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満洲

拓編
開

まえ

に申し訳ない︒

佐藤孝治手

ユーランズ

烈な戦死を遂げた︑彌栄村北大営小隊長石田民夫氏の遺志を継ぐ同志

いやさか

昭和十二年十二月九日︑大八虎力河上流魚梁子原頭に血涙を飲んで壮

ダーパーホリイ

建設目標

佐世保港外Ｖ○二七号船上にて

終戦一周年を迎えて

昭和二十一年八月十五日

監禁同様の防疫生活の憂さ晴らしに慢然と書きつづる︒

にして︑佐世保港外においてコレラ発生の疑いのため︑七週間にわたる

線して︑つかみ所もないであろうが︑読む人の御賢察をお願いすること

たどって書くこと事態に︑あるいは転倒し︑あるいは重複し︑脱落し脱

てを放棄消滅したため︑正確な記録をとどめる術もなく︑杜撰な記憶を

すべずさん

避難のための出発に際して事々物々と共に︑貴重な記録︑統計等すべ

の建設録をつづる︒

農開拓する事によって︑祖国復興の一翼を担う念願から︑開拓団再建を
まんしゆうおおやしま
企図するに当たり︑満洲における大八洲開拓団建設の過去を向顧してそ

ここに生き残った者が相集い︑開拓農民の特性を生かし︑協力一致帰

い複雑な気持ちを抱いて故国の土を踏もうとしている︒

一︑満洲における大八洲開拓団建設録

かれ︑半数以上の同志を失ったことは︑責任者の非力の致すところで誠

長春︑奉天と一二ケ所に分離されたまま越冬しなければならない苦境に置

保護のない難行悪条件の下で︑全員をまとめることが出来ず︑方正︑

かれ故国をめざして南下した︒

拉古収容所へ移送されて収容されたが︑十月になってソ連軍の抑留を解

らこ

魔に冒され︑飢えに泣き︑貴い生命を失った者も幾人おった事か︒更に

徒におそわれたりした事も幾度あったろうか︒その間流弾にたおれ︑病

を渡り︑宿るに家なく︑食べるに食なく︑ソ連軍の射撃を受けたり︑暴

みの中を来る日も来る日も歩き続けた︒あるいは山を越え︑橋のない河

おりから満洲は特有の雨期で毎日の雨降り続き︑ひざを没するぬかる

幾百里︑一ケ月間にわたって老人婦女子みな歩き通した︒

れ︑徒歩で伽師に出︑方正︑珠河を経て︑海林収容所に抑留されるまで

後髪を引かれる思いを残して現地を発ったが︑最後の引揚列車に乗り遅

みなれた第二の故郷に骨を埋めることが出来ずに︑幾多開拓祖士の霊に

昭和二十年八月不慮の時局に際会し︑入植以来骨を埋める地として住

き

昭和二十一年夏︑その筋の命により帰還の途につき︑言うに言われな

記

が
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一

って同志を募り大八洲入植

拓団入植の基礎をつくる。

力河上流魚梁子にて弥栄，
千振合同伐採隊長として戦
先過隊を結成した。

昭和20年春病に冒され現地

死。

終戦後シベリアに抑留中戦

で死去。

昭和13年秋弥栄より郷里

昭和13年9月弥栄村より

昭和12年12月9日大八虎

山形県に帰り，縁故をたど

単身柳毛河に入り大八洲開

によって計画され︑昭和十三年九月一日︑滝口登美二氏が数名と共に先

遣工作のために現地入りをし︑安藤惣太郎氏が郷里山形県に帰って同志

をつのり︑昭和十四年一月彌栄村の縁故をたどる二十六人の先遣隊が入

植し逐次累年増加入植して︑汗と血と涙をもってつづられ建設されたの

が大八洲開拓団であり︑内地に送出母体を持って内地で結成入植した一

く

般の開拓団とはその趣を異にしている︒

故人石田氏の亜流を幾分でも汲み取ろうと心掛け︑すべて協同に根拠

を置き︑家族的に団結し︑各人個盈の活動も協同の本流に添って流れる

ごとく︑団の発展なくして個人の生活なく︑村づくりを通して各個の安

定をはかり︑団の基礎をかためて個人の繁栄が得られるように密接不離

の関係に置き︑団本部は団員の生活を保証し︑団員の活動はそのまま団

本部を擁護するように計画し︑運営したのが本団の特色である︒

団の建設目標を左のような段階に置いて進展した︒
第一
一期
期建
建設
設︵
︵入
入植
植一
一〜
〜二
二年
年︶

最小限度の団員の住居を獲得建設する期間

貴重な補助金及び貸付金を直接生産のあがらない住居に消費する事を

避け︑原住民の空家を買収して当座の住居にした︒
第二期建設︵入植二〜六年︶

本部基礎施設の建設期間

まず信仰の中心として神社を建設すると同時に︑団の経済基礎施設と

して︑将来村民の生活の根拠を擁護する産業施設に最重点を置き︑入

植初年度に醸造工場の建設に着手した︒次に農業倉庫︑精穀場を建て︑

搾油工場を買収し︑用水路をつくって開田を実施し︑畜産場を建設し
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弥栄村北大営小隊長
石 田 民 夫 氏

滝口登美二氏
安藤惣太郎氏

病死。

て畜産興農の基本をつくった︒

あって︑また開拓祖士の貴い血潮の流れでもある︒

月予期せざる時局に際会して避難するに当たり︑各種記録︑統計等すべ

以下各部門にわかち建設及び運営の概況を記載するが︑昭和二十年八

築した︒

て烏有に帰して確実な記録は残っていないが︑おぼろな記憶をたどりな

次に学校組合の助成を得て村民教育と文化の中心として国民学校を建

そのうえ本部事務所の本建築を実施し︑開拓保健団の協力のもとに病

がら覚書をしたためる︒

一社寺関係

建設概況及び団運営の状況

うゆう

の準
準備
備を
を進
進め
め︑
︑寺
寺院
院津
建築も計画中であった︒
院建築の
第三期建設︵入植三〜一○年︶

個人家屋の本建築と共同施設の完備期間
建築
築を
を実
実施
施す
する
ると
とと
とも
もに
に︑
︑あらゆる産業施設︑
個人住宅の半永久的な本建
文化厚生施設をほぼ完備するのがこの期間である︒
第四期建設︵入植五〜三○年︶

ほこら

村民の信仰の中心として小さい祠を建てて皇太神宮をまつり︑昭和十

六年三月に在満教務部の正式認可を得て大八洲神社の建立にかかった︒
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償還期間
以上の村づくりを更に強化すると共に︑その適正な運営をはかり︑そ
れによって生ずる建設借入金を団員各個の協力のもとに勤労を主体と
して︑産業施設の運営と︑造林その他の公共事業を通して償還する期
間︒償還が完了して後に始めて表面の建設が完了するものであろう︒
第五期建設︵入植より永久にわたる︶
人間の建設期間
この人間の建設をよそにして開拓団の建設はない︒

入植当初よりあらゆる建設︑営農︑養畜︑造林等の村づくりは︑人間
をつくるという本筋を脱しては何等の意義もなく︑しかもこの人間の
建設は永久に持続し︑間断なく最重点的に考慮するところに開拓建設
の意義がある︒

以上は大八洲開拓団の建設理想目標であり︑現に実施していたところで

南山の頂上の大八洲神料

一

零

一一

0

ろ﹄うぐと↑うりよ今フ

＆

南山のふもとの大鳥居

務部を経て皇太神宮︑明治神宮︑月山神社の社霊を拝受して鎮座し︑広

採運搬から工事一切を労力奉仕によって造営し︑同十七年竣功︑在満教

しゅんこう

揮し自ら彫刻を引受けられ︑団員全員が社殿建築材や︑鳥居の材料の伐

今井丑太郎氏が七十才の老躯をもって棟梁として腕を振るい︑大工を指

ゴ

い境内には社有林を造成した︒昭和十八年十月一日入植五周年記念開拓

祭を行うころには︑名実ともに村の鎮めとして南山にそそり立つ神社の

威容は︑開拓民はいうに及ばず︑地区内居住の鮮満住民も︑共に相集い

ひら

面白く楽しく豊作を祝う情緒をかもし出せる有様であった︒年煮歳を氏

子も増し︑田畑は拓かれ︑木も植えられて︑緑なす木影に憩う村人の平

和な姿を見下す社殿の神食しさを思い浮かべる時︑今でも感慨無量の思
いがする︒

寺院の建立については計画中であって︑二十余柱の霊が安らかに眠る

墓地の隣接地区に十三ヘクタールの寺院用地を割いて準備中であった︒

二建築関係
１伐採事業

入植当初における建築関係の仕事は団運営の大半を占め︑繁雑多忙な

世い幸氣さん

業務であって︑容易ならぬ努力と計り知れない苦難が伴うものであった︒

入植と同時に彌栄村青咀山の伐採事業を応援して︑建築用材の譲渡を

受けたのを手始めに︑毎冬大八虎力河上流に伐採のため入山し︑長い満

洲の農閑冬期も短い思いをして︑営之として伐採材の搬出に精出した︒

団の建築用材はすべてこの自団の伐採によって獲得したばかりでなく︑

余剰を隣接地区に譲渡し︑相当量を一般に販売もした︒

建築用材の伐採と併せて︑自団で消費する薪炭の伐採製造も行い︑す

べて自給で団運営を助け団員の生活もうるおした︒
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２煉瓦工場
れんが

伐採で木材を獲得するかたわら︑自団で煉瓦製造もはじめ︑入植初年

やねが わ ら

度には既に百万個の煉瓦を製造して建築に備え︑逐年必要に応じて事業
を拡張し︑屋根瓦も製造して自団の建設に供した︒

ートル︶の仕込場を増築して内部を改装︑コンクリート仕込タンク三十

が狭くなったので百坪を増築︑更に同十九年別棟一二十一一坪︵百五平方メ

ぺつむね

造に着手した︒昭和十六年からは軍納品の醸造をするようになり︑工場

の他の付属設備をして昭和十五年に竣功︒味噌︑醤油の醗造︑漬物の製

みそしょうゆつけもの

発動機一台︑搾汁機一台︑仕込桶二十石︵三・六キロリットル︶桶六︑そ

しこみおけ

場

弓
I

鼠建築
イ醸造エ場
こうじしつ

団運営の中心をなすものとして︑当初より重点を置き建築にかかった︒

かまぱ

工事中の漬物仕込タンク

造

醸

建坪百坪︵三百三十平方メートル︶側煉瓦平屋建とし︑麹室二室︑井
戸一痕︑仕込コンクリートタンク四基︑釜場四基︑辮峰すり機特号一台︑

﹄

里
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二

一

八基を増設︑仕込桶三十石︵五・四キロリットル︶桶二十本を増し︑総建
坪二百三十二坪︵七六五平方メートル︶に及ぶ堂をたる加工場として団運
営の基礎をなす実績を示していた︒

口精穀工場
昭和十五年に水田五十ヘクタールを造成︑食料自給の域に達したので
精穀工場を建築した︒穀物倉庫を兼ねた建坪百二十坪︵三九六平方メー
トル︶の平屋建土蔵造り︒七・五馬力石油発動機一台︑特号雛ずり機一
台︑精米機一台を取付け︑自給米の精穀のほか地区内住民の需要に応じ
ていたが︑昭和十六年一月突如火災の厄に遭い︑貯蔵中の団員一カ年分

［場

搾油

二農業倉庫

する計画で増築を完了︑移転準備中であった︒

は既に寿命が近い古屋であったので︑新精穀工場に隣接して工場を移転

備ながら団内や地区内の需要を満たすには充分であった︒同工場の建物

精殻

昭和十五年に本部仮事務所の前に農業倉庫を建築した︒建坪八十坪の
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の食料と共に倉庫︑精穀場を全焼した︒

一同一応は落胆したが︑考えて見れば有ったから焼けたので︑無けれ
ば災難に遭わなかった事になる︒災難をおそれるよりも︑災害を克服す
る事が開拓精神だとの共通の奮起によって︑協力一致一ヵ年の努力で同
年秋の収穫期には︑再建した工場で操業を開始復活した︒

彌栄村よりヤンマー十五馬力の発動機の譲渡を受け︑石油入手の困難
な状勢のため木炭ガス発生機を取付け︑精穀機︑籾すり機を新調︑更に
翌年には製粉機も併設して工場を整備した︒

ハ搾油エ場
満洲において特産の大豆の加工の主力は搾油にあると着目し︑入植と
同時に住民所有の油房を買収して団の経営に移し仕事を始めた︒土蔵造
ネンズ

りの民家で確子圧延︑四連式卿臓睡辮牒が取付けてあった︒小規模な設

■

ホ国民学校

昭和十五年教務部の認可を得て国民学校を開設し︑仮校舎で授業をは
じめ校舎の建築に着手した︒

煉瓦造り平屋建トタン葺︑建坪百八十坪︵五九四平方メートル︶で昭和

ひとむね

十六年十一月に完成︒村民文化の殿堂として恥ずかしくない威容をもち︑

十七年には校地に隣接して煉瓦造りの教員宿舎も一棟完成し︑更に一棟
を建築中であった︒

へ団本部事務所

入植当初団本部事務所は共同仮宿舎の一部を利用して間に合わせ︑産

業施設を優先的に建設して運営をはかり︑諸施設もいよいよ活発に操業

するようになり︑団員の営農︑養畜も本格的に営み得る段階に達したの

で︑本部事務所の半永久的本建築を計画︑昭和十七年に着工十八年に竣

工した︒煉瓦造り平屋建トタン葺建坪四十坪二三二平方メートル︶で︑

半分を事務室と宿直室に︑半分を購買部に当て︑団運営の中心として充
分な役割を果たしていた︒

卜診療所

入植当初は医療機関もなく︑彌栄及び千振の病院を利用して来たが︑

土蔵造眺恥蔑蓉あった︒農産物の集荷︑販売︑生活必需品の購買保管の
ために設立し︑団員の経営生活をうるおした︒昭和十九年に至り団運営

団自体としての医療施設の必要さは入植以来痛感し︑団員加藤恒夫君に

ふｆ︑︾てやフ

の進展に伴って穀物の集荷︑供出の業務が輻繧するようになり︑倉庫の

医療技術の修業をさせながら開拓保健団の認可を得て︑昭和二十年四月

より診療所を開設するため建築準備中であった︒

狭小を感じて本部裏手に建坪八十坪︵二六四平方メｉトル︶の倉庫を新築
ノ︑シご︾華寺ぎ

した︒土蔵造り平屋建草葺であった︒

−7−

庫
倉
業
農

チ共同畜舍
開拓団営農の根本は養畜にあり︑家畜なき農村は衰亡する︒家畜の重
要性を強調し︑入植と同時に共同畜産場を計画︑牧場の適地に畜産主体
の部落︵興隆︶を建設し︑共同畜舎二棟︵八十坪一棟︑四十坪一棟︶を建築︑

役畜の養成と乳牛︑めん羊︑その他の養殖に当たって実績をあげ︑団員
の有力化に伴い全部に管理を委任して︑畜産部落としての発展の基礎を
あたえた︒

リ個人家屋の仮建築
入植当初の貴重な補助金や貸付金を︑直接生産のない住宅に注ぎ込む
事の不利を防ぐため︑住宅資本の投資を最少限度にとどめる目的で︑ま
ず地区内にある住民の空家を買収して共同宿舎にあて︑事務所にもこれ
を利用して︑居住営農に当たらせ︑場所によってやむを得ない特殊な環
境にある者に対してだけ住宅の仮建築を行い︑居住営農に支障のないよ
うに指導した︒

ヌ個人家屋の本建築
住宅の本建築は本部産業収入︑団員の貯蓄及び建設負担金の供出によ
って実施する計画をたて︑無理を排しておもむろに本部産業施設の運営︑

魂渤
口
も

ロー︽︽

●弓
︒

とする計画で建築した︒

土地配分の状況︑特殊営農関係︵水田︑畜産等︶その他を勘案して部落

配置を定め︑各戸の間隔は五十メートルとし︑防災︑衛生︑営農︑防寒

等を考慮して建築を進め︑十五︑十六年度に建築の竣功したもの十九棟︑

個人営農の進展度ともにらみ合わせ昭和十五年より本建築に着手した︒
側煉瓦平屋建一棟の建坪二十四坪︵七九平方メートル︶にし︑状況によ

居住家族全員の約半数近くが入居していたが︑その後時局の変化にょっ
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の 個 人 家 屋

り

煉瓦造

って一家族ないし二︑三家族住みとし︑将来全部完成した時に一戸住み

a

リ

しなければならない状態となった︒

て建築資材の入手が不能になり︑昭和十七年からは本建築を中止︑延期
ように組織した︒

総括運営するように︑本部︑実行会︑各農家の連係が円滑に保持出来る

逐年各戸の農具︑家畜などが整備するに伴い︑耕作地も増加拡張して︑

年以降の団員の大量応召によって︑営農形態を改め︑婦女子を主体とし

昭和二十年度には保有畑面積七百三十ヘクタールになったが︑昭和十九

各戸の付属施設としての農舎︑畜舎等は各個人の労力及び貯蓄を主体

た協同営農態勢に切替え︑主要耕作地は原住民の協力を得て耕作し︑集

ル各戸付属施設

として︑本部からの指導助成のもとに建築するようにし︑各部落実行会

荷供出の態勢を整えていた︒

２水

が主体となって相当の実績をあげ整備されつつあった︒

三営農関係

厄に備えて処置に迷わないように計画実施し︑個人農家は金銭の生活か

よって︑代金は一応貯蓄し︑営農及び生活物資の配給を受け︑不時の災

施して︑農作物に限らず本部に供出した労力︑物資はこれを預託制度に

く水を通した︒工事直後の盛土が落付かないために︑おりからの夏の降

し︑高台は三メートル以上も堀割りするなど︑難に事を克服してようや

水路の延長八キロメートルに及び︑低湿地帯は盛土を施腫して掛樋を架

工し︑五月には一部未完成のまま作付した︒計画面積五トヘクタール︑

かけとい

ら離れて︑物の生活を続けられるようにして農家の浪費を防ぐとともに︑

雨にあって水路の故障が多く︑崩れたり破れたり︑その改修補強のため

夫︑い

ともすると生じやすい投機的心理の醸成の余地のないように指導し︑不

毎日数十名︑数百名を動員してその対策に当たり︑全員血みどろの鮮闘

やく

時の災厄に対しては共済会の活動によって保護︑復活に当たらせ︑表向

昭和十六年早春より満拓公社の協力を得て第二期の開田ｒ事を計画着

熱涙を飲んだ︒

と穀物倉庫が火災のため全焼︑施設と共に年間の保有食糧を失って一同

獲得した︒ところが不幸にも昭和十六年一月三十日︑突如団有精穀工場

鮮系住民の協力を得て耕作︑当初より予期以上の成果を得て自給食糧を

水路を開設して五十ヘクタールを開田し蒔付した︒団員の手不足のため

まきＪけ

入植と同時に大八虎力河の水利をもって開田を計画し︑昭和十五年に

田

の末黄金の穂波の秋を迎えた喜びは未だに忘れることが出来ない︒

共に耕作経営を個人に移し︑集荷処理は団本部で統制し︑預託制度を実

ールに達した︒入植当初は共同耕作を実施し︑逐年農具︑家畜の整備と

その後逐年開墾移譲を受けて︑昭和二十年には畑面積七百三十ヘクタ

既墾移譲地二百ヘクタールであった︒

本開拓団地区は既住地で︑土地総面積二千三百ヘクタール︑入植時の

畑

きの営農は個人経営であっても︑根本の運営はすべて協同の力によって
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．
1

︵

大八虎力河用水路堰堤

て電力揚水による用水計画をたて︑

当時小石頭鉱業所が操業中止にな

かせんけん

っていたので廃品になった採金船

の譲渡を受け︑樺川県や三江省の

協力を得て資材の独得をはかり︑

水田用地の近くに直接大八虎力河

より導水出来るように設計し︑併

せて百ヘクタールの新開田を計画︑

十九年秋諸般の準備工作を完了し︑

若干時期を失したために︑全地区作付する事は出来なかったが︑水路

‑10‑

団の自力によって工事に着手︑二

十年の春解氷と同時に本格的に工

事を進め︑六月初旬さしもの難工

鼻雪・えつ

事を完成して送電︑揚水した時の

全員の喜悦の状！︒その時は既に

団員の主力は大半が応召して︑留

守をまもる老人や婦女子総出の揚

水式の壮観さは生涯忘れることの

わずらわしてその補強と水路の延長をはかり︑五十ヘクタールを増田し

の崩壊によって憂慮されていた百五十ヘクタールの播種を完了︑幸い順

更に満拓専門家の実地調査により︑絶好の貯水池適地を選定し︑貯水

て昭和十九年に竣功︒作付して見事な収穫を得る事が出来たが︑同年夏

い状態になったが︑その応急の復旧工事を実施すると共に︑一方におい

調な天候に恵まれて入植以来の豊作が予想されていた︒

揚程九メートル︑百五十馬力の高圧電動機によって運転された︒

出来ない感銘であった︒揚水機場の施設は四百ミリメートル渦巻ポンプ︑

水 田 用 水 路 の 樋 門

期の大洪水によりまたも盛土が決壊して掛樋も流失し︑修復の容易でな

が出来たが︑夏期の増水による水路の破損がはなはだしく︑更に満拓を

十七年春には更にその補強工作を行い︑予期以上の成果をおさめる事

ご 口

池構築による水利の安全保証と︑それに付随する新開田百ヘクタールな
いし百五十ヘクタールの可能面積を保有し︑一同その完成を目標に一致
協力︑いかなる難関をも切り抜ける励みと希望を抱いていた︒

四畜産関係

１役畜

ｚ乳牛

入植後日の浅い関係と時局の要請による糧穀供出の過重により︑乳牛の

飼養は本格化するに至らずいまだに飼養頭数七頭にすぎない︒団内の病

人︑乳幼児の乳不足さえ完全には補給出来ない有り様で︑将来に対して
の希望を語っている状態であった︒

めん羊の飼育は昭和十五年春︑団員伊藤谷義君を東亜緬羊協会竜爪牧

●

めんよう
緬
羊

経由で鮮牛三十頭も購入したのを手始めに︑昭和十五年には日本馬六十

場に派遣して︑一カ年の見習いをさせ︑昭和十六年夏に帰団︒めん羊協

ろ

余頭を移植し︑営農の根幹として増殖をはかり︑更に逐年鮮牛︑日本馬︑

会より蒙古種雌五十頭︑コリデール雄十頭を導入して飼育を始めてから

昭和十四年に入植と同時に役畜として彌栄村より満洲馬を導入︑満拓

蒙古馬を導入する一方︑当初より畜産部の活動によって興隆部落を畜産

比較的順調なコースをたどり︑時折山犬︑狼等の被害を受けながらも︑

○ももつこ

部落として建設︒共同畜舎二棟︵百二十建坪︶を建築して増殖に力を注い

逐次増殖改良が加えられた︒十七︑十八両年度には百頭を導入して相当

おおかみ

で来た凝時必ずしも利あらずで︑天与の放牧地を有しながら肥満した

の進度を示し︑更にコリデール種雄十頭を入れ︑昭和二十年春には二百

へいし

移植日本馬は夜に日をついで不慮の疾病に冒されて︑姥死するもの六十

頭を越すに至った︒

り︑二十数頭を保有し家庭乳用として可愛がられていた程度であった︒

乳用山羊は彌栄村よりザーネン種若干を導入繁殖して自然増加をはか

やぎ

余頭に及び︑まさに全滅にひんした︒省︑県より係官が出張して対策に

かいざんがい

腐心したがその甲斐なく︑むなしく残骸をとどめる有様であった︒団の
畜産史上忘れ難い一ぺｌジを残した︒昭和十五年夏から秋にかけてのこ
ろであった︒

直ちに血清で防疫した結果大事に至らず︑二頭が姥死しただけで︑そそ
一の

地区から適宜バークシャー系雌︑雄豚を導入して改良増殖をはかって来

豚は在来豚を主体として現地購入し︑飼育を始めてより︑弥栄︑千振

鮮牛は昭和十四年に導入直後︑牛疫が発生して一時は憂慮されたが︑

後は防疫対策によって牛疫の発生はなく︑至極順調に増殖して昭和二二
︲十

いながらも︑なおあきたらず努力奮闘して来たおりから︑昭和十七年の

たが︑豚の風土病︑豚コレラ︑豚疫に抗しきれず時を絶滅する悲運に遭

豚

年春には二百頭近くを保有︑若干の余剰をさえ見るに至った︒

4
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−

強制糧穀供出の余波をうけ︑馬はやせ︑人間の食糧すら事欠く悲境に到
とど

達して︑到底多数の豚を飼育する事は出来ず︑各自適宜に処置して豚の
影さえ留めない状態になった︒その後団の生産状況も好転し︑逐年豚の
飼養頭数も増加して︑昭和二十年には男子応召の留守宅等には︑特に豚
の飼養が奨励されて︑団内の保有頭数も百数十頭に達するに至った︒

５家兎
うさぎ

入植当初は満洲における兎の飼養は不可能視されて居たが︑その後飼
育の要領を会得し︑昭和十八年ころより急に飼養熱が高まり︑団内各戸
兎を飼わない家庭はないまでに発展して︑保有羽数も数百を算するに至
り︑家兎の飼養に関しては三江省随一といわれ︑省畜産課より防疫用家

かきん

兎の大量供出の指定をうけ︑一同一段と希望を新たにして︑増殖に懸命
な努力をかたむけて居た︒

＆鶏
ちゅうぷとんやしまとん

養鶏については風土病の家禽コレラが随時発生して絶滅するような環
境で︑中部屯︑弥州屯等のように原住民と混住している部落においては︑
好結果を得る望みも少なかったが︑各地独立部落の清浄地区においては︑

年を飼育技術の向上と共に良結果を示し︑昭和二十年度の飼養数は一千
羽に近く︑家族の栄養補給はもちろん軍納︑その他に提供して︑家庭経
済をうるおす一助になりつつあった︒
あひる

家鴨は鶏に随伴して若干飼っておった程度で︑蝿蝿ぱまだ飼養せず︑
将来導入したいという希望を持っていた程度であった︒

五造林関係

団の建設は伐採によって開始され︑毎冬入山して建築材の伐採搬出を

して多難な建築工作も順調に進展したが︑その山への植林の補強の必要

さは論ずるまでもないところであろう︒

造林事業の必要性を充分意識しながらも︑入植当初は建設その他の繁

雑な業務に忙殺されて手につかなかったが︑昭和十七年より造林をおも

い立ち︑苗木を購入して各戸の屋敷︑神社の境内等に植樹を始めたが︑

満洲の広野を一なめにする春秋の野火に災いされて成果はあがらず︑昭

びょうほ

和十八年度より本格的に造林計画を樹立︑苗木を購入して神社林︑防風

林等に三万本を植栽し︑各部落に若干の苗圃をつくり︑育苗に着手する

者が続出した︒本部も補強工作を計画して︑十九年度に至って本部直営

の苗圃を設定して育苗に着手すると共に︑県︑満拓からも苗木を購入︑

団員が育成した苗木と共に八万本を植林した︒

苗圃も良好な成績で十万余本の育苗に成功し︑造林模範開拓団として
表彰されるに至った︒

越えて昭和二十年春︑多数の団員は応召中であったが︑婦女子を主体

として十五万本の植林を完遂︑天候にも恵まれて活着は良好︑農村緑化

による農地改良︑風致美化と共に︑将来の償還計画の一翼を担い得る農

ほじよう

村強化の基礎をつくりつつあった︒苗圃も整備して︑年を十万本以上の

植林が実施できる基礎圃場の実績をあげると共に︑余剰を外部に譲渡で

きる域まで進展させる計画であった︒
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六農産加工関係
農産加工の成否は団の死命を制するといっても過言ではない程で︑農
産加工の運営いかんが団の消長を物語るものとおもう︒

して預っておくのである︒そして必要と認める範囲内において︑生活物

資︑営農物資︑もしくは最少限度の必要資金を払いだして行く︒その結

果その運営の仕方を飲みこめない間は団員は不安を抱き協力を惜しむ傾

向があるが︑その運営の仕方を飲みこんでなれてくると皆非常に安心し

って農家経営は潤って来る︒働く事の喜びが増し︑農閑期にはどしどし

て働くようになり︑そして知らず知らずのうちに貯蓄も殖え︑借金は減

築を団建設の筆頭におき︑あらゆる障害を突破して完成し︑その運営に

本部加工場の仕事に飛び込んで来るようになる︒

本団は前にも記述したように団運営の心臓部として︑農産加工場の建

も重点的に努力を傾倒して︑搾油︑精穀︑醸造を本格的に営み得る基礎

が待ち受けて居るにおいておやである︒本部は常に農家のちょっとの閑

まして老人や婦女子に至るまで︑いつでも心配なく働けるという仕事

ある入いわく﹁農産加工はもうからない︑特に団員の労力や団員の輸

でも働けるように常に間断なく仕事を準備しておく︒﹁脚ぐに追いつく

をつくった︒

送力に依存して運営する場合には︑いつも欠損をまぬかれない︒なるく

ことわざ

貧乏なし﹂の諺を如実に示して行く︒

つじつま

く安価な住民の労力を用いて経営しない限り辻棲が合わない﹂と︒本団

いる︒もともと本団における農産加工業は︑業体そのものが経営的にい

働いた報酬として生活︑営農物資を配給し︑農家に不安がないようにし

って助け生活を保証して行く︒働かせて保証する︒金を貸す事をやめて

そしてその報酬を充分に出せるようにして︑農家の運営を働く事によ

わゅる儲ける必要はないと考えて居る︒仮にここに味噌や漬物をつくっ

て行く必要がある︒その役目を果たす道具になるのが農産加工場である︒

の農産加工経営はそれとは根本的に相違し︑出発点から方向を異にして

て売り出すとすると︑その原料である大豆やその他の穀類︑または大根

だからもし農産加工場の経営が仮に帳簿上で儲からなくても︑欠損で

支払ってもよいと考えている︒そういう方針で経営する時には︑事実上

本部は加工原料に供する団員の農産物であれば︑比較的高価な労賃を

の協力によって現金がなくても工場の運営が止まることがない︑という

からの借金︑すなわち団員の貯金によって経営して居る事になり︑全員

うことになる︒団自体としてもその欠損は外部からの借金ではなく部内

みそつけもの

その他の蔬菜類は皆団員の生産品であり︑加工労力は団員叉はその家族

あってもそのかげでは団員が儲かっており︑裕福になっていく︒生活が

一面において赤字がでる憂いも多分にあると思われる︒その対策として

事になる︒ただ単に加工場のみにとどまらず︑すべての団の運営活動は

．も今フ

の老人や婦女子であり︑これを搬出するのは団員の馬車が主力であるか

保証されて貯蓄ができておったら︑団全体として非常に有利な機関とい

預託金制度を確立しておく︒高価に買入れ︑高価に支払うといっても︑

そうした組織のもとに団員の力によって運営すべきであろう︒

そさいる い

らである︒

事実上現金を支払うのではなく︑現物または労力の供出者自身の貯金と
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機的方面に走りたがる傾向を生ずる︒はなはだしいのは売り食い︑寝食

では経営困難になる︒一方団員は働かないで金を借りたがり︑外部の投

ったとしても︑現金がなければ動きがとれず︑少い金でも取られっ放し

で住民の労力や輸送力に依存する経営をしたら︑帳簿上は黒字でもうか

これを団外から安価だからといって原料を買い入れ︑搾取するつもり

である︒

わたって︑遅滞なく循環しているところに団員そのものが生きて行くの

ていない事になる︒血の通う血管が各部門各個人の末端まで普遍にゆき

ない︒申し訳的に動き︑動かしたのでは事実死んだも同然で︑血が通っ

のものではない︒仕事そのもの︑人間そのものが生きていなければなら

ただ単に形の上で物を購入配給し︑生産品を販売轆鵬ずるというだけ

一足先にそれを引っぱり出す︒団員は知らず知らずの間に引きずられる

く生かす機関である︒人も物もみなこの購販を通して目まぐるしく回転

購販は儲ける機関ではなく︑富ます機関であり︑搾取する機関ではな

はあノ︑

いを始めるようになる︒そういうやすきに走る人間の弱点を常に把握し︑

ように︑そうしなければならないように希望を与えるのが︑本部の購販

し発展する︒

八教育関係

や建設や伽工場の存在の役目でなければならない︒

醸造工場はもちろん︑搾油工場も精穀工場もすべてその線に添って経
営して来ており︑それで結果においては格別赤字続きでもなく︑何とか

して就学させていたが︑昭和十五年四月に在満教務部の認可を得て国民

入植当時は学童も十数名だったので︑差し当たり彌栄国民学校に寄宿

細細ながら昭和十五年から操業して来た醸造工場は︑昭和十七年より

学校が開設され︑彌栄から分離して仮校舎で授業を開始した︒初代校長

回転し太って来た実績をもっている︒

味噌︑醤油︑漬物を軍納するようになり︑本格的に活動し︑堂堂たる歩

は遊佐勝秀氏である︒同年学校組合の補助を受けて校舎の建築に着手し

った︒

もすれば団員との関係が円滑にゆかないため︑長く踏みとどまる者が少

入植当初より保健衛生の重要性を強調し︑既設開拓団の医師がややと

九医療関係

初代校長が病魔にたおれた後︑豊田校長が赴任され教導に当たってお

になり︑昭和二十四年には百名を突破する見込みであった︒

十六年十一月に竣功した︒児童も逐年増加して昭和二十年には四十数名

みを続け団経済の中心を占めて来た︒

七購買販売関係
前述の加工場の運営と農家の仕事の関係を明らかにしたが︑そうした
工場関係だけでなく︑建設や営農︑ありとあらゆる部門に関連し︑その
運営の基礎をつくり︑円滑に物資を運転し活動に万遺憾なきを期するの

が購販の役目であり︑存在の意義でなければならない︒この購買︑販売
の活動いかんがあらゆる部門の死活を制する︒そのけじめを握って動い
たのが本部の購販部である︒
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く︑身をもって開拓保健に挺身する者の少ない現実を見て︑その弊を避

プの取得︑補修等えそれぞれ素人だけでは無理の事であったが︑全員

あり︑青咀山からの電柱材の伐採搬出から送電線の獲得︑電動機︑ボン

セイソザソ

けるため︑団員の中より医師を養成するため団員加藤恒夫君を彌栄病院

の努力が実を結び︑昭和二十年春には水田揚水施設の完備と同時に送電

ていしん

に見習いのため派遣し︑藤巻院長のもとで勉学させ︑越えて昭和十五年

が開始され︑中部屯︑彌州屯には電灯線の架設も完了︑点灯するに及び

以上の各部門を総括し︑団員が安心と立命を得て働けるように切り回

十一本団機構

地区に電灯線の架設ができる万端の準備が完了していた︒

Ｌろうと

佳木斯医大が開設されるに及び︑型態学教室に助手として住み込ませ︑

精穀場︑醸造工場の発動機は電動機に置き替えられ︑同年秋までには全

ナヤムス

十六年新学期からは同大学に入学して修業中であった︒
一方昭和十九年夏のころより︑佳木斯医大の宮本博士の特別のはから

いにより︑毎週一回本団まで巡回診療がなされ︑団員の保健に特異の方

故に本団における乳幼児の死亡者の少い点は全く驚異の的であり︑入

す役割を果たす本部を中心に︑団の機構は左の通りで︑団の従業員には

針のもとで名利を捨てた御指導を受けた︒

植以来の乳幼児の死亡者は四名だけで意を強く誇り得る有り様であった︒

最近︵昭和二十年︶では月給五十円のほか︑全家族の主食及び味噌を無

料で配給するところまで進めており︑月給は現金支払いを避けてそのま

穀油造産産務瓦築採給庫売買会会処設地融理祉生事画籍 務

I

IIIIIIIIIIIIIIlillllliii
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昭和二十年春より開拓保健団診療所開設の運びとなり︑保健婦をおき︑

診療所の建築を計画︑工事も準備中であり︑秋には加藤君の卒業と共に

ま本部に預託し︑生活物資その他必要な現物の支給により︑生活を保証

Ｉ南郷

ｌ宮ノ下

八幅

実行会１１中部

ｌ輿隆
Ｉ弥州
Ｉ喜拓

保健団運営のもとに︑保健衛生の業務を整備できる状勢であった︒

畠衛兵企戸庶

するようにする事は各農家関係と異るところはない︒

｢h「h市「｢Ln

精搾醸畜林農煉建伐配倉販燗

十電化関係

ｌ庶務課市︾

工 務 設 販

入植前より本団地区内には小石頭鉱業所に通ずる高圧送電線が貫通し

ｌ経理課１︐鐸

総務部Ｉ福

Ｉ管理課１︐唾

ｌ郵政弁事

加 農 建 購

ているので︑しばしば農村電化を具申したが︑入植後日の浅い関係と共

部

協議会１口津本馬管理委員

業

に︑近年の資材難のため実現出来なかったが︑小石頭鉱業所の廃止に関

｢
r
r
L
r
n

済

課 課 課 課

補導監査

団長

副団長

− ､

｢一

連し︑おりから強調された開拓増産倍加運動に伴い︑本団水田の既設用
水路の難点を補修し︑更に新規開田の導水も電力揚水による計画をたて︑

小石頭鉱業所の採金船の解体による廃品モーターとポンプの譲渡を受け
て︑省︑県の協力を得て懸案の農村電化が実現した︒昭和十八年に交渉
を始めてから三年︑あらゆる困難を突破し︑精神的にも技術的にも思わ

ざる暗礁に乗り上げる事も幾度かあったが︑原住民の協力も少なからず

勧

閏入植当初から同一機構で運営して来たものではなく︑建設の進度に
よって適応するように改革して来たもので︑右は最近の機構である︒

十二実行会

十四共済会

共済会は災厄に対する共助機関であって︑これに本部共済︑支部共済

の二段階を設け︑本部共済は全団員の協力により本部の共済によるもの︑

支部共済は各部落実行会単位の協力による共済であって︑団員または家

四

○

七

宮ノ下
一一一

一一一

一一一ハ

一

二八四

僅
僅
陰

構成主体
本部部落

南郷

一

の全部︵専業︶ではない︒

十三日 本 馬 管 理 委 員 会
移植日本馬の重要性にかんがみ設定されたもので︑事実上日本馬だけ
に限らず全家畜の統制管理に当たるものである︒

家畜は各農家個個が飼養管理するものではあるが︑その飼養管理の適
正を期し︑防疫︑移動︑販売︑購入︑配給価格の適正︑助成︑改良︑繁

昭和十九年より開拓総局の手によって農地配分が計画され︑昭和二卜

十六農地配分

直な会議を開催する慣例であった︒

を報告︑協議懇談︑各自のうっ憤を充分発散させるように︑無遠慮で卒

必要に応じて年一︑二回全員を召集して全体会議を開き︑業務の状況

付随する機関である︒

運営を協議するものであって︑前記日本馬管理委員会︑共済会もこれに

本部役職員︑各実行会長をもって構成し︑全般にわたる業務の企画︑

十五協議会

応して善処する機関であった︒

出産︑婚姻等にも祝意を表し︑その他あらゆる吉凶災厄にも情況に適

担とするように定めてあった︒

場合には団葬にし︑公費を団の負担とし︑雑費を実行会または個人の負

準を置き︑患者の状況を勘案して協議決定処理するようにし︑死亡した

団全体の協力態勢を部分的に分担し︑推進するため︑部落単位に実行

○

構成主体

族が病気のため入院する等の場合︑大体その経費の三分の一を本部共済

一

人口

水田主力

興隆

五

七

六七

建築主力
八九

四

人口

会を組織した︒あらゆる部門にわたって連帯責任を負い︑実行会長を家

一

戸数

から︑三分の一を支部共済から支弁し︑残余を個人負担にすることに標

一

莞
計

一二一ハ

五八
五

戸数

一

殖等全面的に協力指導して︑開拓畜産を振興助長する役目を果たす機関
である︒
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長として一家族を形づくっていた︒

州

闇構成主体はその部落の業務の主体を示したもので︑決してそれ自体

水田主力

一

各実行会の内容は左の通りである︒

中部
喜拓
八幡

尭

彌

年に至って調査企画が完了し︑関係機関立会の上正式決定︑登記手続中
であって事実上村づくりの基礎工作が完成し︑協同組合への移行が昭和
二十一年四月から実施される予定であった︒

十七総合実況︵昭和二十年春︶
昭和二十年春︑終戦前における団全体の状況を総合的に示せば概要次
の通りである︒

ｔ戸ロ関係
計画戸数一○○戸在籍戸数八九戸
人口男一五四︑女一三○︑計二八四人内応召人員七五人
入植以来の物故者二○人︵終戦以前︶

乳牛七頭
鮮牛︵膜鈷酔︶一九五〃

家兎二六○羽

鶏九五○〃

緬羊

乳用山羊

豚

家鴨

十八年度〃

六二○〃

三六五〃

二○○トン

十九年度〃

七○○〃

一二○頭

三○トン

ｄ農具関係
一一一︽ロ

二五台

水田点播機

八台

馬車
水田除草機

一二一″

二五〃

昭和十七年度実績

五○〃

三○〃

一三五〃

二○六〃

脱穀機一二台

六○〃

型二台

新墾プラオ六台

七○〃

丈二五台

再墾プラオ四五台

パー

ジヤ９ソ

リー

把七台

五○〃

六○トン

漬物

七○羽

″十八年度〃

味噌

総面積二︑三○○ヘクタール

″十九年度〃

醤油
キロ

内訳

″二十年度契約量

三五頭

〃 〃

ーリットル

畑七三○ヘクタール水田二五二︵
五○ヘクタール
原野三五○〃︵可耕地︑放牧地︶

まんも●？フ主

満蒙馬

｜｜

壌；梨{禰

湿地三二○〃宅地︑道路道
垂路その他

ａ家畜関係
移植日本馬三二頭

一五○ヘクタール

その他協同組合連合会経由で民需加工品を供出した︒

年度

５主要軍納関係

二十年度総合出荷割当

昭和十七年度総合出荷実績

４糧穀出荷関係

−

山林五○○〃︵造林適地︶

２士地関係

〃 〃 〃
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＝

砕土ハロー二 ○ 台
除草ハロｌ一 五 台

シートーコンズ

石頭混子

ネソ
賑
子ズ

回．

二五万本

一三○

ヘクタール

ヘクタール

二五○

数

棟棟棟棟棟里

四○台
七台

と︑う

み

唐箕七台
小農具は省略する︒

摘要
″

内容備品消耗品も含む

二○○︑○○○〃
″

計八三○︑○○○円
負債

満拓借入金五二○︑○○○円

団員預金八○︑○○○〃

計六○○︑○○○〃

差引資産二三○︑○○○円

右は概略を記したものであって︑今にしては詳細な内容を知る由もな

く大要をうかがい知るだけである︒

右には土地は一切計上せず︑田畑︑水路施設にしても︑自団投資また

一五︑○○○〃

味噌︑醤油等

備品とも

全に個人所有の範囲内にあり︑負債の伴う財産でない事の証明ができる︒

い︒個人施設の家屋︑農畜舎︑農具︑家畜その他個人の財産は事実上完

は自団負債にかかるものだけを計上し︑満拓投資のものは計上していな

四五︑○○○〃

繊料燗率が郡矼帳料︑

二○︑○○○〃

一五︑○○○〃

二五︑○○○〃

工事費のみ

生活物資その他

赤松︑齪嬬その他

煉瓦︑ガラス︑釘その他

殺減少する予定であった︒

なかったので︑所定の政府補助金受領によって前記の借入金が相当額相

立場にあり︑第十三次集団開拓団としての政府補助金はまだ受領してい

植五年にして始めて正式に認可を得たという現地結成の開拓団の特殊な

二五︑○○○〃

工事費のみ

六○︑○○○〃

八○︑○○○〃

は︑普通三千円から五千円の借金が残る︒各戸の農家は十ヘクタールの

我は開拓民として入植︑建設を完了して一人前の農家を構成するまでに

償還計画は入植と同時に樹立した︒入植当初団員に間うて見た︒﹁我

償還計画

三二︑○○○〃

二五︑○○○〃

一三︑○○○〃

七五︑○○○〃

満拓借入金は公共財産の範囲を越えない強味を持っており︑しかも入

三五︑○○○〃

四○︑○○○〃

八○︑○○○〃

四五︑○○○円

価格

Ｚ本部資産
資産
種別
本部事務所

醸造工場
精穀工場
共同倉庫
搾油工場
加工製品

糧穀
建築資材

木材
購買品
開田施設
開畑施設

造林
揚水施設
水路施設
電化施設

貸付金
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一
一

一
一

一
一
一

農地を耕作して生活を維持し︑子女を教育し︑普通の交際を続け︑公租
公課を負担し︑なお年年歳歳その償還の責を完全に負担できる自信があ
るか？﹂と︒これに対して自信のある答えの出来る者はほとんどいない︒

そこで﹁それでは償還の責を負う必要がなかったら安心して営農を続け
られるか﹂と問うと︑﹁それなら大丈夫だ﹂と太鼓判を押す︒そこで個
人では償還の責を負う必要のない建設︑個人では借金しない経済組織を
計画し建設に着手した︒と言っても無一文で︑資金借入なしで開拓団を

して行く︒そしてその経営の進度によって農家経営を独立してやる︒独

立農家も経営は独立しても︑本部との経済的関係は︑以上のように現金

経済ではなく︑現物経済︑労力本位の経済を維持してゆけるように指導

する︒その結果個人生活は保証され︑借金は少く︑資金は他に流用され

ず︑浪費されずに全部本部に貯蓄として残る︒

それによって本部施設を建設して運営し︑各個の農家施設も経営も間

接に建設︑維持保護が加えられる︒ゆえに個人には直接償還の責任がな

万円の借金がある︒返さなくてもよいという理由が立たぬと心配する向

い︒借りた金は返さなくてもよい事になるのである︒しかし団には五十

要は借りた資金の使途と︑それに対する償還の根拠である︒入植以来

きもあるが︑これには個人としてでなく団として処理できる︑償還の方

建設することはちょっと出来る芸当ではなく︑考えたこともない︒

六年︑百戸計画にして五十二万円の借金を残した︒決して使わぬ金でも

策をたてて置く︒

ある︒団員の日常働いた結果は︑各人の生活を維持した残余はすべて消

それは常に借りた時から団員の総力を労働によって蓄積して置く事で

なければ︑将来返さなくてもよい金でもなかった︒ただその使途はすべ
て公共施設またはその運営に投資し︑各個人は借入金をそのまま直接費
消していないという事である︒

費される事なく本部に蓄積され︑本部財産として確保されているので︑

金を借りたら借りた金に相当する本部施設︑本部財産が常に残るように

個人家屋の建設または個人営農施設︑家畜︑農具等は常に借金となら
ないように︑各個の努力すなわち働く事によって獲得できるようにし︑

建設して団を運営し︑団員を動員して間接に団員の生活を維持できるよ

本部にはいつでも償還に応ずる心購えがある︑と言える根拠がここに

付く心配がないことになる︒

産をそのまま提供するまでである︒それでも何等個人所有の財産には傷

せる事によって償還の計画が立つ︒もしただ今返せと言われたら本部財

の主要なものは生産施設であればいいのである︒その施設を運営活動さ

ならない︒生きていなければならない︒すなわち借金に対する団有財産

うに活動させる事である︒しかもその蓄積されたものは死物であっては

入植初年度から一戸当たり年二百円内外の建設負担金を徴収して︑その
対策をたてて置いた︒ちょっと無理とも思われるが︑それには決して無
理のない一つの方策がある︒それは個個の努力に対する報酬と共同経営
による統制である︒

前にも述べたように︑団員の働く事に対しては常に最大の報酬を出せ
るようにし︑それを現金でなく帳簿上で処理しておく︒そして働いた貯
蓄の内から建設の負担金に充て︑また個人の農具︑家畜の代金に当てて
行く︒そして各人は共同労役により︑共同営農によって生活を物で維持
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た方も喜んでその業態の発展を奨励し︑助成してくれる態度に出る傾向

ある︒しかし誰もそんな無茶を言う馬鹿も居るはずはなし︑むしろ貸し

れば不心得もあり︑劣弱者あり︑無能力者あり怠慢者もいる︒そうした

するという事はおそらく不可能に近い︒災難あり︑失敗あり︑不良もあ

ところが事実上こういう社会の個人全部が︑完全に順調に経営し発展

だればか

がある︒その正常な運営によって本当の償還の道が開けるのである︒

貸した方で幸い﹁無い者はいらない︒無能力者は返さなくてもよい︒

者の償還を一体誰が負うのか？︒

に各個人に分配し︑各人は勝手に︑思い思いに気まぐれに資金を消費し︑

失敗者には棒引きにする︒﹂とでも言ってくれればよいが︑どっこいそう

それをこの逆の道をたどり︑建設資金はいわゆる山賊の山分けのよう

個人の責任において個人の建設だけに走ったとしたら︑どういう結果に

は問屋がおろすまい︒結局償還の責任保証は有力者に転嫁される結果と

ましてやそうした敗残者のすべては︑正しい失敗者だけならいざ知ら

く応じられるか否か︒

模範の経営者にのみその責任を倍加するとしたら︑果たしてそれ自身快

回したいわゆる苦労人であり︑模範農家であるはずだ︒その苦労した人︑

有力者とは常に人一倍苦労し︑感どころをつかみ︑上手に経営を切り

なりはしないか？︒

なるだろうか？︒
じよ●Ｚ丁

まず第一にいわゆる優勝劣敗で強い者だけが建設も早く︑経営も上手
もう

に切り回し︑金も儲けていわゆる模範農家として浮かび上がり︑反面開
らくごしや

拓の落伍者は次から次へと脱落して行く結果を生む︒
次は各自の個人競争意識が非常に高まり︑競って働くまではいいが︑

その結果他人をおとし入れても我れ勝たんとする心理︑御他人の失敗を
見てひそかにほくそ笑む悲しむべき心理に支配され︑家族主義︑共同主

すために︑着物でも食物でもあらゆる点に必要以上の見栄をはる︒特に

次は虚栄︑虚礼の温床となる事である︒御自身の腕のあるところを示

持ち合わせない心理に支配されるものである︒勢い返済の責任はどこま

的に公共施設を作り︑共同財産を残して置く事などは︑薬にしたくても

うむりたいのが人情の自然である︒特にそうした環境においては︑優先

ず︑怠慢不心得の者の保証や︑浮浪放縦者の後始末では︑誰しも御免こ

冠婚葬祭の虚栄虚礼に︑やせ我慢をしてまで必要以上の浪費をして︑心

でも個人に加重され︑公共費消の資金まで加算され︑本部公共の維持費

義は薬にしたくても無い偏狭な心持ちの隣同士が出来あがる︒

ひそかに膳をかむていたらくを演ずるのも︑こうした部類に属すると言

も常に負担しなければならず︑働いても働いても追い付かない事になり

ほぞ

っても過言ではあるまい︒

勝ちで︑寝て果報を待つ心理が芽生え︑住民を搾取する事を考えたり︑

売り食いを始めたり︑投機的な仕事に手を出したりしたがる傾向を間違

それが仮に非常に順調に進展し︑その償還にも迷わない実績を上げた
と仮定しても︑自分自身個人の償還を果たしただけで償還の責が完了し

いなくたどるものである︒

それがよしんぱ金がもうかっても︑財産ができても︑償還が順調に済

たのではない僻だ︒団には団の連帯責任があり︑全部を償還して始めて
償還が完了したと言えるのである︒
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の温床には決してならない事を断言しておく︒

んだとしても︑開拓最大の目標である人物を育てる環境︑堅実なる思想

であると絶対に信じていた︒そして今もなお堅く堅く信ずるものである︒

堅実なる思想を抱く大きな人間を育てる事は︑国家に対する最大の償還

しかしただ単に前述の償還計画だけで︑償還の万全を期したとは言い
難く︑第二段階の償還計画は造林である︒

別項記述のように︑昭和十七年度より累年の造林本数は二十五万本に
達している︒その半数だけ活着したと仮定しても︑十二万五千本生きて

としても︑残ったもののうち年年一万本︑すなわち植えた数の十分の一

造林可能面積五百ヘクタールに達する︒年に十万本を植え︑半分枯れた

本団内の神社林を始め︑耕地防風林︑農道林︑墓地林予定地を入れ︑

日本政府側の正式承認を受けず︑私生児のような存在として五年を経過

体とし現地結成の開拓団である故に︑手続きその他の不備もあってか︑

かし現地満洲では事実上開拓団として存在しておりながら︑彌栄村を母

十四年四月に入植︑省︑県及び満拓の育成のもとに六年を経過した︒し

前記のごとく本団は事実上昭和十三年九月より準備工作を進め︑昭和

を償還に当てると見込んでも︑十年後︑二十年後の償還に頭をなやます

し︑昭和十九年に始めて第十三次集団開拓団として正式に認可を得て︑

林は必ずしも償還するための造林ではなく︑郷土建設の造林である︒償

敷林がある︒分割地内にも各戸の造林が実施されつつあった︒しかも造

しかもそれは個人所有ではなく︑団の所有である︒その他に個人の屋

おり︑日本政府側の補助金は未受領のままであり︑幹部の俸給も受けた

名実ともに開拓団の籍に列するに至ったという変わった歩みをして来て

還造林ではなく︑償還もできるというだけである︒問題は団員は常に明

えないから始めたつもりでもない︒言わば一つの道楽だったかも知れな

別に月給を貰うのに団長を引き受けたのでもなく︑月給を貰わねば食

生活に追われ︑償還に追われ︑負担に追われる事は人間が萎縮する事

らゆる苦難を越えて生存到着した団員の家族を見て︑しかも衰弱その極

昨年終戦後︑長春に避難して︑途中で団長が応召して不在のまま︑あ

い０

である︒借金に災されず︑生活に追われず︑安心と立命を得て余剰を公

に達した老人婦女子の状態に接し︑生活戦線を誘導しながら︑せめても

る︒

共に蓄え︑無理なく楽しく理想を抱いて働ける所に本当の人間が生まれ

料があったら︑少しでも戴いて更生の功徳になるよう下付願いたいと申

いただ

その更生の一助にもと思い︑拓植委員会を訪れ︑与えてもよい団長の給

いしゅく

朗であれという事である︒明朗であり得る生活根拠を与えておく事であ

もら

経験がなかった︒

いやさか齢Ｐｂ

心配はないはずである︒

いる事になる︒そして毎年十万本以上必ず植林する計画をたてておいた︒

記

る︒本当の人間が育つ︒

開拓は人間の建設であり︑堅実なる思想の温床でなければならない︒
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付

どこ

せんどう

に至り利己一点張りで内地での生活経験を有する団員の煽動により︑団

いか

し出たが︑如何にせんお役人の仕事は何処までもお役人の域を脱し得な

の方針を根本から覆す計画が醸成されつつあり︑九月に至って表面化し

ばわかる︒親父の言う事は納得出来るが︑我我の意見も通してくれと言

いらしく︑くれるようなくれないような生返事︑数回訪れたが最後には

断わられてむしろ清清した気持ちになり︑皆で一生懸命に働いていた

うのである︒では皆が幸福になれるような納得できる話を持って来たら

百日騒動を演じた︒直接会って話して見れば何事もないような事で話せ

ら︑大八洲が団の統制がよくとれて更生の模範であると称して表彰され

何でも聞いてやろうと言うと︑話す事は徹頭徹尾利己主義のコチコチ話︑

体裁よく断わられた︒

たり︑模範隣組に指定されたりで︑ワンサワンサ押しかけて来るように

聞く方があきれる︒

本気になって聞いていたら全団が破滅する︒まあ気を長くして二︑三

なってから︑﹁難民団体の統制よるしきため︑特例をもって団長を正式
に採用し︑俸給を支払うから拓植委員会まで受取りに来い︒﹂という達し

て頼みに行ったのであったが︑今になって皆の協力でどん底の生活から

一人でも多く生かせれば月給を貰った功徳があるつもりで︑頭を低くし

で︑しかも栄養不良で死にかけている病人に薬なり米の飯なり補給して︑

りではなかったのだ︒当時の困った環境を一日も早く切り抜けたい一心

長春到着当時に月給を貰いに行ったのは︑何も名誉や金が欲しいつも

が直接行動を起こし︑倉庫を破って本部になだれ込んだ︒制止する団員

ところが十二月に至り︑とうとうしびれを切らせた十八人の遊び仲間

よくもただ食わせて置き︑よくもただ遊んでいたと今でも感心している︒

ころに男を立てて︑意志を翻さない︒そして遊んで食う事三カ月余り︑

とりなどして遊んで食っていた︒話はわかるが男の意地と称して変なと

したらはっきり君たちにもわかる事だろう︑と遊ばせて置いた︒毎日魚

年遊んで団の建設を見ているがいい︒二︑三年したら目鼻がつく︑そう

一歩立直って︑働いて飯を食えるようになってから︑たとえ願った当時

との間で乱闘となり︑傷を負って退散した︒そしてついに警察沙汰とな

を受けた︒

の百倍貰ってもありがたいとも思えないので︑そのまま放ったらかして

り不肖佐藤は責任者として制止した団員とともに留置場に抑留され︑責

さた

置いたら︑後で満拓の方が取次いでわざわざ届けてくれた︒その親切を

任を問われる結果となった︒考えてみれば誠に迂闇だった事でもある︒

講うかつ

感謝しながらも︑まことにくすぐったいものがあった︒

話がわかりながらも聞かれない︑いわゆる男の意地もわからぬでもない︑

なかなかものは理屈や道理ばかりで通るものではなく︑本団の建設理

かった︒ただ責任者の非力がこの結果を生んだ︒事ここに至っては処置

故の満洲開拓であるのか？︑結論はいつも正道に引きもどす一本しかな

内地で利己的に暮らしなれた情勢も少しは理解出来もする︒しかし何が

想に対する団員の理解も︑入植当時は割り切れないものがあったらしく︑

なく︑宗光彦千振団長の腹を通して彼らの意見をきく事にした︒暴徒を

｜

協同特殊型態に対する個人主義︑利己主義の反動があった︒昭和十五年
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恐れて屈したのではなく︑その災が正しい団員に及ぶ事を恐れて泣いて
馬しょくを切ったのである︒

彼らの意見を受け入れる事は反面彼らを見殺しにする事でもある︒彼
らも同じ同志ではなかったか︒涙を飲んで彼らの意見を受け入れた昭和

おおやしま

十五年十二月三十日の悲しい記憶は忘れられない︒

利己主義︑排他主義︑そのままでこれを是正する指針なく︑反省する

機会もなく︑放縦とわがままの生活にいかなる前途が待ち受けていた事

か？︒いかなる環境がつくられていた事か？︒憂慮していた結果が鏡に

写すようにはっきりと現われていた︒

覆水盆に帰らずであるが︑今にして再び当時を追憶し反省する︒何も

かも知りながらも︑彼らの希望を受け入れた責任者としての重大な過失

ったな

彼らの意見を受け入れる事は彼らを大八洲の協同態勢から切り放す事

を︒死んだ子の歳を数えるような寂しさを痛切に感じながら拙い筆をお
／︑○

である︒その結果隣接地区の日高見開拓団に編入され︑その保護のもと

揚日誌

に彼らの開拓営農が続けられた︒そして五年を経過した︒それで彼らは
果たして幸福であったろうか？︒

一一︑

容である︒ここに再録して当時を回想するとともに︑再建の道をたどる

開拓者の反省と努力の糧にしたいと念願する︒

一︑終戦前後における開拓団並びに
周辺の状況

本開拓団入植以来入営により兵役にある者十四名︑昭和十九年度応召

ソ連の参戦による最後の根こそぎ動員の応召者十四名で︑八月十一日現

方正︑奉天と三カ所に分かれたまま冬を越し︑二十一年六月から九月に

書きつづったものであり︑帰国と同時に︑

在応召未帰還者数七十五名に達し︑壮年男子︵十八才以上四十五才迄︶と

︵臨時召集︶在役中の者十七名︑昭和二十年七月までの応召者三十名︑

﹃三江省樺川県大八洲開拓団避難状況報告書﹄として︑外務省︑農林省︑

して在団中の者は高木樺五郎︑富田宇一郎︑安部仁栄︵病気入院中︶︑

まで

各関係府県庁︑市町村当局︑留守家族︑その他に発送された報告書の内

かけて相次いで帰還︑万感を胸に抱いて故国の土を踏むまでの出来事を

流弾にたおれ︑あるいは病魔に冒されて半数以上の同志を失い︑長春︑

に家なく︑雨の降る中を野宿し︑山を越え橘のない河を渡り︑あるいは

の引揚列車にも乗車出来ず︑徒歩での避難行幾百里︑食うに食なく寝る

れ︑八月十四日老幼婦女子は住みなれた第二の故郷を後にしたが︑最後

動員で全男子が応召︑次いでその筋より開拓地住民に避難命令が発せら

この記録は昭和二十年八月九日︑ソ連の参戦により︑翌十日根こそぎ

引

−23−

− 山

