れんぽうしし袋〜

木出身の諸君が︑郷土朝日連峯の奥まった綱木の里に代代伝わる獅子鋒

を演ずる事になったが︑獅子頭がない︒すると折りよく菅生村の旧家大

満洲で業半ばにして成し遂げ得なかった開拓の理想を皆様と共に祖国につく
り上げ︑清い：明るい夢の実現に向かって謹進いたす事を謹んで霊前にお誓い

滝家︵入植当時村長だった大滝一郎氏宅︶に家宝として伝わる二一体の獅子

年11月の県開拓二十年祭にも出演優勝している。

一一

この年水戸で行われた県の開拓五周年祭にもこの獅子舞を演じて優勝

っさいを博した︒

頭がある事を知り︑乞うて使わせてもらい︑見事な獅子舞を演じて大か

いたします︒

昭和二十六年十二月一日
大八洲開拓農業協同組合

組合長佐藤孝治

昭和26年11月9,10日に行われた茨城県開拓五周年祭素人演
芸会に出演優勝した組合の獅子舞｡(茨城会館の舞台で）
以来組合の開拓祭にはかかさず出演して人気を博し，昭和40

し︑それから十五年経て︑昭和四十年十一月の県開拓二十周年祭にも再
び出演して優勝の光栄に浴している︒

その五周年祭を記念して﹃私どもの村づくり﹄と題して出した資料が

あるので︑重複する所もあろうが︑入植当初からの開拓建設運営に対す

る考え方︑進め方などを記してみよう︒

私どもの村づくり

｜村づくりの目標
共同の目標

基本的人権を尊重して︑お互い各自の幸福を念願しても︑一人一人の

力ではその最終の目標はおろか︑日常生活の安定さえもつかみ得ない不

安があるので︑弱い小さい個個の力を合わせて︑無理なくその理想を実

現しようとするところに︑ほんとうの協同が生まれる︒

殊に私共のように終戦後外地から引揚げ︑丸裸で入植し︑悪条件の間

に処して︑既存農家さえもややもすれば社会から見放され︑しいたげら
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例によって各のど自慢の素人演芸でにぎわったが︑たまたま南原村綱

舞
子

獅

その力を結集し得る環境をつくり出す事にあると思う︒これが私共の開

目標

施設の基成し︑
礎をつく
り組合を一
強化する︒−

二家畜を導
入繁殖し︑

︵二三年三月末︶

｜

備考

昭和二十

五年度末

数八八戸︒

三トントラクターニ台︑同ハロ

施しており︑主なる農機具は

畜力機械化により共同耕作を実

足な収穫

被り︑満

続水害を

四カ年連

入植以来

ーニ︑プラオニ︑畜力農機具十

なく︑生

を得た事

動力脱穀機三台︑発動機三台︑

活維持困

農村工業

難のため︑

乳牛二八︑役牛一三︑馬四︑緬

を重点的

に経営し

１木工製材︒建築事業︒２澱粉

持して来

生活を維
施設を設

た︒

油製造︒ａ羊毛加工︒６精穀

工場︒３搾油工場︒４味噌・醤

三︑農村工業

五二○︑兎七︒

羊四五︑山羊四︑豚二︑鶏

二︑家畜実績

貨物自動車一台︑牛馬車八台︒

組︵プラオ︑ハロー︑カルチ︶︑

ヘクタール・

内水田三ヘクタール︑畑七二

の た め 耕 作 不 能 一 五 ヘ ク タ ー ル ︒ の組合員

耕作実績七五ヘクタール︑水害

一︑開墾実績九○ヘクタール︒

績
置運営し︑

一三農村工業

実

れ勝ちな環境を克服して︑住みよい村︑明るい村︑希望ある農村を生み

L
画

第二期建設入植第二年より五年まで

−

協同産業一︑開墾を完

入植当初

計

出すには︑開拓者一人一人の創意と工夫を充分生かしながら︑無理なく

−

拓建設の指針であり︑将来の理想農村の基礎となるものと信じている︒
すなわちほんとうの一人一人の幸福を生み出し︑明るい希望ある生活
をつくり出すところに私共の共同の村づくりの目標がある︒
そして次のような段階によって︑一歩一歩その目標に向かって進んで
行きたいと念じている︒

一︑住居︒天幕生活一年︑仮宿舎を

の組合員

備考

造り雨露をしのぐ︒建築共同宿

牛二︑緬羊一二︑山羊九︑豚一︑

めんよう

家畜の実績︒馬三︑役牛四︑乳

のため収穫皆無︒

協同経営により耕作したが水害

三共同開墾実績三六ヘクタール︒

業を興し生活費をかせぐ︒

二堤防工事に従事し︑自給製塩事

むね

四○戸

績

舎六棟四七八平方メートル︒

実

兎一二︑鶏九七︒

ゞ§
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建設の段階

耕作

三共同開墾

持

三生活の維

建設

一︑ 仮 住 居 の

画

第一期建設入植より二年間

目標
協同によ
り最小限
度の生活
の基盤を
つくる︒

計

西︑保健施設

︵精米︑精麦︑製粉︑撫騨

四︑診療所

｜緬羊二○○頭一︑○○○頭

一役牛二○二○

馬二○二○

豚三○○五○○

組合員の診療防疫と一般農家の
診療を実施しており︑医師一︑

山羊一○○一○○

二工場や住

共同宿舎二棟一︑三二○

五︑建築実績︵各平方メートル︶

醸造︵味噌・醤油︶・漬物︒罐

を設け︑

看護婦兼助産婦一で運営してい

宅の建築

共同畜舎八棟三三六

詰・搾油・澱粉・精米麦・製

鶏垂○○○羽異○○○羽

を進め協

工場六棟七五二

粉・製麺・その他

る︒

同による

事務所一棟一六五

を強化し︑１農道︒２防風林︒ａ職梛排水の初期であ
住宅を完施設︒４採草放牧地︒ａ果樹園︑り︑過去四

備し︑組桑園︑その他の設定︒ａ農機具年間の水害

合の組織の完備をはかる︒を克服して
を整備し︑二︑畜産︑家畜導入繁殖の目標着着村づく

経営の軌種別入植十年目完成時目標りの道を進
道を敷く︒乳牛一○○頭二○○頭みつつある︒

Ｌ農産加工

２畜産加工

製酪︑紡織︑肉加工︑その他︒
３木工製材

製材︑建築︑建具︑家具︑農
具︑その他︒

４殿工
農機具製造︑修理︒

等を整備し︑営農︑畜産と併行
して運営する︒

四購買・販売
１生産品の販売︒

消費都市と直結し直売所の設
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三農村工業

分業多角

その他一四棟三七九
︵昭和二十六年三月末実績︶

経営の確

績

｜実績一備考
備︲
考一
実

立︒

第三期建設入植四年より十年まで

目標
画

協同施設一︑営農施設︑農場の完成一現在第三期

計

置︒

２必需品の購買
生活必需品︑生産必需品の購

運営と︑各人の生活が順調に進
展できる基礎をつくる︒

︵昭和三十年末までの目標︶

第三期末までで大体組合の形態

績

第四期建設入植六年目より二十年まで

計画

償還を完

は完備しても負債による建設で

目標
了する︒

績

入配給︒

３輪送
トラック︑馬車︑その他︒

異文化厚生事業

あるから︑この償還を完了して
始めて完成する︒

１保健施設
診療所を完備し徹底した共済

もこの人間完成は永久に間断な

れる︒

還が開始さ

年度より償

昭和二十六

考

考

償還計画は別項に記載する︒

第五期建設入植当初より永久にわたる

食生活の改善確立︒

く最重点的に考慮されるところ

実

なものではなく︑これを表示すれば次のようになる︒
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備

備

保健及び防疫の業務を行う︒

２教育

この人間完成をよそにして開拓

目標
人間をつ

学校教育︒子弟教育を組合の
責任において行う︒

よりあらゆる建設運営のいわゆ

の建設はあり得ない︒入植当初

工業技術︑その他必要な技術

る村づくりは︑人間をつくる事

託児所の設置運営︒

に開拓の村づくりの意義がある

を外しては無意味であり︑しか

冠婚葬祭の組合実施︒

実

以上の段階は一応の目標であり︑はっきりと各期別を判別し得るよう

と思う︒

以上を整備し軌道に乗った組合

娯楽設備の設置︒

図書館の設立運営︒

３生活改善

教育を行う︒

くる︒

画

技術教育︒必要な農業技術︑

計

｜

｜誹一融一

｜酔一卵一

一秒一群一評妙一融一酔一が｜ｗ一

｜伽一

｜酔一

｜鋤一鋤一餓一が｜酔一

｜い一

組合機構図

計１斗１割一一一一一一一一一
理
融地設画計務籍生祉外道

経金士施企統庶戸衛福渉報

総務係

監事会

１Ｊ壬１丁﹁

加

開土建農畜購販輪農

拓
木築産産買売送工
一一一一一一一一一

組合の運営

産

母⁝ｌ

営農糸

企
画
係
一
［

評一

″｜″｜″｜″｜″｜″｜″｜″｜唖一岨一梱一唖一畑一畑一繩一例一姻一畑一哩一哩一堰一也一哩一椹一幅一唾一幅一幅一幅

云

管
理
係
‑
［
串窯噛

経
理
係
王
ｰ

総

第一期

第二期

︽ロ

『

建 営販
購
設
農
係
係
係

部 落 会

倉庫Ｉ

生活係 市 配 給 ︲

炊事Ｉ

共済係由瀧川

訶

教育係占瀧川

保健係由雛Ⅱ

の組織は一口に言えば一本の生きた木のようなものであると言える︒

血が通っていなければならない︒生きた組織でなければならない︒私共

右はただ単なる組合組織の型であるが︑いくら形が整然としていても

一工加産畜

第三期

第四期

第五期

二組合の組織と運営

組合の組織
行くためには︑それを無理なく実現して行くのに最も都合のよい組織が
必要である︒

現在の私共の組織は次の通りである︒

A B C D

木は一粒の実から生え︑地中からまず双葉が芽生えまつすぐに伸びて
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総務部一

ト部業勧

I

一材製工木一

一

員
組

■

ニ
ト
擬
態」

− 工 殿

−天 稲 初 年 盲

前記の目標に向かってその段階を一歩一歩進んで理想農村を建設して

．

年
別

一

図

鴫

7
燕
いは風雨にさらされ︑あるいは踏

目に見えない所に根を張る︒ある

行く︑︵図一の状態︶︒そして地中の

営生活は別物であってはならない︒生きた一本の木のように根から幹・

たつながりがある一つのものであるように︑組合と産業施設と個人の経

され生長して行く︒この場合根と幹と枝葉は決して別物ではなく︑生き

派な滋養物にして幹に送り返す︒組合の経営︑生活はこのように繰り返

に運営される一つの生きた組織でなければならない︒そして組合を組織

みつけられて幹は右に曲ったり左

︵図二の状態︶︒この幹もどこまで

する組合員は︑各その能力・性格・希望などにより︑その組織する協同

枝・葉・花・実と︑枝・葉から幹︒根と密接な連関関係をもって有機的

もただ一本で伸びて行くのではな

体の適当な部門を分業的に担当する︒そしてその協同体の生長に応じて︑

に曲ったりしながら伸びて行く︒

く︑適当な所で右に枝が出る︑あ

適当な所に適当な枝を出して︑組合運営を改善強化して行く︒

それではその多角経営をどういう風に組立て︑どういう風に運営して

の基礎の上に立つ分業多角経営であるとも言える︒

いわば私共の経営には︑協同と個人の区別がないとも言えるし︑協同

るいは左に出る︒前に後に次次と
枝が出て︑そしてますます幹が太
り根も張って更に子枝︑孫枝が出
て伸び太って立派な大木になり︑

行くかというと︑まず百戸計画の組合として一戸当たり耕地を平均一・

五ヘクタール割り当てられるとして︑総面積百五十ヘクタールとなるが︑

そして花が咲き実を結ぶ︵図三の
状態︶︒この木の幹は組合であり︑

作能力があるので︑五ヘクタール単位の耕作専業農家をつくれば︑百五

その配分地の所有権は各個人にあるようにしても︑耕作権を組合に帰属

︵図四の状態︶︒

十ヘクタールで三十戸の専業農家が生まれる︒そしてその人人の創意工

根は産業施設であり︑枝は部落で

木は根によって大地から養分を

夫と希望とによって畜力主体の個人営農を打ち立てようと︑五人なり十

して置き︑その耕作方法は︑畜力︒機械力を充分取り入れれば︑一戸当

吸い取り︑幹を通じて枝葉に送り︑

人なりの協同による機械化農場を経営しようとも︑各自の自由に伸び伸

あり︑葉や花や実は個人の生活で

そして花を咲かせ実を結ばせる︒

びした経営が出来る組織にして全耕地の耕作を担当させるようにする︒

たりの労働力を大人三人と換算して︑二毛作地帯でも五ヘクタールの耕

枝は葉によって太陽の光線を受け

そうすれば耕作には必要のない七十戸の余剰労力が生まれるので︑そ

あり経営の状態であると言える︒

て︑根から送られた養分を更に立
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家畜換算三頭を目標として四百五十頭の飼育を担当する畜産専業農家を

の内から全耕地の地力維持に必要な家畜を開拓地一ヘクタール当たり大

恐慌の嵐を突破出来る態勢が生まれて来るものと思う︒

によって︑経営の不安をなくし︑内に私共の生活を豊かにし︑外に農村

互教育︑そして保健も防疫も慶弔の儀式も︑すべて組合で行って行く事

五○○頭
五○頭

大家畜換算

力で実現しようと今まで努力して来たつもりであり︑これからもその目

新しい農村をつくり出す要素であると信じており︑私共はそれを協同の

も事務も︑政治も農業の一部門であるといういわゆる広義の農業経営が︑

そのように営農畜産はもちろん︑加工も販売も︑医療も教育も︑宗教

あらし

大体三十戸つくる︒そしてそれをいかように合理的に経営するかはその

二○○頭

標に向かって進んで行きたいと念願して居る︒そしてその理想が必ず実

のが黒字にならなくとも︑組合協同の基礎の上に営まれる︑分業多角経

もの︑農場そのものが単独で直接もうからなくとも︑組合の経理そのも

さいは肥料となり︑飼料となって返って行く︒工場そのもの︑家畜その

及び加工製品は︑組合の販売組織を通して消費者に直結され︑加工の残

加工原料の大半は組合内で自給し︑家畜は肥料を耕地に返し︑農畜産物

しての多角経営が合理的に営まれるものと考える︒そして食料・飼料・

と何ら変わりなく︑自分の創意と工夫を取り入れて︑しかも組合全体と

団で入植して︑食えない最悪の状態から︑開拓者としていかにして立ち

やもめも︑両親と別れた孤児も居るという有り様で︑片割れ者同志の集

植した四十戸のうちには︑十八戸の女世帯があり︑また妻をなくした男

召のままで帰還せず︑生死の程も分からない状態であったので︑最初入

したような想像もしなかった苦しい体験を経て︑当時大部分の男子は応

一月で︑終戦後一年間の避難生活の間に︑団員や家族を半数以上も亡く

よって更生しようと︑集団のまま現在地に入植したのは昭和二十一年十

私共が満洲から引揚げて来て︑ほんとうの裸者同志がもう一度開拓に

協同生活の実態

三組合の生活協同体

現出来るものと堅く信じて居る︒

五○頭
四五○頭

五︑○○○羽

頭数

担当農家の創意によらせる︒取り入れる家畜の種類︑頭数はおおよそ次

二○○頭
四○頭

大家畜換算

四○頭

一○頭

一○○頭

一○○頭

一︑○○○頭

頭数

のように組立てて置く︒

種別
乳牛
役牛馬

緬羊
山羊

次に農畜産物の加工︑その他の農村工業を担当する専業農家三十戸位︑
事務系統︵庶務・経理・購販・医療・その他︶を担当するもの十戸位︑と

営によって生まれる産物・副産物がいかに私共の生活や経営に結びつい

上がろうか？︑いかにしてその難関を突破しようか？︑結論は至って簡

いう風に振り向けて行けば︑各自は充分自分の仕事に専念し︑個人経営

て行くか︑経営の循環︑そして労力の合理的な使い分け︑自給自足の確

単であった﹃協同﹄である︒

な

立と外貨の獲得︑組合員各自の人と人とのつながりによる相互扶助︑相
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計鶏豚箭

引揚げて入植し得た者だけの問題ではない︒当時まだ四十名近くの︑

そして前途に常に明るい光明を見出して居る事が︑いかなる逆境をも

はまだ幸福の部類に入る︒残された者がいつ引揚げて来るのやら皆目分

おったので︑一足先に帰国して落ち着く先を見付けて働いて居られる者

ゆる悲惨な農村生活を根本的に改めて︑都会生活者でさえも企て及ばな

生活を豊かに打ち立てられる推進力にもなり︑更に飛躍的に過去のあら

食えない環境さえも克服出来るという事は︑その次に来る食える協同

笑って克服出来た大きな原動力になっていると思う︒

からないが︑いつ帰られても﹁ああよかった︒﹂と喜んで落ち着ける根拠

い農村文化生活の基盤を造り得る素質を持って居る事でもあるとうぬぼ

応召のまま多分シベリアに抑留されて居るだろうと思われる未帰還者が

を︑私共がわが身の現在の生活を維持しながらつくって置きたいと考え

れて居る︒

村の集会所を借りて足だまりにし︑天幕を張って︑芋を食って飢えを

合理的な運営だけのものではない︒人間社会には常に不慮の災難が影の

私どもの不安のない生活活動の基礎は︑営農・畜産︒農村工業経営の

共済保健の基礎

てみても︑一人で出来る仕事ではない︒他人に強いられて出来る仕事で
もない︒みんなでやろうと意気投合して集団のまま現在地に入植したの

しのいだ︒こうした最低の協同生活は︑決して楽しいものでもなければ︑

如くつきまとって来る︒風水害・火災・病疾︑その他ありとあらゆる天

である︒

ほめたものでもない︒あのどん底生活は︑とても一人や二人では我慢の

災地異が︑いつどこで起こるか予測し難いものである︒そうした不慮の

どと

出来る環境ではない︒大ぜいだから我慢もして来たし︑協同だから疎掛

け︑いつもいつも農場は丈余の水底に没して収穫皆無を繰り返し︑今年

あれから既に五年になった︒その間開墾地は四カ年連続して水害を受

員加藤君が佳木斯医大で修業して来たのが実を結んで︑いま組合診療所

保健︑防疫に関しては万全を期して置きたい念願から︑在満当時に組合

置のとれる態勢を︑組合としてつくって置く必要がある︒特に組合員の

災害を出来るだけ未然に防ぐ努力と︑万一出来た災厄に対する適切な処

まで配給食料で露命をつないで来た︒どこから見ても決して豊かな生活

を設置し︑加藤医師を中心に徹底した組合共済保健の基礎をつくりつつ

り通しても来られたと今でも思い出してつくづく感ずる事がある︒

ではなかったような気がする︒それでもなお落ちぶれもしないで︑その

ある︒

によって︑入植一年より二年︑二年より三年と︑一歩一歩遅遅たる歩み

がらも︑お互いに信じ合って無条件に協同出来るというたった一つの事

増えており︑田畑はおろか︑やっと建てた共同宿舎や畜舎まで流されな

であり︑そうした事は何も医者が悪いのではなく︑そういう社会がそう

常識のようになって居る︒というのは病人が居ないと医者が食えないの

出ないと金にならない︒患者が多いと医者が喜ぶように出来ているのが

元来医者は病人を扱って金をもうけて暮らす職業であるので︑病人が

チャムス

後ぽつぽつ引揚げて来ては追い追い入植して︑組合員も現在は八十戸に

ながら向上しこそすれ決して退歩しなかったと信じて居る︒
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させるのであろう︒

そこで私共の場合はその逆の方面から考えて行く︒すなわち医者も身
内であり︑診療所も組合のものである︒組合員の診療防疫も組合の負担
であり︑医者の生活も組合の協同生活に含まれて居るので︑患者が多い

は病弱者の療養費を健康者の働きで負担する結果になるので︑健康者が

文句を言わないか？︒﹂と問う人がいるが︑それに対して私共はこう思っ
ている︒

もちろん常に健康者の働きで病弱者が助かって居るのであるが︑その

をするのが幸福だろうか？︑と考えてみる︒そして健康体のものが必ず

場合病弱者で寝ている患者が幸福か？．︑健康で毎日働いて居てその負担

そうすると医者の立場から見ても︑組合一般から見ても︑患者が少な

しも永久に健康体であって︑病気もせず死にもしないとだれが保証する

から医者がもうかるのではないという事である︒

ければ助かるし楽だということになるので︑なるべく早く病気を見付け

だろう︒

その悪い巡り合わせがいつ来ても協同の力で安心して療養して行ける︒

出して︑最も簡単に病気を治す事を自ら考え出してくれる︒病気を治す
事よりも病気を出さない方法を考え出してくれる︒いわゆる予防医学を

と常に考えていれば︑働ける者が重荷を背負って行く事に不平も不満も

なく︑文句もあるべきはずはないという事になる︒それもそういう理屈

地で行く方法である︒

一例を組合の結核対策に見ると︑開拓者住宅の一隅を利用してやって

抜きに無条件でお互い信頼し合える︑人と人とのつながりであればこそ

い坐毘く﹄フ

居る現在の不備な組合診療所ではあるが︑レントゲンポータブルを備え

要するにすべての事に協力出来るという事は規定や法律で出来る事で

出来る仕事でもある︒

り︑少しでも冒されて居る徴候があれば︑最初から結核患者として最も

はなく︑人間同志のお互いに信頼し合えるかどうかという事に尽きると

てあって年二回位組合員全員のレントゲン写真による診断を実施してお

軽微のうちに組合で出来る最善の方法をとって完全に治療する事にお互

思う︒

しょくじ

徹底した一つの社会保障

そうりょ

いに努力する︒作業療法・食餌療法・気胸療法・安静療法等等を適宜に
医者の方針に従って実施する︒組合の診療所で手に負えない患者の場合
は︑設備の完全な病院に入院させて胸郭成形術まで施して完全に治療し

滅︑その他あらゆる疾患に対する治療はもちろん︑出来るだけ予防に努

これはただ単なる一例に過ぎないが︑その外回虫駆除・トラコーマ撲

する事をたてまえにしており︑各自がその分担する業務に不安なく働い

習得︑人事の相談︑その他すべて組合の仕事として︑組合員相互に解決

の保健︑防疫はもちろん︑冠婚葬祭の事から︑子供の教育︑業務技術の

医者に限らず組合内には看護婦・助産婦・神主︒僧侶もおり︑組合員

めて居るので︑保健衛生に関しては不完全ではあっても不安のない環境

て行く基礎が出来ているので︑個人生活よりも協同生活がよいという事

た結核患者もある︒

をつくり得たと信じて居る︒というと﹁その経費一切を組合で負うので
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て個人間の鋭い競争意識によって支配されて居る︒そしてまず働く競争

これとは反対に既存農家のような個人単位の農業経営の場合には︑すべ

を︑意識するとしないとにかかわらず信じて行ける事を感謝して居る︒

と考えている︒

書館の設置などに思う存分投資して︑組合主体で改善経営して行きたい

面に使って行く︒食生活の合理化︑託児所の設置︑娯楽設備の充実︑図

そしてそういう無駄を省いて浮かぶその費用を︑生活を豊かにする方

むだ

から始められる︒それも働く競争だけなら誠に結構な事だが︑働いた結
果それをはっきりさせるため金を溜める競争をする︒そしてその次に溜

つの社会保障を行えるという不文律を持っている事は︑四ヵ年連続の風

組合自体が生産協同体であり︑生活協同体であると共に︑徹底した一

た

まった金の使い方の競争をするようになり︑それがまず見栄を張る競争

水害に痛めつけられながらも︑つぶれもせずに更生し発展し得た原動力

計

開拓者が建設を完了して一人前の農家になるまでには︑現在の状勢で

四償還

なで信じて居られる基本をなすものである︒

であり︑将来︑明るい希望のある理想農村を生み出す事が出来るとみん

として冠婚葬祭にはっきり現われて来る︒
おれ

お隣りは婚礼で十万円使ったから俺の所は十五万円必要だ︒向こうの
葬式で酒二斗使ったから俺の所は三斗使わなければならない︒という事
になり勝ちで︑これが救うことのできない競争で溜めた金を使っている

ない観念に支配され︑その穴埋めのために朝から晩まで自分自身を酷使

普通五万円から十万円の借金が残る︒これを償還して始めて建設が完了

間はまだよいが︑借金してまでもその見栄のために浪費しなければなら

して︑日常の生活を極度に切りつめてあくせく暮らす結果になりはしな

した事になる︒

ところが入植の当初に﹁我我が開拓者として無一物の状態から一人前

いだろうか？︒

果たして過去の日本農村にこうした傾向がなかったでしょうか？︒そ

式にしても︑葬式にしても組合員がみんな集まって厳粛な式を挙げても︑

として︑まず冠婚葬祭をすべて組合負担でやる事から始めている︒結婚

ょうか？︒私共は必ずあると信じて居る︒そうした農村生活の改善方法

それではそうした農村の喜ぶべきでない傾向を改める方法はないでし

い︒﹁それでは借りた金は返さなくてもよいとしたら︑安心して営農を続

間うてみても︑これを完全に果たし得ると断言出来る者はほとんど居な

を負担し︑そのうえ年年歳歳その償還を果たして行く自信があるか︒﹂と

子女を教育し︑世間なみの交際を続け︑不慮の災害に備え︑公租︒公課

が各自一ヘクタール乃至二ヘクタールの農地を経営し︑生活を維持し︑

ないし

の農家になるためには大体五万円から十万円の借金が残るので︑開拓者

その一切の費用が協同負担であるので︑みんなの金であるからいくら盛

けて行かれるか？．︒﹂と言うと︑﹁そんなら大丈夫だ︒﹂と太鼓判を押すのが

ういう競争意識から明るい文化農村が生まれて来るはずはない︒

大にやっても自らお互い金がかからないように努力するようになる︒そ

大部分である︒

だれ

して見栄の競争︑金を使う競争などには︑誰も頭をいためる心配はない︒
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画

は考えようによってはあると思っている︒それは個人では償還の責を負

安心できない事になる︒果たしてそうした名案があるだろうか？︑私共

そこで結論は︑借金は返さなくてもよいという方法を見出さなければ

それでもその間働いて蓄えた個人所有の財産には傷付く心配がないだけ

今すぐ返せと言われたら組合の協同財産をそのまま提供するまでである︒

設を運営活動させる事によって償還を果たせるように計画する︒もし只

てもよいという事になるのではない︒組合は常にその組合の協同産業施

ただ

う必要のない建設方法︑個人では借金しない経済組織を作る事である︒

気が楽である︒組合はいつでも償還に応じる心織えがあると言える根拠

いま

要は借りた資金の使途と︑これに対する償還の根拠である︒

しかし政府の年賦償還を一度に只今返せという無茶も言われるはずは

がここにある︒

万円近くの借金が出来た︒決して返さなくてもよい理由も成り立たない

なし︑むしろ組合協同体によるその根強い根拠を喜び︑その業態の発展

私共の組合も入植以来五カ年︑年年の災害に災いされて一戸当たり十

し︑もう既に今年から償還が始まって居る︒それでも何ら個人的に償還

をこそ奨励し︑助長してくれる結果になると思うし︑その合理的な運営

これをその逆の道をたどり︑建設・営農資金は山賊の山分けのように

の重圧を感じて居ないのは︑借りた金はすべて組合で使い︑償還の方策

それでは最も安全な償還の基礎は何であるか︑それは借金は個人では

個人に分配し︑各自は勝手に思い思いの気まぐれに資金を浪費し︑個人

によってこそほんとうの償還の道が開けるのである︒

使わない事である︒使わないといっても寝せて置く事ではなく︑個人の

の責任において個人の建設だけに走ったとしたら︑どういう結果になる

も組合で樹立するからである︒

生活に借金を費消しないという事であり︑借りた金は組合として生かし

だろう︒

らくごしや

に切り回し︑金も儲けて模範農家として浮かび上がる︒その反面開拓の

︲もや７

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

て使う︒各自はその生産に努力する事によって生活を維持するようにす
る︒

まず組合で百万円借りたら︑百万円の組合の産業施設をつくり︑一千

いけない︒生きた活動の出来る生産施設でなければならない・営農施設．

が︑その結果他人をおとし入れても勝とうとする心理︑御他人の失敗を

次は各自の個人競争意識が非常に高まって︑競争して働くまではいい

落伍者が次から次へと脱落して行く結果を生む︒

畜産施設・農村工業施設︑何でも結構だが開拓者にふさわしい生きた産

見てひそかにほくそ笑む悲しむべき心理に支配され︑家族的な協同主義

万円借りたら一千万円の協同財産をつくる︒その財産も死物であっては

業施設であればよいと思う︒そして各自はその産業施設をつくる事と︑

次は虚礼虚栄の温床となる事で︑自分自身の腕のあるところを示すた

は薬にしたくてもないような偏狭な隣り同士が出来上がる︒

というと組合の産業施設をつくれば借りた金は返さなくてもよいとい

めに︑日常生活に必要以上の見栄を張り︑特に冠婚葬祭の虚礼虚栄にや

それを運営する事によって生活を維持して行く︒

う理由がなりたつか？︑という事になるが︑決して組合だから返さなく
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せ我慢をしてまで浪費して︑ひそかに晴をかむていたらくを演ずるのも︑

つ心理が芽生え︑売り食いを始めたり︑投機的な仕事に手を出したりし

となり︑働いても働いても追いつかない事になり勝ちで︑寝て果報を待

ほぞ

こうした部類に属するといっても過言ではあるまい︒

それがよしんぱ金がもうかっても︑財産が出来ても︑償還が順調に済

たがる傾向を︑間違いなくたどるものである︒

されたと仮定しても︑自分自身の借金を返しただけで償還の責が完了し

んだとしても︑開拓最大の目標である人物を育てる環境︑堅実な思想の

それが仮に非常によく順調に進展し︑その償還もとどこおりなく済ま

たのではないはずだ︒組合として組合員全員の連帯責任があり︑全部を

温床には決してなりそうもない︒

結論は組合員は常に明朗であれという事であり︑明朗であり得る生活

償還して始めて償還が完了するのである︒
ところがこうした個人同志の環境で︑個人全部が完全に順調に経営が

不良あり︑不心得あり︑劣弱者あり︑無能力者あり︑怠慢者もある︒そ

である︒借金に災いされず︑生活にも追われず︑安心と立命を得て余剰

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

いしゆノー

うした者の償還を一体だれが背負うのか？．︒幸い貸した方で﹁無い者は

を公共に蓄え︑無理なく楽しく希望を抱いて働ける所にほんとうの人間

環境をつくって置く事である︒

いらない︒無能力者は返済しなくてもよい︒失敗者は棒引きにする︒﹂と

が生まれ︑ほんとうの人間が育つ︒開拓は人間の建設であり︑堅実な思

出来て発展するという事はおそらく不可能に近い︒災害あり︑失敗あり︑

でも言ってくれれば結構な事だが︑どっこいそうは問屋は卸すまい︒

想の温床でなければならない︒堅実な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であり︑地元村民の温情に対する最大の報

結局償還の責任保証は有力者に転嫁される結果となりはしないだろう
か？︒有力者とは常に人一倍に苦労し︑勘所をつかみ︑上手に切り回し

恩であると絶対に信じている︒

がくい

ろで︑地元村民の正しい理解と温かい協力が得られなかったなら︑希望

しかしいかに私共は明るい希望を抱いて堅実な計画を立ててみたとこ

五むすび

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︑模
範の経営者にだけその責を倍加するとしたら︑果たしてそれ自身が快く
応じられるだろうか？︒ましてやそうした敗残者のすべては︑正しい失
敗者ならいざ知らず︑怠慢不心得の者の保証や︑浮浪放縦者の後始末で
はだれしも真っ平御免被りたいのが人情の常である︒

も計画も単なる画餅に過ぎない︒

もし過去において︑また将来において︑地元民と入植者との間に喜ぶ

特にそうした環境においては︑優先的に公共施設をつくって共同財産
を残して置くなどは薬にしたくてもない心理に支配されるものである︒

べからざる対立があり︑迫害があり︑悲しむべき問題が介在するとすれ

ば︑弱い開拓者は容易ならざる鰄聡に立たねばならない事であろう︒

勢い返済の責任はどこまでも個人に加重され︑公共費消の資金まで加
算される︒その上組合公共の維持費を常に負担しなければならない結果
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二年九月のカサリン台風による水害を始め︑以来四年間連続して水魔に

て以来︑生活の維持さえ困難をきわめた当時はもちろんの事︑昭和二十

して居る︒昭和二十一年九月満洲から引揚げ︑十一月に現在地に入植し

その点について私共は入植以来今日までの︑誠に恵まれた環境に感謝

あろうが︑事実はそのような生やさしい事ではなかった︒

んでは来たが︑夢がそのまますんなりと実を結んで行けば結構な事では

と励まし合い︑みんなの気持ちをまがりなりにも一筋にまとめながら進

描いて︑開拓の意欲をもやす事によって︑現実の苦痛や悩みを忘れよう

天幕暮らしや乞食にも似た生活の間にも︑前記のような村づくりの夢を

の事︑経営の事から経済上の問題に至るまで︑地元村民から公私とも温

だったろうと思われるが︑その間軌道にすんなりと乗る事が出来ないば

理想と現実は常に食い違って行く︒目標通りに進んでおれば天下泰平

︾﹄ｒ︶半ｆ一

おそわれて満足な収穫を得た事のない悪条件の中にも︑住居の事︑食糧

かい理解のもとに絶大な御援助を受けた事である︒そして今日に至るま

かりか︑次から次へと悪循環が繰り返されて︑開拓者も組合も年年じり

やす

を経過している︒

いう有り難くない汚名をきせられ︑その汚名と対決する数年の苦闘時代

貧におちいり︑大八洲最大の苦難時代を迎えた︒不振地区︑不良地区と

で何ら変わらない応援を続けて来てくれた事である︒口で言うのは易い
が︑決して簡単に出来る事ではない︒
そしてその実例は枚挙にいとまがないので︑ここでは省略させてもら
しようがい

それには次のようないくつもの要因によってかもし出されている︒

うが︑この高く深い御恩に報いることは︑私共の生涯を通じても決して
なし得るような生やさしいものではない︒現在私共では報恩どころか︑

大井沢地区は開拓の当初から︑旱魅解消のための畑地かんがいが開拓

ただ私共は大方は邪魔者の連続であったとしても︑生涯を通じて︑否︑

戸が掘削されたが︑開拓補助が得られずに︑農林漁業資金の非補助融資

課の計画で進められて︑昭和二十九年に具体化し︑素住台と大原に深井

かんばつ

むしろじゃま者にならなければ︑もつけの幸いであるかも知れない︒

子の代︑孫の代までかかってでも︑村の足手まといになりながらも︑開

六百万円を借り入れて実施された︒

るだけで︑充分な効果は認められなかった︒

があがらない︒以来十年間中途半端な畑地かんがいで部分的に利用でき

係で思うように平均に水が回らず︑ロスが多すぎるので思うように効果

エ事で導水路をつくったが︑何しろ畝間かんがい方式のために地形の関

深井戸は掘ったが地形が平坦でないので︑高圧ヒューム管のサイホン

へいたん

拓の村づくりを通して︑ただの一つでもよい︑開拓をさせてよかったと
言われる仕事を残してみたいと念願しているだけである︒
それが出来るか出来ないかは︑将来の歴史家だけが知っていることで
しよ這う︒

不振地区の汚名と対決

牛乳処理販売についても乳牛の増殖生産に追いついて行けず︑不完全

満洲での見果てぬ夢を国内開拓で実現しようと︑戦後の混乱の中にも︑な施設で︑相当期間無理な処理販売を繰り返し︑保健所からは注意され
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