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町村是調査運動の社会理論

佐  々 木   豊

はじめに

極めて不充分のそしりはまぬがれないが,こ れ

までの一連の作業によって,明治20年代から昭和

初期に至る間に全国的に実施された町村是調査の

系譜をたどってきた注)。 それは,前田正名によって

提唱され,農会運動を通じて民間的に実施される

段階から,明治後期の地方改良運動に組み込まれ

て官製的に実施される系譜をもち,そ れ ぞ れ 性

格・内容か ら担い手およびその意図が異なるが ,

明治後期以降の行政村を範囲とする農村構造の実

相を記録すると共に,行政村の社会構造,その内

実と担い手層の思想・理念を知る有力な手がか り

となる。しかも,行政村の範囲に限定されるが,

近代農村史を考える上で,あ るい は系統農会運

動,地方改良運動の研究においても重要な位置を

しめ,さ らには農村計画,農村自治論としても現

代的意義を有する。

ところが,その地主的視点,あるいは地方改良

運動との係 り合いから多くの問題点が指摘され ,

あるいは柳田国男の批判を単純に踏襲し,研究史

上は一蹴されることが多い。そこで,こ れまでの

作業において,ま ず事例の提示をすることによっ

て系譜を明らかにしてきた。今,その作業を終え

て,ひ とまず総括的に位置づける必要があると思

われるので,本稿では,民間的段階を 中 心 に し

て,町村是調査がいかに構想され,いかに整序さ

れ,こ れを受容 。実施してゆく担い手層は何を意

図し,何を期待していったかという点を,こ の運

動の担い手層を軸として整理してみたい。

その際の基本的視点は,町村是調査の対象とす

る行政村と,支配層の思想・行為様式 に 関連す

る。行政村は国家体制確立過程で地方自治制度と

して自然村を統合して人為的に創出され た もの

で,地方自治制度史としては政治史 0行政史等の

研究対象となる。しかし,近代の農村社会におい

ても現実的にさまざまな社会的意味を有し,農村

社会学にとっても重要な研究対象である。ところ

が,研究史をふ りかえる時,村落=自 然村のすぐ

モノグラフに加え,村落論 ◆自然村理論から共同

体論にいたるまで,す ぐれた業績は多いが,こ の

行政村を対象とする研究はいがいに少ないようで

ある。また,村落研究は,その内的論理 0社会構

造を明らかにするにとどまらず,基底的社会の分

析を通じて天皇制国家・家族国家の内実を明らか

にするという,す ぐれた全体史的視点をもつ。し

かし,その位置づけは,政治史・行政史の成果を

所与のものとして安易に利用する場合が少なくな

い。しかも,行政村が国家体制の中で位置づけら

れることから,その支配構造が問題にされるが,

支配層の社会的性格,役割構造は充分に明らかに

されず,その階級構造から「地主的」として処理

される。またその支配層のイデオロギー性が問題

とされるにかかわらず,「家族主義」,「農本主義」

として位置づけ,こ れを説明概念としてゆく場合

が多いように思われる。記述概念を説明概念とし

て使用する場合には具体的内容が明らかにされる

必要がある。

なお,本稿論題では「町村是調査運動」とした

が,本文では極めて繁雑となるので特別な場合を

除いて,こ の運動 を「町村是運動」とす る。ま

た,こ れまでの作業を前提とするため,必要な場
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合以外は引用資料の出典明示を省 略す る。加え  判が出てくる。

て,別に農村自治の視点から町村是調査運動をま   この運動の提唱者前日の発想は後述するが,彼
とめてゆく予定であるので本稿自体が総括として  の前半期の業績を象徴する『興業意見』,『農事調

充分なものとならない。             査』に見られる国是設定構想を民間運動として展

開してゆくのが,こ の町村是運動である。即ち,

注)こ れまでの作業とは「村是調査の構造と論理」  『興業意見』に象徴される地方・在来産業の振興
(『農村研究』第31号)「村是調査の論理構造」(同第  を中軸とした前日の産業政策構想は移殖大工業を
32号),「森恒太郎の村是調査思想」 (同第35号),  基調とする明治政府の勧業政策とは相対立し,農
「村是運動と地方老農層」(同第36号),「地方改良運  商務省次官辞任後,実業団体組織化を支えに産業
動と村是調査」I～Ⅳ (同第ω～41号,43～44号),  

振興運動を民間的に推進してゆく。その一環とし
「町村是・県是運動の社会過程」(同第46号 ),「大正。

  て『興業意見』以来の国是設定構想を 実現 す べ
昭和期の町村是運動」(同第47号)である。      く,全国遊説活動を通じて訴えるほか,機の主宰

する雑誌『産業』第 2号に,「今日ノ急務ハ国是1.町村是調査の系譜と性格          県是郡是村是フ定ムルニアリ」と,その構想を明

これまでの一連の作業を通じて町村是運動の系  らかにしてゆく。また,大 日本農会幹事として,

譜をたどってきたが,それを総括すると以下のよ  明治27年「農事上ノ大問題」を掲げた全国農事大

うなことになろう。               会を開催し,系統農会運動の一環として「府県是

この町村是調査は,明治農政史上,特異な存在  を定むるに在 り」と決議させる。この決議を得て

をなす前田正名の提唱によって始められ,系統農  前日は県是・郡是・村是の設定を訴え全国行脚を

会運動を通じて民間的な運動として展 開 され る  続ける。しかし,前日の熱烈な唱びかけにもかか

が,明治40年代の地方改良運動に組み込まれ,官  わらず,彼の大日本農会幹事辞任,さ らには結成

製的運動として実施されてゆく。この民間的段階  した全国農事会の幹事辞任などに加え,地方農会

から官製的段階への変容は,推奨主体が全国農事  組織の未拡充,主体的・客観的条件の未成熟, さ

会から内務省・中央報徳会に移ったに とどま ら  らには是調査の具体的手法の未完成などが起因し

ず,その運動の担い手が農会運動に参集する地方  て,その事例を生むに至らない。

老農 0地方名望家層から町村自治担当者へ と移   むしろ,前田の構想を具体化していった田中慶
る。その意図するところも,農事改良から地方改  介による福岡県浮羽郡・八女郡殖産調査 に よっ

良へと変 り,実態調査の重視から形式化し,町村  て,町村是調査の具体例が示され,その先駆的例

是の内容も行政村形象の集団目標から単なる行政  を得て始めて町村是調査が本格化する。すでに拙

目標へと変ってゆく。この町村是運動の性格変容  稿「村是調査の論理構造」において見ておいたよ

の時期は,農業政策 。地方自治政策の変転,国家  うに,前田の下で『興業意見』などの編さんに従

体制および資本主義の成立・確立といった外的状  事していた田中が福岡県竹野郡 (後浮羽郡)郡長

況に加え,寄生地主制の成立過程にあって,農村  に転じ,前日の構想を郡・町村段階で実現しよう

構造の変動著しい時期であった。また運動の担い  とするのが, この殖産調査である。 田中は,『農

手層の性格変容と共に彼等の思考・行動様式,役  事調査』の郡 。町村版を意図し,併せて前田の地

割構造も異なってくる時期であって,町村是運動  方産業振興・地方経済拡充策を郡是・町村是とし

自体がそのあらわれであった。この変容の過程,  て策定しようとするものであった。しかし,郡行

例えば地方改良運動に組み込まれ,内務官僚・中  政は地方自治制度下の町村の掌握と不可分に結び

央報徳会によって地方改良事業の有力なものとし  つき,民党論争に対処し,町村制施行後間もない

て推奨される時,有名な柳田国男の町村是調査批  ために混乱・動揺する行政村の確立のために,む
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しろ郡行政方針,と りわけ産業行政方針 の策 定

と,行政村形象の集団目標設定として積極的にと

り組む。地方産業の方針設定に加え,地方自治単

位の目標設定を組み込むことによって,郡是・町

村是の発想を具体化してゆく。しかも,こ の調査

を実施するに当 り,柴刈村模範調査によって調査

項目,調査方法を開発して,その様式 等を整 序

し,明治27年,郡是および全郡の村是調査書を完

成させる。この成功を得て明治31年,八女郡でも

同様な調査を企画する。そこでは,日 清戦争後の戦

後経営にあたって,地方自治政策の強化,町村自

治運営の一環として,こ の殖産調査を位置づけ,

行政村の行政目標設定のための手段として町村是

調査を明確にする。浮羽郡では「直轄調査」によ

って郡書記あるいは益田素平など地方的老農,有

識者を調査員に起用して調査を実施し,郡是に定

める産業政策方針の具体的事項を村是 として掲

げ,その実施をせまっていった。それを八女郡で

は,調査様式を示し,統一的調査の実施を要求す

るものの,その実施は町村長などを中心とした調

査会を組織させ,彼等が責任をもって行なう「分

任調査」とする。これにより,行政村形象の形成

主体によって,調査・実態把握し,主体的に集団

目標を設定し,その実行に向うという,町村是調

査の枠組と論理が形づくられる。

ここでの成功例,町村是調査の雛形を得て前田

正名は再び明治32年の第 7回全国農事大会に町村

是調査の実施を決議させる。この大会決議は,前

田の系統農会運動の宿願でもあった農会法制定に

際し,「系統農会の功績を表示」 するため, 第 5

回内国博覧会出品を目ざして,確立された農会組

織を通じて実施しようというものであった。前田

の村是・郡是 。県是 。国是の段階的設定構想はや

や後退することになるとはいえ,町村是調査の実

施を明確にし,県 。郡農会を通じて指導 。奨励さ

せ,町村農会組織を主たる実施主体に位 置 づ け

る。

この決議を得て,前田は官城県生出村,石川県

安原村,愛媛県余土村,奈良県北倭村などの八大

農区別模範調査の勧誘・指導するほか,全国農事

会に『町村是調査標準』を作成させ,また地方遊

説活動を通じて実施を訴える。府県農会は,先の

浮羽郡 0八女郡での調査書を求めて調査様式を定

め,農会予算に実施費用を計上し,郡農会を通じ

て実施町村を選択させ,その実施を指 導 してゆ

く。その結果,明治36年の第 5回内国博覧会には

249点 の町村是調査書が 出品される。 もっとも,

出品を見ない神奈川県でも県農会の指導によって

明治35年に豊田村,中川村などの調査を実施して

いるように,同博覧会出品以外にも実施例は少な

くない。しかも,その後も系統農会による調査が

進められ,明治30年代末までに全国的に実施され

てゆく。

ついでながら,こ の期の町村是調査は県・郡農

会の手によって調査が進められた例も少なくない

が,多 くは町村農会が調査主体となって進めてゆ

く。しかも,全国農事 会 の『町村是調査標準』

が,「従来の統計表等に依らず, 総て各戸の現実

を根拠」とする実態調査をいうように,全村全戸

調査を基調とするため,「農家に至 りては調査事

項を依頼するも更に之に応ぜざる」(新潟県上北谷

村是調査書)と いつた事態の中で未経験な調査を

進め,多大の労力・期間を要して完成してゆく。

後に柳田国男は,「一種製図師のやうな専門家

が村々を頼まれてあるき,又は監督庁から様式を

示して算盤と筆とで空欄に記入させたようなもの

が多い」1)と 批判するが, 例えば愛媛県余土村是

調査の残存する「小票」記録に見られるように,

この段階での町村是調査は科学的 。客観的に個別

農家まで対象にしたものが少なくない。掲げる町

村是も形式的な行政目標・計画ではなく,その具

体化を基本要件とした極めて高い実践性を有して

いたのである。それが町村是調査の独自な発想で

あ り,それ故に町村是運動にまで高められてゆく

のである。

ところが,地方改良運動に組み込まれ,官製的

運動として推進されると,柳田の批判に該当する

ような町村是調査となってゆく。前田の主唱する

町村是運動が一応の成果を見るころ, 日露戦争の

戦時経営として地方自治制度下の町村自治の拡充
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がいわれ,その政策課題か ら実施例の照会,推奨  重が移 り,行政村形象の集団 目標設定か ら行政村

がされていった。さらに,戦後経営が内務省・中  行政目標へと変容し,その実現の具体方法の明示

央報徳会によって地方改良運動として展開される  から精神的 。観念的なものとなって ゆ く。 こと

と,町村自治の内実の拡充 。強化の有力な手段と  に,民間的段階では行政村形象の形成主体・ リー

して町村是調査が位置づけられ,地方改良事業講  ダー層の手による客観的 。科学的実態把握を実施

習会,内務省発行のパソフレット,内務省政策・  し,それを集団目標としてサブ・ リーダー及びフ

中央報徳会事業及び雑誌『斯民』を通じて推奨さ  ロアーを統合し,内的調整をはかって社会形象の

れ,あ るいは町村是調査実施による町村運営優良  完成を意図していったものに対し,そ うした視点
事例を模範村として表彰紹介するなど,種々の形  がより強調される後者の事例は,国家体 制 下 の
でその実施をうながす。しかも,例えば福岡県で  「響ふべき方針」の機能が評価され,国家観念の

は明治38年県訓令をもって全県的完成を企画する  養成,国民意識の昂揚の手段とされてゆく。いわ

|′まか,地方改良運動に伴い,茨城県では明治42年  ば,地方改良運動が資本主義の確立と寄生地主制
に,新潟県では大正 3年, とそれぞれ訓令によっ  の生成の中で動揺する農村社会秩序を再編し,国
て全県的に実施する。大正 4年の栃木県の場合は  家体制の確立へ響応しようとするもので あ った

実態調査を省略して,町村是運動として展開して  が,主体的再編の視点の欠落は期待された有効性

ゆくが,その意図するところは地方改良運動の一  を失なってゆく。そこには,前者の段階での手作

環であった。                  地主層は不耕作化し,行政村形象のリーダーとし

加えて,福岡県は調査項目,調査方法の詳細を  ての位置から後退してゆき,町村是運動は行政村

定めた『町村是調査様式』『町村是調査訓令書』  自治担当者にゆだねられるといった担い手の交代
を各府県に配布し,その具体的方法を示すほか,  と共に,農村社会構造の動揺は,ますます深刻化
この期に至ると,例えば岸秀次『農村是設定法及  し,イ デォロギー支配と共に体制に組み込まれて

資料論』(明治39年),藤井雅太『郡市町村発展策』 ゆく状況があった。

(明治41年),森恒太郎『町村是調査指針』 (明 治42

年), などの本格的な解説書があらわれ, 山崎廷   注

吉『農村自治の研究』(明治41年),山田太一郎『理   1)柳 田国男「農業経済と村是」『柳田国男集』第

想之農村』(明治42年)な ど,農村自治・農村経営    16巻20頁 (初出は『地方改良事業講演集』上巻,

論の中で町村是調査を位置づける諸論も多く出さ    後に『時代と農政』に所収)。

れた。

こうしたことから,こ の期の町村是調査の実施   2.前 田正名の国是構想

例が最も多く,調査内容・調査書の編成もより整   ところで,町村是運動が地方改良運動に組み込

序され,位置づけも明確にされる。しかも前日の  まれるころ,柳田国男による町村是調査の批判が

意図した町村是―郡是一県是の段階的設定も,茨  でてくる1)。  この柳田の批判は,中川望が町村是

城 。新潟県の事例によって一応完成されたし,他  調査を推奨する第 1回地方改良事業講習会におい

方,こ の運動が掲げる町村是の具体化を最終日標  てなされるが,柳田は農業経済研究,「 自治農政」
とした論理も,栃木県の例によって一応貫徹され  から評価し,むしろ地方改良運動に組み込まれ,

る。                      形式化してゆくことへ向けられる。この柳田の批

しかしながら, こうして町村是運動が展開され  判が,あたかも町村是運動全体に該当するかのご

ると,逆に,例えば実態調査は形骸化して勧業統  とくに論ずるものも少なくないが,町村是調査が

計の集成にとどまり,掲げる町村是も,農会運動  地方改良運動に組み込まれてゆく論理を内在して

段階での農事改良事項から地方改良要請事項に比  いたとはいえ,少なくとも民間的段階では柳田の
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いう自治農政,あるいは山崎廷吉の農村自治論に

位置づけられるようなものを指向していたのであ

る。そこで,町村是運動の本来の発想・意図を明

らかにするためには,ま ず,民間的段階でのそれ

を検討しておく必要がある。

ところで, この町村是運動は前田正名の提唱に

よって始まるが, その前田は,「封建社会の基盤

である小生産者の保護」2)を基調とする国家主義

的農本主義者であり,彼のさまざまな農政活動は

「資本主義の発展の見透しに就て全然誤 った意

見」3)に よるものとされてきた。 前日を農本主義

者とするのは肯定したとしても,こ うした位置づ

けのみでは,地方老農層が何故に前日の提唱を受

容し町村是運動へと高めていったかが明らかとな

らないし,逆にこれを組み込んでいった地方改良

運動の性格をあいまいとする。むしろ,町村是運

動は前田の発想の受容過程であり,それと同調す

るところがあったが故に,支持していったもので

ある。そこで,こ の運動の担い手層の意図,あ る

いは受容の論理を知るために,前田正名の発想ま

でたどる必要がある。

前田正名に関しては,すでに祖田修氏の事蹟研

究4),長幸夫氏の産業思想の検討などのほかに5),

武田勉・須々田黎吉氏等の全国農事会との係 り合

い,地方産業振興運動へ没入してゆく契機などの

研究によって6),次第にその全体像や位置づけが

明確にされてきている。これらの研究に従うと,

むしろ前日の国民経済への認識・産業政策観は,

リストをほうふつさせるといわれるように7), 当

時の国民経済的水準を後進的なものと認識し,そ

の発展の方策を在来・地方産業の段階的振興と地

方経済の拡充から国民経済の発展へと展開してゆ

こうとするもので,明治政府の特権商人を通じて

の移殖産業への重点投資策,その資本調達のため

の財政政策とは全く逆のものを想定していたよう

である。従ってすぐれて経済学的な国民経済発展

政策論であったと思われる。

こうした経済思想・産業政策構想を現してゆく

のが『興業意見』『農事調査』等 である。 そのい

ちいちの内容に触れる必要はないが,そ こに流れ

る歴史主義的思想と客観的・科学的実態把握によ

る事実認識が町村是調査運動に流れていったこと

が重要である。

前田によれば,『興業意見』は国会開設を前に

「国是フ定ムルノ基礎 トナスヘキモノ」を想定し

ていたものであり,「産業発達ノ順序方法」「国運

進歩ノロ的タルー定ノ国是」の設定を意図するも

のであった。しかし,それは,「人ニハ間ハス物

二問フ」とする事実の客観的認識を基本としてお

り,国民経済の客観的・科学的な把握によって実

態を明らかにし,その上で国民経済の発展施策を

構じようというのである。そこで,その『興業意

見』は「空理空論」たる当時の経済理論と政党ヘ

批判を加えるだけではなく,松方デフレ政策によ

る地方農村社会の窮迫・疲幣の状況をあばき,移

殖大工業の保護策と軍事優先を基本とする明治政

府の殖産興業政策の政策矛盾を明らかにすること

にな り,その内在的批判から地方在来産業の振興

による国富形成を説く時,政府部内に受け入れら

れず,前日は非職となる。いずれ農商務省次官に

復帰後の,『興業意見』の府県版たる『農事調査』

の企画も,「調査ハ漫リニ人ノ意見フ以テセス彼

レ事物其モノニ必要ヲ問フテ之フ処理シ誤診騰映

ナカラシメン」8)と いうものであった。

この『農事調査』の挫折にあって,前田はむし

ろ民間運動として,その政策構想を実現すべく,

野に下って精力的な全国行脚により地方産業組織

化運動を展開する。この運動は,地方在来産業の

振興を意図し,実業者の団結とその組織化をもく

ろんでゆくが,他方また「国是」設定への民間運

動でもあった。その象徴をなすものが明治27年の

全国農事大会である。この全国農事大会は明治農

政史上あるいは前日の産業組織化運動の画期をな

すとされるが9), 系統農会運動を通じて府県是設

定を決議し,町村是運動への構想が準備されたも

のとして意義深い。前田はこの大会が『興業意見』

以来の発想につながる国是設定を意図したもので

あるとし,参加する地方老農層の農事意思の統一

をはかると共に府県農会段階での府県是設定を決

議させる。その際,国是・ 県是は実態把握の上で
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検討される系統農会の組織目標でもあるとし, こ  方老農層が町村是調査を実施してゆくのは,少な

とに「其土地を能く調査して畑其ものに物言はせ  くとも前田の思想に共鳴してのことであることは

田地,山林,河其他皆御相談して」10)設定すべき  疑う余地がない。

ものであると訴える。ここでの決議にかかわ ら

ず,町村是調査は具体化するに至らないが, この   注

実態認識の視点こそ,地方老農層の思考・行動様   1)柳 田国男「農業経済と村是」(前掲)。

式に合致するものであったことは容易に想像でき   2)奥 谷松治「日本における農本主義の流れ」『思

る。                           想』ヽ 犯7。

この大会決議と前後して,地方遊説活動を通し    ).^奥
谷『近代日本農政史論』(育生社,昭和13年)

て前日は町村是・郡是から国是設定に至る構想を   4)祖 田修『前田正名』(吉川弘文堂,昭和48年)。

明らかにし,産業組織化運動の開始とともに発行   5)長 幸夫「ナショナリズムと『産業』運動」『近
する雑誌『産業』第 2号に,「今日ノ急務ハ国是     代日本経済思想史』I(有斐閣)。

県是郡是村是ヲ定ムルニ在り」とする巻頭論文を   6)須 々田黎吉。武田勉氏の復刻版『中央農事報』
掲げる。そこでは,それまでの所説に従い在来産    (日 本経済評論社)解題。

業の振興による国民経済の発展を「国力充実」と    7)前 田正名『興業意見。所見』(『明治大正農政経
し,そ うした経済政策の基本計画たる国是の設定    済名著集』1)の祖田修氏解題。

を訴え,「村力起らざれば郡力足らず,郡力足ら   8)前 田正名『再版所見』(明治25年)附録5丁。

ざれば県力足らず,県力足らざれば国力到底充実   9)須 々田黎吉「系統農会の成立と『中央農事報』

すべからざるなり」11)と し,それに即応した村是    発刊の意義」其の一,二 (前掲復刻版『中央農事

・郡是 0県是を設定して最終的に国是の設定を意    報』解題)。

図してゆくものとする。その際,「人の意見又は   10)『大日本農会報』第159号。

多数説与論などにて定むべきものに非ず,実際の   11)前日「今日ノ急務ハ国是県是郡是村是フ定ムル

:li量亡[:l曇彗:氏[:ガ [‐t_をL17,1電    界富進支T酉霞』喜:暫髯重]竜L姜な牟f穣:F'

ふ魯羞話[1ほ L桑負勇署』

ヤ

i量 :「菅号薫「 ξ:   3.初 期町村是調査の論理

で,「村毎に村是あり,甲 の村は第一を米とし,   前田正名の是調査を最初に具体化していったの

乙は養蚕とし,丙は水産とし」といった「重要産  が田中慶介による福岡県浮羽郡・八女郡殖産調査

業」の選択を指向する。もっとも,そ こには「第  であ り, この試行を通じて町村是調査の雛形がつ

一著の事業は最も其村の力を起すべき ものに し  くられる。これを得て前田は第 7回全国農事大会

て,此力を得れば従って他の事業を引起すに至る  で町村是調査の実施を決議させるし,こ の具体例
べし」というように,基底的産業を振興し,さ ら  を範として全国的に実施されてゆく。細部に未整
に他部門への波及効果をねらうもので,こ れによ  理の部分も多いが,こ こで の調査様式,調査方

り「村力」を拡充するものだとしてゆく。     法,調査組織こそ,町村是調査の原型をなすもの

いずれ,『興業意見』以来の国是構想を,町村  であり,町村是調査の内容,整序された発想を知

是・郡是 。県是の段階的設定に展開し,実態調査  る手がかりとなる。

を前提として設定してゆくものとして訴える。こ   前田の下で農工商調査に従事していた田中は前

れが系統農会運動と結合し,町村是運動として展  田非職と同時に浮羽郡長に転ずる。そこで,農事

開されるのは,日中慶介による具体例の提示を経  調査の町村・郡版として企画するのが殖産調査で

てからの後のことである。しかし,その段階で地  ある。それは,「空論ヲ排シテ理論フ強ヘス虚勢
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フ察シテ実勢フ穿チ必ス事物其物」1)に従って産

業発達の方針を策定するという前日の思想の継承

と,町村段階での実現を意図していたが,さ らに

田中にとっては,任地での民党論争の激化,郡債

整理・官有林払下問題で混乱する郡政の統一をは

かり,郡長排責運動に対抗するため「将来ノー大

施政方針」を策定する現実的意図があった。そこ

で,こ の調査を実施するに当り,「事物フ料理ス

ルニハ人ヲ当ニセス必ス物其物ヲ当ニシ之ヲ事物

其物二間ハサルヘカラス」2)と する方針は, 客観

的に実態を把握し,これによって画定された郡是

・村是は恣意によらぬものとして民党論争,郡政

批判をしりぞけ,郡政務の統一と支配体制を確立

してゆくことの政治的要求でもあった。加えて,

「経済ヲ以テ第一主眼」とする,こ の村是 0郡是

は,地方産業とりわけ農事に関する具体的目標を

示し,「実業上ノ組織団体」の組織化と併せて,

手作地主・地方老農層を農事改良に向わせ,民党

論争をこれへ転嫁させようとするのであった。

しかも,「郡政ノ混乱」は,町村制施行間もな

く,未だ行政村組織が確立されず混乱と動揺を重

ねる町村の実相をも意味するものであった。そこ

で,殖産調査は「郡政一大施政方針フ定メル」だ

けでなく,町村制下の行政村の組織確立と運営強

化に結びつけられ,郡是・町村是調査の二本立で

実施する。町村是調査は田中にとって支配下の町

村の実態掌握であり,掲げる町村是も郡是の具体

的事項を内容とする。しかしまた,町村是調査自

体を積極的に行政村の確立・運営に結びつけてゆ

く。むしろ,実態調査の実施,それによる町村是

の策定を,町村制の完成と重層させ,その中で町

村是調査の論理を整序してゆく。

そこで,一方の実態調査は自然村の人為的統合

によってつくられた行政村の「自治ノ区域フ明カ

ニシ経済ノ範囲施政ノ権限ヲ確定」するという行

政圏 0経済圏の明確化が課題である。主として経

済構造を掌握するのは「一村経済力」を明確にす

ることである。その上で検討される村是は「村運

進歩ノロ的タル確定ノ方針」であるとし,それに

より行政村の「自治独立フ為スヘキ相当ノ資格」

を具備させようというのである。

「一村経済力」は農業生産を中軸とする。しか

しその農業生産は「地籍ノ位置,住民ノ性質,智

識ノ深浅,産物ノ種類,等々皆関係大ナル」もの

であるとするように,農村社会内部の社会経済的

諸条件の相互作用を統合した社会的生産力として

とらえられる。そこで,実態調査は,単なる勧業

統計と異なることが強調されて,「地勢 。風土・

気候・習慣」等を含む諸条件の総合的 把 握 とな

る。この社会的生産力視点と総合的把握は農村社

会を有機体的にとらえる独自な発想に,行政村範

囲を社会形象化してゆこうとする意図 を重 層 さ

せ,集団目標の設定と「一村経済力」の拡充をは

かろうとする実践的意図が結びついた も のであ

る。この論理こそ,後の町村是調査の枠組となっ

てゆくものである。

この「一村経済力」は行政村範囲の「生産」と

「消費」の「収支計算」によって把握される。後

の町村是調査は単純な社会会計の実施に高められ

るが,「一村フー家 卜見ナシ」て,家計把握を模

して収入と支出の実相を明らかにし,その差額を

「村力」として求める。この「村力」こそ「一村

経済力」の指標であり,「村力」拡充の方策とし

て農業生産の拡充 。強化と,家計消費・生産費用

を含めた消費の軽減・縮小が「勤倹貯蓄」として

村是の中で強調されることになる。

「―村経済力」の把握は,生産・消費の内計を

求めるだけではなく,行政村範囲の出入関係とし

て求められる。そこで,「一村経済力」が農業生

産を中心とする限り,その基盤たる土地によって

規制されるとする認識に立ち,まず土地所有関係

の実態が明らかにされ,「他町村ヨリ所有権アル

モノ」と「他町村二所有権アルモノ」の実相を求

め, これをもとに地租,小作米代金の出入関係が

明らかにされる。この土地所有の出入関係の掌握

は,行政村単位の経済基盤を明確にし,それをも

とに展開される経済諸関係を把握することに外な

らないが,寄生地主による土地支配が経済諸関係

を掌握し,支配関係にまで展開してゆくこの期の

農村構造への実態認識に立ったものである。そこ
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で「土地所有権ハ少数有力者ノ占有スル所 トナリ  ノレ体面フ保全シテ国ノ行政機関タル重責フ尽シ国
一般農業所得益々減シ貧者益々貧フ加へ小作者年  家ノ進運フ助長」5)するものと位置づけられ,「産

毎二増加」3)するというような表現と具体的数値  業フ進メ民カフ養ヒ町村ノ実カフ養成スル」こと

をもって農村社会の疲幣・動揺の様相を記録して  が主眼とされる。即ち,「産業発達ノ方針」設定

ゆくが,その状況こそ産業資本の成立に伴 う商品  以来の発想は堅持され,むしろ戦後経営として強

・貨幣経済の浸透と共に寄生地主的土地支配の進  調されるが,他方,それは地方自治制度下の国家

行を意味するものであった。ことに寄生地主的土  下部機構の拡充としても位置づけられてゆく。そ

地支配は,行政村の形成 0確立と大き く矛 盾す  こで,掲げる町村是は浮羽郡段階と同様に農事改

る。地主的土地支配の上に創成された行政村を,  良事項を主とするが,その意味づけは産業 の振

新たな行政圏として確立しようとする時期に,寄  興,即ち農業生産の拡充・強化に限らず,それが

生地主的土地支配の進行は基底的な土地所有関係  国家下部機構の整備拡充,「国運進歩」につなが

の錯綜を拡大させ,「一村経済ノ基礎」を社会体  ることとして強調される。後に,地方改良運動に

系外の者に掌握されることになり,「町村自治体  町村是調査が組み込まれる視点は,ま さしくこの

ノ体面フ保持シ難ク」なるとされるのである。し  意味づけにある。しかしまず,前田の発想以来の

かも,「一村経済力」は行政村成立の財政基盤で  地方産業の振興が,戦後経営の中での地方自治振

ある。地方自治制度下の町村が経費負担を伴って  興と結びつき,両者を町村段階で同時に満足させ

自治運営・ 自治独立が要請されるため,ま ず財政  る有効な手段として町村是調査が位置 づ け られ

基盤の確保が課題となる。それは一次的には町村  る。

民の租税諸負担によってまかなわれるが故に,財

政負担能力,ひいては「一村経済力」の強化が求   注

められるのである。しかも, この期の租税体系は   1)永 松茂州『郡是町是村是実践録』 (明治34年)

土地所有に依存するため,寄生地主的土 地 支配    一丁。

は,行政村財政基盤の劣弱化を伴うものとして間   2)同 上三丁。

題とされるのである。それ故この町村是調査は行   3)『 八女郡是』(明 治32年)参考13丁。

政村形象の確定と共に,行政村の自治運営・ 自治   4)永 松『浮羽・八女郡町村是行政所見』 (一橋大

ll::[:3:]:li]:〔 il「歯!曽::I:i:ス ::ittli]ii];:ι:   5)『
iltti〔[:十』1酪1:J:4`「軋軍i°

TF状
況の中で次第に整序されてゆく こ とに な

   4.町 村是運動の主体と性格

そうした視点を明確にしてゆくのが,日 清戦争

後の戦後経営の中で実施されてゆく八女郡での郡

是・町村是調査である。ただし,日 中の下で浮羽

・八女郡での調査事業を実際的に進める永松茂州

によれば,戦後経営の要請が「郡町村是ハ単二殖

産発達上ノ事項二止マラス郡町村ヲシテ自ラ振興

奪励セシメ」4)る ものであって, 国家体制の確立

と併せて地方自治制度の完成が強調され,それに

即応するものとして町村是調査が企画される。そ

こで,町村是は「町村ハ内二自営自助ノ経論フ保

持シ町村行政ノ進捗フ企画シ～国家ノ下級団体タ

田申慶介の試行によって町村是調査の具体例を

得て,第 7回全国農事大会でその実施 が決 議 さ

れ,系統農会を通じて町村是運動が本格化する。

そこでは,府県農会・郡農会の指導・督励あるい

は調査費補助などに依るところが大きいが,調査

主体が町村あるいは町村農会であるのがほとんど

であり,町村長,町村農会長などの任にあたる地

方老農層 。名望家層によってまず受容されてゆく

ものである。

系統農会運動に参集する地方老農層は,明治後

期に至って老農的性格を減退させてゆくのだが,
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この段階では手作地主 。自作上層農として耕作に

従事し,農村社会にあっては依然として農業生産

力拡大の担い手であ り,農業技術の実質的指導者

であった。しかも,彼等は旧来の社会関係の中で

の支配層であり地方的名望家であって,地方自治

制度下の行政村の形成を担い,行政村組織の中軸

となって,その運営にあた り,行政村形象の中で

新たなリーダー層として登場していたものであっ

た。ことに,こ の期にあって拾頭する農学 。試験

場技術を中心とする農業技術を体得し,農事改良

に挺身していたものであり,農業関連法の制定を

伴って展開される農商務省農政を受容しながら自

らの要求の提示する一連の行動として系統農会へ

結集していた。他方, 日清戦争戦後経営の一環と

して内務省地方自治政策が地方自治制度の整備・

完成をめざして展開され,行政村組織の拡充と運

営の強化を求めてくる。ところが,彼等の社会的

基盤たる農村社会は,資本主義の確立,寄生地主

制の生成に伴って自作農の没落,小作農の窮迫を

深化させ,寄生地主的土地支配をさらに進行させ

てゆく。それは農村経済の窮迫にとどまらず,伝

統的社会関係の混乱,社会秩序の動揺 を もた ら

す。こうした状況の中で,政策的対応をしながら

農事改良を進め,行政村の運営にあたろうとする

時,何 らかの農村社会再編の理念・ 手法が求めら

れる。そこで,実態調査によって農村社会の危機

的状況を把握し,問題解決として経済力拡充を中

軸とした目標設定を枠組とする町村是調査は,彼

等の思想・行動に合致し,使命概念と内的価値を

満足させるものであり,農会運動,行政村運営の

有力な手段として受容し,実施していった。

その担い手を八大農区別模範調査の例 で見 る

と,石川県安原村村是調査は,耕地整理の先覚的

事例,「田区改正」を進め,村農会副会長にあっ

て郡・県農会に活躍してゆく多田久兵衛へ勧誘し

たものであり1), 官城県生出村是は町村制施行以

来村長の地位にあって養蚕振興から村治に見るべ

き成果を上げていた長尾四郎右衛門によるもので

ぁった2)。 同様に奈良県北倭村是は行政村運営に

精力的に向い,村農会を結成して農事改良を進め

ていった有山正文によるものである3)。 また,愛

媛県余土村是調査も,早 くから新たな農業技術を

導入して農事改良に進み,県農会の中軸として活

躍する地方老農鶴本房五郎を通じて勧誘され,村

長森恒太郎によって進められる。この模 範調査

は,前田が意識的に,地方農会に活躍し,農事改

良・行政村運営に見るべき成果を上げている地方

老農 。名望家層へ勧誘していったのはいうまでも

ないが, この町村是調査を進める地方老農・名望

家層は,むしろ積極的にこれを受けとめ,農事改

良・行政村運営に利用してゆく。例えば,長尾四

郎右衛門は,余業奨励 。米作改良 。養蚕拡張など

のι′まかに,基本財産・華美虚飾矯正等々を村是と

して行政目標を集成し,農事改良の他に風俗矯正

・勤倹貯蓄など村是実行として実現し,行政村運

営に実をあげ,後に明治「三大模範村」と称せら

れることになる。同様に有山正文による北倭村是

も,村治上有益の方法なるものとして企画され,

共同苗代・農家副業・養蚕の他に,勤倹貯蓄・風

紀改良に実を上げ,同村も模範村として推奨され

ることになる。また,余土村是調査は村長森の身

体的条件もあって,徹底した調査を実施し,町村

是調査の最も理想とされるものをつくりあげ,掲

げる村是に従い, 日曜貯蓄・小作米保護積立など

特異な事例を生みながら行政村を運営し,さ らに

鶴本房五郎等によって耕地整理その他の農事改良

が具体化され,産業組合による小作地管理など注

目すべき事蹟をあげていったものである。

この模範調査に限らず,任意にそうした例を見

ると,例えば埼玉県豊岡町是の繁田武平,東京府

西多摩村是 (農事調査)の下田伊左衛門,新潟県上

北谷村是の小林宇宙太,福島県堂島村是の前田耕

作,京都府上夜久野村是の居相弥吉な どのほか

に,愛知県野田村是の河合為次郎,兵庫県富栖村

の吉田清治,東京府戸倉村の萩原角左衛門,埼玉

県秋平村の日中磯吉などというように4), 製茶・

製糸業など振興に努めるとか農事改良に成果を上

げる地方的老農層であり,町村長・農会長などを

務めながら行政村形象の指導者として活躍してゆ

く者によって,それぞれの町村是調査が実施され



ている。

しかし,こ うした知られるような地方老農・名

望家層が中心的役割をはたしたとはいえ,彼等が

単独で実施し得るものではなく,その実質は町村

農会を構成し,町村議員などを務める村内老農・

篤農家層によって担われる。ことに精度の高い実

態調査を実施し,整理した調査書を作成し, しか

も掲げる町村是の具体化へ進むような事例では,

そうした層の支持,役割が大きい。例えば,拙稿

「村是運動と地方老農層」において見たように,

町村是調査の理想型とされる余土村是調査は森恒

太郎に負うところが大きいが,村農会長鶴本房五

郎を中心とした手作地主 。自作上層農が調査母体

となる。彼等は旧村の支配層の系譜を 引 くもの

の,森・鶴本等と共に,明治20年代に農談会を結

成し,拾頭してくる農学・試験場技術を積極的に

吸収し,農業技術を変革して農業生産を高め,次

第に村内老農 0篤農としての地位を築いていた。

ことに,新たな農学知識・農業技術の体得は,農

業生産の拡大を指向する自作中農層の支持を得る

ことになり,I日来の社会関係・支配秩序を越えた

リーダー層となって,村会議員等の行政村重立層

として登場していた。

ところで,町村長・町村農会長などが受容主体

となるが,調査実施主体を町村農会・行政村組織

を通じて村内老農・町村議員といった重立層とす

るのは,前田正名の民間運動・ 産業団体組織化の

発想,福岡県八女郡の「分任調査」以来のもので

あって,町村是調査の一つの特徴とされるのであ

る。例えば,調査に先だち調査委員会を組織し,

調査規則を定める場合が少なくなく,町村長・農

会長を委員長とし,役場書記・村会議員・区長な

どを委員としてゆく。調査にあたって,調査論上

の必要から調査組織をつくるのはいうまでもない

が,こ とに,こ の調査が全戸調査を実 施 す るた

め,それらを掌握する部落 。区の支配者層,従っ

て村内重立層をメンバーに加える。 しか し, 他

方,前述のように町村是を設定し,その具体化を

指向する故に,村内地主,自 作上層農を含めて,

調査に参加させ,自 らの意思・利害を村是に吸収
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しゆくこととする。村内重立層は,諸種の社会関

係の象徴的存在であり, 利害を 代表する。 こ と

に,I日村 。部落の統合によって形成された行政村

は,未だ社会形象として確立されない。1日村の利

害を調整し,内的統合をはかって地方自治政策の

要請に対応してゆくためには,I日村の利害を代表

する者を通じて,新たな集団目標を設定してゆく

必要がある。そこで,こ うした層を,積極的に参

加させてゆくのである。

ところで,町村是調査の受容主体,と りわけ地

方老農層の社会的位置づけは,本節冒頭でみてお

いた。しかし,これを受容し,実施してゆ くに

は,彼等の思考・行動様式も大きく作用する。例

えば,事例的に掲げたようなこの調査を実施して

ゆく地方老農・名望家は,農事改良 。行政村運営

に,かなり個性的,精力的にとり組み,老農 。名

望家の地位を得ていたもので, この調査に対して

も個人的な精力・労力,あ るいは時間 。経費を注

ぎ込み,強いリーダーシップをとって向う例が多

い。しかも,上部農会の勧誘・指導に限らず,例

えば,愛媛県余土村是の森恒太郎のように,前日

正名の心情的訴えに同調し,自 らも同様のことを

求めていたとするものが少なくない。また,こ の

調査が『興業意見』 以来の流れをくむ,農 事 調

査,農村経済調査の町村版として企画する場合も

少なくないように,体験的 。経験的発想から,前

田の「物二間フ」というような思考様式,実態認

識を持ち, この調査を実施して,町村の実態を把

握してゆく。しかも,それが日標設定を枠組とす

る実践的なものであって,個別状況の把握と問題

解決を指向する時,積極的に支持し,多 くの町村

是調査書がいうように「一村将来ノ方針」たる町

村是を設定してゆく。加えて,「事物の自然的結

論」という事実認識と,「過去現在の事実」とい

った歴史主義的発想が重なる。また,こ のころ石

川理紀之助の適産調,あ るいはそれを受けた福島

県三代村の二併貞四郎の事例,あ るいは各種調査

の実施例のように,こ の町村是調査は同様な思考

・思想をもつ地方老農層によって支持されたと考

えられる。しかし,それが単なる勧業統計ではな

町村是調査運動の社会理論
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く,あ らためて個々の農家の実態か ら把握 して町

村是を検討 してゆ くのは,行政村 の集団 目標設定

にとどまらず,資本主義の成立・寄生地主的土地

支配の進行に伴う農村社会の経済的窮迫,社会秩

序の動揺を克服しようとする問題解決と,対症的

施策を意図していた。

ことに,町村是調査は土地所有の出入関係,負

債の状況把握に重点を置き,産業資本・寄生地主

による土地支配,農家経済掌握の状況を客観的に

記録してゆくが,「土地兼併ノ幣行ハレ他町村及

内ノ資産家二買収セラレ」(福島県小梁組合村村是)

という状況は日露戦争を経てますます 深 刻 とな

り,「小農小作者ノ如キハ漸次富豪ノ併呑二遇 ヒ

ー家離シ祖先幾百年二慣レ故郷フ離レ」(福島県岩

根村村是)る といったこととなり, 自作農の没落,

小作農の窮迫にとどまらず,「一村成立ノ要素フ

破壊シテ村フ挙ケテ亡滅ノ悲境」に落ち入るとさ

れる。むしろ,実態調査の統計数値があますとこ

ろなく物語るが,こ うした状況は,農村社会のリ

ーダー層,と りわけ在村耕作地主には危機的状況

と映り,危機意識から問題解決に向い,ま ず農事

改良によって農家経済の逼迫を克服し よ うとす

る。

そこにはまた,「農家ノ隙フ窮へ襲来スル人類

ノ態ヲナセル」商人・産業資本,高利貸資本への

批判 (岩根村村是)と ,「何等利用ノロ途モ定ラス

漫二隣邑蚕食的ノ拡張ヲナス」(福島県小泉村村是)

地主的土地集積への批判から農本主義的に傾斜し

てゆき,例えば森恒太郎のように土地国有論まで

主張する例もないではないが,ま ずもって,当面

の問題解決として農業生産へ指向する。従って,

「村是フ確立シテ村経済ノ円満フ謀り自治体ノ本

領ヲ発揮」するというのも,行政村の行政目標設

定にとどまらず,深刻な状況克服のための「一村

経済力」の拡充でもあった。それが故に,例えば

「一村を一家と見なす」というのも,単なる家族

主義的精神の強調ではなく,ま た勤倹貯蓄 0風俗

矯正をいうのも単なる精神主義の強制でもなく,

問題解決への一つの方策でもあった。

むしろ,そ こには,家族主義的発想,勤倹貯蓄

といった伝統的思想をもつ地方老農層がその思想

・ 思考様式から,深刻な農村社会の疲幣・ 動揺に

対処するため, より強 く主張せざるを得なかった

状況がある。他方,寄生地主への批判も込めて地

主 。小作関係の「温情・慈愛」を強調するのも,

この期に発生してくる地主・小作関係の対立,農

事改良に伴 う両者の摩擦を解消しようとする作為

的意図と共に,伝統的思想,価値観からの表現で

もあった。いわば,町村是運動はそうした伝統的

思想 。価値基準を持つ老農・名望家によって支持

されたものである。これを地主的視点と単純に位

置づけることは容易であるが, こうした思想・思

考を持つ地方老農・名望家層が行政村 リーダーか

ら後退する時に地方改良運動が町村長などにそう

した要件の具備を要望してゆくように,極めて意

味あることである。

ところで,町村制施行の過程で名誉職 として名

望家層を町村長に据えてゆくが,その任にあたる

者も,町村長の職務を「責任ノ重キフ感シ」て行

政村運営と村民一般のための「公的生活」 に 向

う。伝統的社会における精神的・心情的意識を行

政村支配に拡大し,町村制施行後の行政組織の完

備,あ るいは地方自治政策の要請を,伝統的社会

関係,社会秩序に適合させながら行政村形象を形

成してゆ くのであ り,地方自治政策の強化に対し

「本村将来二亘 り施政上ノ指針フ供シ拠 リテ村民

ノ福利ヲ増進シ自治体ノ強固フ計 り国家ノ進運ニ

貢献スル」 といったように町村是を設 定 して ゆ

く。

ただし, この引用文にも見られるように,町村

是を設定するのは国運進歩 。国本培養につながる

とする視点がある。前田正名も,「国家は一家一

町村の結合体にして,一家一町村の独立は即ち国

家の独立」
5)と

説 くが,国家主義的表現は, ほと

んどの町村是調査書にも見 られるところである。

むしろ,前日のみがそうした思想をもつ ので な

く, この時期に一般的に主張されていたものであ

る。いわば, 日清戦争後の戦後経営と共に一般的

に国家意識が昂揚してくるが,地方老農層とてそ

の例外ではなかったであろう。しかし,留意すべ
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きは,前日が町村是・郡是・県是と段階的に設定  は,小票様式による戸別農家の調査など,よ り詳

し,国是設定を唱い上げるように,町村是調査を  細な方法がとられ,科学性客観性を具 備 してゆ

実施する層も,「国家の事実は町村に存する故に  く。他方の町村是設定も,一村経済力の拡充を意

町村の事実を無視して何ぞ国家の実あるべき理あ  図するものの,行政村の行政日標による行政村組

らんや。然れども国家百般の現象未だ以て正確な  織の拡充・運営強化に加え,その経済基盤ひいて

る調査を遂げたるもの少なし。現象の真相を得ず  は財政基盤の強化が明確にされる。さらに,産業

して而して国是定めんとす。何ぞ適切の国是たら  資本・寄生地主によって掌握されて逼迫する農村

んことを得む」6)と いうように強調してゆくので  経済の問題解決策の措定,農商務省農政 。内務省

ある。ことに, 日清戦争後の戦後経営 に対 して  自治政策の要請に答えながら行政村形象を積極的

「戦後の経済を講し,戦後の経営を論す其説く所  に構成し,農村社会再編のための手段とし積極的

果して何を基礎として論究せるか」7)と 批判する  に利用し,内的調整と内的統合をはかる集団目標

ように,国家意識の昂揚の中で,自 らもまた積極  としての作用を求めてゆくのである。それは,い
的に発言してゆくものとして企画するのが町村是  わば,町村是調査の担い手層,即ち地方老農層の

調査であるという, この期の地方社会のリーダー  意図,思想・行動と不可分に結びついた結果でも

層の心情的発露が見られる。これが,地方改良運  ある。

動期に至ると,国家体制の確立と,国威発揚の強   前述のように,彼等はこの段階では在村手作地

調から「一国既に国是を要す。県郡市町村豊に県  主であり,明治中期以降,いわゆる学理農法を積

郡町村是なくして可ならんや」と,逆の論理をも  極的に導入し,農事改良に向っていた ものであ
って,官製的に町村是調査が進められてゆくので  り,一村経済力の拡充は,基底的な農業生産の拡

ある。                     充 。強化とされ,そのために彼等の求める農事改

良の徹底をはかるものとされるのは当然の帰結で
江                     あった。これまでの作業で見たようにこの期の農
1)ず

〔illlil]]』』二彗:き ,:亀亀」
り
」
月
}1!繁濃』][;[[]:31:  ラ稽昴逸醤襲薦』通I〔:「屏警[i讐叢il畠遭

2)長尾に関しては,菅野正『近代日本農村支配の  統一,耕地整理などといった,少なくとも行政村

史的構造』(御茶の水書房)な どを参照。      範囲での組織・統制,経費負担を必要とする農業

3)愛知県農会編『全国篤農家列伝』 135頁以下参  技術であり,行政村組織を利用して具体化するこ

照。                    とが望まれる。加えて,その技術が手作地主層の

4)これらに関してはさしあたり,同上書参照。   個別的実施,あるいは存立基盤たる旧来の自然村

5)前田正名の余土村是に寄せた序。        =部 落,地主・小作関係でのみ実施しえるもので

6)森恒太郎『町村是調査指針』 (丁未出版,明治  はなく, また効果は半減する。しかも,伝統的存

42年)20頁。                立基盤の範囲を越えて土地支配を進め,しかも所
7)『福島県横田。大滝組合村是』序2頁。      有・耕作関係が錯綜する状況にあっては,その支

5.町村是運動の社会理想           I象モ「1サl電置璽塁需侶l｀稽葛:警猛驚[鶏
ところで,町村是調査の基本形式は,田中慶介  果がうすく,一応の体系化が求められ,施肥技術

による殖産調査の中で整序される。しかし,運動  などが肥料購入を伴うなど,産業組合等の補完的
の展開に伴い一村経済力の掌握という基本視点は  組織を必要とする。加えて,その技術の普及・実

踏襲されるものの,さ らに行政村を単位とする社  施には,指導・普及組織から一般農民への知識・

会会計に高められ,さ らに前提となる実 態 調査  技術習得への体系が求められる。しかも,そ うし
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た技術が農業政策として実施が要請され,それを

総括してゆ く必要もあった。そうしたことから,

まず,農事改良事項を積極的に村是に掲げ,行政

村の日標であると共に集団目標とすることは極め

て有効であった。

また,こ うして農事改良を進めようとする他方

で,寄生地主的土地支配の進行,土地所有の出入

関係の激化,小作小農層の窮迫化に加え,伝統的

社会単位たる部落の社会結合の分離化,伝統的秩

序の動揺が見られ,新たな農業技術の実現には有

効た りえなかったし,改めて集団目標化してゆ く

必要があった。逆に伝統的社会単位が依然として

強い結合関係を保持していた場合には,それを乗

り越えて正当化する必要があったし,ま た耕地整

理事業などは旧来の水利秩序・慣行の変 更 を伴

い,モの調整作用が必要となる。そうした中で実

施しようとすれば,推進者の役割を位置づけ,個

別利害からではなく,集団目標の実現であるとす

るのが有効でもあった。これによって,地主的利

害から求められた農事改良は,実態調査 を も と

に,集団・階層の利害を代表する重立層によって

検討された集団目標であるとして,一般農民を統

合して,実現可能にしてゆく。

しかも,こ うした農事改良の実現には,サ ブリ

ーダー,一般農民の掌握が前提となり,何らかの

機能集団が必要である。町村農会はそうした農事

改良指向を統合するが,あ らためて集団目標を得

て組織目標とし,組織を強化し,農事改良の実施

主体として登場すると共に,行政村の補完組織と

して機能する。また,産業組合法の制定と相まっ

て,産業組合の設立を町村是に掲げてゆく場合が

多いが,農事改良の実施とあわせた信用・購買事

業をゆだねると共に,集団目標を通じて組織化を

はか り,農事改良の補完機能を発揮させる。この

ころ,青年会の結成など年齢集団の再編が意識的

に進められるが,それもまた,伝統的慣行・経験

技術にとらわれず新たな技術を習得できる青年層

を集団目標の下に組み込み,その実質の担い手と

してゆく。こうした集団は,伝統的社会単位を越

えて実現しなければならぬ農事改良の推進主体で

あり,行政村範囲に組織することによって摩擦・

利害対立を解消し,一般農民をスムースに統合し

てゆく。

農事改良にあたって,し きりと問題とされたの

は,一般農民の農事知識の低位,「旧慣ノ固障因

襲」でぁった。そこで,町村是に農業教育・農事

知識などを掲げ,農事知識の体得,意識変革を重

要な課題としてゆく。しかも,町村是調査そのもの

に,そ うした機能を期待し,町村是の普及・実施

を通じて意識の変革をはか り,集団目標に向って

意識統合をはかろうとする。それは,農事改良の

みではなく,それを通じて行政村に向わせ,「自

治意識」を昂揚させると共に,「軽躁浮薄」の矯

正をはか り,新たな社会秩序を確立 す る。同時

に,農事改良を集団目標とすることは,農業生産

力の拡大を指向する中 0上層農の上向意欲を吸収

し,彼等を農事改良のサブリーダーに編成すると

共に,行政村への関心を強化し,行政村運営の中

堅層として登場させることによって行政村形象ヘ

の統合を可能とする。

ところで,農事改良は手作地主 。地方老農層の

自ら求めるところであったが,前述のように彼等

の思考 0行動様式と不可分に結びつき,農村経済

の疲幣克服,小作小農層の救済としても意図され

る。一面では目的合理的行動をとりながらも他方

で伝統的価値・倫理をもって,資本主義 0国家体

制に対して媒介的役割をはたし,家族 主 義 的思

想,奉仕的・慈善的動機づけによって町村是を企

画する。そこで,例えば産業組合の組織 化 な ど

も,農業技術の変革の補完機能の期待と共に,小

作小農層の救済,経済的水準の向上として理由づ

けられる。同様に勤倹貯蓄・風俗矯正なども,伝

統的倫理観に支えられて,農業生産の拡大に結び

つけてゆく。

ついでながら,こ の町村是に関し,柳田国男の

批判などを踏襲し,個別農家経営への視点が欠如

しているとする論が多い。たしかに,こ の町村是

が行政村を範囲とした農事改良を指向するため,

個別具体的要求に答えるものは少ない。しかしな

がら,こ の町村是が,地主的視点が貫ぬかれたと



いうだけではなく,こ の期の農村経済が産業資本

0寄生地主に掌握され,も はや個別農家経営の強

化の教では対処し得ぬという危機意識の上にたっ

てお り, より総括的農事改良の実施を,緊急の課

題としなければならなかったし,勤倹貯蓄・風俗

矯正なども単なる精神主義的強調ではなく,それ

らも動員して危機状況を脱出しなければならぬと

いう事由によったものであることに留意すべきで

ある。

なおまた,農事改良は町村是調査の担い手層の

自ら求めるところであって,行政村の集団目標に

掲げて実施をせまってゆくが,他方,それは農商

務省農政の要請に答える政策対応でもあった。こ

の時期,耕地整理法,農会法,産業組合法等の農

業関連法が制定され,法体系・政策体系が整備さ

れ,農商務省農政が本格的に展開され,農事改良

が行政組織を通じて要請されてくる。そこで,政

策要請に適応するためこれを行政村集団目標とし

て実施すべく,町村是に積極的に掲げるのは当然

のことであった。ただし,それは自らも指向する

ものであったが故に, 日露戦争前後に展開される

サーベル農政をむしろ積極的に支持し,強制農事

を町村是の具体的内容に組み込み,実態把握によ

って得られた事実をその理由づけとし,上からの

強制ではなく自発的に進めなければならぬ集団目

標であるとしてゆく。そこで例えば,余土村是な

どがそれを自村で実施し,それを体得した青年層

を強制農事の普及の担い手とし,全県的に派遣し

てゆく。彼等の直接の意図が権力による強制でな

かったにしろ,農政対応と,それを集団目標に組

み込むことは,結果的に強制農事を下から支えて

ゆくことにもなる。

他方,こ の農事改良による農業生産の拡大は,

行政村の財政基盤の拡充 。強化にもつながる。度

々指摘したように,何 よりもこの町村是調査が,

例えば「村是フ確立シ村経済ノ円満フ謀 り自治体

ノ本領ヲ発揮スル」とか,町村の自治独立 。自治

運営から企画されるのは,行政村財政基盤の確立

と,行政村組織の整備・強化を一義的目的とする

からである。町村制施行によって人為的に生じた

イθ

行政村は,移任事務の他に個有事務,河川・道路

管理,学校その他の運営にあたらねばならず,し

かも費用負担をまかなって遂行されなければなら

ない。その費用負担は部落有林などを統合した町

村財産の他に,戸数割等の直接負担に依存する。

地方自治政策の展開は,行政村組織の拡充,運営

強化を要求してくるが,いきおい戸数割等の負担

増をまねく。さらに日清戦争戦後経営の中で財政

基盤の確立が求められるが,戸数割の対象たる農

家経済は窮迫する。しかも,他町村民による土地

支配はそれを対象とする諸税諸負担の基盤を弱化

させる。そこで, 自らも経費負担を負いながら行

政村の運営にあたらなければならなかった手作地

主層にとっては,財政基盤の確保として,農家経

済・農村経済の強化を求め,農事改良を指 向す

る。

しかも,こ の町村是は行政村運営そのものにも

有効であった。例えば,拙稿「森恒太郎の村是調

査思想」で見たように,森恒太郎は町村是調査そ

のものの意義を「事物調査の要道」「利害の共通」

「自治観念の養成」「町村施設の明鑑」として評価

している。森は,彼の身体的条件から,詳細な実

態調査を実施し,客観的 。総括的資料を必要とす

るばか りでなく,行政村運営上の「施設の明鑑」

を得て,恣意性を排除する。しかも,「公民教科

書」として自村民に村の実態を「知らしむ」こと

になり,「自治の精神」を涵養させる。戸別農家

の詳細な調査は「其土地と其住民の集合に依て成

れる」「有機体」の実相を明らかにすると共に,

「細胞分子」たる個々の状況を全体の結果に反映

し,「一人一戸をして没交渉たる」ことを阻止す

る。そこで掲げる村是は「個々の利 害」を 吸 収

し,1日村の「利害の調整」をはか り,「衆人をし

て或る一点に向はじむる」集団日標となる。これ

により,「自己の町村たるべき念を強からしめ共

同自治の必要を覚 らしめ」, 行政村の「統一の概

念」を与える。そこで,村是の具体化は「隣保団

結の自然の結合」たる行政村の自治独立を達成す

る。いわば,実態調査は社会作用者として機能

し,実態調査の中から抽出された村是は行政村の

町村是調査運動の社会理論
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行政目標にとどまらず,行政村形象の集団目標と

な り, これにより内的調整をはか り,社会統合・

意識統合をはかって社会結合を強化し,農家経済

・農村経済の拡充・強化と共に行政村運営に答え

るというものであった。

このうち,行政村の行政 目標の策定は, 日清戦

争の戦後経営の中で町村自治の強化が要請される

時,町村自治運営の有効な手段として一定の行政

方針が必要なことが強調される。そこで,町村是

は,町村自治担当者による行政目標として受けと

められ,要請される農商務省農政 。内務省自治政

策の事項を行政目標として掲げ,それによって行

政村運営を進めてゆこうとする。しかし,それを

実態調査によって検討し,むしろ行政村形象の集

団目標として作用させようとしたのが, ここでの

特徴でもある。

余土村の場合,風俗嬌正 。勤倹貯蓄・肥料共同

購入 。小作保護 。土地操上げ・織物改良・児童青

年教育を村是に掲げ,森恒太郎の情熱的な行動に

よって小作米積立,児童日曜貯金,青年夜学会,

学校園など特異な事例に具体化され,さ らに鶴本

房五郎等の老農層によって耕地整理の実施,産業

組合の小作地管理などに高められ,農事改良を徹

底することによって農業生産を高め,こ の地方で

の農業先進性をはこってゆく。

この余土村是に限らず,例えば池田長八による

福島県真野村是が,「村内二之力周知フ周り以テ

村民ノ覚醒フ促セリ雨来村長一致当局者ノ指針に

従ヒ奮励努カスルニ至 り村勢益良好ノ域二進 ミ殆

ント予期ノ効果フ収」めたというように,これに

よって行政村運営にあた り,農事改良を進めてま

が りなりにも農村社会の再編に成果を上げていっ

た事例は少なくない。

こうした事例を,内務省は地方改良運動の過程

で「模範村」として推奨し,町村是調査の実施を

督励してゆく。しかも,こ の過程で,新潟・茨城

・栃木県のように,官製的運動の事例を生んでゆ

くのであるが,すでに拙稿「町村是・県是運動の

社会過程」「大正 0昭和期の町村是運動」でみた

ごとく,町村是調査の基本枠組のうち,実態調査

は形式化し,あ るいは省略され,掲げる町村是も

一方では従来同様に一村経済力の拡充を強調しな

がら,地方改良要請事項を多く含み,行政村の行

政 目標を掲げるにとどまってゆく。そこでは,い

うなれば,経済体系 。政治体系 0社会体系・意識

体系としての体系化と,内 的統合・内的調整によ

る目標達成が意図されるが,民間的段階での農事

改良を基軸とした集団目標の設定と,そのための

政治体系の動員等のメカニズムが後退し,内的統

合・ 内的調整をスムーズに行なえない。その統合

・調整機能を強化するためにリーダー層 に よる

「実行委員会」を組織し,村落段階での「実行組

合」を組織するなど,興味深い事例を生み,村落

段階での農業生産の拡大・増強にある程度の成果

をあげるものの,も はや行政村段階での実績を上

げるには至らない。従って,地方改良の意図する

社会的統合を強化するに至らず,国家意識の昂揚

などにおいて成功したといえても,農村社会内部

の社会秩序の安定,意識統合とはならない。しか

も決定的なことは,民間的段階での地方老農 。名

望家層が手作地主として一方で農業生産 に従事

し,他方で行政村の運営を担い,彼等の中で農業

生産の拡大が他の要件と結びつけるのであったに

対し,彼等の多くは不耕作化し, リーダー層から

後退しており,官製的町村是運動の担い手は単な

る行政担当者に変っていたのである。

注

1)福島県『福島県町村治績』(2)(明 治42年)43頁 。
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