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はじめに

拙稿 「町村調査の様式と基準」 (『農村研究』第

50号)に おいて整理したように,町村是調査は行

政村を単位とする社会会計によって経済総体を掌

握することを基本的枠組とする。この社会会計の

様式は,な お不整合を合み,町村是調査の実施過

程で次第に整序されてゆくが,土地所有の出入関

係,そ れに伴う小作料・地租の流入 。流出の把握

は最初の町村是調査たる福岡県浮羽郡での試行か

らその中心にすえられ,そ の後も踏襲されて,む

しろ町村是調査の骨子とされてゆく。この土地所

有の把握は,行政村の耕地その他を,他町村民所

有,自村民所有として促えるもので,おおむね町

村土地台帳をもとに求めることから,それ自体は

特異なものではない。しかし,地主・小作関係と

して促えず,そ の出入関係とするのは,行政村の

基底をなす土地の所有状況を明らかにするばか り

でなく,それをもとにする小作料 。地租の出入 ,

小作料受払が,総経済の流入・流出の中心をなす

とするからであった。

ことに総経済の掌握は,町村制制定後形成間も

ない行政村の実態の明確化,そ の存立基盤ことに

財政基盤の把握を意図したもので,いわば農事調

査と是構想とが地方 自治制度確立の基調と結びつ

き,あえて町村是調査として実施する事由と不可

分のものであった。従って,土地所有の出入関係

の把握は土地を生産基盤とする行政村経済の基底

を促えるばかりでなく,直接には地租,地方税と

りわけ町村税の課税対象の実態掌握であり,町村

財政基盤の実相を明らかにするものであった。

地方自治制度確立期における行政村と

地主的土地支配

―
福岡県浮羽郡町村是調査を事例として

一

佐 々 木 ニヨ

それは地方自治制度の確立に即応 した町村財政

の確保・拡充の要請への対応でもあり,町村是調

査の実施,総経済の掌握は,と りもなおさず,町
村財政基盤の掌握であり,これをもとに掲げる町

村是は,一方で新たな社会形象形成のための集団

目標とし,他方で,財政基盤の拡充,強化を意図

してゆくものであった。ことに,地方 自治制度の

確立期は,そ のまま地主的土地支配の完成,寄生

地主化の進行する時期であり,土地所有関係の錯

綜と地主的土地支配が経済的支配,社会秩序をも

規定してゆき,一方での行政村組織の確立,財政

基盤の確保,行政社会秩序の再編と矛盾 してゆく。

そうした中で,地方自治制度の確立,行政村の自

治独立・運営を意図すれば,土地所有状況の把握

は重要な作業となり, これを出入関係として掌握

することは,よ り適確に,そ うした要望に答える

こととなる。

むしろ,町村是調査の記録する土 地 所 有 状況

は,そ うした意図と,そ れを生みだす実相を表現

するといわざるをえない。しかも,出入関係とし

ての把握は,明治期の地主制,町村制のある側面

からの接近となり,寄生地主制,地方改良運動の

実相を解きあかす貴重な資料となる。 しかしなが

ら,町村是調査の記録するこの種の記録は,ほ と

んど利用,検討・分析されることがなかったよう

に思われる。

そこで本稿では,最初の町村是調査たる福岡県

浮羽郡での町村是調査を事例に,そ の把 握 の意

図・論理に従って,一村総経済との関連で若干の

検討を加えてみたい。むろん,その分析には地主

制,地方財政,地方自治制度との関連で意味づけ
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なければならないが,そ うした研究上の検討はし     第 1表 本村人ノ所有権アル反別地租余米

ばらく省略する。むしろ町村是調査の土地所有把

握の視点,それが記録する実相が, これまでの研

究史上の成果に対し,あ る課題を提供していると

思われるからである。
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1.土地所有関係の把握様式

町村是調査の記録する土地所有の出入関係を見

るためには,そ の把握様式を見てお く必 要 があ

ろう。

すでに前稿でも触れたように,調査書の「反別」

に従えば,お おむね次のように土地所有の出入関

係が掌握される。まず,土地台帳に従い,行政村

内の田 。畑・山林・原野,沼池の地籍面積及びそ

の地租額を求めておき,それぞれについて「本村

ヨリ他町村二所有スルモノ」即ち出所有を加え,

「他町村ヨリ本村二所有スルモノ」即ち入所有を

差し引いてゆく。この出所有の掌握の方法が必ず

しも明らかではないが,地籍面積 に 出所 有を加

え,入所有を差し引いたのが「本村人ノ所有権ア

ルモノ」とされる。さらに,こ の出所有・入所有

による面積の他に,それに応じた地租額,「余米

高」を求める。地租額は,「生地」「荒地」毎に

求めておき,諸負担の集計の際に「荒地」地租分

を差し引き,さ らに出所有分より入所有分を差し

引い た もの を「総決算」の際の「歳出」に含め

る。「余米高」は平均小作料をもとに出入所有に

伴う小作米量を推計したもので,入所有,出所有

の単位量を若千かえて お くほか,畑・宅地・山

林・雑種地もそれぞれ単位を定め,「余米高」とす

る。これをもとに「生産」「消費」の推計の際に

もちいる単価によって「余米代」を求める。この

「余米代」は,出入所有の表示の際には記録する

こと少ないが,「本村人ノ所有権アルモノ」あるい

は全体集計表にあたる「反別地租余米差引過不足

表」に計上し,「総決算」の際には,出所有に伴う

ものを「歳入」に,入所有に伴うものを「歳出」

に掲げる。

こうした土地所有の出入関係の把握を浮羽郡船

越村 (調査時は竹野郡)の例では次のようになる。

総 反 別 入 所 有 計

反 別 (反 )

地 租 (円 )

余米高 (石)

余米代 (円 )

4,343.7

40Ю .0

-)2,6".1

-)18,703.4

注 :「船越村是」 5丁より。但 し,表示は簡略化 した。

たとえば,同村の明治25年 12月 現在の水田面積

は398町 2反 5畝 (歩以下切り捨て)で,そ のうち,

有租地「生地」167町 3反 7畝,「荒地」130町 8

反 7畝であった。これに対し,他町村からの入所

有は「生地」「荒地」あわせて182町である。また

他町村への出所有は 7町 8反 3畝であった。これ

をもとに,水田地租額 5,602円 のうち,入所有に

伴うもの 2,511円 が求められ,さ らに他町村への

出所有に伴い,他町村を経由して支払われる地租

額 115円 を明らかにする。さらに,出所有の小作

米を一反当たり3俵半とし,「余米高」約96石 と

推計する。他方,入所有に伴う小 作 料 の基準は

「生地」3.8俵 ,「荒地」3.4俵 とし,い わば他町

村民の水田支配によって支払われる小作米高を約

2,355石 と算出する。

同様の算出方法によって,畑・宅地・山村等の

出入面積,地租,「余米高」を求めた結果の全体

を表示する「本村人ノ所有権アル反別地租余米」

は,第 1表のようなものとなる。

即ち,田 398町 2反 5畝,畑116町 5反 9畝など

を加えた全村の土地面積は 679町となるが,こ の

うち 230町が他町村民によって所有されており,

他町村への出所有が35町であることから,「本村

ノ所有権アル」土地は 484町 ということになる。

地租総額 6,617円 に対して,入所有に伴うものは

2,717円 ,出所有に伴うものは150円 とされる。従

って,総額より入所有分を差し引き,出所有分を

加えた 4,050円 が自村民の地租負担ということに

なる。この地租の出入は,国税,地方税,諸負担

の実際を求める「負担」に計上される。その際,

地租総額より荒地地租分を差し引き,さ らに入所

有分を減じ,出所有分を加えた 1,987円 をもとに

「負担額」を求めてゆく。もっとも,地租総額か

差   引 出 所 有

352.9

149.7

206.2

■473.1

6,790.8

6,617.3

2,299.9

2,717.0

2,825.4

20,181.5

4,490.9

3,900.3

|
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ら荒地地租を差し引きながら,出入関係に伴 う地

租は荒地分を含んでおり,こ の出入計算は必ずし

も正確ではない。

一方,「余米高」は,田の46%,畑の知%,山

林の28%に 及ぶ入所有の結果,小作米,地代とし

て他町村へ流出すべ くものは2,825石 と推計され,

出入に伴う「余米高」は2,619石 の差し引「不足」

となる。これをもとに推計する「余米代」は,入

所有に対する支払額20,181円 ,出所有による収入

額1,473円 とされる。さらに, この「余米代」は,

「総決算」の際に,出所有に伴うものを「歳入」

に,入所有に伴う ものを「歳出」に計上 する。

「総決算」は,「生産」「消費」の対照と,地租等

の「負担」の歳出への計上に加え,貸借関係の利

子も計上するが,こ の利子と共に「余米代」は行

政村範囲の総経済の流入・流出の要として重視さ

れる。

ついでながら,こ うした土地 所 有 関 係の掌握

は,最終的に一村経済の社会会計を実施しようと

する独自な意図・視点に支えられているが,な お

若千の問題が残る。たとえば,入所有がそのまま

他町村地主の土地支配ではなく,入耕作される場

合もあり,ま た,出所有を出耕作する場合もあり

うる。従って,入所有,出所有に応じて小作料の

出入とするのはやや不正確である。また,所有の

出入はなくとも入作・出作があり,それに伴う小

作料の出入が生ずる。それ故,所有の出入関係を

把握しても,耕作の出入関係を促えぬ限り,「余

米代」をもって一村経済の収支計算に組み込むの

は必ずしも正確ではない。

そうした不整合を考慮してか,こ の浮羽郡の試

行を経て町村是調査の様式を完成してゆく八女郡

での調査は,出入所有の 他 に入 作・出作を「掛

作」として,作物毎の入耕作・出耕作の面積,収

穫量及び生産額を求め,収支計算の際には「掛作

支払」「掛作収入」として掲げる。この耕作関係

の掌握方法は,県訓令による,い わば第 2回調査

でも踏襲し,む しろ調査様式に詳細にその基準を

定めてゆく。

いずれ,土地所有の出入を基調とする把握様式

は次第に整序されてゆく。しかし,こ うして出入

関係によって土地所有の実相を促えようとするの

は,「土地占有権力各町村ノ権衡上如何二進行シ

ツツアルカヲ了得シ負担ノ部貸借ノ部二就キ彼我

債権ノ優劣ヲ対照シ来ラハ各自町村ノ現状ハー日

瞭然ニシテ町村自治独立ノ針路ヲ定ムヘキ資料」

(『郡町村是付録』8丁)と する意図からであって,

日清戦争後の戦後経営を背景とする八女郡町村是

調査, 日露戦争戦後経営の中での県訓令による調

査は,ますます町村自治の整備拡充をねらい,こ

の土地所有の掌握を中心に捉え,様式基準を整序

していったものである。

2.土 地所有出入関係の実相

いずれ,一部に問題が残るが,行政村の経済総

体の収支計算を前提とした土地所有の出入関係の

掌握は,それ自体興味深い資料となる。

まず,前述のような様式に従って各町村是は,

この実相を記録し,「余米代」を中心に収支計算

を実施してゆくが,そ の結果を一覧すると,第 2

表のようになる。もちろん,各町村の調査は永松

茂州等の郡書記が統一的に実 施 していったもの

第 2表 町村別総土地出入面積  (単位:反 )

総 面 積 所有面積

村

村

村

村

村

村

村

村

村

町

村

村

村

村

村

村

野

治

春

石

年

子

羽

富

南

井

越

分

刈

会

野

縄

星

姫

山

大

千

椿

浮

福

江

吉

船

水

柴

川

竹

水

７

２

８０２

６０７

８７８

郷

・９．

観

６９２

蜘

３５３

佃

６・．

４８．

拗

・９６

２０３

9,393

11,227

5,094

2,953

3,780

1,007

1,912

6,796

3,533

11,089

4,844

3,138

4,139

4585

8,204

7,958

4,949田 主 丸 町

差  引 出 所 有入 所 有

10,744

12,467

5,389

2,811

4,885

3,182

2,747

7,378

4,159

1,332

6,791

3,828

4,656

4,274

8,881

9,128

2,055

1,358

1,522

1,097

465

1,983

1,523

1,026

1,203

1,318

222

2,290

1,173

1,128

1,170

1,223

1,366

309

9,386

10,945

4,292

2,346

2902

1,659

1,721

6,175

2,841

1,110

4,491

2655

3,528

3,104

7,658

7,762

1,746

注 :各町村是調査書より集計。
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の,調査期間が明治26年から27年にわたるため,  していた結果,入所有の大幅な進行,あ るいは所

たとえば町村総面積「総反別」あるいは地租の基  有の錯綜状況を生み出していたと考えてよい。

準年が異なるなど,町村間の単純な比較には若千   ところで,第 2表に見られるような土地の出入

の疑間が残る。しかし,土地所有の出入関係の錯  状況は,その中心をなす水田に最も端的にあらわ

綜,と りわけ他町村民の土地支配の状況が,「町  れる。たとえば,土地入所有を多 くす る千年村

村自治体ノ体面ヲ毀損セルノ状態」を生起してい  は,田地目面積 356町に対し,他町村より支配さ

ることを端的に示している。           れるのは,そ の43%,lM町 に及び,椿子村に至

この第2表は,町村の総土地の出入関係を表示  っては238町に対して入所有は132町即ち56%に及

したものであるが,こ の時期すでに入所有出所有  ぶ。また,前述の例で見たごとく,船越村は46%

がかなり進行し,あ えて出入関係を掌握せざるを  が他町村地主の支配下にあった。むしろ,こ れら

えない状況であったことを物語っている。     各村の他に,日の30%以上が入所有の対象となる

たとえば,椿子村は全村土地面積318町に対し,  のが,福富村,江南村,水分村,紫刈村,川会村

「他町村ヨリ本村二所有スル分」即 ち入所有は  と数えるように,総土地に比すれば,水田での入

152町 となり,いわば全村の48%が他町村民に支  所有がさらに進行していたことになる。しかも,

配されていることになる。千年村は489町 に対し,  畑地においても,たとえば千年村のように82町に

入所有は198町であり,入所有率は41%と なる。  対して 33町即ち41%,福富村は99町に対して 32

同様に,浮羽村は275町に対し,103町 と38%に及  町,水分村は93町に対して31町の入所有があるよ

び,船越村は679町 に対し34%の 230町,水分村は  うに,永年作物畑を含め耕地全体に入所有即ち他

383町に対して 117町即ち31%で あるほか,川会  町村の土地支配が進行していた。そればかりでは

村,江南村なども30%前後に達する。 これに対  ない。同地方は,筑後川左岸の沖積平野に展開す

し,近世以来この地方の中心をなし,町村制施行  ることから星野・姫治村などの一部を除けば,山

と共に町制を布いていた田主丸町,吉井町では入  林私有地はさほど多くはないが,た とえば山林の

所有よりも出所有を多くし,田主丸町では自町民  入所有率が千年村で29%,浮羽村で43%,水縄村

所有地の65%を他町村に所有することになり,  で32%に及ぶように,山林への入所有がかなり進

吉井町に至っては全町 133町に対して出所有は約  行しており,ま た原野でも同様な傾 向が見られ

1,(ЮO町歩あり,町民所有の90%が他町村に存在  る。もちろん,山林原野 は 共有 地を多く合むた

することになる。                め,こ うした結果が出るのはいうまでもないが,

もちろん,入所有,出所有の偏在と共に,た と  たとえば吉井町の他町村での所有が 120町に及ぶ

えば,川会村の場合のように入所有が 117町と全  ように,山林原野まで商人高利貸資本は支配を進

村土地の27%に及ぶが,出所有が村民所有地の32  行させていたことを想像させる。

%に あたる148町あるとか,千年村の場合,入所   すでに,浮羽郡では明治20年代に小作農家率が

有率が41%に及ぶ反面,出所有率が23%に及ぶよ  52%に 及んだといわれ (太田僚一郎「明治前。中期

うに,所有の錯綜状況がある。           福岡県農業史」『日本農業発達史』1),ま た『福岡

町村制による行政村の区域が,土地所有の錯綜  県勧業年報第18回』(明治29年 )に よると水田の小

した状況を充分に考慮せず,人為的に設定され,  作率が69%に及んでおり,土 地 の 出入関係の錯

共有地その他の所有状況があって,こ うした結果  綜,と りわけ入所有の大なることは,地主的土地

を得るのは当然といえなくもないが,後述するよ  支配の深化の状況をそのまま反映する。

うに,吉井町を中心とした「吉井銀」と称せられ   むろん,他町村からの入所有は他郡町村からの

る近世以来の商人高利貸資本,あ るいは村方地主  土地支配もありえる。しかし,郡 是 調査 書即ち

が積極的に土地を集積し,周辺町村の土地を蚕食  『生葉竹野郡是』によれば,全郡総土地面積7,851
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町のうち「他郡人民ノ所有」するものは 336町に

すぎない。従って,各町村の出入所有は郡内での

各町村間のそれが中心となる。むしろ,吉井町,

田主丸町,川会村などの出所有面積の大きさに象

徴されるように商人高利貸資本及び村方地主の土

地支配による結果である。

たとえば,吉井町は「県下二有名ナル財産権ノ

集合地」 (『生葉郡吉井町是』7丁)と いわれるよう

に,近世以来地方経済の中核をなしていたが,こ

とに元禄・享保期から周辺に栽培される菜種・櫨

・甘藷,あ るいは米を原材料とする製油・製蟷・

砂糖業あるいは醤油・酒造業が有馬藩勧業政策を

背景に興起し,それによる蓄財が「吉井銀」 とし

て商人・高利貸資本活動していた。奥村俊介氏に

よれば (『吉井町誌』第2巻 産業史編), この 「吉

井銀」は,米・菜種・櫨・昔藷等の商品化,マ ニ

ファクチャ経営と特権的販売によって蓄積され,

商人・高利貸資本として機能するほか,積極的に

土地投資に向っていた。それが,地租改正後の上

地投資の有利性,地方産業の興隆と国内市場の拡

大と相候 っての酒 。蟷・砂糖・醤油などの製造・

販売の増大により,急速に膨張し,周辺農村部へ

の土地支配をさらに進め,商人・高利貸資本の機

能強化と共に地主的存在を拡大していた。

「吉井銀」のそうした活動状況は『吉井町是』

の「生産」「貸付」の記録が裏づける。たとえば

『町是』は「生産」の各部門別の集計をしている

が,生産総額12万余円のうち「商業」は68,000円

と最大を占め,さ らに「工業」の24,∞0円 がこれ

に次 ぐ。この「商業」は酒造業,製螺業を含むも

ので,「将来之部」において,年間 500円以上の

収益をあげるものの「収益資本金並活動資本等級

表」を掲げ,銀行,酒造業,呉服商,醤油業,穀

物商,蟷商等の順位とし,「銀行営業ヲ除キ収益ノ

大ナルモノハ酒造業ニシテ資本ノ大ナルモノハ蟷

商ナ リ其活動ノ頻繁且大ナルモノハ穀物商ナリ」

(『吉井町是』41丁)と している。 ちなみに, その

主なものを掲げると第 3表のようなもので,「活

動資本高」即ち年間販売取扱高は米穀物問屋がは

るかに大きいが,そ の年間純利益「商収益」は酒

第 3表 吉井町内の主産業

商 収 益

4,702

4,852

4,158

368

3,644

823

注 :『吉井町是』商業之部より抽出。

造業などと同じである。いず れ に しろ,全体の

「商業」収益に比すれば,かなりの商業活動をし

ていたことになる。

他方,こ れら業種は高利貸を兼ねていたが,す

でに明治15年代に蟷製造業を中心に地方銀行を設

立し,地方金融を掌握している。しかし,それで

もなお,町是の「貸付金」によれば,他町村への

3万円余の貸付があることになる。

こうした商人高利貸資本が土地集積していた状

況は,奥村俊介氏の示す次のような記録 (第 4表 )

によってもある程度想像できる。

即ち,櫨取引・製蟷業,酒造業,醤油醸造業を

営む商人は,高利貸を営むかあるいはそうした業

を兼ねているが,一方でかなりの土地を所有して

第 4表 商人高利貸資本の土地所有状況

業

業

商

商

商

商

造

造

製
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油
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穀
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明治20年土
地所有状況
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24.4
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注 :r吉井町誌』第2巻 4秘 頁より。

但し,氏名は記号とした。また機は穂校,蠣は製蟻,酒は

酒造である。貸は貸付で,(貸 )は本業とせぬもの。

※は奥村氏の推計.

戸   数 活動資本高

刻

８
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７

円
47,025

12,170
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Q560

36,443

11,760

主たる職業
明 治 17年
地 租 額



地方自治制度確立期における行政村と地主的土地支配 2,

いる。これが,い わば町方地主として,周辺各村

の土地を支配し,従 って同町の出所有面積を多く

することになる。

他方,周辺農村部各村にも,酒造業,櫨取引,

製嘘業など営む 豪農層が 存在し, さらには藍 ,

櫨,甘藷,菜種などの農作物の商品化,あ るいは

一部には久留米絣等の家内工業などによって蓄財

し,土地集積に向うものも少なくなかったようで

あり,在村地主の村内土地支配のほか,村外土地

掌握が,一方で入所有を多 くしながら出所有面積

を多くする結果を生んだと思われる。こうした,

在村地主の土地所有の状況を示す 資 料 は 乏しい

が,た とえば,こ の町村是調査の後の明治34年に

小作米減額をかかげた小作騒動が起る (『福岡県農

地改革史』上巻 542頁 以下参照)川会村の, 田所有

規模別戸数を『農村経済調査』 (大正2年)に よっ

てみると, 5町以上の所有戸数は,明治23年 に8

戸であったものが32年には 9戸に増加する。同じ

く2町以上は 8戸から14戸, 1町以上は37戸から

40戸へと,それぞれ所有戸数を増加させており,

自作農家60戸,自小作85戸,小作 365戸から同じ

く32年には69戸,96戸,365戸となる。こうした

結果,入所有は明治23年には125町,同 32年110町

と減少していたようである。

いずれにしろ,商人高利貸資本,在村地主・豪

農層による土地集積はかなり拡大していたことは

容易に想像され,明治41年 の第 2回調査では, 5

町以上所有戸数が吉井町26戸,田主丸町19戸,川

会村11戸を数えることになる。そうした地主的土

地支配は,「一般ノ財産ハ漸々偏重シ来 り細民ノ

生計ハ弥々困難二赴キ今ヤ優勝劣敗ノ場裏二馳駆

セルノ傾キアリ剰へ浮華奢修ノ風漸ク長シ古来 ノ

良風美俗ハ梢々地ヲ掃ハントスルノ形 勢 ア リ」

(『吉井町是』8丁)と いうような状況を生むばか り

ではなく,各町村の入所有即ち「他町村民 ノ所有

スル分」を多 くし,「町村 ノ財産モ或ル町村二集

権セラレ某村ハ某町ノ小作者タルカ左ナクハ債務

者タルノ観ナキヲ保セス」ということになり,行
政村総経済を圧迫し,そ の財政基盤を劣弱ならし

め,町村自治体の組織・活動に大きな影響を与え

ることとなる。

3.地 主的土地支配と行政村経済

ところで「他郡他町村二占有シ或ハ占有セラン

タル反別余米ノ出入ハ～町村ノ経済上大二関係フ

有セルモノニシテ最モ注意 卜熟考 トヲ要スヘキ要

点ナル」 (『郡町村是附録』8丁)と いうように,土
地所有の出入状況は一村経済の収支計算の際の重

要な視点とされる。以下,各町村是の記録を追っ

てそうした状況を検討してみたい。

たとえば,前述のごとく,浮羽郡内で田の入所

有率を最も高くするのは椿子村であった。即ち,

同村の田面積 238町に対し「他町村民ノ所有スル

分」は 132町であった。これに伴う余米高は平均

3.8俵 として,1,761石 と推計されている。いうま

でもなく,入所有に対して支払うべく小作米に相

当する。しかし,「生産」の部で求められる同村

の米作付面積234町の収穫高は5,071石であり,収
穫米の実に35%が小作米として町村外に流出した

ことになる。もちろん,前述のごとく,こ れが全

て自村民によって小作されるものではなく,所有

者の人耕作もありうる。しかし,自村の水田を自

村民が所有・耕作する発想に従えば,こ の小作米

は自村か らの流出となる。

しかも,他町村に所有する水田11町による流入

小作米は 153石であり,こ れを合わせても同村分

の米量は 3,463石 にすぎず,他方「消費」に掲げ

る同村の米消費量2,634石 を差し引けば残余は829

石にすぎないことになる。仮 りに米作に一村経済

あるいは農家経済が依存するとすれば,極めて少

量なものとなる。いなむしろ,こ の「余米代」を

合めた総経済の収支計算と対照すれば,深刻な問

題となる。たとえば,5,071石 の米生産額は35,682

円とされることから,同様な単価で推計すると,

先の入所有に対する「余米代」 は 12,384円 とな

る。他方, 出所有に伴う「余米代」収入は 1,073

円と推定され,従 って,小作料支払を除いた同村

の米作収入は24,371円 となる。ところが,こ の米

作を合めた同村の「生産」は73,368円 にすぎず ,

これより自給肥料分を含む「肥料」,さ らには商・



Jθ

第 5表 町村別「総決算」結果

村

村

村

村

村

野
　
治
．
春
　
石
　
年

星

姫

山

大

千

格 子 村

浮 羽 村

福 富 村

江 南 村

吉 井 町

船 越 村

水 分 村

紫 メ」 村

チll 会 村

竹 野 村

水 縄 村

田 主 丸 町

注 :各町村是箭査書より。但 し,銭以下は切 り捨ててある。

工業などの他に荷車 。人力車・夫役の推定「活動

利益」を差し引くと51,848円 となり,米作収入は

その47%を 占める。従って,先の流出「余米代」

は,労働・肥料を除いた生産額の24%に及び,決

して少ないものではなくなる。しかも,こ の田に

畑入所有分を加えると13,∞0円 の流出余米代とな

る。これに対し,日畑の耕種部門の生産額を求め

ると,お およそ49,000円 となる。従って,耕種農

業生産の3割は余米代に充当されなければならな

いことになる。それのみではない。同村の総土地

に対する入所有は約 5割に達する状況であること

から,それに伴う「余米高」は1,900石 ,「余米代」

は約12,∞0円 と推定されている。それ故「生産」

の16%が これに該当することになり,総経済に及

ぼす影響は大きい。

これに対し,出所有を多くする吉井町の場合,

他町村での所有田のみでも675町に達する。これ

による余米受取高は,他の町村に比してやや算定

基準を低くしているものの,約 8,500石 と推定さ

れている。この流入「余米代」は約 6万円であ

(単 :位 円 )

差   引

-12,219

-12,867

-2,793

2,006

-10,989

- 2,156

1,858

3,565

887

63,343

-6,095

-3,285

-6,901

18,275

2,582

-5,421

35,820

り,同町の総経済にとって,重要なものとなる。

たとえば,前述のごとく,同町には酒造業,製蟷

業などのかなりの産業活動が見られるが,それら

の年間「収益」をもとにした「商業」生産額は6

万 8千円であり,こ の水田余米代はほぼこれに匹

敵する。しかもそうした産業活動を担う商人高利

貸資本は畑,山林原野まで集積を進めており,他

町村への所有地は1,∞0町に及んでいた。これに

よる「余米代」収入推計は73,0(Ю円にも及び,総

経済の「歳入」の実に34%を 占めることになる。

格子村,吉井町の事例は入所有,出所有の大な

るものの対照をなすが,こ の土地所有にもとづく

「余米代」を合めた「総決算」を一覧すると,第

5表のようになる。

すでに前稿で,こ の「総決算」の表示様式を検

討しているが,「歳入」の中の生産は おおむね米

麦などの「穀類」「豆類」「疏菜類」の他に,工芸

作物,農産物加工商品,魚類,果実,畜産物など

を合めた「雑類」,人 糞 尿を合めた自給肥料を主

とする「肥料」,商工業生産あるいは絣織機,船・

歳 入 出

負 担 額
lbfrlt'f :
fltt'l z tv
+i(tr&

借金利子 計生 産 額

リ
ル
金

―ョ
ス
代

嚇
入
米

他
納
余

貸金利子 計 消 費 額

1,573

810

533

1,518

561

834

463

767

442

1,299

562

860

498

1,196

978

399

201

12Q478

107,825

83,548

65,876

122,8“

77,269

54,326

81,916

103,228

153,343

130,334

88,721

133,493

86,229

89,827

71,835

97,037

114,259

94,958

80,755

67,882

111,844

75,114

56,185

85,481

104,115

213,394

124,236

8,435

126,592

104,507

92,409

66,414

132,857

114,338
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54,669

9,004

59,619

42701

64,731

83,870

132,892

101,174

71,764

117,377

68,949

64,625

60,240

86,222

5,494

4,637

7,938

5,491

9,757

4,909

3,827

6,614

7,016

17,224

8,314

6,005

6,378

6,113

6,939

Q879

7,314

5,074

8,337

7,921

4,199

1■ 510

11,908

7,336

9,304

11,901

1,928

20,182

10,091

9,240

9,971

7,285

4,316

2,740

114,206

92,921

74,356

60,353

101,824

73,368

54,351

80,392

99,295

120,687

122,406

80,728

120,190

94,057

86,185

05,349

102,572

37

1,708

6,090

6,845

6,691

1,398

1,555

4,997

3,706

72,817

1,473

3,617

5,016

9,650

4,312

898

24,110

16

329

309

684

3,329

348

278

92

1,104

19,890

297

1,089

1,386

801

1,912

163

6,175

歳



人力車等の使役,賃労働を合めた「労働」よりな

る。むろん,吉井町のように商工業の部門が大な

る場合は,別にこれを掲示する。「他町村 ヨリ納

入スル余米代金」は前述の土地の出所有によるそ

れである。また貸借関係の出入もまた総経済の要

をなすものとして,貸借額を掌握しており,他町

村への貸付額,借用額に対する利子額を求めてゆ

く。しかし「利子」に計上するのは,一村経済を

基本とした収支を求めることから,銀行 `株券利

子,あ るいは貸借を一村経済の内実とは別のもの

とし,貸借総額よ.り 生ずる利子を掲げてゆく。従

って,こ こでの「貸金利子」は貸付・預貯金額が

大となれば多くなるように,金融活動の大小によ

って異なってくる。

他方「歳出」のうちの「消費」は,米麦その他

の穀物消費,食料品といった家 計 消 費の他に家

屋・機械器具の減価償却費,雇用労賃,製造業用

燃料,一部にその原材料をも合める。また, 自給

肥料,購入肥料の肥料消費もこの「消費」に計上

する。一方「負担」については別に検討する必要

があるが,こ の推計方法は地租,所得税,その他

の国税,地方税,町村組合費,村税,協議費,郷

社費などを総計し,こ れより「荒地」地租及び入

所有に伴 う地租額を差し引き,出所有地租分を加

えたものを「負担」とする。従ってこの「負担」

は地租を合めた実際の負担額であり,出所有を多

くすればその額は増える。また「他町村二納入ス

ル余米代」は,入所有に伴う小作料 支 払 い であ

る。「借金利子」は,前述の「貸金利子」同様に

町村内外の借用金に対する利子を計上する。

以上のような表示様式をとるのも,一村内の労

働力,土地,資本作用による生産の総体,消費実

態をもとに出入関係として総経済を掌握しようと

するもので,町村財政,金融もまた総経済とは別

個のものとしてゆく。従って,第 5表の結果の利

用に際しては,町村是調査の独自な視点を考慮し

ておく必要がある。

ところで,第 5表に見るごとく,総経済の収支

計算において「歳入」に対 して「歳出」の不足額

を示す例が多い。たとえば,後に八女郡に編入さ

地方自治制度確立期における行政村と地主的土地支配 θ』

れる星野村は歳入額 114,2591円 に対し, 歳 出額

126,478円 であり,12,219円が「歳入不足」とさ

れる。歳入の主なものはいうまで もなく「生産

額」である。しかし,そ の額を村内戸数で単純に

割ると112円 で浮羽郡の各町村の中で最低である。

その生産のうちの同村の米収穫量は 4,400石にす

ぎず,そ の消費量 5,mO石 に対して,ま ず不足状

況にあり,農業生産は相対的に低位であり,穀類

の大半は村外から移入する状況にある。むしろ,

同村の生産は林産物,加工用原材料の「雑」によ

るところが大きく,かろうじて,前述の生産額を

維持するにすぎない。穀類,食用農産物の移入か_

ら「消費」は 114,338円 に及ぶことになるが,こ

れとて,一戸当たりに換算すれば低位である。そ

の結果,水田264町に対する入所有54町 といった

入所有は,そ の比率は高くないとはいえ,余米代

支払を相対的に大きなものとする。

こうした山間部各村の一村経済の水準は同様な

ものである。たとえば姫治村は「歳入」94,958円

に対 し「歳出」は 107,825円 となり,約13,000円

の不足を来す。同村の生産額は穀類の52,∞0円を

含めて92921円 となる。しかし,こ れとて,一戸

当たりでは星野村に次いで少ない。しかも,生産

額の 4割を占める米は約 5千石にすぎず,消費及

び田の出入による「余米高」を相殺すれば
"0石の不足となる。これを『姫治村是』は 408石 の不

足とし,さ らに「此不足ハ耕地狭俗ニシテ生産ノ

消費二及ハサルノ結果ノミニアラス米ノ如キハ村

内ノ生産高ハ消費ノ額 ヲ補ヒテ尚ホ多少 ノ余裕ア

リト雖モ他町村二納付スヘキ余米九百九十三石八

斗弐升 ノ多キニ及 ヒ差引如此不足ヲ醸セルモノ」

(93丁)と ,入所有による余米支払を問題にしてい

る。同村の入所有地は,水田 299町に対 して61町

であり,総土地のそれは山林を多くすることから

さほど入所有率は高 くはない。しかしなが ら,農

業生産力の低位性から,決 して少ない余米代負担

ではない。山春村の場合も,他町村への支払余米

代金が 8千円にも及び,歳入額は 2千 8百円の不

足となるが,余米収入 。貸金利子収入に対し「村

内五六資産者ノ所得ニシテー般 ノ村力上二関係ス
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ルコト甚夕薄弱ナリ」とし,む しろ,9,200円 の

不足に及ぶとしている。

こうした山間部各村は,それほど入所有は多く

なく,む しろ,農業生産の低位性,一村経済力の

狭小性による歳入不足から「余米代」負担が問題

となるに対し,比較的平坦地にありながら,さ ら

に入所有を多くする場合は,そ の「余米代」負担

は一村総経済をそのまま圧迫するものであった。

たとえば,船越村の場合,「歳入」124,236円「歳

出」 130,334円 と約 6千円の歳入不足をきたす。

同村は,水田 398町 と,浮羽郡下でも最も多く,

米生産量 8,ЮO石,総額62,∞0円 を生産する。そ

の結果,耕種部門農業生産額でも95,∞ 0円 ,「生

産」額も12万 円に達する。これに対し「消費」額

は10万円であり,生産・消費の不足は生じない。

ところが,田 の 182町を合め,入所有 230町に及

ぶことから,他町村への「余米代」は 2万円に及

ぶ。田の余米代金は,米生産額の27%に 及び,全

体の余米代金は耕種農業生産の21%,「生産」額

の17%と なる。同様に,千年村の場合は,入所有

面積 198町 は船越村に次ぐが,入所有率は41%で

あった。 そこで, 余米代支払いは 17,500円 に達

し,農業生産 (殻類,豆類疏菜類の合計)の 2%を

占めることになる。ただし,同村の場合,出所有

90町 あることか ら余米代収入もあり,しかも,砂

糖 。菜種などの雑類収入によって歳入額が支えら

れており,余米代支払いはその14%に 落ちつくこ

とになる。また,前述の格子村は入所有面積は千

年村に次ぐが,そ の入所有率は最も高かった。こ

のため,水田の余米代金は米生産量の34%に も及

ぶこととなるが,総余米代も農業生産の24%,ま

た「生産」の16%に もなる。

これに対し,江南村は入所有面積 132町,その

率32%で あり,た とえば入所有田 117町の余米代

支払いは,米生産額の23%に及び,総余米代金も

農業生産額の17%と なるが,砂糖,菜種,種油の

「雑類」などに支えられ,生産額に対しては12%

にとどまる。また,川会村の場合は,総余米代支

払いは農業生産の15%と なるが,藍・菜種・種油

の雑部収入と久留米絣織機収入によって「生産」

額の10%に とどまることになり,む しろ出所有に

よる余米代収入がその支払いとほぼ同額なことか

ら相互に相殺され,歳入歳出の差し引きでは約2

万円に近い超過を示す。

しかしながら,こ うした余剰を多 くする町村と

て,総経済の内実は不安定なものである。たとえ

ば,川会村の場合に「壱万八千弐百七拾七円八拾

八銭六厘ノ余剰ヲ生セルモノノ如シ ト雖モ将来ニ

向テ正二負担スヘキ荒地々租及負債消却ノ重任ヲ

負ヘリ」 (『川会村是』将来14丁 )と いうように「負

担」推計の際に控除していた「荒地」地租分の将

来の負担あるいは負債返済を考慮すれば,こ の余

剰は総経済の優位性を物語るものではなかった。

こうした将来の事象は各村にも同様で,村是は人

口増加,洪水,虫害・凶作,さ らには負債,諸税

諸負担の増大により,さ らに不安定となると指摘

する。しかも,出所有の大きさによつて歳入余剰

を多 くする吉井町,田主丸町とて同様であった。

たとえば,『田主丸町是』は「其余剰額ハ三万五

千八百二拾円弐拾壱銭七厘二及ヒ家斎 ヒ財足リー

町ノ盛況誠二称賛スヘキナリ」(『 田主丸町是』結論

15丁)と し,「本町ハ自治独立ノ体面ヲ具備シ不

轟独立シテ余カアリ」というが「本村生産消費ノ

表面上ノ計算ハ僅々ノ余剰二過キスシテ概ネ大地

主力他町村二所有セル余米代ノ所得ガ本町経済上

二非常ノ関係ヲ及ホセルヲ以テ小民 ノ多数ハ深ク

注意セサルヘカラス特二町内貸借金 ノ如キハ壱万

七千百七拾五円九拾五銭ノ多キニ及 ヒ此利息ハ弐

千六拾壱円拾壱銭四厘ニシテ即チ財産 ノ偏重ヲ徴

スルニ足ル」 (『同上』現況29丁)とするのは,出所

有を大とする町村とて,総経済の内実は歪なもの

であったことを物語る。

いずれにしろ,商品作物栽培,そ の加工販売,

あるいは商人高利貸資本の存在によって入所有余

米代支払負担を軽減する。余米代収入を多くする

町村は歳入余剰を多 くするか,歳入不足を軽少と

する。しかし,入所有を多くかかえる行政村の事

態は 深刻 であり,「町村ノ財産ハ亦一町一市二集

マリ某村ハ某町某市ノ債務者タルニ至 レルノ勢ア

ルフ免カレズ本村ノ如キモ他町村二納付スル余米



並二負債利子ノ多額ナル実二左ノ如シ収支相償ハ

サルニ素 ヨリ其所ニアラスヤ」 (『船越村是』70丁 )

というように,他町村よりの入所有即ち他町村地

主による土地支配は余米代支払いを多 くさせ,総

経済を圧迫し「一村ノ土地ハ以テ全村ノ衆庶ヲ養

フ」ことと矛盾するばか りか,総経済の支配,財

政基盤の支配をゆるすこととなってゆく。

そこで「村内小作規約ヲ設ケテ村内土地ノ他町

村へ売買法ヲ定ムル ト同時二他町村 ヨリ所有セラ

ラ土地買戻シノ方法ヲ講スルカ如キハロ下良方案

ヲ講究スヘキ緊急ノ問題ニアラスヤ」といった,

入所有の減少のための策を考慮 して ゆ く。しか

し,そ うした土地所有に直接関与するよりも,余

米代支払,歳入不足の状況に対処するには,た と

えば「之レカ挽回ノ方法ハ普通農産物ノ増穫ヲ計

り之 レカ輸入防御ノ策ヲナス ト同時二村内土地ノ

買戻ヲ講セサルヘカラス此土地買取策ハ到底其

土地普通農産物ノ増穫カヲ以テナスヘカラス必ス

ヤ他ノ余カヲ仰カサルヘカラス」 (『姫治村是』93

丁)というように,いわゆる「普通農事」の改良

と「余業農事」の振興を第一義とする。これら農

事改良の推進策が,それぞれの町村是である。

浮羽郡下の町村是調査書の掲げる町村是に関し

てはすでに拙稿「村是調査の論理構造」 (『農村研

究』35号)に おいて検討しているので 再述 はさけ

るが,ま ず「学理農法」を基調とした農事改良を

中心とし,各作物の生産技術の改良,特産物を中

心とした「余業農事」の奨励,さ らには産業組合・

村農会の設立,「勤勉貯蓄」あるいは「基本財産」

の養成などを掲げていた。このうち,農事改良余

業農事奨励は一村経済総体の拡充を達成するもの

として重視し,各村是は,そ れによる生産額増強

目標を掲げてゆく。たとえば『船越村是』は,稲

作の塩水選,寒水浸,挿秩方法改良,灌漑改良,

肥料施肥方法改良,乾燥調整改良などにより,反

当 7斗の増収,従って全村で 2,660石 の増収ある

ものとし,そ の生産額 6万円から8万円に増大す

ることを見込む。同様に栗,小麦,裸麦,さ らに

は藍,苗木,砂糖による増収額を計上し,約 3万

円の生産額増,従って 2万円余の歳入余剰を想定

地方自治制度確立期における行政村と地主的土地支配 θθ

してゆく。

こうした農事改良による農業生産の拡大強化は

いうまでもなく, 一村経済総体の拡充,「村力」

の充実にはかならず,そのためにこそ, この町村

是調査を実施し,町村是を設定して ゆ くの であ

る。しかしながら,歳出超過,入所有の過剰が,一

村の財産 。経済の「偏重偏軽シ町村自治体 ノ体面

ヲ毀損セルノ状態」として問題にしてゆくのは,

他方で行政村の総経済は,行政村の「財本」「財源」

即ち財政基盤であり,その強化・充実を意図する

からであった。ことに,町村是調査書の序に「今

日ノ町村ハ自治制実施以来全体一致以テ自治ノ真

相ヲ確立シタルカ」と,こ の調査と町村是設定を|

訴えるのも,町村制制定後,町村基本財産の確保

などを 進めていたが, 他方で 町村税に よっても

町村財政をまかなうとすることから,その基盤た

る総経済の状況は行政村の整備・拡充を左右する

ものであり,地価・反別を基準とする場合,課税

対象としての土地所有の状況が課題となるし,ま

た所得割等を意図する場合には,そ の経済水準の

高低が問題となる。それが故に農事改良を中心と

した「村力」充実の目標たる町村是は「全村ノカ

ヲ弦二注キ財政ノ基礎ヲ確立スル」ものであり,

その実現こそ「一村ノ自治独立ヲ為スヘキ」こと

とされた。

おわりに

以上,町村是調査の意図する行政村総経済の掌

握のために実施される土地所有の出入関係の把握

結果を,最初の町村是調査たる福岡県浮羽郡の各

町村是調査を事例としてみてきた。

その結果は,こ の時期すでに,浮羽郡下17町村

のうち,土地の出所有即ち他町村への所有を多 く

するものは吉井町,田主丸町,大石村,川会村の

4町村に過ぎず,他は入所有を多 くする状況にあ

り,た とえば,格子村のように同村水田の56%,

総土地の48%が他町村地主に支配されるような状

況すら生起していた。むろん,こ うした状況は吉

井町を中心とする商人高利貸資本,あ るいは在村

地主の土地集積の結果によるものであった。しか
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しながら,こ うした状況は,単なる地主的土地支

配の進行ばかりでなく,形成間もない行政村の基

底をなす総経済をも村外地主に支配されることに

なり,行政村の存立基盤,そ の財政基盤を劣弱な

ものとしてゆく。

むろん「負担」に集計されてゆく町村税等の検

討,町村財政の実態を分析しておかなければなら

ないが,町村制制定後,町村財政の 強 化 が いわ

れ,町村基本財産の増殖が積極的に進められるも

のの,そ の実態は極めて狭小なものであった。そ

れに加え,地方自治制度の確立と共に町村委任事

務の増大,組織・事業の拡大から,そ の経費負担

は増大してゆく。ところが,地主的土地支配によ

る入所有,小作料支払いの増大は,ますますその

財政基盤を劣弱にしてゆく。経費負担の増大は,

大部分は町村民に転嫁されてゆくが,総体として

の総経済はすでに他町村地主によってかなり蚕食

されていたことになる。

こうした状況に対処するために企画されるのが

この調査であり,農事改良を中心とする事項を町

村是とし,その実施を訴えてゆく。むろん,こ の

町村是の具体化は農事改良等に成果を見せたよう

であり,土地の入所有に関しても,た とえばこの

後八女郡に編入され,第 2回目の調査を実施する

星野村の場合は,入所有面積136町から120町に減

少している。しかし,明治35年に独自に第2回調

査を実施し,さ らに41年の県訓令による第 3回目

の調査を実施してゆく水縄村は,それぞれ137町 ,

178町 ,349町 と記録されるように,一般的には入

所有面積を増大させてゆく。それ故,総経済,財

政基盤の村外からの支配状況は深化せよ,阻止す

ることは容易なものではなかったようである。
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