私かに排摘を事とするものあ りて……」 と述べて

いる。ちなみに,横井は明治27年 7月 ,同郷の時

の文部大臣井上毅の推薦によって,浪人時代から

一躍帝国大学農科大学教授に就任 した。 (以下次

号)

〔備考〕 引用文献のひとつひとつについては省略し

たが,多 くは『大日本農会報』および『産業』誌

に拠った。また,それに次いで『中央農事報』と

その後継誌『帝国農会報』にも依拠するところ少

なくなかった。紙数の制約もあるので,出典につ

いては他日の定稿を期して詳細に明記したい。

注

1)全国農事会の名称を用いた最初は,明治34年 4

月 1日 からで,それ以前は農事諸会・全国農事諸

会中央本部・全国農事会中央本部・農事会本部の

順に変更されてきたが,煩雑をさけるため,特に

支障のないかぎり,以下では通称の全国農事会を

用いる。

2) 「本会が大に其事業を拡張せんと企てつ あヽる

こと,並に本会会費は総て前納を要することは,

会員諸君の熟知せらる 処ヽなるべし。而して会員

諸君は,本会の目的を賛成して入会せられ居るも

のなれば,少なくも毎月必ず受領せらる 報ヽ告書

のみに対しても,毎月僅かに十銭の義務金を納む

ることを惜まれざるべし。然るに会員中には此義

務金を延滞し,甚しきに至ては之を督促するも何

等の回答なきもの往々是れあり,斯の如き会員は

本分の義務を欠きたるのみならず,本会事業の進

歩を妨げ,且つ他の純良なる会員に対して相済ま

ざる儀に付,不得上自今益 是々等の妨害ある会員

を除名して其旨会報等に広告することを断行すべ

ければ,本会より会費の督促状を受けられたる諸

君は勿論,其他会費延滞に及びたる諸君は大に愛

に御注意ありて,成 るべく速かに御完納あらんこ

とを希望す。」

なお,除名会員の滞納金は追徴すること,お よ

び退会者は必ずその月までの会費を完納した後で

なければ許諾しないことを,厳重に告げている。



3) 「現に外国杯には此奨励法が種々あれども,我
日本に於ては未だ一つとして適当なる法がないと

云ふも過言でない。何分,農業に従事して功績あ

る人々は,最 とも大なる名誉を与へる事として,

一般の気風を自然に注がしむる様に奨励せねばな

らぬ。左もなき時は,元来余り奇麗なる仕事でな

いから,進んで発達を謀る人が少ない。外国の一

例を御話せんに,仏国巴里にて農会を開き,各国

の農会長が集りし席にて,其内の或人の手巾の下

に二等勲章が入れてあった。然るに暫くにして,

時の農務局長チッスランが一場の挨拶をなして日

く。今日は此喜ぶべき大会に於て,仏国共和政府

より最も名誉ある勲章を贈るべき人あり。其人を

誰かと云へば,仏国西のポードウイン貴 下 で あ

る。願 くば,其手巾の下にある勲章を受けられよ

と。諸君,斯る公けの席に於て,英国を代表し名

誉ある大勲章を贈るに,如此方法を以てするとは

実に感服に堪えぎる次第にして,喜ば しき奨 励

方ではありませぬか。又,彼の自耳義杯は,英国

よりも製造業は発達して居る国である。其位の国

が,褒賞を与える席に私は臨んだ事があるが,褒
賞を与へし其時に,国皇は拍手して是れを賞し,

女皇は首を傾けて是れを喜ぶ。去って門前に至れ

ば,多 くの人民は手を打ち,手巾を振り,実に非

常の喝栄を以て歓迎し,汽車に乗れば,窓中に花

を投げ込むやら拍手するやら,殆んど狂する計 り

に歓呼する。又,自分の県地に帰れば,或は年金
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を与へ,或は家族一同を呼びだして賞を与へる。

加之,召使ひの者迄も,主人が其功を立つるに与

って力ありとし,夫れぞれ賞金を与へ,或は無料

乗車券を贈る等,歓待至ざるはなし。」

の 8月 7日 静岡, 8月 8日 , 9日 名古屋,10日 岐

阜,11日 より14日 まで岐阜より富山市,15日 富山

滞在,16日 高岡,17日 金沢,18日 より22日 まで金

沢滞在,23日 小松,24日 大聖寺,25日 阪井,26日 ,

27日 福井,28日 敦賀,29日 小浜,31日 大津。 9月

1日京都着, 9月 初旬京都より九州福岡に直行,

福岡より中津を経て大分,大分より四国宇和島を

経て松山,松山より和歌山を経て丹後,丹後より

三重を経て9月 末帰京。

5)翌 3月 号の『大日本農会報』に,「広告欄 に記

載の如く,大 日本農会にては今般都合により主催

して全国農事大会を開くことを止め,該大会に関

係なきこととせり。」と報道した。かくして同月,

大日本農会の名において,「全国農事大会 の主催

を己む」の見出しをもって,「来4月 5日 よ り 7

日迄,京都に於て開くべき全国農事大会は,本会

主催たるべき筈なりしが,都合に依り本会その主

催たることを已め,該大会の特設自動に一任する

ことに決したれば,数に之を広告す。

以上の都合なるを以て,全国農事大会に係る用件

は,本会に関せず直に該大会事務所へ通報あるべ

し。」と広告した。
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