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近代農政史上における明治30年前後 (2)

―
全国農事会の農政活動をめぐって

一

須 々 田  黎  吉

大日本農会の内部分裂 (承前)

大日本農会の開催による明治27年 12月 の,全国

農事大会終了ほ ぼ三カ月後に,大 日本農会 は横

井 。押川等の大日本農会派と前田・玉利等の全国

農事会派とに分裂 した。その原因の一端について

は,前号で若千の示唆をしておいたが,周知のよ

うに分裂をめぐる問題に関しては,こ れまで幾多

の説が試みられてきた。その主流には,多分に屋

上屋を架す安易な盲従のきらいがあり,他方また

傍流には看過し得ない指摘を認めざるを 得 な い

が,総 じていまだ筆者を納得せしめるほどの説得

的な解明を試みた説に接することはで き な か っ

た。全国農事大会の準備段階から,分裂にいたる

までの経緯を考慮すればするほど,こ れまでのい

ずれの説をも単純に容認することはできない。こ

こでは,にわかにこの問題に断定をくだすことを

避け,真相解明への一助として,資料提供的意味

をもふくめ,従来まったく顧みられることのなか

った,大会開催当時から分裂にいたるまでの,二
カ月有余の動向に中心を据えて論述してみたい。

あえて,こ の試みをなすゆえんは,分裂問題の解

明を通じて,全国農事会の本質把握への一つの接

近をはかり,ひいては全国農事会に対する歴史的

評価をめぐる,こ れまでの諸説への批判の出発点

とするところにある。けだし,「それが本来いか

にあったか」という,歴史家ランケの言葉は,こ

の際においても傾聴に価するからである。

さらに,こ の試みの意図する現代的意義につい

て,ひ と若し問うならば,筆者はこう答える。当

時の農業保護政策に果 した全国農事会の活動を想

起するとき,それが混乱した今日の農業政策に,

帰るべき一つの大きな源点を示唆するからでもあ

る,と 。すなわち,今 日のわが国の農業問題を,

かくまで混乱せ しめてきた原因の農業側の主体的

条件は,創立当時の全国農事会のごとき圧力団体

の欠如にあることは確かだからである。

ところで,大 日本農会創立以来,かつて類例の

ない全国農事大会を,盛会裡に終結せ しめた大日

本農会幹事長前田正名に対する当時の世評には,

一種熱狂的な期待がこめられていた。その実情を

同月の雑誌『産業』は,次の通り報 じて い る。

「大会終りし後,世人は咸な曰く。前田正名君得

意の時代なり,全盛の時代なり,農商務省併呑の

時代なりと。曰く何,曰 く何,巷説紛々として一

々記するに堪へず。蓋 し官にありて其献策行はれ

ず,民間に下りて遊説を試むるも,敬して遠ざけ

られたる当時より之を追想し来れば,朝野靡然,

君を渇仰 して止まざる今日の状態は,以て得意の

時代とも評すべ く,以て全盛の時代とも称せらる

べ し。而して併呑,而 して横行,亦何ぞ今 日を侯

たんや。然りと雖 も,君の心は鵬の如 し。区々八

団体の聯合のみを以て満足するものに あ らざれ

ば,其他の事間はず して可なり。鳴呼,亦壮にし

て快ならずや。」(以下においても,原文には旬読点・

濁点・ルビ等のないものが多か ったが,特に支障のな

いかぎり,引用者がそれらを適宜に付した。)

ここで先ず,上記引用文中に,官にありてその

献策おこなわれず,と あることに留意すべきであ

る。すなわち,全国農事大会会場における大日本

農会会頭能久親王殿下の席の前の卓上には,前田

が朝野にあって精神を傾注して作成 した『興業意
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見』『農事調査』,お よびその他の巻籍,稿本がう

ず高く展覧,陳列されていた。けだし,全国農事

大会の開催は,遠 くあるいは近 く,こ れらの書冊

に記述された精神に起因していたからにほかなら

ない。前日の在官中における殖産興業政策は,意

に反し三度に亘って挫折 した。すなわち,『興業

意見』は,明治23年の国会開設に備えて,同 18年

から22年 まで毎年一回ずつ刊行 し,五回をもつて

完了する予定であった。その目的は,経済上の問

題を決定するための朝野の参考に供し,国是設定

の基礎とすることにあったが,政府主脳部により

第一回の刊行をもって,18年 に非職を命ぜられて

挫折した。次いで明治22年,再び農商務省に復帰

し,第二の『興業意見』ともいうべき,「農工商

調査」を試みるが,翌23年『農事調査』の完成を

すらみずに追放されて,同様の憂目にあった。か

くして,前田は上記引用文中にみられる,民間に

くだって遊説を試みるが敬して遠ざけられるにい

たった。それはすでに述べた,志士の決意をもっ

て書かれた『所見』刊行前後のことであった。

全国農事大会の開会式を挙げる前に,前田は七

百余名の出席者に挨拶をして い るが,そ の際に

『興業意見』「農工商調査」の作成に従事 した下

僚の労苦と,前者の挫折せ じめられたことについ

て語ったあと,『所見』の附録 (こ の中に「興業意

見要旨」と「農工商調査ノ要旨」が含まれている)の
ほとんど全文 (13頁のうち12頁近く)を 朗読させて

いる。しかる後に前田は,「第二の農事調査」は

あなた方の脳髄であり,各地方そのものの将来に

望むところは,こ こにあることを述べて挨拶を結

んでいる。ちなみに,『所見』附録の末尾におい

て前田は,願わくは読者,本書の説 くところを玩

味し,一県一郡 もしくは一村一家の問題に適用し

て,こ の書の精神を広 く活用あらんことを,と 訴

えている。

続いて,全国農事大会の開会式を挙げ,前田は

その式辞の最後において,概ねこう述べている。

農事の改良発達は我等農業者の目的である。これ

は日本の国是である。誰がこの確固不抜の大本を

動かすものがあろうか。農民たるものは,勇往奮

進この目的を遂行 しなければならない。されど,

人事は常に変化のあるもので, ときにあるいは険

阪を越え,怒涛を渉る難苦に遭遇することもあろ

う。だが,どうして中途で険阪,怒涛のためにや

めることができようか。いやしくも,こ の決心が

なければ,いつの日かよく国是を遂行することが

できようか。前田のこの言辞は,不幸にも予言が

適中したかのごとく,雨後数年間にわたる苦闘の

序曲となった。

以上のごとく,全国農事大会開催の目的は,前
田にとって挫折 した『興業意見』「農工商調査」

に共通 した国是設定の理念達成にあったことを否

むことはできない。高橋是清が語って い るよ う

に,前田をかかる挙に駆立たせたものは,政府は

当にならないから,私設農商務省を建てねばなら

ないという考えに発していた。前日のその後の苦

闘が,言語に絶したことは,も とより覚悟の上で

はあったにせよ,他面においてまた故なきことで

もなかった。

第 1回全国農事大会開催中

大日本農会を内部分裂せ じめた契機は,すでに

全国農事大会開催中に,その萌芽が胚胎 していた

ものと推察される。そこで,以下にその経緯を,

やや立ち入って述べておかねばならない。

25項 目に亘る決議を無事に終えた全国農事大会

二日目の午後,前田大会会長より決議事項を協議

する委員の選出について提案がなされたが,そ の

前日に 1道 3府 38県か ら全国農事大会委員を各

1・ 2名計54名 と,大 日本農会からの特選全国農事

大会委員 6名 (こ のなかには横井時敬も含 まれてい

た。前号26頁参照)と の合計59名 の委員が選出され

た。このうち樋田魯一のみは,前者と後者の両委

員を兼ねていた。前田の提案は,以下のごとくで

あったが,結論を先に述べれば,全国農事大会委

員と決議事項を協議する委員との関連をめぐって

議論が紛糾 し,ついにその実現をみるに至らなか

った。この段階で,後日の分裂問題の兆がほぼ予

想されるので,こ れを看過して叙述を進めること

はできない。前田の提案は,こ うであった。

此度の全国農事大会は,将来の日本の農事の方
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針を一定し,ま た各地方の国是を定めて着々と実  け,少 し考えても見まするから,会長に御一任に

行 して行こうという大会ですから,誠に重大なこ  なってはどうでござります か。」この提案に対 し

とです。大会中のことを相談するために,各地方  て,「異議なし」との発言が多かったので,大会

より 1名ずつ,一つの県であっても国が違うとい  会長前田は,「それではそれで宜 しう ご ざ い ま

うところは, 2名 も3名 も選ばれることを述べて  す」,と 述べて,当 日におけ る この問題の審議を

おきましたが,見事に23カ 条
1)の 問題 も議決しま  終 った。

した。この23カ 条については,みないろいろの調   越えて翌12月 3日 ,二日間に亘って決議した25

査および相談すべきことがありますので,大会の  項目を整理し,四つに大別して (前号28頁参照)

結果としての23カ 条の決議をいろいろ相談する委  承認を得た後,前田大会会長に前日に一任した調

員です。大会に出席された方々は,多 くは一地方  査委員について,はかったところ,別に委員を設

の総代,あ るいはいろいろの会の 代表者 で す か  けず,大 日本農会に一任することに決定した。そ

ら,一人の責任ではありません。誠に責任が重い  の後,「全国農会組織調査委員会設置に付建議」が提

のです。故に代表者としてきた方々には,暫 らく  出され,起立者多数をもって,こ の委員会を設け

滞京を願つて,こ の23カ 条について相談したいの  ることに決議した。この建議が提出されたときの

です。みなさんより総代のひと,な おその総代の  前田の喜びようは大変なもので,建議は他にも多

ほか一つの県を代表するひと,一人で も,ま たは  数あったが,大会にはかったのはこれひとつであ

地方によっては二人でも二人でも宜しいから,明   った。前田はこの建議を朗読させているが,そ の

日中に選出を願いたいと考えます。         ときの発言に喜びようが躍如としている。

前田のこの提案が,否決されるに至るまでの長    「一言諸君に……誠に全国に誇るべき,舷に吉

い討論の過程で,次の議論のあったことを,特に   報がございます。全国農会組織に就いては余程

原文のまま引用しておこう。            難 しいと思って居 った所,豊図らん,陸続……

(「意見を述べます,色 々委員のことに就いては   今や舷に数千人の人を煩はし,速に二十三カ条

関係があるそうでございますから此委員は大会   悉 く議了になり,其事に就いて舷に陸続建議案

中のもので是まで 消ゞ滅して明日で皆委員の職   が出ましたから,之を朗読させます。実に愉快

を了りまして更に別に遣りたい人が遣るとか委   な建議でございます。」

員の出来る方法にした方が宜しうござりませう   この発言からも,全国的な農会組織をつくるこ

と思ひます。如何でございますか」と述べる者  とに懸けた前田の情熱が,いかに熾烈なものであ

あり)                    ったかを知るに足るであろう。この建議の全文は

二百二十五番 (福島県吉田光一君)賛成,唯今の  以下の通りである。

横井さんの意見の方が宜しいと思います。     今般,当大集会は全会一致にて,農事上団結を

(「私も横井さんの話の通りに始めから考へて居   以て最要事件なりと議決相成候上は,左の方法

りまして其方が宜 くはないかと思ひます」と述   により調査委員会を設置せられ ん こ とを建議

べる者あり)               す。

上に引用 した最初の発言には,氏名が明記され   一 委員会は大 日本農会委員と各道府県委員と

ていないが,前後の関係から推して横井時敬の発   の二種より成立するものとす。

言であることは確かである。かくして,大会会長   一 大日本農会委員を五名とし,同幹事長之を

前田正名は最初の提案を取り下げ,代 りに調査委   選抜し,道府県委員を各一名若 くは二名とし,

員の組織についてこう提案した。「大変に皆様議   各道府県出席員中にて之を選挙するものとす。

論 もある様でございますが,此の委員を特選する   一 委員会は互選を以て委員長を立て,会議の

訳には往きませぬ。けれども,委員を組織する丈   ときは之を議長とす。
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一 委員会にて議決の条項は,大 日本農会幹事

長 と 議の上,之を全国に施行するものとす。

一  委員会は常置委員会を置 くことを得 る。

一  委員会は二十八年大集会迄,臨機の処分を

なすことを得る。

一 委員は総て無報酬とす。

先に大 日本農会に一任した調査委員と,こ の建

議の全国農会組織調査委員会との関係について,

「各府県にて選ぶと云ふことは無用のことになっ

た様に考えますが……」,と の質問に対 して,樋
田魯一は次のごとく,すなわち,ただいま決議に

なった事柄は,先きに前田大会会長から諮った委

員のこととは自ら別である。これは,昨 日も会長よ

り図を示 して相談におよんだ通り,連絡を通ずる

という,つまり,その団体を各地方に作る,それ

にはこうして作ったが宜 しかろうというように,

そのことを組立てるための委員をこの大会で作っ

たら,みなさんが郷里に帰ってから,そ の目的が

立 って宜 しかろうという趣意の建議である,と 答

えている。

か くして,農会組織について調査するため,特
に委員を設けることになったが,そ の後またまた

来会者多数の希望によってこれを見合わせ,こ れ

また大日本農会に一任することになった。 したが

って,大 日本農会は,後日その調査に従事するこ

とになったが,来会者のなかには,直ちにその組

織方法の概要を知ることを希望する傾向が強かっ

たので,前田大会会長は,と りあえず樋田魯一 ,

玉利喜造,横井時敬の 3名 に委員を委嘱して,そ
の草案の作成を求めたが,横井は「差支あり」と

の理由でこれを断った。

紆余曲折 した以上の経過について,「全国農事

大会概要」には,次のごとく整理,要約されてい

る。

「12月 3日 ,前田正名氏会長席に着き,前 日来決

議 した案を四つに大別 したことを報告し,かつ前

日に選定 した大会委員は,今 日かぎり委員の資格

が消滅するものであるから,昨 日までの決議案の

調査等について委員を選挙する件を満場にはかっ

たが,別に委員を設けず,こ れを大日本農会に一

任 し,特別の事情ある地方のごときは,特に委員

を選挙することは差支ないことに決定 し,ま た出

席会員中より全国農会組織調査に関する委員を設

ける議が提出され,こ れを衆議にはか った と こ

ろ,その委員を設けるこ とに決議し,かつその一

切の処置は前日会長の指揮に従がうことに したが,そ

の後また特にそのための委員を設けず,大日本農会に

一任することとなった。」

全国農事大会の会議速記録には,上記のゴチッ

クの部分に関して,いかなる討論がなされたかは

一切省略されている。横井が農会組織に関する起

草を断った後,樋田と玉利がそれぞれ作成した草

案二通,すなわち,「地方農会組織及聯絡方法準

則」(樋田稿)と ,「地方農会組織要領」(玉利稿)

とを印刷し,12月 7日 ,それまでなお在京してい

た来会者に配布し,帰郷後の調査または実施のた

めの参考に供した。樋田の「準則」は,詳細かつ

具体的であるのに対して,玉利の「要領」は,簡

にして要を得ている。両者のあいだに,本質的な

違いは認められない。以下に,玉利の「要領」の

全文を掲げておこう。

一 各地方に於ては町村農会を基礎として郡農

会,府県農会を系統的に組織すべし。

但し,北海道及び他の遠隔せ る 島嶼等 に し

て,特別の事情ある地方は此限にあらず。

一 各級農会は,其会限りの会員を置 くは適宜

なるも,其議員は必ず下級農会より若干名を代

表せしむべし。

一 会名は何々農会を以て称すべし。

但 し,現に農会の業務を執行せる既設の勧業

会,農業組合にして,此際会名を改め能はざ

るは此限にあらず。

一 各級農会に役員を置くこと,及び其執行す

る業務は適宜たるべ し。右の標準に拠 り,既設

の農業団体は其組織を改変し,又未設の地方は

農会を設立し,来年京都に於て開くべき臨時大

会までに,成 るべく之れが成功を期すべし。

看られるように,玉利の「組織要領」は,大 日

本農会拡張のため各地を巡回した際に展開した,

全国の農会を系統的に組織しようとする,すでに
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前号で述べた方針によつて貫かれている。この点

については樋田の「方法準則
2)」

も同様である。

横井が全国農事大会から,自 ら絶縁しようと考

えていたことは,すでに述べた経過か ら,おおよ

そ推察されるところであるが,それは更に遡るこ

とができるように思われる。すなわち,明治27年

7月 から第 1回全国農事大会に備えて,大 日本農

会の拡張運動が具体的に展開された際に,同会幹

事長前田正名の代理として,参事 4人全員と常置

議員樋田魯一を加えた 5人が分担 して,全国各地

を巡回したときの横井の講演内容に,その兆を窺

うことができるように推察される。それ故に,あ

えて長文をいとわず,そ の全文を掲げるゆえんで

ある。前号で述べたごとく,農会拡張に関する池

田,樋田,玉利の巡回講演の内容は,『大日本農

会報』に掲載されたが,横井と沢野淳のそれは,

いかなる理由によるかは明記されていないが,と

もかく報道されなかった。横井は明治27年 7月 か

ら8月 にかけて山形,秋田の両県を巡回したが,

以下の引用は翌28年 5月 ,山形県内務部第二課に

よって刊行された『大日本農会参事農学士横井時

敬講話ノ要領筆記』によるもの で あ る。同書の

「緒言」には,本書は昨年中,大日本農会参事農

学士横井時敬氏が,県下各地に於いてなした農会

に関する演舌,並びに稲作改良に関る講話の要領

であることが明記されている。横井の大日本農会

拡張に関する講演部分は,「大日本農会ノ方針」

と題され,その全文は以下の通りである。

余ハ大日本農会ノ要務ヲ帯ビテ来県セルモノナ

レバ,先ヅ大日本農会ノ趣旨 卜,其後来執ル所

ノ方針 トヲ略述セン。抑モ我大 日本農会ハ,明

治十四年ノ創立二係 り,爾来終始一貫目的 トス

ル所ヲ達センコトフ勤メ,敢テ怠ル コ トア ラ

ズ。其旨趣 トスル所ハ,固 ヨリ我帝国ノ農事ヲ

改良シテ,我帝国ノ富強フ図ルニアルガ故二
,

月々報告ヲ発行シテ知識ノ普及二,又時々品評

会 ヲ開キテ共進ノ実ヲ挙ゲンコトヲ要スル等 ,

今日二至ルマデ其稗益ヲ農会二与ヘタルコト鮮

ナシ トナサザルハ,余 ノ信ジテ疑ハ ザ ル 所 ナ

り。然レドモ,我農会ノ須ラク執 ル ベ キ要務

ハ,此二止マルベキニアラズ。計劃セル所,又

夕多カラザルニアラズ。然 レドモ,種 々ノ妨碍

卜困難 トハ其間二横ハ リテ,未ダ実行ノ運二至

ラザルモノ頗ル多 ク,常二遺憾 トセザル所ナル

ガ,今ヤ時既二到 り,機漸ク熟セリト思考スベ

キ理由アルガ故二,大二議決スル所アリテ,販

然 トシテ拡張ノ事二従フコトヽナリタンバ,先

ゾ以テ,各地 ノ有志 卜議スルノ必要 アル フ以

テ,四名ノ参事ハ各々区ヲ分チテ巡遊スルコト

トナレリ。然ルニ,恰モ好シ,本県知事ヨリ余

二向ツテ,稲作改良上ノ講話ノ為メニ来遊スベ

キノ嘱ア リシヲ以テ,会頭能久親王殿下ノ命 ヲ

奉ジテ,妓二諸君 卜此堂二会スルノ栄 ヲ得 タ

リ。

今ヤ事情ハ大二変ジ来タラントス。而シテ諸君

ニシテ,依然旧ニヨリテ其間二処セ ン ト欲 セ

バ,其不可ナルヤ論ヲ待タザルベシ。然ラバ
,

則チ奈何セン,此 レ可ナラン。余請フ,此ニー

策ヲ献ゼ ン。他ナシ,共同一致シテ之レガ研究

二従事シ,以テ其ノ地方ノ拠ルベキ ノ則 ヲ定

メ,由 ルベキノ方針ヲ決スルコト是 レナリ。各

村其事情 ヲ殊ニスルガ故二,其則,其方針ハ各

村二之ヲ定 メザルベカラズ。然 レドモ,郡二於

テ相均シキ点アルベシ。是 レニ於テ,郡ニハ又

夕其則,其方針フ定ムベシ。郡ハ合シテ県 トナ

リ,県ハ合シテ日本帝国 トナル。県既二其則 ,

其方針ヲ定ムルヲ得バ, 日本帝国ノ拠ルベキノ

則,由 ルベキノ方針ハ自ラ立チ,自 ラ定マルベ

シ。従来 ノ跡二就キテ之ヲ観察スレバ,我農界

ハ区々別々ニシテ,団結二欠 クル所アルモノヽ

如シ。彼 ノ害虫ノ駆除ノ如キ,水田ノ灌漑ノ如

キ,荀モ之ヲ挙ゲテ之ヲ改メント欲セバ,協力

団合ニヨルニアラザ レバ不可ナルニ,各地其事

容易二行ハ レザルナリ。更二広 ク観察スレバ
,

彼ノ棉作ノ如キ,彼ノ甘薦作ノ如キ,是等ハ西

南二急ニシテ,東北二直接ノ利害ナ キ モ ノ ナ

リ。然 レドモ,城門火ヲ失シテ,災池魚二及ブ

ノ喩ノ如 ク,若 シ農界ヲ以テー箇体 トナサバ
,

豊ニー地方 ノ事ナリトシテ,之ヲ傍観スベケン
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ヤ。手ハ足之ヲ問ハズ,耳ハロ之ヲ問 ハ ズ ン

バ,身体如何ニシテ全キヲ得ベケンヤ。然ルニ

農界ハ従来区々ニシテ,一部ノ利害ハ他ノ部分

之ヲ顧 ミザルモノ 如ヽシ。余ハ農界ノ振作ハ
,

決シテ此フ如クニシテ,之 ヲ得ベキニアラザル

ヲ断言シテ憚ラザラントスルナ リ。故二余ハ,村

二郡二県二到ル処農会ヲ起シテ,拠ルベキノ則 ,

由ルベキノ方針ヲ議定シ,之二由り事二処セラ

レンコ トヲ勧告スルナ リ。大日本農会ハ,実ニ

地方農会 ノ各地ノ事情二応ジテ,璽 カニ興起セ

ンコトヲ企望スルモノナ リ。又既設ノ農会 トハ

聯絡ヲ通ジ,新タニ起ルノ農会 トモ,シ カセン

ト欲スルナリ。大 日本農会ノ日本帝国二於ケル

ハ,各地 ノ農会ノ其地方二於ケルガ如シ。而シ

テ,大 日本農会ハ各地農会,否ナ日本帝国ノ農

家ノ手二由リテ成ルベキモノナリ。其議定スル

所ハ, 日本帝国農家 ノ輿論 トナルベ キ モ ノナ

リ。而シテ,事未ダ此二到ラズ。是 レ大日本農

会 ノ最モ遺憾 トスル所ニシテ,各地二役員ヲ派

遣シテ相議ラント欲スレバ,実二此ニアリテ存

セ リ。

鳴呼,我日本帝国ノ農業モ亦夕,危殆ノ状態ニ

居ルヲ免 レザルモノナ リ。影多ノ産物ハ,実ニ

劣敗 ノ域二陥ラントスルナリ。余ハ,且 ツー事

ヲ以テ諸君二告ゲン。陛下,曽 テ時ノ蔵相二御

下聞ア リ。我国ノ軍鑑ハ,何二依 リテ,之 ヲ製

造スルヲ得ルカ ト。其奉答二曰ク。生糸二頼 リ

テ,之ヲ製造スルナ リト。又夕世二言アリ。日

ク, 日本の命は一本の糸で継ぎ止 メ ト。 日本 ノ

命,之ヲ維グニー本ノ生糸ヲ以テス。繊々タル

ー績 ノ糸,小児ノカ,尚 ホ能ク容易ク之ヲ断ッ

ノ糸,之二頼 リテ我 日本帝国ノ命ヲ維ガザラズ

トハ,豊二慨嘆二耐ヱザル次第ニアラズヤ。所

謂,一髪千釣ヲ繋グモノ,豊二危ノ極ニアラズ

ヤ。我 日本帝国ノ命ハ,実二我々農家ノ腕カニ

頼 リテ,之ヲ維ガザルベカラザルモノナリ。鳴

呼,我 々農家ノ任ナ リ,諸君請フ,深 ク之ヲ思

へ。 (ゴチックの部分は原文のママ)

「大日本農会ノ方針」に関 す る,横井 の講演

は,以上の通りであるが,そ の量はわずか 4ペー

ジにすぎず,こ れに対し稲作改良に関して述べた

部分は,その数倍におよ ん で い る。いずれが主

で,いずれが従であったかは, もって思 うべきで

ある。他方,その内容についていうならば,そ こ

には確かに大日本農会の拡張および団結の必要が

説かれ,ま た国際競争場裡における,わが国農産

物の危機的状況が説かれ,農業の重要性が説かれ

て,形式的には一応の体裁を整えているごとくで

あるが,政治経済的に問題の解決を意図した27年

6月 以来の,大 日本農会の拡張策をめぐる具体的

展開を窺うことはできない。いわんや,横井のこ

の講演によって,当時の農民が団結の必要を痛感

し,どれほど啓発されたであろうか。樋田や玉利

の大 日本農会拡張策,なかんずく玉利の論述と比

較考察するとき,そ こに雲泥の差を読みとること

ができよう。政論好きの横井が,そ の浪人時代の

約 4年間,すなわち,明治23年 9月 農商務省を辞

職 してから,同27年 7月 21日 帝国大学農科大学教

授に就任するまでの,『産業時論』の発刊 (明治

23年 11月 )か ら『 日本農業新誌』の主筆として自由

潤達の論陣を張っていた往日の横井の姿を, もは

やそこに認めることはできない。横井は先に引用

した中で,棉作についてもふれているが,それは

玉利のそれに関して展開した後述の,堂々たる論

議とはとうてい比肩し得べ くもない。

大 日本農会拡張巡回講演当時から,すでに述べ

てきた全国農事大会中,および大会終了後におけ

る玉利と横井のあいだには,叙上のごとき著 しい

径庭があった。

なおちなみに,28年 3月 および29年 3月 に,大
日本農会参事 4名 中半数の改選 (27年12月 の規則改

正によって,参事の任期は満2年とし,毎年 その半数

を改選することになった)がおこなわれた際に,横
井は落選3)し ているが,それは叙上の事情とこの

直 ぐあとで述べる,その後の横井のとった行為と

恐らく無縁ではなかろうと推察される。またこの

間,農学会における横井の人気は低調であった。

第1回全国農事大会終了後

全国農事大会は,明治27年12月 1日 か ら同 2日

にかけて,25項目を決議 したことは前述の通りで
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ある。 ところで,大会終了まもない同年 12月 15  話のため出張する計画であったが;前記臨時調査

日,大日本農会は,常置議員会
4)を 開き,全国農  委員に選ばれ,至急調査を要する必要があったた

事大会において調査,ま たは執行を同大会から付  め,出張を見合わせて以上の調査に専念した。

託された 9項目 (前号,29頁参照)の処理について   なお,前記 4項目が議決されて間もない同年 1

評議 した結果,大 日本農会がその調査を引き受け  月10日 ,大日本農会は常置議員会
5)を

開催 し,押

ること,調査委員は同会幹事長前田正名に指名を  川が議長をつとめ,繭後の全国農事大会の取り扱

一任すること,同委員は調査の緩急ならびにその  いに関して,次の 6議案,すなわち,(1)全国農事

方法の概要を定め,かつこれに要する費用の概算  大会より大日本農会へ委託された調査施行の委員

をなすことを議決した。 翌々17日 , 前田幹事長  は,そ の委員の選択方法を大日本農会に委託され

は,大日本農会会頭能久親王殿下の名において,  たものと認め,こ れに当選した委員は農事大会の

樋田魯一,玉利喜造,横井時敬,押川則吉,岡   委員をして,調査施行の責に任じなければならな

毅の 5名 に臨時調査委員を委嘱した。20日 には,  いこと,(2)大 日本農会において選択する委員は,

委員 5名全員が集って 9項 目のうち,①郵便条例  幹事長より適当にして差支なき人々を指名するこ

改正,(2)棉作試験費国庫補助,(3)殖民事業,0府  と,(3)全 国農会組織の完全を告げるまでは,大 日

県農事試験場国庫補助に関する4項目を至急調査  本農会が主催者となって,全国農事大会に関する

すること,お よびその他の事項も引続き調査する  諸般の斡旋をしなければならないこと,に)全国農

ことを決定 した。翌21日 には,前記調査委員の議  事大会へは大日本農会より委員を出して,斡旋の

決した要旨を,各常置議員に書面をもって報告し  任に当らせること,(5)大会に関する報告は,『大

同意を求めたところ,異存がなかったので,前記  日本農会報』をもっておこなうこと,(6)大会に関

5名の委員に調査を継続せ しめることにした。そ  する費用は,大 日本農会が支丼することを可決 し

の後,24日 に調査委員会を開催したところ,出席  た。なおまた,翌 2月 2日 の常置議員会
6)に おい

者は樋田,玉利の 2名 のみであったが,二人でそ  ては,大会費用に つ い て 来る4月 5日 より3日

れぞれ分担し,樋田は前記(1)と (3)を,玉利は(2)と   間,大 日本農会が主催 して京都に開く全国農事大

④を調査することになった。さらに27日 ,調査委  会の費用は,本会が独立負担し,こ れに出席する

員会を開いたところ,樋田,玉利,押川,岡の4  本会会員よりは,特にその会費を徴収 しないこと

名が出席し,調査の結果について評議した。しか  を議決 した。

るにその後,押川,岡の二人は都合により委員を   前述のご と く して成案をみた 4件のうち 3件

辞任 した。このように再三 の 調査委員会に お い  は,明治28年 1月 中に衆議院に提出された。すな

て, 4項目の草案ができたので,翌明治28年 1月   わち,郵便条例中改正案は衆議院議員広瀬貞文ほ

4日 ,常置議員会を開き4項 目に関する案を評議  か 2名によって,棉作改良試験費予算案に関する

して決定した。出席者は,前田幹事長をはじめ,  建議は同議員喜多川孝経ほか 1名によって,ま た

玉利,沢野,池田,押川, 樋田, 岡, 稲波, 西  府県農事試験場国庫補助法案は同議員安田益太郎

川,岡田等の常置議員であった。この決定にいた  ほか 3名によって,それぞれ提出された。これと

るまで,参事であると同時に常置議員でもあった  同時に,前記 4件に関する建議書が,全国農事大

横井時敬は,臨時調査委員会発足以来,前記 4回  会会長前田正名の名において,関係大臣に建議さ

の会議のうち,出席したのは最初の 1回のみであ  れた。「郵便条例中農産物種子二係ル郵便税改正

った。                      ノ議」は逓信大臣黒田清隆へ,「棉作試験費国庫

ちなみに,こ れに反し玉利は,宮崎県知事の要  補助ノ件二付建議」は農商務大臣榎 本 武 揚 に,

請によって,27年12月 25日 ごろ東京を出発 し,28  「府県農事試験場国庫補助ノ儀二付建議」は同じ

年 1月 10日 ごろ帰京の予定で,宮崎県下を巡回講  く農商務大臣に,ま た「殖民事業ノ儀二付建議」
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は内閣総理大臣伊藤博文に,それぞ れ 提出 され

た。なお同年 1月 10日 ,農業銀行設立に関する陳

情書が前記同様に全国農事大会会長前田正名の名

において,大蔵大臣渡辺国武および榎本農商務大

臣にそれぞれ提出された。以上の法案,建議およ

び陳情書の具体的内容については,次節において

詳述する。

前田は以上の手続きを終えた後,翌 2月 これに

対する一般の反響と農商務大臣榎本武揚が,全面

的に賛意を表したことについて,こ う述 べ て い

る。先ず一般の反響に関して述べれば,昨年の全

国農事大会の結果として,緊急必要の諸件につい

ては,あ るいはこれを政府に建議 し,あ るいは議

会に提出の手続きをとった。 しか して,そ の結果

はいずれも一般の歓待をうけ,急要不可欠の問題

であることを認められた。これはまったく,全国

農家一般の輿論というべき勢力が,そ の光彩を添

えたことによることは疑うことが で き な い。他

方,農商務大臣もまた,こ の「輿論の極めて切実

なるを賛せられ,之と同時に団結の必要に対 し最

も熱心に同意を表せられ,自今農政上 に 関 して

は,諸般の施設成るべ く団体と相議り,全国一致

の輿望に伴はんことを切望せる旨明言せ られた」

ことを明記している。これに続けて,前田はこう

述べている。「全国農家の輿望を遂行する上に於

いて,此一事,実に我農業界の慶事なりといふべ

し。大会結了の後,日 尚浅きに拘らず,繭来各地

方に県郡町村の農会,若 くは其他の名を以て団体

の組織を為せる者,陸続相腫けり。是れ実に大会

の結果たり。全国一様に是等の組織を見る,亦蓋

し遠きにあらざるを信ず。」

看てきたごとく,明治28年 2月 のある時点まで

は,以上のごとくであったが, 2月 28日 の常置議

員会において,すでに述べた通 り (詳細は前号28・

29頁参照),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,大 日本農会は来る4月

の全国農事大会に代表者を出席させないこと等を

決議 し,こ こに前田・玉利等の全国農事会派と横

井 。押川等の大日本農会派とに分裂し,全国農事

会は大日本農会から分離独立 した。この分離独立

の時期を,28年 1月 とする俗説がいまだに横行し

ている7)。 それがいかに史実に反するかに関して

は,も早や多言を要 しないこと,以上のごとくで

ある。

第 2回全国農事大会前の法案提出・建議

郵便条例改正案

明治28年 1月 中に衆議院へ提出し,ま た逓信大

臣に建議した樋田の担当した郵便条例中改正に関

する法律案は,第 2回全国農事大会開催前に,第

八帝国議会において貴衆両院を通過 し,同年3月

22日 ,法律第十八号として公布された。これは第

1回全国農事大会の決議事項中,請願,建議して

最初に収めた成果であった。「郵便条例中改正案」

は,議院法第29条 に基づき,関係法律の改正部分

を具体的に明記 し8), かっこれ に 関 す る「理由

書」を付して提出した。「理由書」の全文は次の

通 りである。

農産物種子交換ハ,農業発達方策中ノー要件ニ

シテ,其交換ハ接近ノ地二於テスルヨリモ,遠

隔ノ地二於テスルハ効験多キモノナ リ。故二其

逓送ハ,概ネ郵便二依ルフ常 トス。然ルニ明治

廿二年,法律第廿一号ヲ以テ,農産物種子ヲ第

四種郵便物二加へ,硝其便ヲ得ルガ 如 シ ト雖

モ,税額重キニ失スルガ為メ,其効用二乏シ,

依テ其税額 ヲ改正シテ半額二減ジ,大二農業ノ

発達ヲ図ラントス。

これに関連 して,逓信大臣に提出された建議書

は,上記の「理由書」と同内容であるが,ただそ

の末尾に,先般の全国農事大会において郵便税を

現行法の半額,すなわち,重量30匁ごとに 1銭に

改められ度き希望を議決 したので,翼わ くは国民

の輿望を緩容あらんことを,同会の意旨を代表し

て謹んで建議する,と つけ加えられている。以上

の改正法律案,および建議はそのまま承認され,

公布の日から次の通り実施.さ れた。すなわち,農

産物種子は,従来の第四種郵便物から第五種に改

められ,かつその重量は30匁 ごとに郵便税 2銭を

半額の 1銭に改正された。



棉作改良奨励

ところで,玉利の担当した「棉作改良試験費予

算案に関す る建議」は,明治 28年第八帝国議会

に,議院法第52条に基づいて建議 し,同年中に衆

議院を可決したが,ついに法律として公布される

にいたらなかった。建議の目的は,棉作改良のた

め将来10年間に亘り,毎年およそ 5千円を改良試

験費として,国庫より棉作奨励会, もしくは大日

本農会に交付せ しめることにあった。これに関す

る「理由書」は次の通 りである。

近年我ガ紡績業 ノ勃興セシ,海外ノ輸入量頓ニ

多キヲ加工,昨年ノ如キハ,既二棉花一品ノ為

メー千六百余万円ヲ外国二払ヒ出スニ至 り,尚

ホ紡績業ノ状勢ヲ察スレバ,将来此業隆盛二趨

キ,滋 々多量ノ棉花ヲ需要スルノ情況ア リ。之

ヲ往年盛二綿糸ヲ輸入シタル当時二比スレバ
,

国家経済上大二嘉スベシ ト雖に,然 レに其原料

ヲ外国二仰グニ於テハ,転夕憂慮二堪ヘザルモ

ノアリ。政府ハ明治十年 ノ前後二於テ,大二棉

作改良ヲ奨励シ,米国産「アップランド」棉種

子ヲ各地有志者二配付シテ試作セシメタルニ
,

当時栽培法其当ヲ得ザ リシ為メ,概ネ不結果ヲ

来セシモ,其中二,三篤志者ノ試作ヲ継続セル

モノ,近年二至 リテ頗ル好結果ヲ得 ル ニ至 レ

リ。ソノ成蹟及「アップランド」棉ノ性質ヲ察

スルニ,現今我棉作ノ衰態ヲ挽回シ,併セテ海

外棉花ノ輸入ヲ防グニハ,実二米国産「 アップ

ランド」棉 ノ栽培ヲ盛ナラシムルニア リト信ゼ

リ。最二棉作奨励会 ヨリ,数石ノ種子フ全国ノ

有志者二配布シテ試作セシメタルニ,未経験者

概ネ好結果ヲ得ザルモ,間々非常ノ好結果ヲ収

メタルモノアリ。此 ノ如キハ,全 ク経験ヲ累ヌ

ルヲ以テ要訣 トスレバ,今後十年間,年々凡金

五千円ヲ国庫 ヨリ前陳二会ノーヘ補助シ,該棉

試作二従事セシメ,ソ ノ実際ノ成蹟 ヲ世 二示

シ,又有志者ノ望二応ジテ広ク該種 子 ヲ配 布

シ,試作棉花ノ販路ヲ得ザルモノアレバ,之レ

ガ媒介ヲナサシムル等,此際大二棉作改良奨励

ノ手段ヲ尽サシメン¬緊要ナリト信ズ。是 レ本

議案ヲ提出スル所以ナ リ。
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なお,全国農事大会会長前田正名より農商務大

臣に提出された建議書には,そ の事業の概略
9)お

よび補助金の支出概算
10)が

具体的に明記されてい

る。

玉利が棉作問題について,原案の起草を担当し

たことは,ま ことに適任であった。それは明治27

年中に,大日本農会拡張のため各地を巡回した際

の,以下の講演内容に徴 してもよく推察 し得ると

ころである。

玉利は,明治27年 8月 ,海外農産物の輸入が,

日本の農産物にいかに打撃を与えているかについ

て,前田が好んで用いた巧な比愉,戦争に例を引

きながら,なかんず く棉作が,いかに潰滅的な状

態に追いこまれているかを,おおよそ次のように

語 っている。

大 日本農会幹事長前田正名は,日 本の外国貿易

の状態を兵事または戦争にたとえられますが,こ

れは実に平和的な戦争です。この戦争は維新開港

以来,夜となく昼となく時々刻々とすすんで,つ

ねに日本は敗軍の位置に立たされています。この

戦争 も,負ける段にい た って は,実戦と同様で

す。やはり,一国の衰亡を来たします。ただ実戦

は,その勝敗をみることが急速であるのに対し,

商戦は昼夜間断なく暗々裡に攻めてきて,そ の苦

痛を感ずることが著 しくありません。商戦は自然

に迫 ってきますが,その結果は同一です。実戦で

こそありませんが, 日本は維新開港以来,つねに

外国と戦争がおこなわれています。 しかも,そ の

戦争は,常に日本の敗北ですから心やすらかであ

りません。もちろん,今度の支那との戦争は国家

の大事で,一年たとうが二年たとうが,是非勝つ

まで戦わなくてはなりません。また,勝たなくて

はなりません。しかし,平和的な戦争の結果も,

ついには同一とすれば,こ れまた是非勝つ工夫を

しなくてはなりません。また,やはりこの種の戦

争についても,人心が同様に憤起しなくてはなり

ません。 しかるに,世人はおおむねこの戦争には

ほとんど頓着しません。はなはだ痛嘆に堪えない

次第です。前田君はこの商戦の敗北の罪を,日 本

の貿易商工業者に帰せられますが,商人はその表
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面にたつので,実は農民の罪です。輸出入品の主

要なものは,みな農産物です。工業製品も,その

原料は,おおむね農産物にとりますから,農民の

罪です。日本の農業の状態を形容すれば,あ たか

も今 日の支那兵と同様です。終始攻めたてられ ,

追いまくられています。つまり,どうしたら宜 し

いか。まず日本の棉作をごらんなさい。現在は,

往 日の三分の一 しか作りません。あるいは往 日の

ごとく,みんな棉を作るところもありますが,こ

れは棉のほかに適作物がないから,ま たは棉 しか

できない土地だから,やむを得ず不利益であって

も作るのです。その三分の一ほど作るところも,

事情は同様です。なぜ三分の一に減少 したか,ま

たは日本の棉作が不利益になったか,それはいわ

ず して,知れきっています。外国の棉花が攻めこ

んできたからです。すなわち, 日本の棉の領地を

攻め落としたのです。残りの三分の一 も,やむを

得ず作るので,決 して敵と決戦する勇卒が残った

というのではありません。やはり等 しく戦死する

のです。または損亡するのです。西洋棉花の日本

に輸入する数量というものは,実におびただしい

もので,そ の輸入額はほとんど千五・六百万円で

ありましょう。この強勢なる侵入兵が あ るた め

に,日 本の棉の城 も攻め落とされ た の で す。な

お,紡績場の景況を察するに,数年ならずして,

その産額は二千万円にものぼる勢いです。実にお

そろしい大敵です。

玉利は日本の棉作が,以上のように輸入棉花の

打撃をうけたことについて語ったあと,引 き続い

て,その結果日本の他の農産物におよぼした影響

に論及して,こ う語っている。

現在,かつての棉作地に作る作物は藍,甘藷 ,

豆類,黍,西瓜,その他種々雑多のものを作って

います。先ず藍,昔藷,大豆などがまとまったも

ので,そ の他は一向につまりません。あるいは草

花や仏花などを作っています。実に哀れはかない

ありさまです。このようなものをいろいろ作って

みるが,一向にまとまったものではありませんか

ら,まだ余地があります。 したがって,こ れを空

地にするよりは,不利益であっても棉を作るとい

うのが,三分の一で,決 してふみとどまって敵と

決戦するような勇卒が残 ったのではありません。

すなわち, 日本の棉作という城が攻め落とされて

藍,甘藷,大豆等の城に逃げこんだのです。これ

らの城が,はたして堅固でありましょうか。大坂

市の近傍三河辺においても,多 く藍作に変 りまし

た。その状景を察するに,漸 く藍の城に逃げこん

で,やれひと安心だ,こ こでひと息させょうとい

うようですが,藍は阿波が本場で,そ の本場の阿

波では,先年から藍作に非常な困難を感じて,と

ても立ち行かないといっております。 もとより,

北海道や前に申した棉作地で藍を作りますから,

以前のように利益がないからでもありましょうけ

れども,そ の大敵は;イ ンドよリインジゴといぅ

精製の藍証が攻めこんできて,年々その兵力が増

加するのです。はなはだ油断はなりません。ただ

愚痴を繰り返すのは駄目です。もし藍作の利益を

挽回して,イ ンドの侵入兵を追い返し,藍の城を

堅固に守りたいならば,製造法を改良するとか,

いまより収穫の多い品種を選んで作るとか,栽培

法を改良して収穫を増すとか,費用を減少させる

とか,回復策を講究 しなくてはなりません。しか

らば,大豆はどうであろうか。大豆は肥料 もさほ

ど必要としないで,栽培法 もむずかしくありませ

ん。随分便利の作物ですか ら,こ の城に逃げ込ん

できたものも多い。 しかるに,こ の城も近年にい

たって,非常の兵力で支那・朝鮮から攻めたてら

れています。支那・朝鮮などと軽蔑しますけれど

も,そ して今度の支那との戦争では, 日本は勝つ

でしようが,け れども支那人はあるいは大豆に化

けて, 日本に攻め入るかも知れません。 3・ 4年

前までは,大豆の輸入が八拾万円と心得ておりま

したが,近頃では支那から日本へ輸入する大豆が

三・四百万円になっています。実に盛んな勢いで

す。こうしてみると,こ の大豆の城もあぶないの

です。

玉利は,以上を総括して,こ う結んでいる。棉

の城で攻め落とされ,よ うやく藍の城に逃げ込め

ば,藍の城 も攻められ,さ らに大豆の城に立て籠

ろうとすれば,大豆も攻め込まれて来る。こんな
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状態では,どこに逃げ込めばよろしいか,実に日  でもって,急速に判断を下 してしまったのです。

的がつきません。痛嘆きわまる次第です。なるほ  しかし, 日本人の性質に似ず,極 く堪忍強い執念

ど日本は,軍隊の実戦には勝つ。けれども農兵は  ぶかい人が一,二人あって,種々栽培上に工夫を

負ける。実戦には勝ち,農の戦には負ける。これ  めぐらし,終に経験をかさねて,今 日では蒟 もよ

は誰の責任です。おたがいの責任です。      く吹き切るように遣付けました。実に感心のいた

農産物の輸入をめぐる問題をこのように認識 し  りに堪えません。これも一つは長年月 の あ い だ

た玉利は,改良奨励の必要を説 くと同時に,民間  に,自然に日本の気候に慣れてきたのでありまし

にも政府当局にも,そ の気運が欠如 していること  ょう。けれどもまた,栽培上の工夫という人工の

を,こ う論難 している。 日本農業の情況は実に以  加減で,適応するように成 し遂げたのです。この

上の通りで,と うてい今日のままでは立ち行きま  陸地棉の欠点というのは,い ま述べた通り晩種で

せん。どうしても,改良振興の方策をとらなくて  すが,それにまた萌が上向きに開きます。ちょう

はなりません。今後は,よ ほど世話をしてやらな  ど開架の頃は降雨の頻繁なときで,開 きかけた萌

くてはいけません。また農家も,非常に奮発しな  も雨降りにあえば,一向に開き切 りません。そう

くてはなりません。いわんや,今度の戦争で国力  して,雨水がその割れ目から侵入 して,綿架が湿

もまた衰耗いたしましょうから,よ ほど殖産業に  気で褐色に染まり,ま たは腐ってしま う の で す

勤めなくてはなりません。今日のように,世間は  が,こ れに対 し日本棉は下向きに垂れて,殊にそ

不生産的の政論・党争にがやがや喧しく,皇 も殖  の薯が割れ目を覆って, 日本の気候に相応 した準

産の振興には心思いを寄せないばかりでなく,か  備があります。従って,陸地棉のこの二つの欠点

えって産業などは,自然の発達に放任 して然るべ  を除去するために,私は去る明治23年から,在来

きであるなどと論じ,当局においても充分奨励す  棉種と人工交合法をもって雑種,すなわち,交け

る意志がなく,民間業者は憤然として立ちあがる  合わせを作りました。(玉利は既に26年,ア ップラン

勇気がありません。いずれの方角に向っても,実   ド種と日本綿との交配試験結果の一部を,『農学会会

に痛々しい有様です。               報』第23号に「陸地棉栽培試験成績」として発表し,

かくして玉利は,棉作改良奨励の経緯と必要に  ダ_ゥ ィンの進化論にも説きおよんでいる。また25年

ついて,具体的に以下のごとく自説を展開してい  12月 には,大麦ゴールデンメロン種 と在来早生大麦と

る。我が政府においても,早 くから棉作改良のゆ  の交配育種の結果についても,『農学会会報』第18号に

るがせにすべきでないことを察 して,いわゆる米   「大麦交種試験の結果」を発表してい る。)陸地棉の

国の「アップランド」, すなわち, 陸地棉と称す  花が開けば,そ の雌左に在来種 の 雄議,す な わ

る品種などをとり寄せて,そ の種子を諸県に分配  ち,花粉を交けて交合するのです。翌年,こ の交

して試作させました。明治10年頃から13・ 4年頃  け合わせた種子を蒔いたところ,上向きの朔 もあ

には,随分奨励 しました。13年には大阪 に お い  りますけれども,下向きのものも出来て,ま た朔

て,盛んな綿糖共進会のあった年です。ところが,  の開きも幾分か早かった。これはまだ試験中で ,

この陸地棉試作の結果がはなはだ宜 しくない。大  下向きのものばかり撰種して,そ ういう品種を作

抵は,草丈は立派に 6尺 も7尺 も伸び,枝 も繁茂  るつもりですが,そ の性質が固定するには年月を

して萌をつけること,多 くは二・三百顆 もあつた  経ますから,追 って世に拡げようと思 って い ま

が,肝腎の萌が吹かない。そうするうちに,寒気  す。つまり,不適当なものも種々な手段によって

のために殺されてしまうという状態で,甚だ晩熟  適当なものにするのです。何んでも農業殖産上の

です。どうも良い結果を得られなかったので,と   ことは,軽忽にするのが一番悪い。有志の事業で

うてい陸地棉は日本に適応 しないといって,見棄  失敗したのは,すべて軽忽です。軽忽に始めて,

ててしまいました。すなわち,普通 日本人の特性  軽忽に終 った。これがこの前の勧業です。官民と



ヱ2

もに,同一轍です。この前の不結果や失敗という

のは,判断が早やすぎた。試験が 不充分 で あ っ

た。熱心,堪忍力が足らなかったのだ,と いうと

ころに気づきましたろう。「アップランド」棉 も

その実例で,棉のごときは実に二千万円の金を毎

年外国に奪い取 られるか,それとも日本にそれだ

けの棉花を作り出すかという,極々大事なもので

す。この棉の試作が不充分で,軽忽にも不適応と

いう判断を下 してしまったのです。 しかるに,幸
いなるかな,二・三の熱心家が執念ぶかく貴重な

堪忍力をもって,種 々栽培法に工夫を凝らし,つ
いに萌もよく吹き切るようになったのです。実に

これ等の人々は,日 本の棉作に,または日本国の

命脈のために貴ぶべき人々です。長門の原田某氏

のごときは,明治 6年に米国から帰朝した人より

その種子を得て,本年まで 22年間作 っておりま

す。この人は,一反歩九拾貫目も実棉を収穫する

ように申しますが,こ れは日干 しにして,無理に

開かせた屑棉も算入 しての話でありましょう。摂

州武庫郡にも,こ の「アップランド」をよく作る

老農がおりまして,一反歩七・八拾貫目も取ると

いっています。先だって,私はわざわざ同地に見

に行きましたが,よ く出来ております。も早や試

験の時機もすぎて,普通のものとして,三反歩ば

かりも作っております。誰れでも,そ の棉圃を一

見 した人は,こ れならば大文夫だとい い ま し ょ

う。その近辺では,在来棉を 作 る に は,一反歩

六・七円の肥料を施 します。以前は拾円,拾壱円

も施したものですが,い まは大抵七円位です。 し

かるに,陸地棉は僅かに壱円三拾銭から五拾銭 し

か用いません。これより多 く用いると,出来すぎ

ます。灌水 も棉作地方では,ご く難儀 な もの で

す。朝もたいてい三時頃,ま だ暗いうちから起き

て水を汲みます。 しか し,こ れ も半分位で宜 し

い。その辺は浜辺で,ご く砂地です。それで水 も

かけ,肥料も用いるのですが,普通の壌土であれ

ば,肥料 も水も必要でないというような強勢な品

種であるのに,やはり在来種のつもりで七・八円

も肥料を用いたから,先年の試験も失敗したので

す。して見れば,た とい三拾貫目ぐらい取るとし

ても,在来棉よりも随分利益があります。在来棉

も三・四拾貫目は上作です。なんでも暖気が第一

ですから,九州辺の暖地では,ど こで も出来ると

考えます。将来,はなはだ望みある棉となりまし

た。本年は,東京にある棉作奨励会から,全国へ

およそ七百箇所もこの種子を配りま した。い ま

は, 日本の棉の城も,外国兵から攻め落とされて

おりますけれども,是非もり返さなくてはなりま

せん。

また玉利は,棉花と棉糸の輸入税免除をめぐる

棉作農民と紡績業者との拮抗関係に直面 して,棉

作改良奨励がいかに困難な問題であるかに就き,

次のごとく語っている。商工業のごときは,ど し

どし進歩して行きます。その結果として,あ るい

は農業の不利をきたす こともあります。ちょうど

棉作についてもその通 りで,紡績業者は,すでに

今年 も免税について運動をはじめています。昨年

の冬は,棉糸輸出の免税論がいよいよ で きま し

た。そうすると,棉花もますます輸入するように

なります。それだけでなく,今年の春には紡績業

者が連合 して,日 本郵船会社と特約を結んで,す

べて西洋人の手をかりないで,直接インドから棉

花を輸入することになりました。これでまた,紡

績業者は非常な便利を得て,廉 く輸入するように

なったでしょう。今度は将来,棉花輸入の免税を

して貰うという運動ですが,万一この冬にもこの

論がおこなわれるならば,た とい陸地棉がよくで

きるようになっても,も早やかように種々便利を

つけて廉 く輸入するようになると,引合はなくな

ります。も早やできても駄目だといって,と うて

い回復ができないかも知れません。ここは実に大

事な場合です。ちょうど私どもが今 日やっている

仕事は,左手を持って,ま あそんな事を云わんで

も宜 しいではないか。いま折角この帝国から作り

出そうと尽力 しているところだから,い ましばら

く待ってくれ。君たちは充分利益もあるではない

か,そんなに急がんでも宜 しかろうと制しておい

て,右手では農家に向って,さ あお遣んなさいお

遣んなさいと勧めるのです。これは棉花一品の話

ですが,米でも大豆でも,なん で もみ な同様で
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す。                      年四月一 日ヨリ海関税 ヲ免除ス」 るこ と と な っ

すでに看てきたことによっても明らか な ご と  た。ここに紡連の原棉確保に対する棉作農民への

く,棉花輸入税免除は, 日本の工業の中で最大の  執拗な抗争は,棉作農民に対する犠牲の強要によ

生産額をほこる大日本綿糸紡績同業連合会の運動  る資本の勝利をもって終止符を打つに至った。第

によるもので,明治26年,第五帝国議会に「輸入棉  九帝国議会の貴族院における先の大日本農会幹事

花関税法律案」が衆議院議員によって提出され,  長田中芳男議員の発言は,紡績業者の連合による

同院を通過したが,そ の際に各方面からの反対に  勝利に対 して,農業側の団結の欠如が,その敗北

あって,施行を 4年間延期することとした。これ  の一大原因であったことを如実に物語っている。

より先,紡績業者の政府に対する棉花輸入税免除  すなわち,「農業家の如きものは,唯共同団結す

の請願は,すでに早 く明治21年にはじまり,さ ら  ることもできず,地方地方に固着して居って知 ら

に国会開設の23年に再びおこなわれ,前述のごと  ず識らず其影響を蒙って,詰り長天に号泣するよ

く継続された。棉花輸入税免除に反対 して,農学  り外仕方がないと云ふ境界に陥る。一方は共同団

会は,明治26年 1月 『農学会会報』号外として,  結して,運動も同じくして居る。どうしても,一

同会の『輸入棉花関税欄免二関スル意見』を発表  方の勢力が宜しい。其共同団結も出来ず,唯長天

し,ま た同年12月 に大日本農会は,「海外棉花輸  に泣 くやうな者を助 くる人は更に無い」,と 。

入関税に関する意見」を,同 じく農民倶楽部は,   この敗北によっても,前田の提唱に係る農業界

「農民倶楽部ノ棉花輸入関税二関スル意見」を発  における全国的な団体組織の必要が,いかに急務

表し,政府および議会へ提出し猛省を 促 して い  であったか,いな棉花輸入問題についていうなら

る。か くして,27年 1月 には大日本農会,国家経  ば,む しろ時宜を失 していたといわねばならない。

済会,万年会および農民倶楽部が連合 して棉作奨  第九帝国議会において,叙上の決定をみるに先だ

励会を設立 した。同会の役員は,農学・農業関係  ち,29年 1月 23日 ,第 3回全国農事大会の委員会

者はもちろん,各界の鉾鈴たる人達をもって構成  は「将来棉花の輸入を防 ぐ方法」として,次のご

されていた11)。
同年 2月 ,同会は外国棉種子を配  とく決議 した。陸地棉の栽培を奨励する好手段は

布 して奨励につとめるとともに,棉花輸入関税廃  ない。故に陸地棉の栽培者には,実棉一斤につい

止反対をおこなった。28年 12月 ,棉作奨励会は評  て 3銭の奨励金を国庫より下附されることを政府

議員会を開催し,29年度においても,ア ップラン  に建議すること,ただし陸地棉の産出高が40万斤

ド種の種子 5石ばかりをアメリカより購入 し,有  に達 したときは停止すること,こ れであった。か

志に無償配布することに決定し,直ちに注文 した。  くして,貴族院議員前田正名によって「棉作保護

その費用は,関係方面から棉作奨励会に寄附する  二関スル建議案」が貴族院に提出され,同 院を可

ことにした。                  決 した。一方,29年 1月 25日 の大日本農会常置議

全国農事会からの棉作試験費を,今後10年間に  員会は,横井の発意によって棉花輸入関税免除に

亘って 1年に僅々5千円の国庫補助すら認めなか  関する意見書を発表することを決議した。これに

ったのは,すでに政府内部で日本の原棉に依拠 し  基づき,同年 2月 初めに「棉花輸入海関税鶴免に

ない方針が予定されていたからである。なおここ  関する意見」書を貴衆両院議員,お よび関係方面

で,政治と資本による,国内農業保護の敗北の帰  |こ 配布 して,免税反対を訴えた。だが,そ の前後

趨についても触れておかねばならない。26年の第  における棉栽培面積の消長をみるとき,叙上の運

五帝国議会では,免税反対意見を表明していた政  動はすでに遅かったことが明々白々である。すな

府は,29年の第九帝国議会に「輸入棉花海関税免  わち,わが国の棉栽培面積が最高に達 した明治20

除法律案」を政府自らが提出し,貴衆両院を可決  年には 98,469町歩で あったが,そ の後漸減して

せ しめて,「外国ヨリ輸入スル棉花ハ明治二十九  同25年 には 71,884(町 歩を省略,以下同)と なり,
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さらに30年には44,4Ю に急減し,以後急激に減少

傾向をたどって,35年には 20,500に ,40年には

7,390,大正元年には2,756,昭 和元年には1,316,

同 9年には 535に減少 した。以上のごとく,明治

29年 4月 の棉花海関税免除以後におけるわが国の

棉作は凋落の一途をたどった。

けだし,国際的視野においても,紡績工業は先

進国における近代的大工業の基礎をな した ご と

く,わが国における産業資本の自己運動もその例

にもれず,叙上のごとく資本それ自身の論理を貫

徹 した。

府県農事試験場国庫補助法案

この法案の衆議院への提出は,全国農事大会二

日目に,京都府の出席者 9名 の連名 に よ って提

出された「府県立農事試験場国庫補助の義に付建

議」の採択に端を発している。府県農事試験場国

庫補助法案は,議院法第29条に基づいて,第八帝

国議会に提出された。法案は全体 で 8条 か ら成

り,補助金の交付額,対象,期間,使途および施行

日等について具体的に記している12)。
後段の叙述

との関連において,こ こで注意を喚起しておきた

いことは,毎年国庫より15万 円を補助すること,

およびこの法律を明治28年 4月 1日 より施行する

ことを要求 していることである。この法案に附さ

れた「理由書」は,以下の通りである。

我国農業 ノ改良セザルベカラザルハ,今更贅言

ヲ要セザル所ナ リ。而シテ農事改良ノ基礎ハ
,

実二試験 ノ成蹟二徴スルニアリ。是ヲ以テ,近
年各地農事試験場ラ設ケ,地方税ヲ以テ支排 ,

若クハ補助スルモノアリト雖 ドモ,地方税ハ年

々重キヲ加へ,地方議会之ガ支丼二困メルノ実

アリテ,其基礎甚ダ固カラザルノ憾アルノミナ

ラズ,既二試験場ノ必要ヲ感ズルモ,之ガ支排

二窮シテ未ダ其設立ノ期二錬ラザルモノアリ。

抑モ農事試験 ノ事タルヤ,其成蹟ノ確実ヲ期ス

ルニハ,数年若 クハ十数年ノ歳月ヲ要シ,効 ヲ

永遠二期スベキモノナルニ,今 日ノ情況ヲ察ス

ル トキハ,府県農事試験場モ,或ハ其実効ヲ奏

スルコト難カラン。依テ是等試験場ノ基礎ヲ確

実強固ナラシメ,併セテ未設地方二於ケル農事

試験場ノ設立ヲ奨励センガ為メ,国庫 ヨリ年々

若千ノ金額ヲ補助スルコ ト必要ナ リト信ズ。而

シテ又,農事中二在 リテ蚕業ハ梢々特立発達シ

テ,今 日実二我国生産 ノ首要ヲ占メ,海外貿易

品ノ頭領二居ル。然 ンドモ,外ニハ伊・仏其他

ノ競争勁敵アルヲ以テ,益 々改良 ヲ加へ,大ニ

振張セザルベカラズ。随テ各地其試験場ヲ設立

スルノ急要ヲ感ジツヽアルモ,是亦上述農事試

験場ノ事 卜情実相似テ,其設立ヲ果サズ,同 ジ

ク国庫補助ノ必要ヲ認ム。働テ舷二此案ヲ提出

スル所ナリ。

これと関連して,全国農事大会会長・全国蚕糸

業大会会長前田正名により,農商務大臣に提出さ

れた「府県農事試験場国庫補助ノ儀二付建議
13)」

には,上記「理由書」を補足するかのごとく,国庫

からの補助金交付の必要性が詳述されている。こ

こで「建議」(注 13参照)にみられる,農商務大臣

が先に制定した農区試験場,お よび新たに規程を

制定 した府県農事試験場について,若千の説明を

加えておこう。

明治26年 4月 7日 ,勅令十八号に基づき,23年

以来の農務局仮試験場を廃止し,農商務大臣の管

理のもとに国立の農事試験場が設置されることに

なった。これによって,同26年 4月 11日 ,東京府

下西ケ原に農事試験場の本場が設立された。つい

で,同年 6月 に宮城,石川,大阪,広 島,徳島お

よび熊本の各府県に支場を設置し,全国を 7農区

に分けた。さらに,翌27年 8月 10日 ,農商務大臣

榎本武揚によって府県農事試験場規程 (農商務省訓

令二十七号)が公布された。かくして,府県農事試

験場の設置を奨励し,国立試験場の本・支場と府

県試験場との連絡によって,各管内の農事改良の

普及をはかったが,地方財政の逼迫により,府県

における設置は遅々たるものであった。27年 まで

の府県農事試験場 の 設置状況 は秋田,富山,愛

知,二重,兵庫,福岡の 6県にすぎなかった。ち

なみに,28年には栃木,群馬,新潟,滋賀,奈良

の 5県が,29年には山形,神奈川,島根,山 口の

4県が,30年には福島,長野,長崎の 3県がそれ

ぞれ設立された。
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ところで,「府県立農事試験場国庫補助法案」  いては,第 2回全国農事大会と密接な関連を有す

は,明治28年 ,第八帝国議会において衆議院で否  るので,次号においてやや立ち入 って考察するが,

決され,第二読会を開かないことに決定 した。こ  この中に雨後のわが国農業展開上に極めて重要な

の補助法案は,さ らに翌29年,第九帝国議会に前  意義を担った問題が包合されている。

記安田益太郎ほか 5名 (前回は安田ほか3名)に よ                    (以 下次号)

って衆議院に提出されたが,農商務省の反対があ   〔備考〕 引用文献および資料の一つ一つについて
り,賛成者少数のためまたも否決された。それに    は,前号同様省略した。本号では特に当時の『大日

も拘らず,棉作の盛んな大阪府選出の議員東尾平    本農会報』『産業』『日本農業新誌』『農学会会報』

太郎の動議により特別起草委員会が設 け られ た    『農事新報』等々の農業・農学関係雑誌,お よびそ

が,その成案もまた否決された。            れら発行所から刊行された「附録」,そ の他の資料

なおちなみに, この帰結についても述べておか    を参考にした。なお,出典については,紙数の制約

ねばならない。この法案が貴衆両院を通過 したの   があるので省略したが,他日の定稿を期して詳細に

は,よ うやく明治32年,第十三帝国議会において   明記したい。

であった。か くして,農商務省は,同年 6月 「府    注

県農事試験場国庫補助法」を制定し,同年 8月 に    1)決 議事項は25項 目に整理されたが,前田が23カ

いたり同法施行規程を定め,毎年15万 円以内の範    条と述べているのは,23カ 条決議の後,二つの
勢

囲で国庫より補助金を交付することになった。こ     議案,すなわち,「府県農事試験場国庫補助の義

の年に設置した県は香川,高知,宮崎の 3県にす     
に付建議」 (後述)お よび「農業教育の方法を

臀

亨
なか

了
た

`ぅ

:翌
33年には

亨
森,茨城,埼玉,東    承

、「
兵1瞥鴛薯lilこ 1古[11[』1201良讐

京,山梨,静岡,京都, 岡山, 広島, 愛媛, 佐     のとき大会会長前田は,こ の二つは,「各府県の
賀,鹿児島の 2府10県におよんでいる。なお,34    

国是といふ所に皆当歓むべきものと存じます」と

年には北海道,岩手,岐阜の 1道 2県が,35年に     説明して採決した。前田の発言にある「各府県の

は石川,鳥取の 2県が,36年 には徳島,宮崎の2     国是」というのは,大会決議第二項の「府県是を

県がそれぞれ設置した。上述の補助法案が,い か    定むるに在り」に当る。前田が23カ 条と,その後

に時宜に適っていたかを知るに足ろう。          も連発しているのは,そのためである。その後,

殖民事業に関する建議                   建議案の前者は第24項 目に,後者は第25項 目に加

すでに所定の紙数を越えたので,内閣総理大臣    えられた。

に提出した「殖民事業 ノ儀 二付建議」書は割愛   2)樋 日の「地方農会組織及聯絡方法準則」は,全

し,わずかにその要点を記しておくにとどめる。     体で3章 11条 6項 ,すなわち,組織 (第 1章 3条

すなわち,殖民事業は富国の一大要件であって,     6項 ),聯絡 (第 2章 4条から5条),附則 (6条

わが国はこの点において恵まれている に も拘 ら     から11条)か ら成る。地方農会は府 (県)農会,

ず,そ の政策は甚だ遅れている。わが国の人口の    郡 (区)農会,町 (村)農会の三級 (1章 1条 3

量聾菫菫警理唇『『 |:)1111'1憑彗Li警壌1霧[lF     ][言
l「[;警:[[i[『 言:[][:i:

それ故に,相当の国費をもって官衛を創設し,奨     級の農会は直接大日本農会へ連絡するもの (2章
励保護されることを希望する。これは全国農事大     4条 )と し,各級農会は連絡のため,下級農会よ

会において決議|さ れたものであるから,同大会の     り各その上級農会へ代表者若千名を入会せしめる

意旨を代表して建議することを明らかにして, こ     こと,ぉょび各級の農会は各その会の代表者若千

の大問題を結んでいる。                 名を直接大日本農会へ入会せじめるものとする。

最後に,「農業銀行設立之義に付陳情書」につ    但し,北海道及び沖縄県はこの例によらざるを得



るが,気脈を通じ,相提携するため大日本農会と

会報の交換をなすこと (同 5条)である。

3)28年 3月 の改選では押川則吉 (30点)と 岡 毅

(27点)と が当選し,池田謙蔵 (10点),横井時敬

(10点)は落選した。さらに29年 3月 20日 の改選

では,沢野淳 (31点 ,重任),玉利 (23点 ,重任),

池田 (23点 )の 3名 (参事押川は28年 6月 ,台湾

総督府に破格の栄転をしたため資格消滅)が当選

した。これに次い で青山元 (21点),渡部朔 (19

点),樋田 (11点),横井 (7点 ),渡瀬寅次郎(3

点)の順であった。

4)当時の「大日本農会規則」による常置議員の主

たる任務は,経費の予算決算,事業の新設,名誉

会員の推薦,その他会頭から下付された議案を議

定することであった。これには,次の但し書きが

付されている。すなわち,出席議員が提出した問

題で, 3名以上の賛成者があった と きは議題と

し,かつこれを可決したときは会頭に建議するこ

とができる。

なお,本稿の主題理解の一助として,以下に明

治27年 12月 当時の,常置議員25名 全員の氏名を掲

げておく。

岡 毅,樋田魯一,河瀬秀治,成島謙吉,片山

遠平,練木喜三,宮島信吉,船津伝次平,押川則

吉,谷本清兵衛,藤沢親之,玉利喜造,沢野淳,

福羽逸人,横井時敬,渡瀬寅次郎,高橋昌,古在

由直,稲波惇太郎,西川勝蔵,渡部朔,岡 田慎一

郎,松岡操,田 中節三郎,池田音次郎。

5)出席者は前日幹事長,玉利, 横井, 池田, 沢

野,押川,船津,福羽,樋田,岡 ,日中,稲波,

西川,渡部,岡田,宮島,渡瀬,松岡,河瀬等で

あった。

6)こ の会議の出席者は玉利,池田,横井,押川,

古在,西川,渡部,宮島,渡瀬,松岡,鴨下松次

郎および三浦清吉等であった。鴨下と三浦が出席

しているのは,「大日本農会規則」の常置議員に

関する事項に,別に次点者10名 をもって補欠員と

することになっているから,恐 らくそれによった

ものであろう。

7)極 く最近の二つの例を挙げておこう。「幹事長

として大会決議の実行面において責任のある前田

はまさに窮地にたった。一方玉利は前田を支持し

決議の実行を主張してゆずらなかった。そこで実

行には大日本農会を離れる以外に道はないと判断

し,翌28年 1月 に前田 。玉利等は農事諸会を設け

大会決議の実行運動に専念することとした。この

農事諸会の発足こそ全国農事会が大日本農会から

分離して独立する第一歩であった。」 (「全国農事

会略史」,復刻『中央農事報』第十二巻 の解題,

昭和54年 3月刊)。

「前田幹事長は玉利喜造らとともに, 二八年一

月から全国農事大会の名で,大会決議の実行運動

を推進することとなった。こうして,やがて全国

農事大会が大日本農会から分離する こ とになっ

た。」 (『農林水産省百年史』上巻,昭和54年 3月

刊)。

8)第一条 四郵便物中「農産物種子」ノ五字フ側

除シ「五農産物種子」ノー項フ加フ,第七条,第

八条及第十三条第四種ノ下二「第五種」ノ三字フ

加フ,第十七条「第五種郵便物重量三 十 匁毎 ニ

需支骨0-銭」ノー項ヲ加フ。
9)補助年限間ハ,該会ヲシテ左ノ事業二従事セシ

メラレ度候。一,壱町歩ノ試作地ヲ十ケ所二設ケ

テ,該会自ラ試作二従事スル事。二,毎年「アッ

プランド」棉種子三拾石ヲ,有志者ノ望二応ジテ

無代価配附ヲナス事。三,試作人ノ望二応ジテ棉

花販売ノ媒介ヲナスコト。

10)補助金五千円二対スル支出ノ要目概算

一金千五百五拾円  試作費

但,試作地一丁歩ゾツ十ケ所二設ケ,一ケ所ノ

借地料金五拾円,整地,栽培,収穫費金八拾円,

肥料代金二拾五円,合金百五十五円宛十ケ所。

一金二千二百五拾円  アップランド棉種子三拾

石購入代

但,米国二於ケル原価及東京マデノ運送代共一

升二付七拾五銭,三拾石ニテ本項ノ通 り。

一金千五百円  管理人給料

但,月 給十五円ノ管理人十人ヲ,各十ケ月間雇

入ル件ハ本項ノ通 り。

一金四百円  視察員派出費

但,栽培ノ実況ヲ視察スル為メ,本会ヨリ委員

二名フ撰ンデ派出セシム。一人ノ旅費二百円,

二名ニテ本項ノ通 り。

合計金五千七百円

右ノ計算二依レバ,金七百円ノ不足ヲ生ズル儀ニ

有之候得共,試作棉花ノ収穫金凡其出費ノ半額ヲ



得ベク,彼是差引ク中ハ金五千円ニテ,前陳ノ事

業二従ヒ得ベシト確信仕候。以上。

11)明治27年 1月 に選出された,棉作奨励会の役員

は以下の通りである。会幹神鞭知常,評議員 (い

ろは順)池田謙蔵,富田鉄之助,大島貞益,押川

則吉,渡辺洪基,渡辺芳造,渡瀬寅次郎,加藤六

蔵,横井時敬,田中芳男,玉利喜造,前田正名,

藤村紫朗,神鞭知常,沢野淳,水落簡,東尾平太

郎,樋田魯一,森要太郎。

12)府県農事試験場国庫補助法案

第一条 府県農事試験場ノ事業ヲ奨励確実ナラシ

ムル為メ,国庫ハ毎年度金拾五万円ヲ支出シテ其

費用ヲ補助スベシ。

第二条 農商務大臣定ムル所ノ府県農事試験場ニ

シテ,農商務大臣必要 卜認メタル トキハ,其試験

場二補助金ヲ交付スベシ。

第二条 各試験場二交付スル補助金ハ,其設立者

ノ負担額 卜同額以内二限ル.

第四条 此法律二依 り補助ヲ受クル試験場ノ設立

者ハ,補助年期間,其試験場経費ヲ継続支出スル

ノ義務アルモノトス。

第五条 各試験場二補助金ヲ交付スルハ,五ケ年

ヲ以テー期 トス。満期ノ後必要二依 り,尚之ヲ継

続スルコトヲ得。

但,農商務大臣二於テ,試験場ノ管理不適当ナリ

ト認メタル トキ,又ハ府県農事試験場規程二違背

シタル トキ,又ハ第四条ノ義務ヲ尽スコト能ハザ

ル トキハ,補助年期間 卜雖 ドモ其補助ヲ廃シ,若

クハ停止スルコトフ得。

第六条 農商務大臣ハ此法律二依 り,府県蚕業試

験場二補助金ヲ交付スルコトヲ得。

第七条 此法律施行ノ為メニ必要ナル規則ハ,農

商務大臣之ヲ定ム。

附 則

第八条 此法律ハ,明治二十八年四月一日ヨリ施

行ス。

13)以下の建議書中,片カナの部分は前田正名の名

において農商務大臣に提出された際に書き改め,

また書き加えられたもので,平かなの部分は,京

都府の出席代表者によって提出された際のもので

ある。したがって,農商務大臣に提出されたもの

は, 京都府の代表者に よる建議といってよい。

これに係る法案提出は,下からの要求によるもの

近代農政史上における明治30年前後 (2) 17

であったことに留意すべきである。ただ蚕糸業に

関する部分がつけ加えられたにすぎない。以下の

文中の ( )内は,京都府代表者による建議にあ

ったものである。

正名,彙二開設シタル全国農事大会並二全国蚕糸

業大会ノ意旨ヲ代表シ,(某等,大 日本農会全国

大集会の決議を以て),謹んで閣下 に建議す。夫

れ国家経綸の大本は農にあり。農業にして衰へ
,

農家にして栄へずんば,国家の富強豊望む可けん

や。吾邦文化日に進み,百事百芸長足の進歩を採

り,今や昔日の観なし。独り農業は其進歩遅緩に

して,未だ一大面目を改むるに至らず。依然音日

の観を存するもの多きは,正名(某等),深 く遺憾

とする所なり。〔中略〕吾邦農事改良の機関,未だ

完設を見るに到らずと雖も,己 に之れを胚胎し,

改良の途に就く。其面目を一新し,発達の真想を

顕はす,蓋 じ数年を出でざるべし。然りと雖,之

れ等改良機関にして,果 して速に完設を見るを得

可きや否やは,正名 (某等),窃かに憂ふる所 な

きを得ざるなり。 〔中略〕風土習俗に準じて,其

趣きを異にす可きの農業は,豊工業に於けるが如

く,一律の元に随処貫通す可きものならんや。故

に適切を欠きて賛論に渉り易く,真理を外して空

論に陥り易く,遂に誤診を伝へ教育奨励の効空し

く,引て農事改良の進路を妨ぐるに至る事あらん

敷。之れ正名 (某等),速 か に農事試験場組織の

完成に趣かんを希ふ所以なり。

農業は風土情況を鑑みて,之れを営む。故に風土

情況異なれば,己に其農業の方法異ならざるを得

ず。風土情況は,各地多少之れを異 にす。然れ

ば,農業は各地幾分の差異なきを得ざるなり。故

に,特に地方に対して実地栽培に関す るの試験

は,其地方においては行はざる可からず。又地方

情況に準じて,経綸を立てざる可からず。之れ正

名 (某等),各府県に農事試験場設置の要あ るを

感ずる所以なり。

閣下,夙に数に見あり。曇に農区試験場 を制 定

し,現時着々研究の歩を進められ,又新たに府県

農事試験場の規程を制定せられ,農区試験場の監

督に附して其通路を保ち,以て農事改良の基礎を

敷かる。農事発達の方針定まれりと云ふ可し。正

名 (某等),深 く閣下の明裁を感喜する所 た り。

然り而して,現今各府県に於て農事試験場に対す
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る効勃せんとするあり,設立の期未だ熟せざるあ

りて,種々なりと雖,其の要を感ずるに至ては一

なり。己に設立せるの所,未だ基礎の強固なるを

得たりと云ふ可からず。設立見ざるの所,敢て其

必要を感ぜざるに非ず。―に経費の制抑 に逢 ふ

て,其目的を達するを得 ざるに起因す。地方税

は,其負担年に重きを加へ,地方議会は之れが支

弁に困めるを以て,農事試験場設定の要あるを知

るも,亦能く之れが負担に耐ゆるを肯ぜず。已に

設立せるものに向ても,又其支途に窮して,動 も

すれば経費の支出を停止せんとするの虞あり。抑

も農事試験の事たる,其収利を眼前に期す可から

ず。梢其成蹟を遠大に望む可きなり。然るを其基

礎,浮木の危態にあらば,真目的遂に達し難 く,

中途之れを廃するの不幸に遭遇せば,創始の巨費

を,水泡に帰せしむるの憾あり。況んや,未だ設

立を見ざるの地方に於ては,之の必要機関を欠け

るの不幸なる,且他既設農事改良機関の活用を得

ざるより来すの損失,亦些少に非るなり。姦に於

てか,国庫を開て府県農事試験場の経費を補助せ

らる にゝ至らば,既設の地方は,為めに基礎の強

固なるを得て,充分に試験を遂ぐるを得。未設地

方は, 之れに因て設立を鼓舞せられ, 試験組織

意に完成するに至らば,成蹟昭々として顕はれ,

吾邦農事の改良頓に数層を加へ,農家の幸福之れ

より大なるはなか らん。之れ正名 (某等),国庫

金を以て府県農事試験場を補助せられんことを望

む所以なり。

而シテ,農業中二在 リテ蚕業 ハ梢々特立発達シ

テ,今 日実二我国生産ノ首要ヲ占メ,海外貿易品

ノ頭領二居ルトイヘモ外ニハ伊・仏其他ノ競争勁

敵アリ,以テ益々改良ヲ加へ大二振張セザルベカ

ラズ。実二当業ノ盛衰ハ, 日下我国カノ消長如何

二関スルモノアリ。随テ各地二蚕業試験場ヲ設立

スルノ急要ナル,上述農事試験ノ事 卜情状正二相

似テ,未ダ其設立ヲ果サザル所以ノモノモ,亦以

テ其費途ノー点ニアルナリ。是レ正名ノ便宜蚕業

試験費国庫補助ノ途ヲ開カレ,以テ其設立ヲ得セ

シメラレン可ヲ望ム所以ナリ。

右の理由を以て,正名 (某等),国庫金を以て,

府県農事試験場経費の幾分を補助せられんことを

望むや極めて切なり。仰ぎ願くは,閣下幸に正名

(某等)の微哀を洞察せ られ,本案を第八議会に

提出せ られんことを。姦に謹んで建議す。誠慢頓

首。
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