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耕地整理研究の一課題

一一明治期山形県飽海郡耕地整理の調査と関連して一一

白井義彦

まえがき

周知のごとく，明治32年公布された耕地整理法（｜円法）ば，不規則な形状か

らなり， しかも狭ノ＇］＼な地積をもっそれまでの水田を結合して形状を修正する

ことを目的としたものである。明治42年に行われた耕地整理法の改正（新法〉

によって，法の内容は耕地自体の積額的改良および拡張に重点をおくものに

変化する。この旧法から新法公布までの期間に耕地整理事業（ただし発起 ・認

可）は，地区数にして2,888，面積にして177,614町とし、う成績を示している。

本論では，まず耕地整理の施行分布の特性を考察（資料は1899～1909年に限

定）（！）し，つぎに当時の典型的な地主的事業として山形県飽海郡耕地整理地

区の現地調査に及び，最後に耕地整理の地域的研究の意義について述べたい

と思う。

1. 施行分布の特性

耕地整理事業に投下される資本は，固定資本として土地に合体される。そ

の資本が合体される自然的位置の差異によって，土地の地力が高められる度

合も異なってくる。この視点から考えて，第 1に施行位置の自然的環境が問

題にされなくてはならなし、。施行位置を地形図で検討していくと，多くは低

地（Lowland）の水田に立地しており，高地（Upland）の地域では愛知県渥美郡吉

田 ・高師の洪積台地の開田，石川県砂川町朝日の砂丘地の開墾など，あるい

は地目変換で畑地が水田になったような ところなどの事例を僅かに見出すこ

とができるにすぎない。低湿な土地がまず耕地整理の対象となったのは，諸

河川の流域の水団地帯と一致しているためて、あろう。実際に耕地整理の施行
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にあたって関係する自然的諸条件には，気候 ・地形・土壌 ・地下水などの諸

因子が重要なものとしてあげられるカ三 とくに微地形と地下水が直媛の問題

になると考える。耕地整理がたとえ区画形状の変形だけとして理解された と

きにおいても，日本の水田農業においては水利事情を除外して施行する こと

はできなし、。地下水の高低によって湿田型や乾田型が区別せられ，まずは湿

田の乾田化のために，施設によって降水のレジュームを人工的に修正して，

耕地を安定にする努力が払われてきた。したがって，施行地も比較的に地下

水が高く，また徴地形もメ ー トノレのオーダーでなくセンチメ ー トルのオーダ

ーで問題：こされるような地域に多いわけである。施行分布は，積雪寒冷な東

北日本の海岸地帯でもとのラグーンを河川の土砂が埋積してできた低湿な平

野，関東地方の利根川 ・荒川乱流地祐の自然堤防の聞やロ ーム台地の湧水の

ある崖付近，東海 ・北陸地方， とくに愛知 ・岐阜県などの大河川の溢流氾濫

の憂いが多い諸平野，中国地方では山間部の侵蝕谷底部：こ断片的な施行が観

察され，九州地方は福岡 ・鹿児島県に多く， とくに火山山麓の谷地田に暗渠

排水をともなう区画整理が施行されてし、る。

つぎに耕地整理の進展を左右するようなわが国の社会制度を考えてみる

と，その制度的要因iこは，地主的土地所有制 ・水利制 ・零細分散耕作制の 3

点があげられるが（ベ最も重要な要凶は事業の計画および担当者でなかろう

か。したがって第 2は地主制からの視角である。耕作者 ・地主 ・国家 ・農業

諸国体などの諸事業主体者を考えてみると，筆者の問題にしている期間内で

は，地主が主体となり，国家の行政的援助をうけて，彼らの経済負担におい

てなされたからである。したがって，生産力の増大は当然地主の手取純小作

料の増大：こ帰着した。上述の理由から，大地主が多いところほど施行頻度が

高く，規模も大きいということができ，施行地は西日本に対して東日本の大

河川の沖積平野部に多L、。地主がすべて耕地整理部門に資本を投下したわげ

ではないが，東北 6県と近議 6府県を対比してみれば＇ 50町歩以上の耕地を

所有する大地主（大日本農会，大正14年刊による）に関して，東北地方の地主数

は全国のそれの 30%を占めていたのに対して， 関西では僅かに 4.5%にすぎ

ないことによっても，地主分布の偏在，ひいては耕地整理施行地分布の偏在

性宏説明する端緒を得るであろう。

耕地整理施行にあたって，従前の土地がどのような開発段階の耕地であ
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凶 1-1 耕地整理の施行地 （明治年間）
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図 l2 条 里制の施行地

記号の説明． 完全に条室制が認められるどころ
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Le Je,; dons le Jopon oncien 1959による、

＠ r;.・ 

0 200K m 

り， どのような農業技術が行われてし、たか。これが第 3の視角である。ここ

では古代の耕地整理・耕地開発である条皇制と牛馬耕との関係につき簡単に

触れるにとどめたい。明治以降の耕地整理施行以前に区画形状が整備された

まま現在の農地景観のなかに生きてし・る耕地といえば，条里制地割と新田地

割をもっ地域である。耕地整理法による新しい耕地の整理方式は条旦とちが

って，方向は必ずしも東西南北でなく，短冊形が多く，地形により適応して

自由な施行が可能である。図1-2によって知りうることは，条里制施行の濃

い分布を示し-cL、る畿内や西南日本の干拓新田の地帯には，耕地整理はネグ

リジブノレな傾向にあることである。しかしながら，奈良県（1,、ま問題としてい
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る期間では奈良県と北海道は未施行）をはじめ関西で事業の普及が低いのは，そ

れまでの耕地整備によって湿田が少なく，乾田においてそのまま，無床型で

牛馬耕が可能であったことにも関連があり，それまで耕地整理を施行する必

要がなかったためでなかろうか。人耕段階では地条の大小は問題にならない

が，馬に型をつけて耕すと 3 小さい田では牛馬がスキ残して，人が補充的に

耕さねばならない面積が大きいと考えられる。畜耕と区画形状とは互に関係

が深く ，たと えばかのマノレク・ ブロックがフランスで， 「近代の有輪型の地

帯が長形耕地に対応し，無輪者；！の地帯が不規則耕地fこ対応する」（3）と指摘し

ているのもこのことを裏づけているように思われる。いわゆる乾田馬耕が福

岡（当時西日本のうちで耕地整理の施行が最も盛であった）から導入された山形県

を中心とする東北諸県に施行がすぐれてL、るのは，耕地整理によって耕地条

件を整備し，馬耕を導入しようというところまで農業諸技術が進んできたこ

とが思L、起されるのである。だが，もちろん，当時の耕地整理が地主による

小作料増徴の一手段て、あった本質を忘れてはなるまい。

2. 山形県飽海郡耕地整理

( l ) 整理地区の自然的環境

庄内平野の水田 40,000町歩をおよそ 3対 lの割合で南北：Jこ分げているのが

最と川で， JI［の北側に 14,000田」歩の水田をもっ飽海郡が位置する。飽海郡の

15町村（ただし明治年間，現在（土 1市2町 1ヵ村）は四郷を形成し，北から遊｛左

郷 ・荒瀬郷 ・平田郷 ・松嶺郷となっている。本地区の耕地整理組合名は，い

うまでもなく郡名をとったものでありほぼ同郡の耕地の大半を占める 7,438

町歩の大規模な耕地整理事業で荒瀬・平田の両郷を中心とするものであった。

図－2からわかるように， 飽海郡耕地整理地区は，東部は南北性の断層崖

によって出羽丘陵（平野近傍の山地は標高300m l前後，第三紀頁岩で構成されとこ

ろどころに安山岩が噴出）と分ち，西部には海岸砂丘（最高標高 33m，幅 2～3km) 

が発達し，北部は鳥海山麓から日向川，南部では最上川が日本海に注いでい

る。一言にしていえば， ラグーンを諸河川が土砂で充填して形成した平野で

ある。

本地区は北東より南西にむかつてほぼ 1/800の傾斜をもっ。アこだし鉄道よ

り以西では北西より東南に l/l.200の緩傾斜をなす。仙台農地事務局が作成
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図 2 山形県飽海郡耕地整理地区

した土性図（l951）によると，最上川の自然堤防地帯の砂壌土と酒田市北方

より旧荒瀬村藤塚にし、たる泥炭地併含除き3 表土は主として腐植にとむ暗灰

黒色埴壌土で厚さ 12～14cm, 下層l主暗灰色ないし暗灰黒色の埴土ないし細

砂壌土のと ころが多く，一般に東方より西方にむかうにしたがって表土 ・下

層土とともに砂質が強くなる。地下水位は慨して高く，深さ 0.5m 内外を示

している。

農業気象上で注目される点は，稲の乾燥期（？～12月）に海洋性の気候を示

し， NWあるいは WNWの最多風向乞もつことである。 これは耕地整理の技

術，ひいては稲架の方向とも深い関ノ系をもっ。降雨は年間 2,000mmで平均気

温は ll .7°Cであり， 稲作に影響する日照時聞は年間 1,890時間でp 新庄地方

より 587時間ほど多い。
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現在の地区内耕地面積（7,709町歩）のうち水田の占める割合は87%で， l 

戸当り平均経営規模は l.62町で東北的経営の様相を示しており， 畑は僅か

で，砂丘地の琉菜畑と桑畑が主なものである。

( 2) 組合設立の要因

耕地整理の始動要因を農業生産の視点からみると，技術の発展にともなっ

て耕地整理の必要性が新しく追加されるアクティブな場合と，水害・早害が

農業生産の発展を阻害している地域の耕地整理の必要性とし、うノfッシィブな

場合とが考えられる。たとえば，施行年次が同じで同様に大規模な事業地区

であっても，本地区は前者の類型に入るし，木曾川下流の愛知県蘇東耕地整理

地区は後者の類型に入る。一般に日本では後者の場合が多L、。耕地整理の実

施には企業者の経済力と経済効果が検討されねばならないが，本地区にはど

のような技術の発展にともなう耕地整理事業の要請がみられたであろうか。

庄内平野を今日のような豊かな米産地たらしめた所以の一つは3 本間家累

代の農事改善奨励にあるとされている。耕地整理事業に先立って，明治22年

に本立銀行の設立，明治23年に本間農場の設置による小作人に対する産米増

殖指導，明治24年に福岡県から農業教師を招聴い改良稲作法と乾田馬耕実

施など（4）をまずあげておきたい。上述の本立銀行の発足によって，耕馬・肥

料代・農具・堆肥舎・擢災家作・自作農創設等の資金の低利貸付を行なって

小作人を保護したこと円庄内における産米改良運動の主役ともいうべき山

居倉庫の創設〔6) （明治26年）等とみるべきものがあった。

耕地整理前に本間家が農事改良のーっとして行なった湿田排水，乾田馬耕

法の奨励はとくに注目に値すると思われる。一般に「東北地方では，西日本

で起った型の改良と日露戦争後における軍馬育成強化の要求，さらに明治末

年から顕著に発展した耕地整理事業等に刺激せられて，牛馬耕が急速に発展

した」（7）からである。ところが明治 30年頃には，すて、に本間家の小作田の大

半が乾田となっている。乾田馬耕は乾田が眼目で，馬耕は乾田のための一手

段であった。すなわち，湿田の乾田イ七は土壌を硬化し，従来の人力耕起には

耐えないからである。一般に水田の乾固化が土地によって小規模の土工をも

っては笑現しえないところが少なくなかったが，この点に関する限り，この

地区の耕地条件からも水利条件からも実施が容易であり，若干の田区改正と

排水路のくっさくも行われ，明治30年代には農業生産力を急速に増加させる
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ことができた。役場に現存する明治の坪刈帳には亀の尾とし、う水稲品種をよ

くみるが，これは湿田のl~L:回イとならびに購入肥料の増大と L 、う条件のもとに

適応した最有力品種で、あった。

乾田イ七が地区内の全耕地に普及すると，この土地に区画の整形 ・濯減溝 ・

揚水設備などをともなう本格的な耕地整理を笑施することが，面積 ・収量の

増加 ・小作料の高勝・地価の上進等があるために，工事費振出の可能な地主

に最大の関心事となってきたのである。

ところで筆者は先に本地I突が湿田の乾田化に容易な水利条件であると簡単

に述べたが，さらに水利関係につL、てふれておきたい。まず濯j既水について

述べる。

鳥海山の東南山麓に発する日向川は，平野への出口で堰止められて，全水

量が専用水路で観音寺村を南下し，荒瀬川の底をサイフ ォンでくぐりぬけ，

一条幹線水路から新井田川に注いで，耕地整理地区の核心地帯である荒瀬 ・

平田両郷の濯減水の供給源となっている。注意すべき点は，日向川の分水堰

は，北部の早舷に悩まされる遊佐郷には聞かないとし、う水利慣行であった。

生産力の高い本地区にさらに藩政はすばらしい水利権を残したのである。す

なわち，鳥海山八合目の河原宿は月光川と日向川の諸支流の発起点でゐり，

豊富な融雪水はむしろ多く日向川に流下する。これは簡単な工事で月光川方

面（遊佐郷）に集水するのは容易であるが，この河原信では三代将軍家光の時

代から霊地とされ，雪を掘り返すことはできても，土を掘り返すことはでき

ないとし、う禁制があったところであゐω。このように日向川の水利用は本地

域の耕作農民にとって，このうえもtcl、恵まれた条件のもとにあった。

扇状地を流れる荒瀬川についても，郷ノ目幹線水路のように，土地の傾斜

にしたがって反覆港紙（とくに安田付近）が可能であり，その付近には耕地整

理工事の際発掘された出羽柵（めがあり，また一条には古代の耕地整理 ・耕地

開拓であった条旦遺構（10）がみとめられ，もとから開拓にともなう水利施設に

恵まれていた。

排水問題についてみる。すでに文久2年に新川堀割引けがあり，明治17年に

は酒井新田 ・豊里付近の排水のため豊川排水を新井田川上流に掘り， 日向川

跡を経て日本海へ排除していたことが知られている。いずれも砂丘の発達に

よる河口の閉塞であり，内水排除の対策であった。
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ただ相沢川下流の大町溝は水の絶対量が不足した。電気揚水機がなかった

から，最上川からの揚水が不可能であったのである。この最上川の自然堤防

地帯の 730町歩の開田は，最上川護岸工事（明治17年から低水位工事着手 ・明治

36年竣工）後に，送電機揚水の出現と耕地整理事業を待たねばならない事情に

あった（12）。 このことは当時発足をみたばかりの電気事業と密接な関係があ

り，同時に寄生地主層の動きと深い関係があったのである。これらの寄生地

主層の動きとは，飽海郡耕地整理組合の発起人たちによって，また参加土地

所有者たち，すなわち本間光輔の 1,075町歩をはじめ（13), 50町歩以上の地主

8名，その他 233名の地主によって進められたものであった。

要するに木地区では3 まず湿田の乾田イ七，牛馬耕の普及，馬耕実施のため

の一部の田区改正， 濯殺排水システムの便宜，送電機揚水の出現などの諸条

件にめぐまれてL、たところであった。しかし，さらに大地主本聞が農事改良

の核心として期待したのは3 大規模な耕地整理事業で，これは耕地整理法の

庇護のもとに産米 ・小作米確保を目的として企てられたのであった。もっと

も本間家所有農地は主として飽海 ・東田川 ・西田川 3郡および酒田 ・鶴岡 2

市の庄内に存在していたから．各地において盛に行われた耕地整理事業には

多かれ少なかれ関係してし、るが，飽海郡耕地整理組合の事業計画は笑に本間

家を中心に樹立されたものであった。

( 3) 耕地整理の笑施機構

地区が広大であるだけに，組合が設立されるまでに二つの準備会を組織し

た。まず明治41年（1908）に飽海郡地主会が発足す る。すなわち，地主会規

約準則第 2条によると， 本郡内に住所を定め，かつ本郡内に地価3,000円（土

地にして約 7町前後）以上を有するものが結集してレる。これはついで第2の

準備会である期成会へ発展した。期成会は，郡長下政恒を会長とし，本間光

美を副会長とするもので，地価 2,000円（土地にして約 5町歩）以上を有する

ものを発足会員とし，さらに地主の範囲を拡大してp 在村中小地主の掌握を

容易にした。また町村に督励委員を設けて，耕地整理の啓蒙運動を行なっ

た。この とき，明治38年に本間家による模範耕地整理が酒井新田 ・豊旦 ・吉

田新田 ・豊原の 4地区で施工完了をみており，耕地整理が農業生産に効果あ

るものと宣伝されていた。工事にあたって基本調査と工事実施指導の費用が

国家から援助された。助成金が支給されない耕地整理時期であったから，反
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当り2円の資金を集めて工事が開始されたのである。

議事録によると，第 1回の評議会が明治43年に本間正七郎をはじめとする

47名によって行われ（13），まず工事は第 5区の大沼埋立開発と電力揚水機設置

から始まった。なぜなら，耕地整理施行にあたってP その施行地域のなかで

最も効果が自にみえてあがる と考えられる ところから行うとし、う地主の要請

があったからである。整理発起認可合えた面積は 7,438町歩で，全工事期間

に7年を要した。組合員は 5,099名であった。 工事後には畑地 ・原野 ・畦畔

等の減少によ って水田の増加は 7,438町歩から 8,010町歩となった。すなわ

ち，畑（主 942町歩から 355町歩に減少し，原野の 213町lまことごとく水固 と

なったのである。

！必－3 耕地整理後の地区中央部の状態

：主 闘中において， 曽松は辺国2 興野は原野の開国という地

名の由来がある。

農地景観で変化したものには，水利施設 ・最上川沿岸地の畑および原野の

開墾 ・地目変換 ・田区形状の改正と道路の改修 ・増設があった。地区内の80・
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ヲ合（土 1I支割りであるが，豊原付近では 8畝割を採用し（14），山地縁辺では傾斜

の関係で 5畝害ljをとっているところがある。

この地方でf土， 9月下旬から10月中旬頃まで降雨多く，北西風が卓越する

ことは上述のとおりでふる。そこで稲は畦畔に立てて乾燥させるので，地形

の許す限 1）［天画の方向l土長辺が北西風を直角に受げるようにし，その長さ40

間で稲の乾燥に卜分であるから， 1区画を 1反歩として長辺40間・短辺 7間

半とH画し実施されている。

耕地整理法；このべている交換分合は貫徹されず，あくまで所有権を尊重し

現地換地処分にとどまった。もし交換分合があっても，明治32年の耕地整理

法：ニ述べてし、る上うに， 「所有者共同して土地の交換若し くは分合 を行

う合謂う」と規定せられているように，あくまで土地の所有者が行う所有権

の交換分合であって，耕作者の耕作する土地の交換分合で；l土なし、。なお台帳

( l字分）から集計ーした結果で、は，従前の土地と換地後の土地とを比較する

と，なわのび率（土 9.8%となった。

特にこの地区の耕地整理で注目したL、のは，全部の整理を完了した昭和 4

年以後におし、て， 有終会を組織して老朽化 してL、く水利施設の維持・修理を継

続的に管理してきたことであって，これは現在の多くの土地改良区の維持方

策に示唆するところが多いと考える。

( 4) 耕地整理の諾結果

耕地整理事業が本地区の農地構造に

及ぼした作用について，若干明らかに

してみよう。庄内平野の耕地整理地域

における農業生産力の 1指標である反

収の増減は図 4によって示されてい

る。この反当り所要労働量との相関図

は，土地生産力が増大し，他方では耕

作農民の労働J生産力が発展したことを

あらわしている。しかし，この地区の

ように郡単位で平均して出されている

指標は，その過程で地域差を消去して

しまうので，同一村内の整理地域で生

図 4 整理fをにおける反収と投下

労働量の増減（庄内平野）

若人 ． 
介

4 

3 
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． 
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滅少分.0. 3 • 0. 3 ・増加介
． 

ム．・・・ x • 

． ．． 同・ ． ・・ .• ． 
』.＂・ ． 

• I地区
ー

反労 ⑥ 

"2地区 減当f動

x 3 lit区 少投豊
介下

注 14:＂辛苦言実 fZによる。
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産力の安定 ・上昇の差をみることにする。本橋村の事例をあげると表－ lの

如くである。

表一 1 耕地整理前後の生産力の変化一一本楯村（大正 6年）

＼ 大字 ｜ い す宝

~I ~j ~~，1 1 :s:i 小保；°1 ~） ＂；＇~） 
上｜銭田 ｜阿部尾 ｜ 2.75 11 上 ｜村東｜亀／尾 ｜

（鏡同） ｜（亀／尾）｜ (3) 11 （ 境 田〉｜ （亀／尾〉！ (24) 

中 ｜跡 遺｜ ,, I 2.s : ｜榎 同｜早生大野 ｜
（依田） I I (2 5) ii 中｜（前出） I ( ,, ) I (2.3) 

下 ｜ 回 ！ " I 2.1 11 下 ｜下草同 ｜酒 井！
I （倉稲田） ｜ I (2.4) II ：（堰中）I C " ) ・ Cu) 

注 本楯村lf、稲呼刈成績表より作成。

ただし，表中のカッコ［主明治43年の明介を示す3

これによって，上田地域では反収の安定ないし減少を示しているが3 不良

田地域では反収の上昇がはっきりみられることがわかる。

耕地整理の影響として，節減労働jの問題がある。例えば，酒井新田（215町

歩・明治 44年工事完了）では 1反歩 2.5人の節減となり，これが隣接地区の砂

丘地の疏菜 ・果樹栽培を集約的に経営することにむかったがわベむしろこれ

は特殊例で，上述したように畑が減少して水田の増加が顕著になったから，

一方で採草地の減少と購入肥料の導入と L、う新機軸を与えることとが関連す

るが，他方では畑作地の農民的商品作物がかえりみられず，おしなべて水稲

単作農業に偏向することになった点に注意がむけられる。余剰労働は生計補

充的な賃傭仕事，あるいは季節的な出稼労働で労賃収入を得るか，米作を丹

精にして主主固なる経営者の方向＝水稲耕作強制をとっていったと考えられ

る。

米麦作を丹精にするとしづ以上，さらに農業経営に新しし、価値がもたらさ

れたかどうかを若干検討せねばならぬであろう。表－ 2においてわかるよう

みと空｜米｜

大出｜：：；；；；；｜

表 2 農作物の作付面積の変化 （判立町）

麦 ［豆類｜ 甘藷｜馬鈴薯（莱藍 ［菜 種｜桑
1.039.0I 1,640.0I 91.0I 39.71 l l l.81 373.71 429.7 

730.0I 1,397.71 80.61 179.61 17.31 17.31 880.6 

注山形県統計書による。ただし飽海部。
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に，水稲・馬鈴薯・桑を除外すれば，多数の作物は減少しており決して経営

の多角化とはL、えない方向をとっている。また二毛作の普及をみても，施行

認可のあった明治 43年に対して，ほぼ工事を完了した大正8年では僅かに

7.6 %増加してし、るにすぎない。これは気象と諸作物の成育期閣の関係に基

づくのが，むしろ地主的な耕地整理の進め方や技術と経済の問題に帰着する

よう（／こ思われる。ところで、特に水稲生産に地主が力を入れた理由の一つは，

耕地整理にともなう地価の騰貴によるものである。明治41年より 4年間に右

当り 米価は30%，反当り水田価格は80%と上昇し，大正元年には米価 19.8円

（石当），反当り水田価格 230円であった。

以上みてきたように，耕地整理が根本的に大地主本位の農業施策であった

から，整理による面積（特に水白面積）の増大l土地価騰貴と相ともなって，寄

生地主層の富を増加さぜた。本間家は大正14年頃に最大の土地所有を示し，

耕地整理地区では中平田（l,481,305反）・北平田（1,154,825反）・本楯（l,062,905反〕

・西荒瀬（l,050,817反Hこ（16），特に集中してし、た。東北地方では開墾事業や耕

地整理事業によって，小作地割合の絶えざる増大をもたらす一大原因をつく

っているのが一般的傾向である。本地区でも耕地整理後に小作地面積と小作

農の増大，すなわち，直接生産農民の土地喪失＝土地所有の集中という点が

みられる。

表－ 3 自作，小作地および戸数の変化ιに自小作地
（町〕 自 作 農 家 数

白川｜小作地｜ 計 小｜小 計

5,6ぺ13叶 8, 136 

大正 B年 7,749.l 6,519 3 14,268 4 2,258 3,391 2,31〔） 8,499 

i主 山形県勧業年報（明治33年），山形県統計書（大正日年〕。

ただし，飽海郡。

では地主が耕地整理に期待する最も主要な眼目であった小作料について，

どのような変化がみられたのであろうか。きわめて短期間の資料で、あるが，

西荒瀬の模範耕地整理の場合をみると表 4のごとくである。 これによる

と，上田面積が増大し小作料も上昇しているが，顕著ではない。しかし，耕

地整理の施行が地域全体に進展するrこつれて小作料が上昇したことは各地で

聞きとることができ，佐藤氏によると小作料の反当収量に対する割合は大正
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表 4 整理前後の小作料の比較（酒井新田）

｜ 明治 4 l 年 ｜ 明治 4 4 年
面 積｜反当小作料 面 積｜反当小作料

上 48.l町 l. l石 114.0町 l.20石

水田 中 112.5 1.0 67.5 l.07 

下 12.8 0.9 8.5 0.97 

畑 7.7 0.5〔米で） 6.1 0.5 （米で）

言十 18 l. l 196.l 

注農林省農務局耕地整理事業に関する経済調査，昭和 6年， p.60。

中期の60%を最高とするに至る（17）と指摘されている。 のちに義挙団のよう

に，耕地整理費の地主全額負担や小作料適正化に対する争議がみられるが，

地主と小作の極端な階級対立の尖鋭化はみられず，小作地を管理し小作人を

取り締る制度として，幾つかの五人組単位（これを「区」といってL、る）または

町村単位に，支配人および「代家」なるものを設けたりして，本間家の土地

管理のうまさがうかがわれる。以土のように本間家を中心とした飽海郡耕地

整理は，庄内米作の大進歩をもたらしたが，これは同家の小作人保護奨励の

「家憲」にかない「小作人の口腹満つる」ことによって結局「地主が最終の

利益を収むる」方法となったのであ〈た。

3. 耕地整理研究の一方向

農村を歩くとき，日にとまるものの一つは耕地整理記念碑で、ある。上述の

山形県飽海郡耕地整理地区にも整地間があったし，愛知県蘇東耕地整理・福

岡県三瀦郡北部耕地整理などにもこれがあった。そこにかつて血と汗の手で

郷土の土地を豊かにした農民のシンボルがみられる。その周辺地域には整然

とした土地割が観察され，不規則な非整理地区の農地景観とは明瞭に区別す

ることができる。航空写真や地籍図によってしらべてみると，関係地域の規

模やかたちを知ることができ，現地を歩いて一層地域の性格がはっきりして

くる。ついで関係資料を旧耕地整理事務所や旧地主宅でさがしたり，当該農

村の多方面にわたる詳細な調査がはじまる。

最初の耕地整理法発布からすでに半世紀をこえているが，古代の条里市Jや

近世の新田の諸研究にくらべると，資本主義の顕著な発達とともに進捗した

明治の耕地整理は，地域的モノグラフィも体系的研究も比較的に等閑視され
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てきたように，思われる。いま明治期に施行された耕地整理で，小規模なもの

を除外して受益面積が 500町歩以上のものを対象としてみると， 22ヵ所に調

査地をしぼることができる。筆者はこれらの個別調査を通じてp 明治期の耕

地整理の諸類型を把握したいと考えてし、る。最も基礎的な生産手段である土

地 ・水利条件に地域性があるため，また各耕地整理地域ごとに耕地整理の諸

結果がその地域の社会 ・経済に及ぼす作用にも種々な方向があるため，まず

個別調査を通じて一般化 ・類型化へもっていきたし、と思う。さらに具体的に

いうならば，耕地整理の対象となった土地が沖積平野・洪積台地 ・扇状地 ・

沼沢地 ・火山山麓など，そのいずれであるか，それともそれらの二，三の接

触したところに凌〉るのか，水源が大河川か， j留池か，ポンプの規模構造など

の点はどうであろうかによって，整理地医の農業生産力の高められる度合

L 背後農村の社会 ・経済に及ぼす作用にも濃淡が生じてくるであろう。飽

海郡耕地整理地でみたように，地域を動かす企業者の性格が亘要でるが，同

時に耕地整理資本を受け入れる収容力（capacity）が地域の性格によって異な

っていることを強調したい。

これからの土地改良の研究ば，たんに技術的な設計や事業の説明で終ると

いうことにとどめず，さらに所与の自然的ならびに社会的環境の下における

整理地域の農地構造について法則的なものを獲得し，農村の新しい展望のな

かに一つのより どころを提供せしめなければならないと思う。この際，旧い

耕地整理の諸結果の評価合十分に知っておく ことは，今後の土地改良の進展

とその性格をきわめるうえに重要なことである。例えば，旧い耕地整理が何

故に背後農村を含めた農村計画法にまで進まなかったのか＇ I日い耕地整理区

と非耕地整理地域における生産力段階の相違，旧い耕地整理区に隣接して新

しい整理区が施行されるときの道路・水利 ・地条などの整合と不整合関係3

畜耕から機械耕へ移行して！日L、畦をこわして，もう一度再整理を必要とする

ような問題など，問題は多様に残され，また現行の土地改良を進めるにあた

って等閑視できない課題である。

最近フランスの低アノレザスの麦 ・タバコ ・ホップ・ 牧草などを栽培する地

帯でも，農地構造の再編にあたって耕地整理が最も基本的なものであると

し， 1890年の旧法と 1941年以降の新法における整理区の地図化と比較考察が

行われている。これによると，従来は道路網の改良が中心であったものが，
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ことに1949年（この年は日本で土地改ミ法が公布された）頃から地条の再編が事

業の中心となってきており，排水・濯j既・交換分合が加えて行われてし、るこ

とが報告されている （18）。

日本でも，一，二すぐれた研究がなされてい るが，今後は耕地整理地域の時

系列的・地域的比較考察が重要な研究課題となってくるのではなし、かと考え

るつ （広島大学大学院 ・地理学）

（注〉

( 1 ）図lーlと対照して，小川誠 治水 ・水利・ 土地改良の体系的整備 日本農

業発達史 4 昭和29年 p.228に収められた府県別・ 年代別耕地整理工事完了面

積割合表をみられたい。

なお，図中， 欧州、！の畑作地に施行された暗渠排ノk工事が，まず西南日本に適

用され（耕地宅建f弔要覧 '.117次カーら集訂すると，中四国・九州、｜でその施行面積

ば全体の65~合， 地区数で86 .2%），のちに東北口木へ技術伝婚していく過慢もう

かがうことができる。

(2〕東畑精一・ 磯辺秀俊編 農業1産の展開傍造，昭和34年， p.39。

( 3 ) Marc Blach, Les carac恰resari日in山 xde I’his↑aire rurale fran~aise, 1 955年版，p.540 

( 4〕鎌形勲 山形県稲作史，閉和28年， p.127 0 

( 5）細貝大次郎 千町歩地主＝本間！：.%＜の地主経済構造，p.57，土地制度史学l3, 

昭和34年。

(6〕小山孫三郎 大地主と庄内米の流通，日本農業発達史別巻（上）所収，昭和33

年。

(7）木下彰 日本農業構造論，昭和30年， p.4340

( 8）鎌形勲東北農村風士記，昭和31年， pp.122 139。

( 9）上回三平城輪柵陛，昭和 7if。

(10）一条では地割の形態から判断して条3I遺構と考えただけであり， t平イJ地名 も

なく古文書にもあたっていなし、。しかし，日本の条里の北限（主， 横手盆地ない

し酒間市にあることが最近の研究で明らかになっている。

(l 1）松本藤十郎新川堀制の話， Hll和12年。

(1 2） この所有数は木間家所蔵資~＂f:th （土地集積の過程）昭和31年による。

(13）第 2 ・3回評議員会議事録に Jる。明治43年。

{14）議事録（明治44年）によると，大里・庭回・保田・城輸の回割問題で，地主

Hが l反割に反対し， 8畝剖を主張する ので， M 技師は水利上から l反別に編

入してほしいと懇請している。原凶は技術の問題でなく ，政治 ・政党問題とか

らんでい るとこ ろに妙味がある。
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(15）農林省農務局 耕地整理事業に関する経済調査，昭和 d年，p.66。

(16）前掲（ 5), p. 45。
(17）佐藤繁実 庄内地方における農業生産力展開の契機， 日本農業発達史別巻

（上〉，昭和33年，0.1560 

(18) Ch。巾sCh附 ions: La r品0明 n叩 tian agraire en Basse Alsace et dons so bardure 

vasgienne Rememberement et r岳amenagementde l’espace- pp. 198-251, Bulletin 

de la Saciet岳 Beiged’Etudes G岳ographiques,t. 28, No.2, 1959. 

（追記）

本報告の作成にあたり，広島大学地理学教室の諸先生のお導きを得たほか，特に

農業生産調査会の小川誠氏には多くの御助言をいただいた。なお，現地調査で沼

田市の小山市長，圧内農業研究会の佐藤会長，当時工事担当技師であり ，現在も

棋工務所で土地改良にあたっておられる根所長に種々の御配意をいただいた。あ

わせて厚く感謝の意を表しますO
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