
 

Instructions for use

Title 地域農業の展開と農民運動（上）：白糠町における実践事例を中心に

Author(s) 山田, 定市; 斎藤, 秀平; 高倉, 嗣昌

Citation 北海道大學教育學部紀要, 21, 1-38

Issue Date 1973-03

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/29077

Type bulletin (article)

File Information 21_P1-38.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


地域農業の展開と農民運動(上)

一一白糠町における実践事例を中心に一一

A study on the Farmer's association movement relating 

with the Regioval Agricultural development 
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結 一 要 約

要

資本主義の政策体系がもっ現段階的特質の一つは I地域開発」政策が経済政策の基軌を占めて展開されるという

ことに示されている。この「地域開発」政策が財政・金融政策合主主戦にして実施される過程で，独占資本の資本蓄積

構造とぬきがたい内的連関をもち補強する役割を果たすと同時に，政策自体が資本主義の全般的危機への対応策とし

てその支配体制を維持・強化するとL、う新たな役割を担うことから，この政策が単なる経済政策にとどまらず，ひろ

く文化，教育，イデオロギーにまで及ぶ総合的政策としてうち出されるとLヴ特徴をもっている O

このような「地域際発」政策の本格的展関とともに，この政策をめぐる矛盾・対抗関係が地域問題としていっそう

鮮明になってくる O 地域に根ざした民主主義運動がさまざまの内容と形態で急速に高揚するのも，このような矛腐・

対抗関係を基殺としているのであって，その運動の内容がきわめて多様で、はあるけれどもその方向は全体として「地

域防発j政策と対抗し，地域づくりをめざすということに凝集されるとみることができる O

このような観点に立って教脊問題に考察の震点をしぼった場合，そこにおける課題は，げんに「地域防発」政策の
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一環として推進されている教育政策，教育計闘の実態と本質を明らかにすると問符に，地域民主主義運動における教

育運動の役舗を明らかにし，自主的・民主的な教育政策，教育計画をつくり上げ突践してゆくことにあるといわなけ

ればならなし、。

当面，われわれは幾村に重点をおいて，そこにおける「地域と教育jの問題を課題として設定する。この場合，農

村において農民を主体とするもっとも古い伝統をもっ民主主義運動として燦民運動の炭掬過程をとくに議祝する必要

がある。農民運動のよって立つ主主盤，その展開]i!!J程ならびに展開の条件，そこから導き出される新たな課題，などに

ついて一貫した考察が必要で、ある。しかし，幾業・農民問題研究の現状にてらしても，幾民運動については，事例j的

研究を積み上げてゆくことに多くを依存せざるをえない状況であり，逆に，このことから農民運動についての事例的

研究が積極的な意味をもつことにもなるのである。

このような観点から，われわれは「地域と教育j とLヴ課題に接近する第一歩として，幾民運動に焦点をしぼり，

それが地域民主主義運動の2露戦ともL、うべき労差是同盟の準備段階としての労差是共隠へ展掬してゆく過程を分析するこ

とを当衡の研究諜題として設定した。つまり.農業・農村の例jからみた農業・幾民問題→地域問題とL、う課題の展開

に対応する，農民運動→労農共闘とL、う運動の渓掬の過程を統一的に考察しようとするものである O 考察事例として

選んだのは肉糠田了における農民運動についてであり，その理由は本文で指摘したとおりである。

さしあたり本稿ではその前半部分として幾民運動の渓関過程に考察の範闘をしぼり，さらにそれが地域問題に対抗

する労幾共闘へと進渓してゆく過緩の考察は次回に予定されている小論の後半部分に委ねることにした。われわれは，

まず，序で課題をより具体的に設定し，第 1主主で、地域の概要を把握したのち，第2主主から第4章にかけて農民運動

の渓関過程を段階を追って切らかにした。この過程を基本的運動課題に即してみるならば，土地問題→土地問題・経

営問題→土地問題・経営問題・農協問題としてとらえることができるが，このような課題の渓関，その複雑化・多様

化にともない. J護軍吉じたし、がより大きな組織カ，より高い水準を求められることはいうまでもない。また，内部的に

さまざまな矛盾をかかえることもたしかで、ある。

このような見地から，ヌド稿にひきつづいて次回でまずとりあげなければならないのは，そのような内的諮矛盾の具

体的あらわれ方，その克服過程についてである。このような観点からみるならば1965年以降，本稿でとりあげた土地

問題，経営問題，農協問題に加えてさらに地域問題が強く前面に打ち出されてくると同時に，その過穫で，それぞれ

の課題が相互に関連しあいつつ，それぞれの独自の新たな矛盾に産部することになる。その突践的克服過程として労

農共践が伎鷺づけられるわけであり，その展開条件を実態にJlPして究明することが次回の中心課題である。

序課題の設定

Iiに対して明確にその方向性を示しえないのが現状であ

る。しかし，他閣では，農業構造ならびに農村を中心と

する地域経済構造の変貌のもとで，最近になって農民じ

地域における教育問題は，現代資本主義(国家独占資 たいが，これまでにみられなかった新しい動きを含みつ

本主義〉の教育政策・教育計闘と対決して地域住民の教 つ多様な運動形態を示していることも毒事実である。しか

育要求に根ざした地域の教育を発展させるとL、う課題で し，これまで農民運動の展開過程に関する解明が十分に

ある。当00.われわれは農村における教済問題を中心に 行なわれていないため，このような新しい動向の特質す

そのIEしい解決方向，条件について究明することを目ざ ら十分に把握されていないのが実情である。

し，その装礎的研究として，幾村における地域民主主義語 いうまでもなく，農民運動は，そのよって立つ纂盤で、

運動の基軸に据えられる幾民運動について，その運動諜 あるところの農業構造，とりわけ農村階級構造を基底に

題とE華街過緩を地域経済構造，とりわけ幾業構造の変貌 して，そのうえになりたつ農村の社会的諮関係によって

との関連で解明することに重点をおく。 その方向，内容が少なからず規制されつつも，それらに

農民言者階}替の諮要求の実現をめざす農民運動は，わが かならずしも一義的に規制されず多様な展開をとげる。

留においては，戦前までは土地問題(農民の土地解放婆 このような多断的な幾民運動の展開過程について考祭す

求に板ざす〕に収れんしていたが，戦後，とくに農地改 ることは，今後の農民運動の方向を明らかにするうえで

卒後は，課題の設定，運動の進め方をめぐって少なから も欠かせない諜題である。さらに，農民謄分解の動向に

ぬ混迷を来たし，運動8体が幾度か停滞局面を経ながら ついて解明するなかで，単に幾民諸階層の性絡づけばか

現在にいたっている。また，農業理論じたいが，実践的課 りでなく，幾民諮階層間の相玄関連，とくにそのなかに
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おけるさまざまの集図的活動じたいが，農民層分解の動 民運動の繍始から農民組合の結成.その遼動の展関をへ

向を友おする要悶として無視できなくなってきており， て現在にいたる過複合考察の対象とするが，今回は，そ

そのような集団的諸活動がさまざまの形態，内容をとも の前半部分として，時期的には戦後からおおむね 1965

ないつつしだいに活発になってきていることに注罰しな 年までを対象としてまとめた。それは，この時期までに

ければない。 農協民主化が一定の成果をあげ， 1965年以降の労農共闘

このように分析対象を当面，農民運動の展開過程にし を慕輸とする新たな運動展梼にいたる議婆な毒事j郊となっ

ぼった場合， ~重視すべき視点としては， (1)差基地改革の突 ており，それまで、の時期の農民運動について役格づけて

施過程とその後の農E誌のなかにおける土地問題の性格(2) おくことは，労農共闘の展開条件について検討するうえ

農地改卒後の土地問題の地域性，階層性，とくに r潟 でも必要なことと考えたからである。

度成長j下の土地再編成政策(国家独占資本主義の「地

域開発J政策の一環としての〉によってひきおこされて

いる土地問題の現段階的特質(3)土地問題を基盤とする幾

民の基本要求の疑問と諸婆求の相互関連(4)諸婆求実現の

ための諮問争の展開過程，そこにおける農協をはじめと

する他の幾民諸組織との隠遼，さらに最近については生

産組織をはじめとする幾民の集団的議活動との関連，労

差是共関への渓告書条件(5)そこにおける自主的学習活動の意

義と役割，などである。

このような課題に接近する場合，この領域に関する研

究成果が十分に蓄積されていないという状況のもとで

は，毒事例分析じたし、が積極的意義を有するわけであり，

またそのような研究方法をよりどころとすることが必喜さ

であるが，小論においては，われわれは，分析対象を北

海道白糠郡白糠町に設定した。

このように白糠町を調査研究の対象として選んだの

は，地域の発援をめざす共同のカとしての労農共際を前

進させるうえで，農村では，当苦言，農民運動がその主体

とならなければならないが，その意味において白糠町の

農民運動が，戦後，藤氏の諸要求を基礎に広範に農民を

結集して渓関され.農協労組などをふくむ労農共劉へ

と発展する基礎的過程としての意義をもってきた点を重

視したからにほかならない。つまり，単に幾民遼動とし

ての先進的事例としての意義だけではなく，今後，農民

運動が地域の綴織的主体として労農共関への発援を目ざ

すうえで多くの教言111と示唆をふくんでいるからにほかな

らない。もちろん，白糠町農民運動の展開港緩からひき

だしうることがらを底ちに一般化することはできないけ

れども，課題がすぐれて地域的問題であるだけに，差是民

運動の展言語過程も地域の実態に即して可能なかぎり具体

的に解明することなしには，その方向伎を探求するこ

とじたい図難で、ある。その意味で，われわれの研究は決

して特定の事例j分析に竣没することは許されないが，当

面，白糠町農民運動の展開過程とその特質，展関条件に

ついて，実態分析を主限として進めて行きたいと思う O

この白糠里町農民運動については， ~2 次大戦夜後の農

第 1 白糠町地域経済構造の変貌

第 1節産業構造の変化

白糠町は北海道釧路支庁管内の西南部に位霞し，簡積

770knl (東西25.3km，南北59.9km)，地勢t土，茶路川，~、路

JII，和天別iIIが南方に縦貫し，起伏の多い傾斜地から沿

岸の王子担地に続いている。こと質は，沿海地帯は湿潟地であ

るが内綾の原野に入るにしたがって砂壌土となる。河川

沿岸は沖積ことで下流は比較的地味肥沃である。気候は春

期から夏期にかけて冷涼で霧も比較的多く，日照時間が

少ないが秋期は比較的好天が続く O 以上，総じて幾業の

立地条件としては，一般焔作物，野菜の生産地としてか

ならずしも不適地ではないが十勝地方などに比べてやや

劣っており，また，牧禁などの録料作物の立地条件とし

ては，根鍛l地方のなかでは比較的に有利な地域である。

このような立地条件のもとで，農業はこの町の基幹産

随一 1 白糠町略図

必
υ凡

はさi南牧野1

斜路市
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業の一つをなしてきたが，第2次大戦直後比馬産と雑穀 小規模であり， 1969年混在で製造業家業所のうち 9人以

生産まから漸次酪差是業に重点が移行しつつある。さらに， 下が26をおめ， 50人以上の事業所数は 2にすぎない仏)こ

このような農業転換を内包する産業構造の変化として特 れらとの関連で就業人口の動向をみると表…2からも明

徴的なことは， (1)第 l次産業部丹の都合が年々低下し， らかなように， 1970年現在で就業者数の約16%が町外で

逆に第3次産業部門の叡合が急速に高くなっていること 就業しており，その大半は~!II路市であって，就業先産業

(2)第 2次産業部門は年々若干の変動があるが，部門内部 別では製造業，卸小売業などが比較的多くなっている。

で、は炭鉱閉山にともなう鉱業の減退，製造業の伸長が霊棄 さらに，このような庭菜構造の変化のなかで，人口の動

葱ーであることなどであり〈表-1参!被)製造業の中心は木 きも激しいが，表一3に示したように，炭鉱閉山，隊差益

材，木製品製造業で総出荷額の約73%0969年実綴〉を などによって最近の人口流出はとくに激しく，いわゆる

占め，食品〔主として水産加工品〕製造業が約15%でこ 「過疎化Jの傾向を強めている。さらに，これを地区別

れに次いで‘いる(3)このため，工業の従業員幾模も比較的 にみると，表-3に示したように，町内にあっても市長野

地区への人口集中化と農村的および山村的地区における

人口減少がはげしし、。すなわち，自糠市街地区の人口祭

中皮は1960年の38.4%から1970年の58.4%に増大してい

るのに対し，炭鉱のあった庶務中部・茶路北部岡地区や

離農の比較的多い和夫J11j， 上庶路隠地区などでは散請

数，人口ともに高い減少率を示し，人口分布ネも低下し

ている。このことを産業別就業人口の動向と関漆づ、けた

場合，市街地区は第 2次産業就業人口の約90%(うち白

糠市街は60%)， うち製造業についても90%( 5ち白糠

市街は57%，また，第 3次渓業就業人口については市街

地区が90.3%(うち白糠市街は67%)となっているO

注 白糠町役場資料による。 このような賎業構造ならびにその動向は，近隣町村に

表-2 産業別就業人 口 (15歳以上)

産業分類
就業者数(1970) 従 業 地 (1970) 就業人口総数

総 数 男 女 お11絡市 開放町村 白町村 自宅 1955 1960 1965 

総 数 7，206 4，482 2，724 1，002 177 3，799 ，228 6，195 7.939 7，569 

第 1 次産業 2，027 1，317 710 12 62 713 1，240 2，870 2，485 2，266 

農 業 996 490 506 3 14 979 1，948 1，597 1，133 

林 業 611 502 109 4 43 548 16 527 549 704 

漁 業 420 325 95 5 19 151 245 395 339 429 

第 2 次産業 2，266 1，481 785 471 77 1，497 221 1，848 3，340 2，675 

鉱 業 35 33 2 15 5 13 2 1，280 1，775 695 

建 設 業 776 655 121 92 59 570 55 336 918 960 

製 造 業 1，455 793 662 364 13 914 164 232 647 1，020 

第 3 次産業 2，907 1，679 1，228 519 38 1，589 767 1，477 2，114 2，628 

鈎 % 芸美 1，052 458 594 216 10 341 485 490 740 937 

金融保険業 108 39 69 30 l 66 1111 14 40 79 
不 動 Eま 業 8 3 5 3 511 

運輸通信業 465 411 54 116 5 323 21 319 443 448 

宅草気ガス水道業 21 16 5 4 1 16 13 23 

サービス業 1，051 603 448 141 18 651 241 476 749 964 

公 務 202 149 53 9 2 J87 4 178 128 177 

分類不能の産業 6 5 1 1 5 O 1 O 

注 1970年国勢調変結果概数による。
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山村振興調査会「道予定沿海山村のすがたと進路」

1 

2 

注

(昭和46年度)による。

構造的変化などであった。これらの条件変化のなかで，

まず， 土地所有に関しては， 民有牧野， 軍馬補充部用

地，国有林などの解放によって農家の所有地〈共同所有

牧野もふくめて〉は拡大したが，このうち差是用地は，表

-4に示したように総体としての変化は少なく， むし

ろ，その中における牧野改良による山林，野草地の牧草

焔イ七，普通:切の牧草畑化が急速に進行している。(表-

5参照〉しかし， 1950年時点では 1戸当たり耕地商穣は

約 2.1ヘクターノしにすぎず，専業酪農の土地基盤にはほ

ど遠いものであっt::.o ちなみに，このような耕地の零細

伎は針路地域にほぼ共通しており，同時期における鎖!路

地域(鋭l路市を含む〉の 1戸当たり平均耕地面積は 2.2

比べて第 2次， 第3次産業の点める地位が和対的に潟

く， WJII路市経済問との関連が物資流通，労働力流動の側

面でもますます強くなっており， 現に， 町の潟発言十倒

( ["第3次白糠田I総合開発計画J)じたし、「北海道第 3

期総合開発計画」を受けて鎖11路一・白糠地区工業開発に重

点を置いて進められようとしている。しかし，町内の産

業構造，とくに産業別所得構造とその動向，これを反映

した町の財政構造などからみて，回I全体の産雪量発展を工

業関発に委ねることができるような状況にはない。第 1

次産業のなかでも農業，漁業の位置づけ，方向づけがと

くに愛重さとなってきているO

(単佼:ha) 

11.5 

23.8 

1971 

26.2 

0.4 

3.2 

5.9 

2，525.0 

44 

2，792.7 

「世界農業センサス」による。侭し71年は

「北海道幾業茶木調査Jによる。

主要作物作付面積

大 室長

みん変

とうもろこし

そ ば

ばれいしょ

だいず

あ ず き

いんげん支

あま

牧翠 i
その他飼料作物!

注

遺産 5 
農業構造の変化

白糠町の農業は第2次大戦後大きな転換をとげてきた

が，その直接の契機となったのは，農地改惨を前後する

農民の土地関争とそれによる土地所有の変化，

から幾耕馬需要への転換，さらに農業機械化にともなう

農耕潟策要の葵しい減退，山林労働をはじめとする兼業

労働市場の変化，雑穀市場をはじめとする農産物市場の

第 2節

地耕'"ゐ凸経

(単位:ha) 

- 5 

農用地面積の推移

世界農林業センサスによる

表-4

注
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表-6 経 営 耕 地 面 積 広狭別農家戸数

1 950 
経営耕地面積広

自糠!IlJ お11路地域 自糠lllJ 銀11路地域 出糠関I 銀11路地域
狭別(~)

戸数(%) 戸数(%) 戸数(%) 戸数(%) 戸数(%) 戸数(%)

~1. 0 3，592(43.8) 561(12.9) 

1. 0~ 1.5 98(10.3) 561C 6.9) 139( 3.2) 

1. 5~ 2.0 80( 8.4) 502( 6.1) 49( 6.6) 99( 2.3) 

2.0~ 3.0 123(12.9) 997(12.2) 118(15.9) 197( 4.5) 

3.0~ 5.0 149(15.6) 1， 576(19. 3) 232(31. 4) 98(18.5) 418( 9.6) 

5.0~1O .0 101(10.5) 90201. 0) 160(21‘6) 2，397(34.6) 213(40.2) 1， 034(23.6) 

10.0~15.0 

K0511 … 3( 0.4) 320( 4.5) 5600.6) 756(17.3) 

15.0~20.0 -(ー) 31( 0.4) 9( 1. 7) 514(11.8) 

20.0~ 5( 0.5) ー(ー) (一) 6( 0.1) 9( 1. 7) 622(14.3) 

例 外 規 定 8( 0.8)1 13( ー) 一(…) 4( 0) 一(…) 21( 0.5) 

五十 949(100.0)1 8，205(100.0) 740(100.0) 6，92ヲ(100.0) 529(100.0) 4.361(100.0) 

注 1 錫11路地域のなかには釧路市をふくむ

2 I世界林業センサスJによる

ヘクターノレであった。また，山林，野草地の耕地化，さ

らに離農によってその後戸当たり耕地活穣は漸次拡

大するが潜差是経営基盤としては依然、として狭小である。

この点をさらに経営耕地頭積広狭別農家戸数の動きとし

てみると表 6のごとくであって，白糠町では1950年に

は 1ヘクタール未満の幾家が全体の約4叡合占め 5ヘ

クタール以上}替は l割強にすぎなかった。 1960年には3

~5 ヘクタール!習が全体の約 3 割を占め 5~1Oヘクター

ノレと合わせると 5 部強に達し，さらに1970年には 5~10

ヘクタ…ノレ腐が約4割， 1O~15ヘクターノレ勝が約 I 割を

~めるようになる〈ちなみに鋭l路地域では20ヘグタール

以上!習が約15%を占める〉。

他方， 換金作物が急激に減少するなかで(表-5参

照〉農業収入は漸次畜綾〔とりわけ酪農〕に依存するよ

うになるが，牛潟飼育の動向は表ー7にその概略を示し

ヲ

t表 止や・馬錦育状況

1949 

1951 2511 417 

1955 434 833 1.92 6291 1，800 2.86 

1958 562 1，577 2.81 597 1，456 2.44 

1961 549 2，127 3.87 513 1，212 2.36 

1965 459 2，9571 6.44 431 651 1.51 

1968 421 381 621 1.63 

1970 417 4，531110.87 333 430 1.29 

注白糠町産業課資料による。

たように， 1950年前後の状況では，馬飼育の方がむしろ

多く，手L牛飼育は一部の重量家に限られていた。手L牛飼育

表-8 毒事・兼業男IJ 農家戸数

の他

1950 
% 

1960 
タ6

1965 
男6

1970 
% 

注 「世界農林業センサス」による。

37 

58 

20 

6 -



地域差是主義の展開と農民運動〈上)

が一般的になったのは1960年前後とみてよく，その後漸

次酪差是専業化の方向で進むことになるが，このことは労

働力問題と深L、かかわりをもっている。すなわち，障害差是

は穀寂農業に比べて年問恒常的に労働力を保有すること

が婆請されるが，このことは家族労働力を兼業に出すこ

とと競合することになるO 表 8によって専兼別幾家戸

数の動向をみると， 1950年で全農家の 9割強が兼業農家

であり，そのうち約半数は第2穏兼業農家である。兼業

の内容は統計的には明らかでないがi1I林労働(したがっ

て冬期〉が大半を占めており， 1960年以降の「人夫日

雇」の大部分がこれに該当する。この結果，専業農家は

経営耕地面積5ヘクタ…ノレ以上}替の一部を占めるにすぎ

ない。その後，専業農家比率は高くなり 1970年現在では

約35%に達している。これは，一方における酪差是専業化

の進渓，他方における兼業機会(山林労働，炭鉱など〉

の減少によるけれども，兼業差是家が大部分を占めるとい

う農家階層構成は基本的に変わっていなし、。 また， 茶

路， 庶路，和天別の三地区について最近の動向をみる

と，題告幾専業化と兼業化とが地域的・階層的に粉互に分

極化して進行しているのが特徴的である。 しかし， 一

方，酪差是専業化(多頭化〉に際しても，それにともなう

労働力議喜きを援用労働力に依存することはきわめて凶幾

路 197 0 
ぺ38.0!ベ57110

路 197 0 ペー 733l4;(0978.81 43.21 76.71 16.91 18.7 

1 97 0 ベ94lぺ65l0655.81 10.91 92.51 12.31 42.0 

注白糠町経済部資料による。

でるり， 他方， 兼業イむについても緩}有機会の拡大が製

造業のある程度の伸渓にもかかわらず¥制約されてい

るO

これらの条件は，一般に荷量差是促進の婆図となるのであ

るが，白糠町の場合には，表 10にかかげたような動き

を示している。すなわち，近隣の町村ならびに錫11路地域

の幾家戸数の動向と比べた場合， 1950年から60年にかけ

ては，離祭主容が比較的に高くなっているが， 1960年から

表-10 総農家戸数の増減

-一一

総農家戸数 60=100 

長111 1950 8，205 118.4 

指路域也
60 6，929 100.0 

70 4，361 63.0 

向 1950 949 127.宮

60 740 100.0 

糠 70 529 71.5 

浜 1950 132.5 

60 100.0 

ヰニ3 70 519 65.0 

密書 1950 124.0 

60 
35453 0 

100.0 

居 70 62.7 

注「世界農林業センサスJによる。

る。このことは酪農多頭化の遂行が近隣市町村に比べて

やや低いこと，逆に兼業農家主容が相対的に高いことと関

連を手ぎしている。同時に，このことは，向糠町における

幾民総合の運動方針，さらにそれらの影響下の農協，町

の農業施策の内容などとも深L、かかわりをもっている。

以上，白糠町の農業は，限界地の低位生産地帯である

と同時に零総農耕に立脚し， 大半の農家が兼業に依存

し，貧農として位重量づけられる，とL、う基本構造にたっ

て渓関した。このことは差是民運動の階媛的基盤をなし，

その性格，運動を決定的に方向づけてきた，とみること

ができる。それと何時に，潟産・穀荻農業から障害差是への

転換をとげてきたわけであるが，他方，山林労働，炭鉱

閉山，製造業の進出などの諸要留のもとで農業展開条件

も強い影響な受け，さらに対米従潟の「高度成長jのも

とで展開されてきた「基本法農政」がこの地域の農業に

対しても強い制約条件として作用し，それとの対抗関係

のもとで農民組合を中心とする幾民運動が独自の渓関を

示すことになる。

第 2 農民組合の成立・発展と土

地問題

第 1節農民組合の結成と土地解放

70年にかけては約29%であり，それじたいかなりの高不 白糠町における幾民運動は，農地改革に先がけて，戦

であるとはいえ，近隣地域に比べるとやや{尽くなってい 後間もなく活発に展潟されるが，その発端に結びつく動

-7-
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きは，ごく限られた範閉であったとはいえ，すでに戦前

段階においてみられた。そのひとつは産斉逮を中心とす

る連軍主である。これは，運動の怠的，その推進主体など

からして産業総合青年漆践の流れをくみ，やがてその全

道的な動きに合流してゆくが，組織としては1933年(昭

和 8年) 8月に茶路産業青年連盟として発足したのがは

じまりであり北海道産育連の結成より 2年はやかっt.::.o

これに参加した青年は，農民にかぎらず，市街地自営業

者の子弟，産業組合職員などであり釧路支庁管内の産育

連運動のなかでは比較的活発な方であった。また，これ

に結集した人数も数十人規模でそれほど多くはなく，活

動内容も「然尽jをはじめとして親陸的色彩が強かった

が，その中心幹部数名はいずれも戦後幾民運動を推進す

る指導者となった。他方，小作援を中心とする活動とし

ては，1938年(昭和13年)に小作連盟が結成され，小作料

の金納化と適正化(引下げ〉を婆求し，北海道庁小作官

が言竜王まに入り村長の仲介で一定の成果を納めた(このと

きの小作料塁手は戦後農地改革における質収，売渡価格に

も影響している〉。

戦後， ~与糠針Jにおける農民運動は箪馬補充部用地解放

闘争に端を発する。もともと濠応補充部は敗戦と雨時に

その機能を失うわけであるが主客機，室事カ支配は実質的に

数ヵ月継続しその間，綴充部幹部への土地の優先的売

渡しが企てられ「幾輿社」が設立された。他方，補充部用地

は戦後緊急、開拓用地に指定されて入殖者選定が準備され

るが，これに対して地元農民が中心となって解放闘争が

組まれることになる。この闘争の主限は， (1)1日補充部幹

部への優先的解放反対(2)アイヌ系臼本人への優先的解放

(1[日土人保護法jで認められた保有濁穫の確保)(3)1日箪馬

補充部局員ならびに地元農民の入植優先(4)解放部積の拡

張などであり，闘争は当初，地元差是民の任意参加によって

行なわれたが，やがて1946年(昭和21年)春に銚絡農村建

設連盟に呼応して結成された白糠町農村建設連盟(茶絡

地区農民はほとんど全員加入〉がその組織的主体となっ

た。この悶「差是興投」が解散し，要求事項がほぼ受入れ

られるなかで 1，593町が解放され入績が開始される。他

方，幾建速は軍馬補充部解放闘争を中心に実質的には幾

民組合結成の準備に当たり， 1946年10月，白糠町長義氏組

合(委員長岩淵亭:氏)が結成された。結成時の参加者は47

名であった。その鴎争の最重点課題はひきつづき土地解

放ということに据えられたが，当時食糧事情が極度に逼

迫していたなかで，幾民組合が中心となって白糠町食糧

対策委員会(労働者，一般住民を含む統一組織)が作ら

れ，米作地帯との問で，木材や耕馬と米の現物交換を行

なうという取り級みもあった。また，幾民総合の緩織拡

大の重重要な契機となり，現在にいたるまで引き続き重視

して取り総まれているものとして，税金約争をあげなけ

ればならなし、。もちろん，税金問題についての一般的取

り組みは，戦後農民運動の新たな課題として北海道各地

にみられたが，それらの大半が擦理主課税率の算定基準の

決定の問題にしぼられ，しかもその取り緩みが差是民総織

による請負的性格が強かったのに対し，白糠町長差民総合

は， 自主申告の原刻を守り， 個々の営農実態を反映さ

せ，しかも納税者として認められた緩和を最大限追求し

た。この過稼で農民組合はほとんど全差是民的組織に拡張

する。まず，m;路地区の農民の大半が税金関守きを継統的

に取りくむなかで加入し，また，和天別地区では，これ

に先だって，入植後まもなく農民組合に加入していたの

で，農民組合結成の中核的勢力となった茶路地区ととも

に，全国I的な全農民的組織としての態勢がほぼ整うこと

になる。 これとは別に， 和天別地区では， 1947王手に和

天別開拓者連盟(この組織じたいは開拓農民の全道的組

織〉 が結成されるが， 和天別地区に入植した開拓幾民

は，農民組合とともに二重量加盟し，農民組合に組織的影

響は与えなかった。

このような綴織的強化と併行して， 幾民組合の活動

は，差是民の臼常的要求をとりあげて多街的に渓関される

が，その中心課題はあくまでも幾地改革に農民的要求を

反映させることを主限とした土地解放闘争にあった。し

かも，このことは，この時期の北海道における藤氏運動

がかならずしも総織的にとりくまれず，自然発生的な小

グループ活動の主主を出ていなかったことと対比して，そ

の運動の水準，方向ないし方針，組織，活動の実態など

において一定の先進性をもっていたとみることができ

る。

白糠町における農地改革夜前の土地所有状況は，総長差

地面積のうち自作地約46%，54%が小作地であったが小

作地の大半は馬牧場であった。まずこ，農地改革前後の自

小作別農家戸数は表-11に示したごとくであって，総幾

家戸数が約4年間に185戸増加し，このなかで自作が417

戸の増加をみた。この結果，自作は総農家の約87%に達

し，他の市町村におけると同様に自作農創設の菌で大き

表-11 農地改憲前後の自小作男IJ農家戸数

改 革 前
(1945. 8. 1) 
改卒後
(1949. 3.31) 
消(減)

l:t 向糠町農業委員会資料による。

言十

510 

695 

185 
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地域農業の展開と差是民運動〈上〉

な成采をあげた。この擦の農地(畑地)の年次別解放頭積 で牧野解放は農民にとって土地話番やの重姿な課題となっ

は表-12(A)に示したとおりである。農地改革によって約 た。

一千ヘクターノレの畑地が解放されたわけで、あるが，この

うち約60%が不夜地主の所有地であり，逆に売波地主数

では在村地主のガが幸子千上まわっている。また，j主受け戸

数は416戸で 1戸当たり平均2.4ヘクターノレの解放を受け

たことになる。この場合， 1日小作地売渡しは，他市町村に

表-12(A) 農地(畑)の年次別解放面積

年次

1947 

48 

49 38.8 31.2 5 

50 39.9 32.4 11 7.5 39 

4 
51 9.0 3.0 

112 

6.0 7 

52 41.0 41.0 36 

百十 401.4 595.3 416 

注 I 面積単位，ヘクターノレ

2 白糠町農業委員会資料による。

おける場合と問じように、小作農に対し，その小作地を自

作イじすることをたてまえとして行なわれ，小作農民の意

向を反映して大憾な再配分をとくに行なったわけではな

かった。しかし，小作地として解放の対象となった土地の

なかには明確な小作契約がとりかわされておらず，慣行

的に農民が耕作しているものも少なくなかった。これら

に対しては，可能なかぎり耕作農民の耕作権を擁護する

方向で、認定した。もちろん，これに対して地主の側から

岩手の異議申立があったが(農地に関しては52件)その件

数は他市町村に比べてむしろ少ないガであり，その裁定

にも公正ななかに耕作農民擁護の見地が葉かれていた。

これは，当時の農地委員会が民主的な運営姿勢をとっ

たことにもよるが，同時にこの農地委員会に対し，農民

の要求を反映させるよう努力してきた農民組合の存在も

軽視することができない。とくに，農地解放とともに進

められた牧野解放関争は，農民の土地要求を復接的に反

映し，少なからぬ成果をあげることがで、きた。

いうまでもなく，農地改革の不徹底性，反農民的性絡

の重要な側面のひとつは，山林を解放せず，大土地所有

の基盤を温存したことにあった。とくに王子担水湿地帯と

は異なり畑作・酪幾地帯では農用地拡大の要求が強く，

このことが山林所有と対立することとなった。 もちろ

ん，林地という地自では解放できないわけであるが，牧

野であれば可能であり.rl1林とみなすか牧野とみなすか

につれては農地委員会の裁量の余地があった。その意味

表-12(B) 牧野の翼収・売i度実績

1947 31.71 31. 7 26 

48 83.8 343.5 427.3 427.3 50 

49 405.1 482.2 887.3 887.3 105 

50 124.1 98.7 222.8 222.8 49 

51 32.7 133.2 165.9 165.8 25 

52 28.8 28.8 28.8 40 

計 674.51 1.089.3 1. 763.8 1. 763.81 275 

注 1 蘭積単位:ha 

2 白糠町農業委員資料による

牧野解放にあたっては，その定義(とくに林地とのち

がし、〉が争点の中心をなした。このことをめぐって耕作

燦民と地主との間に鋭い対立を生じたことも少なくはな

かったが，農林省、の定義も大勢としては牧野を拡張する

方向で改められたため，農民の意向がある程度反映した

とみることができる。しかし，反面，現地では林地と牧

野の区別が依然として不明なままに放霞されていた場合

が少なくなく，農民が放牧などで実質的に利用していた

にもかかわらず地主側の根強い抵抗に底面した場合もあ

った。 白糠町における買収・売渡しの笑績は表-12(B)に

示したとおりであるが，このなかにも，牧野認定をめぐっ

て地主側の奥議申立や訴願も若干見られたが，農地委員

会が農民の意向を尊重して地主側に対する説得につとめ

たため.fl也市町村にみられるような訴願や擬訴までには

L ザこらなかった。

このように解放をうけたこと地のうち，とくに民有牧野

に関しては，極力，零細土地所有の差是E誌に優先的に配分

し，その残地を共悶牧野として牧野生産農協が管還する

こととなった。このような畑地ならびに牧野の解放が酪

幾康繍の基競をなしたことは否定できないが，これらの

解放農地は地滅的には庶路地区に偏在していたこと(小

作幾場ならびに大土地所有が庶路地区に多かったに和天

別地区では入績面積が当初から狭かったこと，茶路地区

の農民の土地要求が強かったことなどから，農地解放は

民有地の解放にとどまらず， 主として国有地の解放に

向けて，幾民組合を中心とする運動・闘争がさらに強化

されることになるO

これは和天別地底入植農民の附務地拡大と茶路地区を

中心とする濁有林解放がたたかし、の主要な内容をなすも

9 -
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のであった。とくに閤有林解放を要求することに関して

は~I\路地方農民組合の方針として釧路地方一円でくりひ

ろげられた。まず，和天別地区の農用地拡大に関してみ

るならば，当初の開拓地は l戸平均 5ヘクターノしであっ

て，農民の根強い要求行動にもかかわらず，この入総基

準君ピ拡大することはできなかった。しかし 5ヘクター

ルでは営差是主主盤としてきわめて狭小であったので，その

後，道〈議1¥路支庁〉と交渉し，実笈的にF付帯地を拡大す

べく 1戸おきに 5ヘクタールを配分しこれを 2戸で分割

利用する(したがって I戸当たり 2.5ヘクタール〉とい

う方式がとられた〈追加配分地が自己の所有地と地続き

でない場合には配分をうけられない農家もあった〉。こ

の結果，大半の農家は 7.5ヘクタールを実質的に確保す

ることができた。この間，農民総合と際拓者連援(和天

沼1]の開拓農民は二重加入〉の共同闘争が続けられたが，

この態勢はさらに国有林の牧野解放をめぐって一段と強

化された。

まず，和天別入植地域の掬拓農民に対する薪炭備林の

配分は 1戸当たり平均20ヘクタールに達した。この追加

配分地が開拓農民の関豊富期の現金収入源として，さらに

その後の酪農展開の義援としてきわめて重姿な役鱗を果

たしてきたことはいうまでもない。さらに，その後の牧

野解放の経過は表一13に示したとおりである。買収の時

期は 1948年から 52年までの約 4年間に及び， この間約

表-13 牧野解放の経過

所 有 者

庶 路 農

ノツ 138.7 

11 ノア 98.5 

I! I! 20.0 

必y 1-τ. .アー唱一二 II!ITヂト母￥Z十 i 41.0 

I! 123.5 

458.0 

ノゲ 503.3 

I! 365.1 

I! 266.1 

525.8 

96.3 

注 l 年は昭和年代

2 白糠町農業委員会資料により作成

2，726ヘクターノレの牧野が買収されたが，そのうち2，214

ヘクタ…ノレは国有林で、あり，さらにそのうち1，592ヘク

タールは!日軍馬補充部用地で、あった。これらの国有林資

収には一貫して農民組合がその指導的役割合果たしてき

た。その解放理由として，酪農経営展開の基盤としての土

地要求を基本に据えてきたことはいうまでもないが，何

時に，民有地に関してはすでに放牧(主として馬)利用の

突績があること，国有林に隠しては，国有林に隣接した

部洛農民が森林管理を国から委任され「森林防火保護組

合」を作ってこれにさ当たっていたこと，したがってこれ

を根拠に事実上の入会総を主張しえたことが有力な件条

となったことは無視しえない。このようにして貿叙した

牧野は，表-13に明らかなように，いずれも部落の牧野

生産農業協問組合(農協法による非出資の農業協同組

合〕ないし総合幾協の協同管理に委ねられ，放牧，:iL木

伐採などによって共同利用に供されている。このような

幾民のこと地獲得要求に真正面からとりくんだ幾民運動は

その後も継続されるが，さらにこの地域の土地問題は，

従来にも増していっそう複雑化し，それに対応した多様

な土地関争を展開ナることとなる。

第 2節 国鉄線用地買収と土地問題の展

1m 

農地改革によって土地を持つにいたった農民の営農努

力は，連続した冷害・凶作のなかで十分に結実せず，向

糠悶Iに於ける差是家経済も，調書差是への転換資金が闘定化し，

1958年には，系統魚僚 l億7，848万円，系統外負債889万

円と総額 l億8，700万円にも逮し戸当り王子均 28万円

と， 同年の農業綴収入 1億8，400万円とほぼ同額とな今っ

ていた。耕地頭積は表-14にみるように， 1958年段階に

おいて 3ヘクタールに満たず，生活は造材作業など幾外

収入に依存していた。 第2緩兼業を除いた654戸の専業

及び第 1稜兼業農家は，牛乳代金が差是斎産物販売額の44

表-14 耕 地 溜 穣 の 推 移

総耕地面積 総戸数 1戸当り面積

1 9 5 0 1， 966ha 941戸 2.09ha 

5 2 2，049 846 2.42 

5 5 2，232 824 2.71 

58 2，342 785 2.98 

60 2，376 740 3耐 21

62 2，096 687 3.04 

64 2，157 654 3.30 

注北海道農業主主本調査
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地域農業の展開と農民運動(上〕

産業男性就業人口および生産額 (1958年〉表-17(単位千円)1958年生産物生産額表-15

(千円)

184，524 

320，764 

85，264 

1，096，228 

146，948 

384，613 

759，785 

農業

林業

水産業

鉱業

建設業

製造業

第 3次産業

雑 穀・きを

潟令馨

甜菜

鼓 麻

ソ菜

牧主事クロパーなど

経営仕向

13，112 

9，550 

家計仕向

12，472 

5，100 

販売額

22，225 

2，500 

17，640 

4，620 

3，000 

39，720 

11，950 

62，382 

(95) 第3次産業は所得額2主(45) 

炭鉱就労者数 (1958年)奇襲-18
lヲ865

7，400 

1，422 

25 
685 

285 

34 

65 

61 

40 

48 

36 

1，254 

治鉱業庶路鉱

白糠炭鉱

之沢炭鉱

之沢炭鉱

利庶路鉱

主主 炭 鉱

路白糠炭鉱

白糠炭鉱

5十

従 業 員 数名所業考葬

間

切

新

神

松

加

東

茶

酉

2，026 

3，335 

348 

2，045 

11，275 

7，600 

64，059 

6，738 

3，669 

3，872 

幾康物計

(1戸当り) (76) 

(2歳)

牛

乳

潟

牝

牛

肉

抽

出

技

卵
陣
内
の

井

T廃

そ 1，360 

12，072 

(18) 

77，454 
(118) 

善事産物計

(1戸当り)

額

り)

総

(1 戸当

1958年地域別農用地箇積(1戸当り)表-16

ないJとして「白糠線実現に伴う大資本の進出に対し，

土地問題等の重要伎は営農破壊を招くことも予想される

ので，農民組合に特別委員会を設麓し， J綿密な事実調

査を先行させることであった。 7月には，農業委員会，

農協理事会，町議会，農民組合による，自糠線土地接収

対策特別委員会を結成し，町ぐるみの識変活動をおこな

わしめた。農民組合は線路は放置しておいても炭鉱資本

によって設設されるとして，国了自体としての陳情行為念

批判しつつ， 国鉄の予定路線図に対抗できる 「希望路

線Jを農民みずからの測定によって作り上げた。田了及び

町議会は，鴎鉄に「用地の問題は担Iが資任をもって解決

する」と報告し，明けて1958年 5月，農民総合，土地関

係者の知らぬうちに工事着手が平められ，茶路沢の一等

耕地を横切る路線のまま，ヌド杭打ち，農民への起工承諾

警の提出等の一方的要請がなされ 6月には溺鉄作業玉置

が機械車両とともに致着した。農民にとって基本的で不

可決な幾地が，農民の意向を無視し，三菱独占体の意の

ままに，しかも，実収{酪絡すら明確にされないうちに，

爵鉄煎地として買収されようとする事態を郊に，農民組

合は「農民の基本的人権を守るたたかし、Jとして位置づ

けて取り総んだ。茶路地区は，表-16に示すように 1

1958年白糠町産業計画審注

自地域別

幾家戸数

農耕地 12，421(3.7)I1，235( 4.3)1 352( 2.2)1 834( 4.0) 
採草放牧 1，.， ('¥on{11¥ o¥l<"l 1')01¥1 0 1 ¥14") 1，.11':'11 <:} t")¥1 地 17，089(10.8)12，280(8.1)12，145(13.2)12，664(12.7) 

計 19，510(14.5)13，515(12.4)12，497(15.4)13，498(16.7)

11ー

%を占め，すでに障害援が柱となっていた。しかし，長基地

改卒によって得た農用地も，その 26.5%1戸当たり 3.7

ヘクタールしか耕地化さてれいず，耕地の零細伎と負債

の累積は，麟農業の停滞の主要な原閤となっていた。

三菱系縫別炭鉱，明治炭鉱等が大きな影響力をもっ白

糠町は，農業の停滞とあいまって，石炭産業の再編・合

理化のための炭鉱の湾際発に力を注いだ。上茶路の鉱脈

発見により，雄別炭鉱への鉄道敷設が計額され，炭鉱資

本，滋，町が一体となって運動し， 1957年 3刃には， S

糠線が緊急務ヱ線として決定された。白糠農民組合は，

国鉄線敷設に対する住民の期待や利益の点から，鉄道建

設に賛成しつつも，翌 4月，定期大会において討論を起

こし，次のような意思の統ーをおこなった。 r白糠線設

定は大資本家の意図する処であることを見逃してはなら

1960王手白糠町総合振興計図書より算出主主
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表-19 茶路地区農用地拡大整備計顔面積増減

|耕地商積岬放問積農用地耐

話izj計加 lizHJ hG 

1958 1， 2 ， 28~I 山

195θ 苧霊皇警一必1， 2351鋭むち用地 -2~ oJ 3ω5 
A 〓土地改良十40.1''''''''1 2，26似

1960 I鉄道用地一:~ 1， 251欽問地-1: i 3，499 
i土地改良+4o.1，"'''.11 2，2481 

lt 1958fj'.白糠町「差是用地維持拡大整備計画Jより

戸当たりの差是用地が12.4ヘクターノレと最も狭く， しかも

最も耕地化の進んだ地区であり，表-19のようにこの王子

坦耕地部分が町の計闘からしても96ヘクタ…ル失なわれ

ることが明らかであった。また，第一鍛工事の具体的地区

となった下茶路地阪は，農地改革のおり，寧潟補充部・国

有林解放に先進的役割を果たし，農地に対する愛着と強

濁に結集した農民総合をもっ地主主であった。 農民組合は

下茶路地区を中心とした関係者農民大会を幾度か開き，

意志の統ーをはかるとともに，部滋学習会をどによって

認識な深めた。その結果，土地接収対象者のうち，商広三巴

や木工場主など 5名を除いた76名が町への起行承諾替の

提出を拒否し，農民組合へ委任した。農民組合は，j!{収標

準価格の明示，雄JJJj鉱のあるシコウトナイで打ち切らず

さらに築地までの路線の測盤災施，など12項目を婆求し

た。これに対して，町は，燦民組合との関係を断ち，交渉

相手とせずとした。その理由とするところは「農民総合

は常に理論と階級意識的闘争にのみ偏し，臨機即応の精

神と気構えがないため，大卒業の目的をE重視せず，町の

浮沈を決する緊急の場合に霊長しても幾段階の会議を愛ぬ

て理論にのみ拘泥し，しかもその表決については，記名投

禁により決するが如き極めて非民主的なる手段をとりJ

「大業遂行に農民組合との提携は支障を来す」とL、うも

のであり，この内容の町長著名のどラが全戸に配られた。

罰了，I@鉄，炭鉱，遂の一九となった大量宣伝，個々農家

への働きかけに対しても，下茶路地区の幾民組合は回総

をいっそう強化してたたかいぬいた。このなかで組織的

な学習を保障できなかった下茶路地区外の農民のなかに

「奥地農民のために妥協すべき」とする意見がっくりだ

されt.::.o農民総合は，鉄道局地問題を全農民の問題とし

て位登づけることを重視して，従来の基本方針に立ち

つつも 8月様準価格が示されたことな契機に条件翻

争切り換えて奥地農民の婆求を積極的に受け入れ，幾

災組合の団結の強化をはかった。農民組合は，地区別

懇談会な精力的にもち，間鉄線問題を土地問題として

全農民の認識を深める一方，各地域での堤防用地問題，

湖拓離農跡地潟慾など土地問題を積極的に取り上げ，

農民組合への結集を回復したo i町，議会と農民組合と

の話し合いを再開し，回Iぐるみの F白糠線保護対策委

員会」を 8月末に統一してっくり上げた。このカを背景

として，自らの現地調査をもとに一筆ごとの反収と等級

務付，価格が算定された。建造物，庭木等の移転費用を

はじめ，踏切りの設設，税金対策上の操作など幾民の婆

求を笑現するとともに，国鉄としては前例のない単価で

購入さぜることに成功した。さらに，この成果と経験を

基礎に，分断された第二工区の交渉に早急に取り組み，

牧草焔の地価を乳量換算による評価をおこなわせ，ある

いは，酪農施設のセット俊を認めさせることによって，

一部施設が鉄道用地にかかっても，ワンセットの移転を

おこなわせるなど，鉄道設援による営農への待客が最少

限におさえられる保障闘争が組まれた。しかし，媛大の

問題は表20の示す通り，売渡節積の 7割強が牧事畑であ

り 1戸平均 4.4ヘクタール中 0.3ヘクタールが売却さ

れ，土地の狭磁伎がし、っそう顕著となることであった。

表-20 相互・縫見IJ筒鉄道用地売渡蔚積 OOa=反)

売渡対

象農家

48 戸

l戸当り

i剥ニ:世間ilh語気 j

注 向糠農民主役合，代替地希望調著書より

幾民組合は闘I有地の解放による共同牧野の建設をその解

決のひとつに設定し，特に従来から問題となっていた大

苗牧野の実現にカを注いだ。大苗牧野は1906年(明治39

年〕以来，相互・大商・御礼部3部落による牧野組合が

使用，管理してきたが，戦争協力の名のもとに町役場に

よって鉄線櫛を耳元外され，使用不能となった。戦後も

資材不足のため，部分使用しかできず，長基地改卒におい

てはI!IJ有地・学校営繕林として，農民に解放されないま

ま槌林がなされていた。農民は「せまい耕地に，鉄道建

設等，差是耕地の中心部を通過するに当たり，多大なる耕

地の不足をきたすので，牧野・耕地，しいては日常の生

活にまで圧力を加えられるならば，営農はおろか，生活

にまで不安安感じざるをえない」として，町議会に陳情

言撃を発出し，長期のねばり強い解放運動を起こした。町

は1962年「本牧野を取得した経過からみて，早急に現状

及び将来に対応した施設の完備をなすべきで、あるJと決

定し，町重警による鉄線概，潟道，水呑場などの 3ヶ年計舗

による草地改良(初年度15ha)の実施が決定された。こ

の成巣は，さらに松JII，滝のjこ号事ーの慣I有地の共同牧野建

12ー



地域差是業の展開と農民運動〈上〕

設へと発展した。

幾民組合は1958年の北海道庁土木現業所への河川堤防

内敷地使用許可申請更新と同時に，使用料金の億上げが

行なわれることを知って r農民が使う限り，農地であ

るので，農地法に基く小作賃貸料設定基準に準拠するこ

と，更に用途別査定段階に当たっては，罰了農業委員会に

諮問すること」を道に申し入れた。しかし， ~II路土木現

業所は，一方的に料金設定を行なl'，Eわし入れを拒否し

てきた。ただちに農民総合は，茶路，庶路間河)1¥堤防使

用者 200余名の$入奮をもって，知事との交渉を準備し

た。採草地として使用していること地に対し，熔 7級をあ

てはめ，向糠農業委員会の採草地使用料査定額と大俗な

室長額を生ずる点を農業委員会とともに図面を作成し，道

を説得し，白線の図面に基づく申諮蓄を認めさせた。そ

の結果，年間37万円余の経費節減を実現させた。

この成果を基礎に， r安保条約改定問題」等を含む炎期

方針を討議した執行委員会において，援用地の維持拡大

対策運動を議要な柱に位置づけた。 r本田了の農用地は，

白糠線の着工を契機に…...11也への転沼はいちじるしい。

ただでさえ狭く農耕地臨療も少ない零細農のひしめきあ

っている本町長差業の実態からは，一層農用地維持拡大に

は常に深い関心がもたれなければならないj と現状を規

定した。 r農用地の耕作利用には少なくとも，生産の基

緩を土地に求め，生活を営む農民こそが，絶対の権利害ピ

有するものと考えたい。従って，国有，道有，町宥等の

存在する医大な所有地も当然， 今後その地域に住む住

民，農民の生活と生産に密着した中で農用地として耕作

利用が出来るよう，より一層の運動を展開せねばならな

L 、」と長期的展望を示した。当部，間公有地の牧野・採

主主地千放及び、利用機設定のための基礎調査活動ととも

に，築溌内!日敷使用料値下げの潟争の成果を継続させ，

茶路)I¥，庶路JII堤防内用地の解放を「道」を相手として

展言書すると位重量づけた。この堤紡内用地は，海JIIが木材

業者によって荒らされ築堤を設ける時，農民が公権力に

一方的に協力を強いられ，その結果，築堤内の自らの!日

所有地に使用料を払うとL、う二重の負担をなしてきたも

のであった。農民組合は河川法を調べ r河川敷地の公

用を廃したるとき……所有権を認めたる詑跡あるときは

その私人に下付すベしJの条項等の抜すい集で関係農民

の学習を組織し，遂との交渉をおこなった。 1961年に

は，茶路)1¥河口11.5キ戸地点までの築堤改修完了地区が

解放され，畑16.5ヘク声ーノレ，採草放牧土i主26.8ヘクタ

ルが農民のものとなった。さらに次年度には，畑24.8ヘ

クタール，採主主放牧地36.2ヘクタールと改修完備にとも

なって，引きつつ暑いて解放された。

表-21 第一次茶路JI¥堤防内側使用菌積(アール)

戸数

32 戸

l戸当り

注「農民組合執行委員資料・使用者一らん」による

表-22 農畜林産物販売額(和天別1958)

一一一一一一一一一「一一一一一一一一一一丁一一一
作物名 金額千円(%) l戸当り(円)

室長・雑穀.!{f類 188( 0.5) 

潟 令 馨 729( 1. 9) 

工芸作物 3，712(10.0) 

競 菜 142( 0.4) 

牛 手し 18，890(50.3) 

Jj)s 565( 1.5) 

家 官答 7，375(19.6) 

木 炭 4，060(10.8) 

重存 690( 1.8) 

そ の 他 1， 192( 3.2) 

メ口L 計 37，588(100.0) 

注 白糠町営農指導員駐在所調べ

「肉糠地区関招者の経営実態について」

表-23 農外収入状況(来日天別)

収入戸J笠
補助金

山林・土木等出稼

その他

言十

19，400 

98，900 

38，600 

21，200 

196，700 

l 戸~

26，370 

65，970 

55，350 

注 1958年，白糠町営差是指導員駐在所調べ 単位:円

茶路， ftt路雨海)1¥地区ともに，農民組合は戦後の開拓

地である和天別地区の土地問題も積極的に取り上げた。

背密告な自然条件，稀弱なネ士会経済条件のもとでの限界地

での際拓農業は，なんらかの土地改良をともなう農地開

発造成事業を必要とした。和天別地E互にあっても，生乳

が農産物販売収入の 5舗と酪農経営が主柱であったが，

表24の示すように，家計費に占める差是業収入の割合が 5

割を越えるものは42%であった。その生活の装綾を農外

収入に依存せざるをえず，基幹労働力が流出しているた

め，地力整備にカを注ぐことも，またそのための資金も

欠乏していた。農民総合は和夫別地区の土地改良闘争に

取りくんだが，とくに遅れて絞惑の湿地帯に入植した!日

満州開拓移民団が形成した大秋部落の湿原千拓を問題と

した。差是民組合による部落懇談会のなかで，集団隊長量にす

ら追いこまれている経営実態が明かにされ，干拓の要請

- 13-
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表-24 年間家計費に占める農業収入の割合(1958年，軍fJ天別)

依存率

戸数

割合(%)

注 点糠営農指導良鮭在所調べ

内容が明確にされた。 ~II路僚発建設部の改良予定検討

地にずら入っていないことが，農民組合の調査で明らか

にされた。鉄道問題など，道レベルで、の交渉のたびに，

大秋干拓工事さと議題として迫り， ~II路開発建設部を動か

し， 1958年3月総工事費28，754，000門， 3ヶ年計爵で慰霊雪

干拓工事の着工が決定された。この大秋幹線排水 4，500

メートルの工事と同時に，全域の草地改良事業がおこな

われ， 総額6，000万円をこす国費が投入された。この幹

線排水が機能することによって，広範な地域の土地整備

を可能とした。 また，開拓跡地処理が1960年から取扱わ

れたが，農民総合は徹底した民主的手続きを要求し，現

地務主主関係者の公聴会等を重ね，個々の農家経営の実態

と地域の実状に合わせて，孫自己分がおこなわれた。

大秋二子拓卒業が一段落した1961年，農業基本法の成立

と前後して，町及び一部j二)替差是のなかに，和天別地JLを

農業構造「改喜多j事業の指定地区として受け入れる動き

が起った。農民組合は，差是業委員や町議に働きかけ，機

敏に，町・差益協・農民組合の主催で，農業構造「改善J

事業の学習会を繍いた。集った酪農民や関係者の官官で，

農民切りすての本質が切らかとなり，ついに，農協理事

会，農業委員会で反対決議をするまでに到札吋は事業実

施を延期せざるをえなくなった。これを紐止したカは，

毒事実を関係者全員の前で明らかにし，たえず全体の合意

を取りつつ運動を進めていくといった弐主主義的経験を

議穣していただけではなく，偲々の経営を基本とし，特

に緩めて特殊的，鏑別的に現われる土地問題を，そのも

のとして具体的に取上げつつも，何時に全農民の問題と

して位置づけ，その解決の方策を全体として明らかにす

るなかで育てていった運動のなかに見出すことができ

る。この農民の知王室と婆求を生かし， 1濁A の経営分折の

つみj二げを基礎にして，農民組合の指導役のともに創ら

れた地域農業政策は，離農3告をださず，農民が間絡して

解決しようとする重量民組合の目擦を示し，これと真向か

ら対立する「構造改善事業J導入を阻止する大きなカと

なった。

(1) 農業構造改善事業は，全国的には1961年以降，また

北海道では1962年以降，全市町村を対象に推進され，

北海道でもすでに1965年まで?こ67市町村が実施地域に

-14 

191 

100% 

指定(1962年10，63年12，例年20，65年25) を受け

て，事業が実施されている。この計図を推進する過程

で，明確に構造改善業率反対の運動を行なった市町村

は，北海道ではほとんど見当らなかった。

第 3章酪農業の展開と乳価問題

第 I節農業構造の変化と乳価問題

白糠町の幾業が第2次役界大戦後，馬産・穀革支農業か

ら豊富幾への転換を方向づけられてきたことについては，

すでにのべたとおりであるが，このような酪農への転換

は，もちろん白糠町ならびにその近隣町村に特有の現象

ではない。戦後，いわゆる有斎農家創設を基調とする調書

差是政策が全額約に推進され，北海道ではとくに重点的に

施行されたのであった。この場合，たとえ，政策の基調

ならびにその具体的実施方法がかなり画一的で‘あったと

しても，その実現過程は，これを受け入れる地域農業の

突態，その展開条件によって奥り，また，その過程で生

ずる種々の麟重量問題(酪重量にかかわる幾業・農民問題の

窓〉およびそれらをめぐる対抗関係や矛活も地域によっ

て兵なることになる。

わが国における酪援の展開は，米を中心とする在来農

業に対する新しい農業生産としてはじめられたのである

が，第2次大戦前の状況でいえば，府県では都市搾乳専業

緩営(土地に立脚せず農民的麟重量とはし、えなし、〉が圧倒

的比率をしめ，それらに対する仔牛の供給基盤としてそ

の周辺の農民による牛飼育が分激的にみられるにすぎな

かった。北海道においてもこのような都市搾乳専業経営

はかなり存在していたが，これと併行して拓殖計額によ

る乳牛導入によって農民的酪重量は，根室， ~II路，宗谷地

域などである程度の展開をみた。その意味ですでに戦前

において府県酪農とやや発展段階を異にしてしていたの

であるが，戦時中の作付統昔話1]，基幹労働力の兵力動員など

によって壊滅状態におちいり，戦後，事実上新たに導入が

はかられたといってもよい状況であった。その意味で，府



地域差差主主の展開と差是民運動(上〉

表-25 牛飼育頭数発1) 農家数 (~t 海道)

1 952年 1 9 5 5年 195 6年 1 95 8年

戸 数 % 戸 数 男6 戸 数 % 戸 数 % 

総 数 .939 100.0 14.070 100.0 45，030 100.0 54.903 100.0 

1 頭
14.415 

16.945 42.2 19.018 42.2 18.524 33.7 
46.6 

2 10.259 25.6 11.310 25.1 13，754 25.1 

3 ~ 4 8.786 21.9 9，876 21.9 14.364 26.1 

5 ~ 7 16.352 52.9 8.237 8.1 3.764 8.411 
8~ 1O 752 

7.713 14.0 
586 1.5 1.7 

11 ~ 20 156 0.5 233 0.6 278 0.6 509 1.0 

21 ~ 50 12 0.0 21 0.1 28 0.111 

51 ~ 
39 0.1 

4 0.0 3 0.0 4 0.0 

注各年次北海道農業茶年調査による

県と務長量廃隠条件においてJ主体的なちがし、をもっていた っても，また地域差是業のなかにおいても副次的であり，

とはいえ，基本的には.1950年以後展開される有斎藤家 筋農問題を幾霊長問題の主婆課題としてとり上げるほどの

創設政策の下で酪重量経営創設の方向で遂行したのであ 地位になかったことに基本的な原図が求められる。ちな

る。このことは，表-25にも示されているところであっ みに，農協についても，十務，縦走では，牛乳飯売が幾

て，導入当初は 1~2 l!ìí鍔育農家が大半を占め，しかも 産物総販売額の15%稼度を占めるにすぎず，また鎖i路，

鋳育戸数が拡大する方向で遂行した。もちろん，等しく有 狼案などでは 70%強に達していたにもかかわらず，大

音幾家創設といっても北海道の場合は府県に対比してそ 半の農協の経営的基盤がきわめて劣弱であるため牛乳共

の進展の度合がややはゃいけれども，酪農渓関を裏づけ 阪をはじめ麟重量問題に独自に取りくむことはきわめて図

る条件はきわめて不十分であり，それらを中心にして酪 幾であった。農民運動についても酪農問題がその中心課

農民の言語要求がしだいに深刻化してきた。主な内容とし 題のひとつとして位置づけられる状況にはかならずしも

ては，経営土地の拡大と草地造成などの土地基盤整備， なかった。この時期における白糠町の酪康生産構造もほ

乳牛導入・施設拡充資金，新しい麟農経営・飼育管浬技 とんど全遂の動向と共通しており，小規模乳牛飼育幾家

術の修得，さらにはさ当時依然として大きかった手L側地域 が大多数を占めている。ちなみに表ー26によると，乳牛

格差の是正，さらにその水準の大総な引上げなどであっ 飼育農家戸数 558戸のうち 1~2頭鋼管農家は 50%強に

た。しかし，これらの酪農問題に対して農協をはじめと 達し 4頭未満では80%をこえる。逆に 5額以上飼育農家

する農業間体ならびに農民総織が積極的に対処すること は15%~~にすぎなし、。 この時郊の酪農経営の生産力水

はきわめて国難な状況にあった。それは，酪農業の地位 準，経済力水準に照らして，白糠町の自書長量生産構造につ

がまだこの時点、においては，倍々の幾家経営のなかにあ いても，副業的酪農経営と複合的勝重量経営の併存構造を

奇襲-26 経営耕地面積広狭別・牛車i飼育頭数規模別農家戸数 (1958年)

総営耕地 6 ~ 8 頭 8 ~ 10 頭
総手五数 総耳員数 1 ~員 2 3 4 5 

在若干寅 (ha) 戸数 耳員数 戸 数 頭数

総 数 558 ，577 135 143 107 96 44 33 213 4 38 

~ 1 ha 32 55 22 4 1 3 2 一
1 ~ 2 64 130 27 21 8 6 1 1 8 

2 ~ 3 123 298 38 34 25 15 10 1 7 

3 ~ 5 206 595 34 66 40 39 14 13 83 一
5 ~7.5 116 424 13 17 30 27 11 15 95 3 29 

7.5 ~ 10 16 70 1 1 3 6 1 3 20 1 9 

10 ~ 15 1 5 一 5 一
法白糠町農協資料による。
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表-27 集乳所石数規模別養 1等専i価の推移(脂肪率3.2%. 1升(l.875kg)当り円)

¥一¥ {.J叙王!1'.似JJIj
主管工場 中l1il工場上 5 ~ 7 石 3 ~ 5 石 3 石未満

改正年月日
7 石以

昭和 25. 6. 1 32.00 31.00 32.00 32.00 32.00 

11. 21 35.00 33.50 32.00 32.00 32.円。

26 3. 38.50 37.00 36.50 35.00 34.00 

6. 21 36.48 35.20 34.56 33.60 32.00 

11. 21 41.89 40.39 39.89 39.89 37.89 

27. 5. 21 38.08 36.96 36.00 35.04 33.92 

7. 21 36.8ο 35町 84 34.72 33.76 32.80 

H. 21 37.32 36.36 35.24 34.28 33.32 

28. 6. 1 38.24 37.28 36.32 35.36 34.24 

9. 21 43.36 42.24 40.32 39.36 37.28 

12. 1 45.36 44.24 42.82 41.36 39臨 28

29. 2. 1 52.08 50.96 49.04 48.08 46.96 

2. 21 54.08 52.96 51. 04 50.08 48.96 

7. 21 44.08 43.04 40.96 40.00 39.04 

8. 21 40.48 39.52 37.44 36.48 35.52 

30. 3. l 36.04 35.08 33.00 32.04 31.08 

7. 1 37“96 37.00 35.08 33.96 33.00 

8. 1 38.96 38.00 36.08 34.96 34.00 

10. 21 37.96 37.00 35.08 33.96 33.00 

31 2. 21 39.04 38.08 36.00 35.04 33.92 

5. 1 39.04 38.08 36.00 35.04 33.92 

32. 5‘ 21 39.04 38.08 36.00 35.04 33.92 

8. 21 39.04 38.08 36.00 35.04 33.92 

9 1 39.04 38.08 36.00 35.04 33.92 

12. 21 40.00 39.00 36.99 36.00 35.00 

33. 5. 1 36.00 35.00 33.110 32.00 31.00 

34. 3. 21 38‘00 37.00 35.00 34.00 33.00 

35. 3. 21 40.00 39.00 37.00 36‘00 35.00 

6. 21 41.00 40.00 38.00 37.00 36.00 

36. 1 . l 新 手し {原…...・ H ・'44+2.50

注北海道農業会議資料による o

なし，しかも前者に比重がかかっていたとみることがで 値の生産とともに，原料ならびに製品の売買を通しての

きる。 差益を追求する度合が強いのであるが，原料生産構造が

このように1960年以前の齢援金産構造の特質を明らか 脆弱な場合には，原料生産藤氏に対して不等価交換にょ

にすることはかならずしも容易ではないが，後述する乳 る譲渡利潤を追求することになる。 1960以前の牛乳生産

{節調争の展開基君主として性格づけるならば，府県に関し 農民と乳業資本との経演的関係のなかにもこのような特

ては磁業的麟農経営として，また北海道については副業 徴を明瞭によみとることができる。以下，この時期にお

約磁差是経営と複合的酪差是経営の併存構造として抱援する ける乳価闘争の推移を白糠町の実態、に却して考察してみ

ことができる O このような酪農生産構造に立脚する牛乳 たし、。

流通機構，とりわけそこにおける牛乳生産主主民と乳業資 「過度経済力築中排除法jの指定を1948年にネくも解

本との対抗関係は，その生産構造の脆弱伎を反車たして， 除された明治・森永潟乳業資本は乳製品統制撤廃をみこ

前近代的関係が色濃く残存していた。もともと農産加工 して，際料手L市場としての北海道進出を試みた。かわっ

資本は，その生産過穏における付加価館，とりわけ剰余{箇 て北海道酪設協同株式会社が1949年に指定を受け，雪印

16 



地域農業の展開と農民運動(J二〉

乳業と北海道バター(のちのクロパー乳業)に分割され，

今金・遠軽工場は明治・森永碕乳業に強制売却させら

れ，北海道主主乳市場の独占的支配がくずれて，新らずこな

市場干草分都が始まった。雪印・ク同ノミー乳業資本は，北

海道酪農民によって組織された共同販売総合として，成

立してやがて農民から独立し，これな支配する独占体に

成長したとL、う特殊な生い立ちをもっている。それゆえ

に「幾民会役Jとして前近代的性格を長鰐に渡って温存

し北海道生乳市場を独占しつづけてきた。その集乳取引

きの形態は，酪長華民が，すべて所属農協を通じて北海道

農業協同組合連合会(北逮〉に販売委託をしており，牛

乳代金は乳業会社から全額が北速に支払われ，農民には

北速が各農協の貯金台i娠に振込む，とL、う形態であった。

雪印・クロパー乳業資本の成立経過からして，北速との

関連は深く， 1走本的にはこの取引き形態は，資本にとっ

ての流通コスト節約のために利用された。生手L価格も北

逮牛乳委員会と手L資本との団体交渉で決定されたが，祭

手L所石数規模別乳備として，この取引き形態に影響され

た前近代的取引き締格であった(表-27)。

白糠田Iにおける祭乳所は， 出糠市街 (5石)，中茶路

c3石〉の 2カ所で，縫別地IKからは中茶路までパスで

出荷されていた。 1950年から始まった茶路幾協有畜営農

確立5カ年計劉などによって，縫Bリを最重点地区として

乳牛の導入が積極的になされ，出荷手u設も急速に上昇し

た。 1953年には縫別地区の手L蚤の増加によって，中茶路

集手L月号は， 5経質 5石以上の出荷がなされていたにもかか

わらず 3石手L備とされ，しかも乳愛の増加による集荷

事務作業を処獲するための臨時職員費用は住民負担とさ

れた。クロパー乳業の独占支配，前期的取引き関係のも

表-28 牛の飼養状況

1944 118 225 1. 91 225 O 

1946 97 167 1.72 167 O 

1947 173 302 1. 75 302 。
1949 159 275 1. 73 275 O 

1950 161 277 1.72 249 28 

1951 251 417 1.66 383 34 

1952 304 515 493 22 

1953 345 687 1. 99 597 90 

1954 421 803 1. 91 775 28 

1955 434 994 1. 91 883 31 

1956 1，038 2.17 1，019 19 

1958 1， 585 2.81 1，577 7 

注 肉糠罰I産業課資料による。

とで，白糠一手告は極めて低い手L倒におさえられていt.:o

段階別手L僚体系において乳価を上げるために中茶路集

乳所を閉鎖し，縫別・中茶路の主主乳を白糠築乳所に集荷

し 7石以上中間工場価格とすることが百十劉された。従

来集乳所は，集荷ばかりでなく，生手Lの漆搬可能を潟め

るため，クヲーム分離・濃縮の第一次加工をもおこなっ

ていた。しかし輸送手段の整備・発達，とくにトラック

集荷の可能性が広がるにつれて，集手し所は加工機能が欠

け，集荷機能に単純化されてきていた。築乳所の合併大

規模化・集手L組織の合狸化が，輸送手段及び加工技術の

発達によって可能となった。クロバー乳業は中茶路集乳

所閉鎖により経費節減が図られることから，自動車運送

費の会社負扱をおこなう条件を出し，隣鎖が1953年にな

された。

集乳所・集荷組織の「合理化」の直接的契機は，乳業

資本間の競争の激化にあった。朝鮮戦争以降，認本経済

の急速な展開に伴う牛乳・乳製品需要の増加は，乳業資

本の設備投資と集手L溺拡大を促し，特に原料乳地帯であ

る北海道への森永・明治道外乳業資本の流入を促進させ

た。その進出は，既存集乳閤を打ち破るため，個別農家

と庭先取引きで，雪印・クロノミーをー愛して上まわる価

格によってなされた。雪印・クロパー乳業資本は，集

手Lr合理化jによって節減された絞愛の一部分を補充

することによって乳価の値上げを関り，主挙協・北速を通

表… 29 会社別集乳所数の年次期推移

、t立口為 23 

永 28 

中小メーカー 44 71 93 

主詳 協 24 43 67 74 

1ヒ 連 15 
メ口込 言十 534 578 603 577 

注酪農検査所調べ

署長一 30 乳差別築事L所数の変化

量七夕釘1務汀11あ1
408(77. 0)1 306(58.5) 

I :::;::'::1 254(60.4) 
77(14.5)1 116(22.2) 

23( 4.4)1 48( 9.2)1 

1959 

257 

25 24 

48 51 

82 76 

82 70 

24 38 

516 

1960 
(%) 

50(16.3) 

34(11.1) 

40(13.1) 

3石未満

3~5 ;rヨ

5~7石

7~1Oお

10石以上

102(24.2)1 
15( 2.8)1 31( 5.9)1 ---'-"-'1 39(12.8) 

7( 1. 3)1 22( 4.2)1 65(15.2)! 143(46.7) 

530(100.0 )!523( 100. 0 )!421( 100.0 )!306( 100. 0) 

注 酪農検査所資料56，60年は中間・:i.管工場を含まない
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表-31 選内主宴会社完IJ集乳量比率の捻移(%)

1951 1953 1955 1957 1959 1961 1962 

雪印・クロパー 87.6 85.4 79.5 79.7 75.3 70.7 70.1 

森 永 2.5 3.0 5.9 8.1 8.8 10.0 12.2 

明 治 0.1 1.7 4.3 7.0 8.1 8.7 9.4 

そ の 他 9.8 9.9 10.3 5.2 7.8 10.6 8.3 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

注く北海道酪差是検査所資料〉

図同 2 各就業会社別翼入事L備の推移(十勝地方)

〈原料乳・ l等・脂肪率3.2%・l分当り〉

組合は，森永出荷農家の役

割を積極的に位置づけると

ともに，農協の一元集荷一

元販売に対応して， 一元

集荷多元販売の原理念かか

げ，幾民の団絡を訴えた。

農民総合の部落を基礎とし

た学習活動は「乳業資本相

互を競争させることによっ

て，自分で生産したものを

自分で売り，自分の生産物

30トペ一一時ゆ司同一問自由一一時一切一一均一一一ω 一一一一ー一一一目均一一切側一一町一一一

! に自分で?価格をつけるj と

昭和?15 9 ?25 9 符 59 T15 9 11Z5 9 1215 9 131 いう農民の権利意識を高め

千葉燦郎「北海道における牛乳流通と共販問題」より iJI ffl 

しての間体取引き形態を集乳鴎を温存する方策がとられ

た。多額の負僚や融資のために農協から離れることので

きない中・食幾は，あえて低乳備を受け入れざるをえな

かった。集手L所の合併は農民の出荷労働を過重にするも

のであった。

障害農民が毎朝集まる文化センター的機能すらもってい

た集乳所の閉鎖を契機として，中茶路地区17戸の上層酪

農は，クロパー乳業と農協による前期的取引きに反発し

て，練乳製造を始めた帯広の小メーカー・タカラ乳業を

誘致した。庭先集荷で運送費を会社持ちとし，クロパ一

手L餓より4.5内の高値で取引きされた。悶年1953年浦幌町

の工場建設が完了した森永乳業は，金融引締めで倒産し

たタカラ乳業の築手L磁を獲得し，白糠町に積極的に進出

した。クロパ一手Lf溜に対し 3円から 5円の高値の庭先集

荷によって年度末には，クロバー出荷農家256戸(月議5

92石〉に対して，森永lli祷農家102戸(月盤200石強〉と

25%を越えるにいたった。森永乳業への出荷幾民に対し

て，雪印・クロパー乳業資本と結びついた北海道庁や農

協関連機関から乳牛の導入，資金の貸付け毒事にかかわっ

て圧カが加えられ，特に「集約酪農地域指定の阻害条件

となるj として，農協からの除名論まで出された。農民

ていった。酪農民がそれぞ

れの乳業会社に照応して 2

分されつつある状況の中で，農民組合は統一の環として

の役溺を果たし，外部からの干渉をはらいのけつつ，高

集酪の指定をも受けた。

1956年5月 3農協を合併して， 白糠農協が発足す

るとともに，その一元集穏多元競売の生手L販売原虫1]が

樹立され 1年契約の条件委託駁売を行なうことが決

められた。盟各農民の{部格要求が強まり，綴織が強化され

るとともに，森永滞幌工場(1953年10月〉明治帯広工

場(1954年 1月〉の集乳開始に伴う集荷競争が激化され

た。雪印・グロパー乳業資本は，この状況において，十

勝地区で1956年9月以降の段階5iU乳価体系の適用を廃止

し，主管工場価格一本で買入れざるをえなくなった。農

民総合の運動によって白糠においても，これに準じて適

用され，遠野請辺地の差是民が受けとる牛乳代金は大穏に上

昇することになった。

段階別手Lfl弱体系の崩れを予測して，盟各重量振興法に基づ

く生手L共問販売卒業が積緩的に推進され始めた。共飯事

業は，本来集手L過程の合理化を関り，書名手L費の節減を爽現

し，その成果を酪農民のものとすることを民擦としてい

た。しかし，乳業資本にとって，それは，酪農民の手で

集乳「合理化」を行なわせ，長期的には，その節減費用

-18 -



地域農業の展開と農民運動〈上〉

部分だけ乳価を切り下げることが可能となる，利潤拡大

の有効な手段であった。さらに雪印・クロバー乳業資本

にとっては，共飯の名によって，既存の生乳留を独占的

に確保しつづけうる防衛的役割をもつものであった。

1956年6月農林省畜産局長通過遜逮「集約障者差是地域に

おける共同集手L組織の整傍及び乳業の合理化についてj

が出された。 雪印・クロバー乳業資本が独占的に支配

図-3 各会社男性紙業工場分布状況 (1958年末現在)

三主管工場

翻(九工場)雪印・クロパー i・

. 森永

... 明治

4・・，，'・-• 繍

し，ホコ先を農民に向けてくる」との分析に立って，次

の戦術が建てられた「一元集荷で幾協を中心に，農民の

間給を力強くしめし，多元販売だけで行くとL、う方針だ

けでは， 将来の不安が心配されるので， 最終的に幾民

が，自らを守るために‘各メーカーの第一線に配震まされた

集乳所クーラーステーションの運営をメーカーの手から

農民の手元に完全に移管することを条件に，農民総合は

高集酪指定要領にある共盟主組合の設立を認め加入する」

この戦術が主主本となって， 1958年 l月初日酪農民大会が

隠{獲され，白糠クーラーステーシ翠ン(クロバー乳業経

営〉を北速が実収し，その経営を白糠農協に行なわぜる

こと， ~II銘共奴は-5G集荷多元販売の原郊を樹立するこ

と等の要求が決議された。支た，白糠町牛乳共販組合対

策委員会が，農協理事，EE苓全員(12名)‘農民総合執行部

(3名入森永牛乳出荷組合c7名)，ク戸パー系酪農振興

会 (7名).大会議長国c3名〉で構成され，クーラー移

管の運動母体を形成した。 2 f1から~t逮交渉がはじま

り，ク pパー・森永両乳業との交渉も連続的に行なわれ

たo ~II銘共叛加入条件も，ねばり強い交渉の結果，受け

入れられるようになった。部落討議を基礎に，再度の陸自

幾民大会がもたれ， ~[I路共絞加入の大会決定委任を受け

た白糠生手L共販運営委員会によって1959年8月に正式に

決定されたo ~II路共販加入と平行して，クロパー乳業を

し，森永・明治等の工場建設を許さなかった針路管内に 合併・吸収した雪印乳業からのクーラー移管とさらに否

おいては，この通達を受けていち早く共販体制の確立に 石処理クーラーへの改築が決定された。新クーラーの運

動きはじめた。 管内各差是協は北逮を取扱機関に指定し 営費の負担額が一致せず，北逮・雪印・森永との数度に

て，共販組織の設立に問主ましたが「多元販売jをかかげ 渡る交渉がつづけられ，北速が 1年間E支援運営に当たる

る白糠農協は，広く機農民に衆知，徹底させる研究課題 ことで調整された。このことは「クーラーの経営は米経

として保留した。 験であり，万が一赤字を主主じ，生産者にそのしわ寄せが

幾民組合が中心となって，関係法・通逮文芸書や錫11路管 されるとするならば.これまた主重大な喜要素が残るjとする

内の動きなど関連事実を配布する一方，北遠道産部長， 農民組合の慎重で、柔軟な方針にもとづくものであったo

~II路支所長， ~!I路高集麟事務所長を招請して，法令の解 新クーラーステーションは1960年10月に完成し「一元集

釈・北連共飯構想婆綴の検討がなされた。 1957年4月に 荷多元盟主売原則」を突紫イじする生乳受け入れがおこなわ

は16カ所の部落集会が行なわれ農協内に共販問題調査研 れたo !J-ラーの自主運営による 2毒事乳分離飯売によっ

究特別委員会が 6月に設定されて，本格的調査活動が展 て，新らたに1，000万円の蒸益金をつくりだし， また乳

関された。北遼牛乳共販運営委員長， ~II絡高集酪事務所 業独占問の競争を利用して，他地区より.また I升(1.

長らが来訪するなど共販組合加入促進の圧力が強められ 875kg)当たり 7円高の高手Lf磁を勝ちとることができた。

た。北速からの加既決定をせまられて 7月に弱かれた農 この成果は，乳業資本の矛盾をついて勝ちとられたが，

協臨時総会は，長時間に渡る討論の結果，時期卒尚をも 向待に独占資本の従属的立場におちいり資本間競争の渦

って態度を保磁し，研究を続けた後，酪農民大会を開い にまきこまれ分裂の危機を招きがちな小生産者としての

て態度決定をおこなうことが結論とされるにいたった。 酪農民の意思結集に多くのカを注いだ結果でもあった。

幾民組合は酪農民大会へむけての執行委員会において 詳細な調査活動を展開し，率笑資料を主主にした部落懇談

「生乳共叛体制確立の美名のなかには，原料乳の低乳備 会での検討，森永・グロパー雨出荷農民相II.の意見交換を

務独占体制の確立というメーカーの窓E惑が察知されるJ 関り， 1953年以来っくりだされてきた幾民の不問結の状

とした。 そして「やがては乳業資本メーカー関が休戦 況を，農民総合は，着実に組織を強化しつつ回復してき
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表-33 白糠農民組合員数(参加部落数)

1957 1958 1959 

茶路地区 248(21) 255(引 258 

和天別地区 115(14) 131(14 ) 135 

庶路地区 70(13) 71(13) 113 

向糠・計 (A) 437(48) 457(49) 506 

正農協組合員数(B) 677 679 671 

A/B % 64.5 67.3 75.4 

注各農民組合定期大会議案書より算出

た。 MSA脱路粉手しなどの乳製品輸入の激増と連続的冷

警による深刻な酪差是危機，それに対応した雪印・グ口バ

一両乳業会社の1958年合併にみられる資本間休戦の萌芽

など全国的状況と経験を学んだ長期的方針がつくられ

た。 r一元集荷多元販売の実現，クーラーの農民による

運営，地域に結びついたミルクプラントの建設j の3段

階の長期方針は，たえず酪農民大会など広範な農民の訴

で集団的に確認され，具体化された。雪印乳業資本と歩

調を合せた鋭|路共販の中で，白糠共盟主は，たえず孤るい

を守る立場においこまれつつも，単に乳業会社との価格

交渉にとどまることなく，縞広い諸婆求を結集して，全

道ーの高乳{簡を勝ちとり，先駆的役割を果たした。

るO このことがそれまでの乳業・酪農「合理化j と軌を

ーにしつつもさらに特徴的なのは，貿易自由化に沿った

事業内容の再編成を行なってきたこと，とりわけ市乳製

造部門の比率を引上げ，さらにその原料の少なからぬ部

分を総入乳製品に依存するとL、う方向をとってきたこと

である。このような乳業合理化の政策・方針に沿って，

乳業をめぐる動向もいくつかの特徴を示している。第 1

に，大手3社を中心とする乳業「合理化Jが牛乳加工工

場の整理統合，大規僕イとなどの方向で進んでいることで

ある O 表-34によれば， 全体として「処理場Jおよび

「工場」の数は減少しており，その過程で大規模化が進

行している。第 2に，飲用牛乳製造部門の拡大による乳

業部門の総合化に沿った再編成が進行している。 第3

iこ，乳業蒋編成t工大手 3校を中心とする独占体制をいっ

そう強化した。さらに第 4に，このような大手3社によ

る独占体制の強化は，単に製造部門にかぎらず，製品流

通部門にまで及び，その資本系列化を強めている。かく

して，第5に，独占体制の総合的な強化のもとで，乳業

資本の{間格政策は，原料質上げ{間格，製品絞売価格とも

に，独占価格としての特質きといっそう強く官官衝にうち出

すようになってきた。 いわゆる「開放体策むとこれと

併行する乳業「合理化」は乳業独点の体制を一段と強化

し， そのもとで独占的高利潤を実現しつつあるのであ

第 2節酪農「合理化j と乳価問題 る。

他方，このような乳業「合理化」に触発されて，これ

1960年に入るとともに本格化ずる貿易自由化ならびに と併行的に瀦農「合攻化」政策が農業再編成政策の一環

それにひきつづく資本自由化は，幾多震構造を根底からゆ として強力に推進される。しかもそれが選別・分断政策

さぶりその蒋綴成を迫るものであった。この結果，乳業 としての基調をますます鮮明にうち出したため，費者差是民

資本の存立条件は大きな変動を蒙ることになるが，その のあいだでの階溜分解を激しく遂行させることになる。

過程で乳業資本じたい「掬放体制UJに適応し，そのこと このような調書農「合理化」政策の給動は60年代に入って

を契機に乳業ならびに酪農の再編成が強力に推進され 本格化するけれども，その政策転換の発端は1954年の酪

表-34 処理 規模 別工 場・処理場数 (単位:t) 

総計 牛乳処理場数 乳製品工場数

小計!円未満162~ 1124~ 131O~ 1620~ [1， 240 小計161未満162~ 1186~ 13 1O~ 1620~ 11，240 
IUL/l'-iJl'QI12413101 6201 1，2401以上 IUU1'-iIPlJI18613101 6201 1.2401以上

即日3丸34013，1971 691 441 191 51 61 2131 901 341 291 341 181 8 

1960 山 013，2961 3，印 751 56 明 ~I 9 捌 941 431 201 341 271 6 

1961 ¥ 3，356¥ 3，1161 2，9411 701 60¥ 24¥ 10'， 111 240¥ 96¥ 47¥ 18¥ 40¥ 27¥ 12 

1962 1 3，0281 2，791¥ 2，6011 741 691 201 161 111 2371 981 371 181 421 251 17 

1963 1 2，7831 2，5291 2，3301 801 691 251 161 91 2541 1081 251 211 341 421 24 

1964 1 2，3881 2，2071 1，9621 821 821 451 231 131 1811 60/ 22/ 12! 241 341 29 

開明山 1 ， 931 問~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; 

注 1 処理場は月間，各年 1月現在

2 農林省「牛乳・乳製品に関する統計j
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地域農業の展開と農民遂動〈上〉

表-35

飼養夏員数

規模 531J

続育頭数規模jJlJ 農家戸数

1 9 6  1年 1 9 6 5年

金 属 j 北海道 会 道

戸数 1%1戸数 I% Fコ 数 % 

総飼養農家戸数

仔畜のみ

1・2 頭

3・4 頭

5~9 頭

1O~29 頭

30験 以 上

l戸 当り 頭数

注農林省「家畜飼養の概要」による

農振興法の成立に求めることができる。同法の施行は，

乳業「合理化」に対応した酪農主主主主構造の「合理化J.より

直接的には能率的な集乳閣の編成，乳業資本本位の原料

乳取引機構の確立におかれており，その意味で，有苦言農

家創設を基調とする酪差是政策が「合理化」政策へと転換

し，乳業資本による酪農「合理化Jは築手Lr合理化J， 

原料乳価抑制などを通して一段と強化されると問時に，

この方向が政策面で補強されることになった。そして，

このような酪幾「合理化Jは1960年代に入って「関放体

f溺」下の「構造改議事業」を根幹とする基本法幾政の展

開によって本格化することになる。 r資産物の価格安定

等に関する法律J (1961年成立)とそれにもとづく

振興事業団の設霞，さらに農林漁業金激公庫法の改正に

よって「集酪地域J r酪農経営改善地域」内の乳業施設

に対して長期望者金が制度化されたこと，などによって，

乳業資本は，いわゆる自由化対策として，乳製品工場の

再編成，市手L生産への設備転換を，f言、ぐとともに儲務部で

も乳業の利潤を確保しa由化を慕調とする関内乳価の低

位闘定化が具体化することになる。

さて，このような条件下で麟幾生産構造はどのような

推移を示すであろうか。表-35はその特徴を端的に示し

ている。すなわち，酪差是「合理化jが開始される時点と

もいうべき1961年の飼育頭数規模別差是家戸数をみると，

全閣の場合は 1~2頭飼育農家が過半を占めているが65

年には 5頭以上が15%程度出現している。これに対し，

北海道だけについてみると1961年にはやはり 1，2芸員飼

育幾家が過半数を占めるが65年になると 5頭以上が約40

%強に透しているO つまり， 60年代の前半における酪幾

「合理化」政策は，会図的にはそれまでの劉業的酪農経

営を基軸とする生産構造を基本的に変えるところまでゆ
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100.0 

6.9 

26.9 

24.6 

32.7 

8.9 。

かなかったが，北海道では，剥業約酪農経営と複合的障告

農経営の併存構造のもとでとくに後者の比率が急速に;橋

大し，一部に専業的瀦農経営を出現せしめるにいたって

L 、る O その意味で酪農「合理化Jは北海道においてもっ

とも急速に進践してきたとみることができる。

すでにのべたように，一方において酪幾「合理化」は

原料乳流通機機の「合理化J"a:めざすものであり，した

がって瀦幾生産構造の変化に対応した生乳市場の流通

「合理化Jと，そのもとにおける乳業資本と酪農民の対抗

関係を正しく見きわめることがその後の課題となるわけ

である。さて上述のような北海道の酪康生産構造のなか

で白糠町費者農はどのような地位を与えられるのであろう

か。表-36によれば，飼育E員数規模別差是家構成につい

て1960年には鎖|路地域は北海道全体に比べて 5頭以上

}替の比本が若干潟くなっているが， 1965年になると北海

道全体の農家構成に対比して 5頭以上層の占める比率が

高くなっている。これに対して，白糠町は， 1960年段階

で小規模童話脊差是家〈ここでは 1~4頭〕の占める割合が

釧路地域全体よりやや高くなっているが， 1965年になる

と，たとえば 5~9頭謄の比率はそれじたし、としてかな

りおまるけれども，錫11路地域全体の農家構成に比べて 5

~9 頭ないしそれ以上の飼育農家}震の占める割合がかな

りf尽くなっており，経営の愛点は創業的酪幾経営にある

とみることができるO このことは牛乳の流通，さらには

乳業資本と酪農民の対抗関係にも少なからず反映するこ

とになる。

雪印乳業は， 1961年，従来の段階別手L価体系なやめ，

全道一律の新手L備体系を次の要領で実滅した。 (1)受渡場

所は製造工場，集乳工場(クーラーステーション)(2)受

渡場所までの牛乳の持込は生乳共販組合(生産者負担〉
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表-36 飼育頭数規模別農家戸数

飼 育 頭 数
1 9 6 0年

釘11 路地域 向

規 模 別
数 % F' 戸

。、臨y、むx 戸 数 4，757 100.0 

1 ~ 4 真夏 3，838 80.7 

5 ~ 9 頭 856 18.0 

10 ~ 14 頭

15 ~ 19 顕 6.3 
20 ~ 29 頭

30 額以上

注農林省「世界農林業センサス」による

(3)クーラー経営は会社(4)牛乳取引は現行通りはと逮)(5) 

新手Lf簡は，脂肪喜界3.2%，1.875kg当たり44円。これは，

庭先集荷を完全に廃止し， 生乳受け渡し場所を工場と

し，出荷費，集手L所経営費，牛乳検査料を差是民負担とす

る低手し備のおしつけであった。 新乳偲体系は大局的に

「開放体制」への対処であったが，直接的には，勝差是振

興法等にもとづく酪農主産地の形成の結果，零細で分散

約な生産の上で成り立つ前期的取引の維持が悶難とな

り，さらに，雪印乳業の独占的地域支配が，明治，森永

の進出によって勝れたことに対する雪印乳業の対応策で、

もあった。

新手Lf面体系が打ち出されたのを契機に， 1961年 7Yi， 

j)lI路管内では，従来の鋭i路，鋭i路内陸，摩岸の 3地域共

盟主総合が合併して，議11路管内主左手L共飯運営委員会の創立

総会が関かれ，広域築乳体紛が確立した。農民{闘の条件

の十分な成熟をみないまま，雪印乳業の要請にもとづい

て，強引に合併させられた広域釧路共阪は，より反農民

的性格を濃厚なものとした。

関-4 鋭l路共販の成立と集車L所配置(1963年現在)

1 965年

糠 釧路地域 自 糠

数 % 戸 数 % Fコ 数 % 

557 100.0 3，637 100.0 447 100.0 

518 93.0 1， 776 48.8 306 68.5 

39 7.0 1，481 40.7 137 30.6 

328 9.0 4 0.9 

。 。) 4.9 O 。
3 0.2 O O 

白糠農民組合は，クーラーステーシ認ンの農民運営を

目前にして，農協，幾業委員会，町役場とともに「生産

変調まま」をおこなった。また「乳備は……会社が決めた

ものを，主主乳共飯組織を通して，農民におしつけ……生

産費も保障されない価絡とならざるをえなしづ不合理を

打破するため，調査結果に基づく生乳価絡の要求額を設

定し，手し側交渉の体制が準備されたo1961年鎖11路管内幾

民総合の統一組織である鎖1I路農民連合の結成や白糠の動

きに刺激されて，銀11路共販も生産費・所得補償方式によ

る鋭l絡手L倒的円，他に費者差是振興費.森永3，000万円 t ~雪印

6，000万円の要求を決定し， 一元集荷多元販売の原烈も

認めながら，乳業資本との交渉が進められた。しかし実

際に乳側交渉が遂行するにつれて，広範な酪農民から離

れ雪印乳業によってエヲート的に育成されてきた最上層

酪農民が多数合占める牛乳委員会は，交渉力が欠如し形

式的なものとなった。 e糠， I協呂農協以外の大勢は，祭

印の提示儲格へ妥協し，契約が結ぼれる方向が支配的と

なっていった。これに対して，白糠農協は，共販の枠内

で行動するが，クーラー運営費の問題もあり，配乳震に

ついては，酪幾民の慾態を求めて最終決定したし、，と態

度を保留した。農民組合は町内各機関と共同して，独自に

森永乳業とクーラ一運営費・手L価の条件交渉合おこなう

一方， jjまちに，全般幾民へ出荷先要務調査を直接おこな

った。この結果，森永乳業90%，雪印乳業10%の出荷意

思が表示された。この結果にもとづいて， 10月には農民

組合，幾協，農業委員会共僚の酪農民大会が際かれ「乳

業資本を競争させ、おい方に販売し、生産農民の収入を告書

ーに考える」とL、う原則jから，当閣，森永へ90%の記乳が

存確認され鋭i銘共駁へEわし込まれた。雪印乳業な主主本的

に擁護する立場にあった鍔11路共販は、逆に.白糠共販の除

名を議題とした。向糠は単独で乳価交渉を進め，これま

での雪印73%，森永27%の乳食舵分から'10対90に出荷率

- 22 



地域差是業の渓潟と農民運動〈上〉

を変更することを条件として，森永と次の協定が結ばれ

た。森永乳業は(1)特別酪差是奨励金 1升当り 5内 5年間

で5，000万円(2)期米手当 1チト当り 1門(3)へき地運送費 l

升当り 1 円仏)獣医 2~の駐在(5) クーラ一人件費助成金月

額3万円を出すことが決ったのである。これに対して雪

印乳業は，配手L震を不服として，主主手LiJl取りをお否した

ため，全量森永へ出荷されることとなった。

広域化された釧路共政体制と新乳価体系による雪印乳

業のまき返しのなかで，雪印クーラーを移譲させ，差是民

の経営にすることによってなされた最初の大きな成果で

あった。この成果は，さらに農民にクーラーの差是民経営

の一層の自覚を促すものとなった。議11路共盟主は雪印乳業

のための一元飯売を決め， 1961年11月には，多元販売を

主張する白糠共奴を徐名した。

還を-37 釧路広域生乳共販の実態(1962年)

62年度生乳総出荷設 | 札回4t

出 i 地区内出荷量 37，996t 

~I 根室地区移出設 5 ， 624 t 

別 i十 勝地 区移出量 5，4ο3t 

時五戸数 川両面瓦つ両
日頭数 2U函R占地域数 3 

注(イ) 白糠・幌自の両クーラーから十勝森永乳業へ送手L
(ロ) 虹別地区は金量根室雪印乳業へ

付茶内地区より一吉sIjFj治乳業へ
北海道踏襲会議資料Jlio.7より

出糠共販委員会が「一元集荷多元奴売原則jに基づき

雪印乳価より 7門高の森永乳業へ主主乳出清をはじめる

と， 1961年末に入って，雪印乳業は，これまで批判をし

てきた直接庭先集荷を自らおこなってきた。雪印のまき

返しによって，特定の農家にリベートを支給するた主義乳

価ミや手L代の蕊接払いによる 「集乳合戦」が本格化し

た。乳業会社から支払われる生乳代金は，農協を遜じて

差是民の手に渡るまでに，農協からの借り入金等が差引か

れ，現金として農家のそFに渡るのは，わずかであったた

め，零細な酪幾家や開拓農家にとって，jj[接生産考に支払

われる方法はおおきな総力があった。加えて， 11月の農

協火災に前後して，農協の赤字が表面化し，しかも、北漆，

幾協中央会からの宅農協存建整備資金が 5，000万円はも

とより，飼料や飯米もストクプするとL、う圧力が加えら

れた。新間報道を通して白糠町長の鋭|路共販復帰「調停J

案など，系統機関や行政組織をつかった雪印乳梁の王主要望

がさまざまな形態でおこなわれた。差是協潔毒事によって，

その出身部落の燦民組合の総合員が大最に脱退するとい

う分裂攻撃がおこなわれ，組合員は128名にまで減少し

た。 1962年3月の農協総会では，農民組合への攻撃の激

しさと取り組みの弱さから，重量協理事会が保守派によっ

て占められ，本来，自律的組織である白糠共産Z委員会の解

散が決定された。さらに，新たな幾協理事会は，北幾中

央会へ手し愛配分の白紙委任状を提出し，ついで，農協理

事会で共級委員会を選出し 7月にはWJII路共販脱退以来

の行動を陳謝する意味の文芸撃を入れることによって，無

条件共販復帰がみとめられた。雪印乳業出荷者の活動を

正当イじするような系統組織，各支庁，町当局の態度は，

農協に集荷する農民}替の中に不安~拡げ，森永との直接

取引へ移ろうとする動きもでてきていた。農民組合は，

森永交渉と高乳価を獲得した成果を，務部を基礎とした

学習活動で深め，雪印乳業が庭先集荷をおこなうかぎり

幾協とは対立せざるをえないという矛盾を指摘して，農

協と農民総合の分断策動に対応し，農民の統ーを図るう

えからも，幾協再建を促進するためにも，ま塁率会のあり

方を.iEす運動を準備した。その結果，雪印乳業の切り崩

しに農民組合員が半減した状況のなかでも，雪印乳業へ

出荷した農民は61戸と全勝農家中12%にとどまった。 WJII

路共奴の内部からも，無条件復帰した白糠共販の動きと

は対照、的に森永へも売るべきとする太田，阿寒共販の多

元販売実質化の動きがみられはじめた。

市場湾編成を行ないつつも，乳業大手 3校の地位は，

条乳食で6割を越え，絶対的な優位を保ち，また畜産物

価格安定法に基づく中央・各道府県酪農会議が1962年9

月までに確立し，市場調整が溺家的に可能となった。そ

の結架，牛乳生産諸経費の増大にもかかわらず， 62年，

63年乳備は混迷し，実質的な値下げをつくりだした。こ

の全国的動きを背景としつつ森永乳業は，自糠農民の不

統一の状況をJ[越して，自糠重量協が配手L量の協定を破っ

たことを理由に，前年の価格協定を一方的に破棄した。

農民組合は部落代表者会議と数度の執行委員会についで

定期大会を関いて， 1962年度の乳価状況が討論された。

そこでは(1)低乳価格体系を維持する上で障害となってい

る全道一潟乳{酪泊予告に重量点的攻撃がくる(2)森永が太田地

区の一万石を辞退し，雪印が白糠・幌呂での増量をあき

らめたことにみられるように，集手L競争を一時休戦さえ

おこない(3)政府安定価格基準52門まで引き下げようとす

る農民にとって最も関難な状態をつくりだしている一ー

と分析した。この分析から， 62年の手L倣潟争は，従来の

ような町村単位の，しかも単純な乳量酒己分変更のたたか

いでは，このカベを破っていくことはできないとして，

関係町村の溺係団体が一丸となってたたかう体制j会つく

ることを結論とした。まず，農民組合部落代表を中心と
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表-38 乳業大手 3 宇土の地位

1955 1957 1959 1961 1963 1965 
(昭30) (32) (34) (36) (38) (39) (40) 

警 印 17.2 22.2 25.3 22.3 24.5 25.8 26.2 
集ー 森 永 14.9 16.5 16.1 17.3 18.0 18.5 18.8 

手L
明 治 15.3 16.7 18.9 20.1 20.8 19.9 19.4 

3 社 言十 47.4 55.4 60.3 59.7 63.3 .2 64.4 

g主d旦L そ の f也 52.6 44.6 39.7 40.3 36.7 35.8 35.6 

車窓 言十 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

三塁・ 印 3.5 .0 12.0 15.2 16.5 17.2 17.4 
m 森 永 10.8 .7 13.5 14.2 16.4 16.5 16.2 

明 治 15.9 15調5 19.8 18.1 21.8 22.8 23.2 

3 社 言十 30.2 35.2 45.3 47.5 54.7 56.5 56.8 

手L そ の 他 69.8 64.8 54.7 52.5 45.3 43.5 43.0 
e恥~、 言十 100.0 100.0 O 100.0 100.0 100.0 100.0 

注 山間定市「乳業資本の構造と存立条件に関する研究」より

奇襲-39 10勾当り傭絡

生乳価格

1959 237円

60 254 

61 290 

62 323 

63 324 

64 344 

65 368 

設l.~悶平均fiffi絡
2.農林省「牛乳・乳製

品に関する統計jより

した乳価対策特別委員会が

設けられ，幾民組合は，$

落懇談会を言語き，農協総会

を平く開くよう主張し，主祭

永出荷差是協である白糠，腕

8，太聞の 3町村の統一行

動に参加するよう農協理事

者に呼びかけ，さらに白線

労農E主体協議会に支援を訴

えた。その結果，白糠，幌

日，太田各農民組合，鎖l路

地方農民連合会の四者によ

農民組合は1962年の乳綴闘争を総括し(1)森永は，政府

の出した安定乳倒52門に全くあぐらをかいており，奨励

金の打切りはおろか，基本乳備の切下げを強行している

(2)そのため森永はおどし(会社の条件で契約しなければ

生乳はいらなしうと謀略などあらゆる卑劣な戦術をつか

っている(3)何といっても農協と差是民組合という交渉の二

つの窓口，つまり農民内部の分裂を最大限に利用してい

る(4)したがって，消費者である労働組合との提携の問題

とともに，農協との共闘宅それを基礎にした町村共闘の発

展を森永はー悉恐れているO 団結と共闘の前進で乳{砺鴎

争を勝利しようーと結んだ。との方針ーにもとづいて，農

民組合の要請で， 63年 1月差是協臨時総会が関かれ，農民

る，森永乳業浦腕工場の間体手L価交渉が設定され，向労 組合も参加する乳価対策委員会の設置が決められ，農協

協とともに弱11路地区労の支援が決定された。農協との協 と幾民組合との共関の芽をつくりだした。悶年 3月の霊長

力体制がとれないまま 10月2813に白糠町労差是市民決起 民組合定期大会は「たたかいを進めるうえで農協の果た

集会がもたれ，炭労，全日自労，全林野の労働者を合 す役割は極めて重要である。 乳価翻争の先進地の多く

め150名が参加したo 森永乳業との交渉は11月に継続さ は，農協がその先頭に立ち上札農民のrn絡に大きく寄与

れることになり，具体的成果はえられなかったが，明治 し，かっ，出荷ストを含む強カな手段・方法の5走行によ

鉱業庶路炭鉱「合理化Jとたたかっていた労働者と共闘 って，乳業資本に打撃を与え，多くの成果を勝ちとって

を給んだことは大きな成果であった。 11月交渉を準備す いる。したがって，農協の民主化なくして，今後の飛躍

る部落懇談会には，農協労働者とともに，はじめて炭鉱 的手L館協争の前進はありえなし、j と農協民主化を何年度

労働者が参加した。低乳価の押しつけに対する酪農民の 最大の宣言点に位置づけた。この決定は，幾度もの執行委

怒りは，鋭|路共盟主をもっきJ二げ，白糠，繰呂の森永乳業 員会の討議のうえに， 部落代表者会問会議で決定され

との乳価関争の支持方針を決定した。しかし，~道労働 た「農協湾建についての幾民総合の考え方j として具体

組合協議会労農オルグ悶などの参加と共総の輔さどさらに 化し 7月末からの40カ所の部落集会 8月末には再度

広げてもたれた第2闘交渉においても，白糠差是協潔事会 部落集会が組織され，差是民のE査結の基盤としての方針が

は，農民組合との共劉を蒋皮掠夜し，生乳価格協定を総 定義していった。他方，後民総合は長期的際関的政策を

んだ乳業資本のカべをつきくづすにはいたらなかった。 打ち出すとともに，組織建設に愛点をおき，部務まわり
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表-40 農民総会長の推移(部落数)

1966 

茶路地区 212(23) 

和天別地区 66( 6) 98(13) 111(14) 

庶路地 鼠 40( 7) 77(12) 85(13) 

計 (A) 246(29) 384(47) 408(50) 

農協正総合員(B) 608 591 578 

A/B 40.5% 65.0克 70.0克

注農民組合定期大会議案審及び調書

を徹底して行ない， 128名に減少した農民組合員を着

実に回復した。そして 9月の白糠農協玉虫毒事会選挙にお

いて，理事9名中，農民組合推薦の 5名が当選し，農協

再建への第一歩をふみだした。また，全日幾鋭|根ブロッ

ク協議会が63年 1月に結成され， 10月には鋭l路・根室

麟農民大会が関かれるなど地域的連帯が拡がった。雪

印・森永・拐治が鴎家政策に支えられた価格協定を結ぶ

ことによって， 63年冬乳{阪を低価格で切りぬけた。しか

し，釧路，線設， ~t見，十勝地区の酪農民が結集して，

道東4地区酪農対策協議会連絡会議を64年3月9日結成

した。翌翌日，この提起にもとづいて白糠町では44部落84

名の酪農民部落代表者会議が関かれ，乳価値下げ反対闘

争が協議された。さらに農業関係団体で，白糠町乳価対

策実行委員会が結成され，乳価闘争への体制が確立され

ていった。 3月27日には鍔11根酪農民大会実行委員会と参11

路共販の合同会議において，乳{価{底下げに対抗し，また

知事斡旋案を不満として， 31日出荷ストが決定された。

農民組合，幾協が一体となって，部溶溜めがなされてい

い上がりであり，侮辱するものである。澄ちに，全地区

の名においてこの『抗議文芸書』を返上し，逆に配手L機を

留保すると$し添えるべきで、ある。 3113のストは， 自

糠さんが，整然と笑施されるのをJtて，農民もストがで

きるものだと真に勇気づけられた。……この問題はあく

まで，全生乳生産者のものとして受けとめ，乳業会社と

対決しなければならなしづと。

自糠の出荷ストを突起点、とする64年の乳価総争は，知

事斡旋によって 2F9を引き上げ， 55門の基準価格を獲得

案， 6，000万円の滋酪差是施設費の追加確認を行なわし

めた。しかし最大の成果は，乳業独占資本の価格協定の

もとで，農協・幾民組合の統ーによって，農民も出荷ス

トができるという自信と勇気を与えたことであり，また

道東酪農民の間結の基礎が築かれ，全道的に波及する状

況をつくりだしたことであり，なによりも全道的な酪幾

氏自らのたたかし、と下からのつき上げが始まったことで

あった。この酪農民のたたかいの高まりは，齢差是振興法

による知事斡綻が始めておこなわれたとL、う結果が示す

ように，乳業独占の危機を救済し，その経済的支配を補

強するため霞家の役製が全閣にで、てくることを如実に示

すものであった。

第 4 農協民主化の過程

第 1節農協運営の尉新過程

るストライキ訪日， r道東連j委員長より，スト延期の電 白糠町における幾協民主化の過程は，会図的にも数少

報が打たれ，各地のスト体制が解除されるに三百った。白 ない事例のーっとして検討に値する内容をもっている。

糠は，このスト延期指令が委員長の俗人的判断において そこで，その実践逃穫をみると，農協運営の民主化を方向

打電された毒事実が明らかになったため，緊急手L儲対策実 づけ，また突現を可能にした条件として，ひとつには，

行委員会を開き，スト決行を決定した。低乳備に対する 白糠町農業の展開とその過程で譲成された務矛盾ーとく

強い怒りと酪農民の回給を主主盤としてなされた出荷スト に地域的・階層的矛盾ーとその農協の組織・機能への反

は，生乳を冷却保存し， 2等乳が出た場合は，練乳製薬 映，そしてその組織的克服としての町内 3農協の合併，

工場に分離グヲームとして売却し，農民に実容を与えな さらに合併によって深化した農協をめぐる組織・機能上

いとする戦術的配慮がとられ， 480戸完全な出荷停止が の矛盾の深化があり，ふたつには，覇者差是展調をめぐる情

おこなわれた。白糠の出荷スト決行は，乳業資本に大 勢変化ー貿易自由化体綴，農業構造「改蕃j政策下の選

きな打撃となり，雪印・森永雨乳業資本は， r生産者の 別・分断を主主調とする農業政策の展開，それに呼応した

スト行為に対して，受手し拒否権を保有する。生乳取引契 農協経営「合現化jの推進がある。そして，これらの

約に基づき損害の賠償を要求するJとの文蓄を北逮に送 白糠農業の構造的変化に対応して，農民組合および農協

付した。 4月3日， iWlI線共販，銀|根地区酪差是大会突行委 労働組合に結集する農民・農協労働者が，民主化推進の

員会の合湾会議において，ー農協組合条の次のような発 主体的条件をなしたことはいうまでもなし、。

言が参加者の間意をえた。すなわち， r白糠町農協に対 まず，農協民主化の前段階に相当する 3農協合併前後

するものではなく，金主主手L生産者に対する乳業会役の怠 の動きについて特徴点を明らかにしよう。すでに前節で

- 25-



教育学部紀 要第2H号

表-41 農 協 牛 事t 販 売 の 十食 移

茶路農協 l託路農協 和天別農協 計

金 額

1 952 8，4 

195 3 14，953 32.0 3，378 42.6 5，440 40“6 34.6 

195 4 16，069 50.5 4，286 25.4 8，225 65.0 28，580 46.3 

195 5 18，688 44.8 5，398 30.3 9，154 52.5 33，240 43.2 

注 1 金額単位千円

2 各農協業務報告議による。 1956年以降は3農協合併して白糠町農協となる。

ふれたように，白糠町長差業の戦後の展開過程は全体と 姿求も強かったので，農民組合は，農協労綴とともに 3

しては潟産・穀寂から酪差是への転換の方向をたどった 農協の合併を支持し，積極的に推進する方針をとった。

が，その各地域の展開は決して一様ではなく，それらが このようにして合併の機運は急速に高まり， 1955年10

町内の 3農協の経営にも反映した。表-41は自主農化の度 見 3農協会併促進委員会が設霞され具体的準備にとり

合を牛乳販売を通してみたものであるが，これによって かかった。合併にあたっては3農協が表 42に示したよ

も，庶路農協地区の酪農家の相対的たちおくれ，和天別 うに財務，卒業内容などにおいて相当のちがし、があった

農協の毒事業規模の零細性は明らかであり，これら 3差是協

のなかでも茶路農協が相対的に有利な条件下にあったこ

とは夜定できなし、。しかし，これは単に 3農協の存立基

盤のちがし、のみに帰ずるものではなく，それらを背景と

する運営姿勢のちがし、もかかわっている点を軽視するこ

とはできない。すなわち，和天2i1J農協が開拓幾協として

その経営基盤がきわめて脆弱であり農協としての経済的

機能を十分に果たしえない状況にあり，また庶路差是協が

総合員農家の経営的基盤が不安定(耕地の零縮性，馬産

に執着し酪農への転換に踏み切れなかったこと〉である

ことを反映して農協の組織的基盤もたえず動揺していた

のに対し， 茶路農協は，農協として新発足して間もな

く， 1954年の事業計画において酪農振興の方針を鮮明に

うち臨しそこにおける農協の役割を積緩的に追求した。

このことは，茶路地区が白糠町の戦後の差是民運動におい

て他の地域に対してたえず主導的役部を果たしてきその

過程で地域農業の発展の方向を正しく位置づけ具体的に

追求してきたことと密接な関連をもっている。同時に，

このような差是民運動の高揚を基礎に，農協労働総合がす

でに1952年に設立され，農協労働者の賃金，労働条件の

改善の運動な進めると同時に，農協運営の民主化にも積

極的な姿勢を示した。

このような 3地区の農業展開のちがい，さらに農協運

営のちがし、は当面の手L価闘争にも強く反狭し，全町一元

化体制の確立にとってさまざまの偉容をもたらしたが，

反謝，酪援法下の酪農「合理化Jに対応し手Li国関争をさら

に前進さ佼るうえでも，さらにすでに農協経営の悪化が

遂行していた和夫2i1J，庶路!埼農協の体織強化をはかるう

えでも， 3農協の合併は避けられない状況にあり.農民の

表-42 3農協の合併直前の概況 (1955年9月末〉

総 i組合員数(人)

内正組合員(人)

織|職員数

{言 貯 金(千円)

用
間組合員当り(千円)

短期貸付金(千円)
事

長期貸付金(千円)
業 同組合員当り(千円)

出 資 金(千円)

湾総合員当り(千円)

自

閤

12，143 

36.6 

12，080 

14，344 

43.3 

4， 

12. 

2，779 7，587 

12.2 38.9 

3，145 4，310 

20，673 10，973 

67.5 49.7 

2，922 

13.0 14.9 

34.81 40.6 

87.0 

1，969 

6，201 

注 3農協合併促進委員会資料による。

ため調整すべき多くの問題をかかえていたが，それらも

関係団体の努力で一致点に達し 1956年6月1臼に合併

が実現した。

この結果，新しく発足した白糠町農協の組織的・経営

的基盤が大憾に強化されたことはいうまでもなし、。とく

に，財務構成，信用事業の基盤は著しく改善された。こ

のことをよりどころとして，酪農経営資金の導入.拡大，

酪重量関係施設・事業の拡充が可能となった。しかし，反

面，合併以前からあった 3農協の存立基盤や運営方針を
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めぐる松爽はそのまま合併後の向糠差是協にもちこまれ， て位援づけ穣秘的にとりくんできたことも重視しなけれ

組織的にも経営約にも新たな矛盾を内包ずることとなっ ばならなし、。

た。 このように，農協民主化の基礎条件はしだいに成熟し

さらに， 1960年を境にわが国の差是業政策が対米従属的 てきたので、あるが，その具体化の直接的な契機は，白糠

な貿易自由化と「高度成長Jに対応した基本法農政として 町農協がかつてない経営危機に磁爾し組織的基盤が極度

展開されるなかで，白糠町農業の酪農を装輸とする展開 に脆弱化したことに求められる。この点については，す

も新たに閤難な局面に入り，さらに農業政策の下詩的機 でにふれたように，農協会併によって新たな組織上，経

能をいっそう強化した農協系統組織がとくに末端幾協に 営上の矛盾を内包し，さらに農協運営をめぐる一般情勢

対して経営「合理化J政策を強行するなかで幾協は経営 が悪化したことにもよるが，このような状況に加えて，

的にも綴織的にも重大な妓銘に立たせられることになっ 幾協の運営上の欠焔(放慢な経営管理，各種事業の無計

k。このような幾協をとりまく一般的情勢のなかでは白 濁性，組合員農家経済の掌握の不十分ざと無計額な貸付

糠町農協においても潔事会の支配的空気としては，俄の など〉により農協の財務内容が急速に怒化し，また，そ

多くの農協と同じように，農業政策の下請機関としての のことが原因となって組合員農家の農協に対する信額が

機能を強化しみずからの経営「合理化Jを推進する方 いっそう薄れ，結集度が低下した。ちなみに，表-43に

向に傾き，和天別，庶路地区の一部上層農民を中心にし よれば，食付金残高が急速に増大しているのに対し，貯

て農業構造改善事業を受け入れようとする動きもみられ 金はむしろ縮小し，この結果， 1961年現夜で貯金が貸付

た。 金の約四分のーというきわめて不健全な財務構成を塁す

しかしこのように幾協運営が反農民的方向に走るこ るようになったo しかも，貸付金のうち約6，700万円は

とを批判し幾協民主化の意義を積極的に訴えたのは農民 濁定化負債であり，農協じたいの延滞債務も約4千万

組合であった。もちろん，このような農協民主化の課題

は多くの農協に共通しているけれども，とくに北海道に

おける農民運動の一般的動向からすれば，差是協民主化の

意義を正しく把握し，これな実践に移す条件は十分に成

熟していなかったとみることができるO すなわち，北海

道における戦後農民運動のなかでもっとも多くの幾誌を

擁してきたのは北海道農民間盟〈現在の全北海道農民連

盟〕であワ，その運動方針は幾産物価格問題をはじめ経

済問争に重点が震かれてきたけれども，それらについて

かならずしも農民の基本的要求〈土地問題をはじめとす

る〕と結合し位霞づけが明確にされていなかったことと

，組織的にも農協と密接な関連をもっていたため農協問

題を的確に指摘し是正するという姿勢を容易にとりえな

いというー衝をもっていた。つまり，農協の批判者とし

ての十分な資格に欠けていた。この点では全日幾傘下の

農民総合は幾協問題を正しく位援づけ，かなりはやくか

ら農協民主化をその運動方針のひとつとしてかかげてき

表-43 貯金・貸付金の状況〈金額単位千円)

B/A 

(a)主寄付金 1133，2831 196，1671 62，8841 147.2 

(b)貯金 160，8131 51，682[" 9，1311 85.0 

(a) / (b) 

注 白糠町農民組合資料による

表-44 自己資本・画定資本の状況(金額単位千円)

iノ件、../ 1在日)1 
B-AIB/A 

(a)鴎定資産 39，430 48，308 122.5 

(b)自己資本 22，181 25，727 3， 115.9 

欠 損 金 571 10，976 11，033 

主主ヲi不足 17，192 33，557 16，365 

(b) / (a) 56.3 53.3 

た。しかし，北海道では，多くの町村において農民組合 設白糠町農民総合資料による

がその地域の農民の大部分を結集できないほどの組織的 汚に達した。このことは，期定資産を自己資本との関係

力量をもたなかった。その意味で白糠町農民組合は，戦 にも反映し表ー44に示したように， 1961年現在で約3

後間もなく，農民の諸婆求を基礎にした諸闘争を持続的 千3百万円の欠鎖金をかかえることとなった。

に展開し，そのなかで地域の大多数の農民の結集を笑現 このような事態のもとで， 1961年10月組合員臨時総会

し，そのような農民運動の発段過緩における新たな諜題 を開き特別欠損金 1千百万円を含む財務内容について報

として農協民主化が位置づけられた。さらに，農民運動 告し，その対策を講ずるため再建整備委員15名を選任し.

とともに，農協労働総合が茶路農協いらいの長年にわた 財務内容のさらに詳細な調査と再建整備計騒の立案を決

る運動の蓄積のもとで農協民主化を主要な運動課題とし 議した。ところが河年11月，事務所が火災にあい，いっ
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そう困難な状況に直面した。そこで同年12月ふたたび、臨

持総会を開き復興対策協議会を組織することを決議し

た。その構成は農協似ijlO名，農業委員会，田r，農民組合

各 1名，すでに発足している再建整備委員会長からなっ

ていた。 さらにこの中から常任委員 6名(この他に会

長，副会長，毒事務局長各 1名〉を選出し再建案の具体的

な検討に入った。このようにして条約的な討議を重ね，

1962年 2月の総会に「湾建整備 5カ年計画j が提出され

可決された。また 3月の理事会選挙では農民組合の意

向はまったく反狭されなかった。この計画の立案に捺し

て無視できないことは農協系統組織(とくに北燦中央会)

の指導強化，運営への介入が目立ち，兵体的にはこの時

期に~t農中央会出向の参事と 2名の職員が派遣されて立

案を中心的に担当した。このような経過も反映して，こ

の計闘は，多くの問題をかかえていた。その骨子をみる

とまず，議本方針ーとして(1)徹底的な経費の節減をはかる

(2)生産拡大のための指導卒業の充実(3)短期契約を通じて

僚権回収と健全財政の確立を腐かることをかかげてい

る。この装本方針を受けて金磁事業の邸では閤定化負僚

の短期間収を主娘とする全戸営幾計闘の策定を目ざし，

飯売事業については全盤集荷の統制をうち出しているO

これを要するに組合員に対する幾協の経済統制な強め，

一定の利用基準に達しない農家は笑質的に農協利殿から

除外しても，農協の財政たてなおしを強行しようとする

ものであった。さきに組織された復興対策協議会じたい，

農民の望書求を反映するために一定の努力を続けてきたけ

れども，他方における系統組織の介入により，その活動

はきわめて不十分に終わり.]設に経営「合理化j の基調

が強くおり込まれる結果となった。他方，計画立案の直

接の任に当たった復興対策協議会は計踊決定によi)3月

に解散し，藤氏の要求反映の蕊援の窓口は閉ざされた。

この百十幽の笑施過程で，その反農民的役格はいっそう

浮き彫りにされ，基本方針の(1).(2)については笑質的に

何らえ寄手されないまま，もつばら長期負僚の短期間収に

重量点がおかれ，それと合わせて 6月 1尽からは組合員勘

定によるチケ γ トf測が実施され徹底的な金融引締指置が

とられた。これと併行して販売代金の13.5%(特別投資

2%.事務所建設資金 3%，農業拡大貯金 5%.販売手数

料3.5%)を農協自己資金達成のため積立てる方式がとら

れた。とくにチケ vト斜により下謄差是家に対する貸出制

限が強められた結果， 200戸余りの農家(組合員の約半

数〉は月額 5 千円~1 万円程度の生活資金しか貸出され

なかった(表-45)さらにこの方式で5年間で負債返還

の見通しがたたない場合には，牛馬などの生産手段の慈

し抑え措置をとろうとするものであった。

このような反農民的・非民主的農協運営のなかで組合

員幾家の農協に対する不満は日増しにつのり，さらにそ

れが農協に対する不信にまで発展し，差是協解散論〈主と

して上層農家).もとの 3農協への分離，などの意見が

出るなど組合員の結集が弱まった。他方，この時期にお

表-45 チケ .. ，ト和jによる支給月額と別農家戸数

計
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注 白糠田了農民組合「幾民新開jによる。

ける農民組合の活動は，すでに前節でのべたように乳価

闘争においてきわめて鴎難な局間に入札農協運営問題

とのかかわりのなかで農民組合の組織的基盤にも少なか

らぬ影響を与えた。しかし，このような悶離な条件のも

とで，農民組合は，執行部を中心にして農協問題を重要視

し，意思統一のための討議をくりi乏し1963年 3Jiの定期

大会では，運動方針のなかの愛妻害事演として幾協対策が

うち出された。とくにこのとりくみのなかで中・貧農，

開拓差是民などから営農と生活を守る立場からの切実な要

求としてチケ v ト制廃止の要求が強く出されていた。

さらに，この待郊には農協労働者がみずからの生活と

権利を守るため農協運営問題をとり上げ燦協労組の運動

方針として位重量づけ，農民の要求を支持する立場に立っ

て幾民組合との共関体制jをしだいに強めた。

1963年 7月の農民組合部落代表者会議では. r 5カ年

計磁」の実施を停止させ1963年度事業計画(そのなかには

中央会の提示した農地信託制度の実施とそのための定款

変更， 1億円場資のための年間2，000万円の強制積立て，

13.5%の積立てなどがもりこまれている〉を撤回させる

方針を確認し. 1;農協再建についての農民経合の考え

方Jを提示したが，これには農民の要求が強く反映し，

のちの農協自主再建を進めてゆくうえでの基本方針とし

て引きつがれていった。その骨子は.(1)農協解散をさげ

て現在の農協にテコ入れを行なう o(2)白糠町長量民の生活

と経営の実態に合った新しい再建計画をつくる。さらに

この内容は①悶定化負穣の長期化(最低10年以上).再

建整備資金の導入，農協自体の資金造成，お治体からの

補助金交付と利子補給，②原郊として生産物販売代金の

3分の 1を生活資金として確保する。③生産拡大のため

の積極策を講ずる(幾協，農業委員会，町，農民組合で
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地域差是業の展開と農民遂動〈上〉

特別言書査室を設けて民主的に鏑々の農家の実態調査を行 いての自主的償還計額を作ること， (2)幾民の実態にそく

ない，それを基礎にして営農類裂をつくり，それにもと した生産拡大をはかること，を確認し，この方針にもと

づいて負債償還計画をたてる)，④農産物価格保証のた づいて， 1963年は末にむけて貸出金の返済を求めないこ

めの務緩策，⑤農協運営の再度検討，などであり，この とを農民に確約して貧農の不安をとりのぞいた。また，

ほかに当面の対策として1963年度事業計霞反対，農地億 農協内部での予算統制を強めて経費節減をはかるととも

託実施反対を方針としてうち出した。この方針は農民組 に農民には造成のため貯金増大をよびかけた〈このこと

合のなかで部落段階まで下りて討議に付された。 については茶路地区の農民が木代金を積緩的に農協貯金

このような討議をへて1963年7月に農協通常総会が関 にふり込んだのをはじめ，数千万円の貯金造成を達成し

かれ，総合員農家の強い反対意見のなかで63年度事業計 た〉また，農協労働者に対する待遇改善にも積機的努力

爾は，理事会側jの部分修工Eでのり切ろうとする意図にも を行ない，とくに賃金体系を大穏に改善した。また，農

かかわらず，撤回されることとなった。このことは，若手 協財務の建て直しに当っては，約3500万円の外債返還を

実上 r5カ年計額Jの崩壊を意味し，組合員の資任追求 めぐって農協と取引関係にあった約 120の業者(その大

によって理事会は総辞職することなった。その後，農民 半居中小企業〉の協力，援助がカとなったことも軽視で

組合は r農協再建についての農民総合の考え方」を墓 きなL、。

本方針として農協理事選挙対策をたて， 22ケ所におよぶ 他方，新理事会の主要な任務ともL、うべき農協白支持

部務集会をひらき，民主的討議を深めたo 8月下旬に行 建計腐の策定については経過はおおむね次のとおりであ

なわれた理事選挙による暫定理率会をへて 9月の再選挙 る。すでに「再建5カ年計頭」は 7}i総会で1963年度事

では，理事9名のうち農民組合の中心的メンパーおよび 業計画が!日理事会として撤回をよぎなくされ，さらにi日

農民組合の方針を強く支持するもののなかから 5名が当 理事会が退陣したことによって事実上死文化していたわ

選し事実上， 農民組合が再建の寅伝を負うこととなっ けであるが，新理事会は，発足後間もなくこの「計劉j

た。 を正式に破乗し，北食中央会から派遣されていた参事ほ

か2名の織E立を返上し，新執行体需tlのもとで計闘立案に

第 2節農協自主再建と民主化の過程 当った。

まず，最初に重視されたのは，白糠町幾業構造および

7}iの農協通常総会直後，農民組合は，すでに発表し 農家経済に演する詳細な実態基礎識変である。 この点

た「農協再建についての農民組合の考え方」を基礎にし は， r5カ年計磁」の策定にさいしても農民組合，農協

て，さらにその後の事態の推移と討議経過を加味してよ 労組側jから要請されていたにもかかわらず笑現しなかっ

り具体的な農協湾建の基本方針案を提示した。 とくに た。そこで r農家経済の向上なしに幾協再建はありえ

「考え方jのなかに検討事項のーっとされていた農協運 ない」 という見地から実態務ままに走苦手ずることになっ

営の兵体的あり方に関しては，酪差是を中心とした営農類 た。このため，差是協のほかに農民組合，農業改良普及所

君主の策定，流通条件の変化に対応した農協運営体制の確 が加わって白糠町農業振興特別対策室が町議会の議決を

立，運営経費の徹底的な節減，などを強調し，さらに検 へて町予算の裏づけのもとに設護まされることになり，

討すべき問題点として，職員業務体制と管理費遂}fl，指 1964年 1月発足後，ただちに全農家を対象とする経営実

導体制確立，支所運営のあり方，など多くの主主体的課題 態認査が行なわれ，この調査結果を基礎にして農家経済

を提示し，部落段階での討議を通して総合員農家の意見 拡充計画がつくられた。この作成過程で重祝しなければ

や要求を積極的に反映する方向を明かにした。 ならないことは，それが個別農家経済の十分な吟味のも

このような課題提起を受けて，新政事会は，一方では とに{図々の農家ごとに経済拡充計溺がたてられ，その積

農協運営の内部的建て直しにカを注ぐと同時に，自主的 上げのもとに町全体の拡充計画が緩定されたということ

再建計磁の策定を念、ぐこととなった。まず，当衝の農協 である。もちろん，儲々の農家ごとに拡充計爾が作られ

運営体制にかかわることとしては，農協経営内容をさら る場合，基準がまったくなかったわけではなく，経営実

に詳細に点検すると問符に，再建の方策を考えるに当っ 態調査にもとづいてつくられた営農類裂 (内陸・沿岸

ての基本原尉として，組合員燦家に再建のしわ寄せを行 別，酪農専業・混同・疏菜経営別〉を基準として，それ

なわないこと，離農者を極力出さないようにすること， に個々の農家の実態が加味されている。この「計部」を

を
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り組んできたことの反映でもあり，さらに全道的に負債

整現対策を具体化するうえで先導的な役割を果たした。

すなわち， 1968年ころ， r北海道では幾民の闘定化負債

はなし、Jというのが関係機関の共通見解とされていたが，

1969年，全日差是道連主催で関かれた f冷害危機突破，社

会保障拡充，失業保険改懇反対12・10労幾総決起大会j

のなかでも農民から出された諸要求のーっとして負債整理

対策が重視され，幾家食後整理制度の確立，長期低利営

農資金制度確立などの具体的要求を出し，その後，この

問題が政策的に耳元り上げられる契機となったので、ある。

次に(1)の赤字の解消については，その後ひきつづき検

討の結巣切らかとなった「含み損失」をふくむ赤字の解

消と増資計闘を内容とする計画がたてられたが，とくに

赤字の直接的解消については，これを幾家に転稼するこ

とを極力避け，系統組織，町助成など外部援助に依存す

る方針がとられた。

(3)の単年度収支の均衡化については r業務機構の整

備，人員の補充を行ない遅滞業務の解消をはかり職員の

職務，権限を明らかにして，常に総合員取引の明確化と

適当なそして敏速な事務処理の徹底を期する。職員の再

教育を行ない，資質及び事務管理能力の向上を図る」こ

とが「計額jのなかで明らかにされている。つまり，単

なる業務体制の合理化にとどまらず，農協労働考の主体

的努力に期待しまたそれを褒うちする待遇改主害対策も重

祝されている点が特徴的である。

以上，農家経済拡充計画と農協再建計闘の主娘点を中

心に検討してきたが，すでに計磁立案の過穏でいくつか

の特徴点を指摘することができる。第 1に，農協再建計

闘に先だって農家経済拡充百十闘を樹立し，しかもその立

案にあたって農家の自主性を十分に尊重したこと，第2

に農業だけで自立できる農家の確立を目標におき，酪農

緩営を主主躍遣にしつつも地域の立地条件に適合した農業経

営の多部的な発展を追求してきたこと，さらに，現に兼

業している農家ないしはさらに兼業に依存せざるをえな

い農家についてはその条件を十分加味していること，第

3に，当溺の解決を念、がれている閤定化負債の流動化に

ついては，多くの幾協が「再建整備計額」のなかで経営

「合理化J，下j警捜の農協利用制限を強く前面に打ち出

しているのに対し，白糠町の場合には農家総)替，さらに

は個々の幾家ごとの笑情に沿って自主的な償還計画を基

礎に具体的な立案を試み，極力，地方自治体，系統組織

の援劫を受けることによって農家負般の軽減をはかった

こと，さらには幾協労働者の任務，労働条件などを尊重

したこと，などである。

このような内容を骨子とする「湾建基本計箇醤jに対

第21号教育学部紀婆

協運営の民主化がはかられることになる O さらにその内

容は，生産主主盤の繋綴，乳牛導入・増殖，農業生産力増

強，幾家経済収支の改警・水準向上などにおよび，全体

として，個々の農家の生漆・経営条件・地域的条件を十

分に加味して農業生産・経営の多面的発展を追求し，さ

らにその計図立案・実施にあたって農家の主体性を尊重

する建前な堅持した。この点では，とかく，地域営農計

画がおしつけ約な策定になりがちなこと，さらに，経営

改養の方向が農業「近代化jを画一的に強行しがちにな

るのと対照的であるといわなければならなし、。

「幾協再建 7カ年計闘jは， (1)赤字の解消， (2)財務の

健全化， (3)単年度収支の均衡化，を立三線として策定され

た。このうち， (2)の財務の健全化のなかでは関定化負債

の流動化が主要課題となった。総合員の負債残高の状況

は表-46に示したとおりであって下層農民ほどその累積

の度合が大きく，しかも回定化負僚の約60%が農協一般

60.3 

54.1 

48.1 

38.0 

36.6 

50.6 

閤定 化 負 債 の 状 況

514 

447 

329 

625 

464 

粗収入規模別

~20万円 (74戸)

20~40万(136)

40~70万(162)

70~100万 (63)

100万以上(17)

小計 (452)

表-46

甘
端
本
組
合
員

1 金額単位千円， 1963年現在

2 1"その他Jは組合員勘定を契約できない状況

にある幾家

3 白糠町資料による

注

資金(短期，高利資金〉であることを加味すれば，長期

低利資金による流動化が念、がれていたわけである。 r計
画Jでは，この点に関逮して，全体として協定化負債の

約50%に相当する 7，600万円について 7カ年で流動fじす

ること右目ざしており，また総会員農家に対して実情を

加味した対策が講じられた。とくに償還計画樹立の困難

な農家で，現地に夜往し営農を継続する意思のある農家

に対しては，債権管瑛組合を作り振興事室備計磁を別途に

作ることとした。また償還計画総立可能な幾家に対して

は，農家経済拡充計画を姦礎にして偲々の組合負ごとに

自主的に回定化負債流動化の年次計額をたて農協がこれ

を集約した。このような負債対策じたい組合員農家の実

情を加味した独特な内容をもっていたが，この計画の具

体化は白糠町農民組合がこの問題言どとくに重要視して取
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して北海道農協振興対策室(北食中央会内〉はこれを否

認する態度を切らかにした。理由は計画不備を表向きに

かかげつつも，内容的には重量家負債償還についてそれが

あまりにも農家の自主憶を尊重量しすぎており償還不能農

家を優遇しすぎているというものであった。 このこと

は，白糠差是協の全農民の営農と生活を守るという見地に

立ったB::E再建計闘が，基本法農政の一環として選別・

分断を義務とする農業・農協「合理化」政策と真正面か

ら対立し合う性格であることを浮き彫りにするものであ

った。さらに具体的には，釧路地域では，ちょうど農協

「合理化」の一環として1963年より「鋭!路農業及び幾協

近代化4カ年計額」がうち出されその構想と対立するも

のであった。この「計画Jでは，釧路管内18農協の酪農

部門を各単協から分離して鋭l路総合畜産農協を設立し何

時に，酪農民の離農促進をはかろうとする徹底した「合

理化J構想であった。この構想は全日幾釧根ブロック協

議会，白糠町農協，さらに狸出はやや異なるが斜路市農

協，阿寒農協などの反対によってき超現するまでに奈らな

かったが，農協広域化を骨子とする「合理化」攻勢はそ

の後も続行されるのである。 すなわち， 1965年7月に

は，この広域幾協構?騒が「鋭|路広域農協と草地酪差是団地

計画Jと名称を変え鋭i路一円農協を主綴とする内容とし

て提示された。 農協会併については， すでに1961年，

「農協会併促進助成法」が制定され，その施行合契機に

急速に進展したが， 北海道では府県ほどの進歩を示さ

ず，系統指導機関も議11路地域の農協合併を，北海道にお

ける合併推進の突破口として依置づけていた。白糠町農

民組合ならびに全日差是釧根ブロ ')'17協議会は，このよう

な合併計画の本質をひろく組合員農家の前に切らかにす

るとともに， i?J1I路管内農協組合長会議に働きかけ審議の

結果，最終的に撤回の決議をさせることに成功した。こ

のように，白糠狩農協の自主再建計厨の否認撤回要求闘

争は，ひろく農協「合理化J反対闘争へと発展するので

ある。

さて，このような情勢からみても白糠町農協の自主再

建計磁の帰趨は，周辺地域に対しでも少なからぬ影響を

与えるものであった。その後，白糠町では農民総合が中

心となり，農協労組，農協理事会がともに「計爾」承認

に向けて結束した。この間，設備資金5千万円のうち 1

千万円をとりあえず信遠から引き出し，また，最終的に

は，ふくみ損1，362万円のうち町の補助1，000万円，残高

の半額ずつを農協と組合員農家とが負担することとな

り， 1965年に「計画Jは主主認された。 かくして， この

「計顔Jは， 1965年を第 1年度として実施に移されるこ

とになった。この「計額Jならびにその実施内容につい

ての評価はこの「計闘jの達成年次まで待たなければな

らないが，すでにその発足獲後の状況について，いくつ

かの注目すべき動向がみられ， それらのことが白糠町

農協民主化の内容を検討するうえできわめて示唆的であ

る。

表…47 ~託金導入の経過

1963年 1964年 1965年

貸付金残高合計 280，165 306，616 338，170 

金制喜
期 設 残 i高 86，231 80，823 96，445 

議 入 O 320 25，799 

告主 遼 15，633 5，727 10，177 

期 末 残 高 68，440 82，606 97，644 

導 入 5，860 14，860 20，037 

委 寒冷地資金 O 2，608 3，937 

託 農地取得資金 3，500 5，450 13，630 

資 負債整理資金 2，360 6，550 1，650 

金 農業改良資金 。 O 820 

償 選 2，938 442 4，998 

注 l 金額単位千円

2 白糠町農協業務報告警による

まず，農協再建に際しての緊要な課題の一つは資金防

題であったが， 表-47によって資金導入の経過をみる

と， 1964年以降，制度資金，委託資金が急速にふえてい

る。その内容は重量業生産主義援の擁立にかかわるいわゆる

生産資金である。これらは必婆資金盈を大幅に下まわる

とはし、え， 農業経営基綾の確立に一定の効楽を発擦し

た。他方，このような新しい資金の導入と併行して農協

の生産事業，営農指導事業なども急速に拡光・強化され

た。とくに，それまで弱点とされていた技術指導面にカ

が注がれ， 1964年度から人工授精所を 4カ所に設定し，

町負担による技術指導員(獣医師〉を各地区ごとに配援

して乳牛の飼育管理を充実させた。また，生産基盤整備

事業としては大規模草地の改良，造成が愛点的に行なわ

れた。この事業は，畜度経営拡大資金，草地改良資金，

農業近代化資金などの導入によって行ない，さしあたり

3，600万円で117ヘグタールの寧地改良(永年牧草地の更

新)が行なわれた。また，乳牛に関しては，酪農開発事

業団の貸付50頭の導入が行なわれた。これらの事業の結

果，乳牛頭数については農家経営拡充計画の第 1年次回

襟2，807頭を上まわる2，900頭に達した。

農業経営改善に関連していま一つ注目しなければなら

ないのは，幾協の営農指導・生産事業の拡充とともに，総

合員農家の問に自立三的生産組織をつくり，生産・緩営技

術研究をはじめとする各穏のグループ生産活動を活液化
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し，さらにこれらの組織を逸して組合員長差家の要求，意

見を農協運営に反映させる努力が続けられていることで

ある。生産組織としては，生産部会の下に，寒冷地資金

グループ，野菜グノレ プ，小家主答(隊，鶏〉グループな

どが組織され，さらにこれらのグループによって生産拡

大推進委員会が組織されている。また，瀦農については

生産部会のもとに別倒に覇者重量対策協議会を組織して，牛

乳共同販売陪題，飼料をはじめとする生産資材の共同購

入，さらに技術・生産対策をふくめた広範な活動を行な

っている。 ここでの生産総織は単に作目別組織ではな

く，重喜求別組織にもなっていて幾協運営に反映できるよ

うに配慮されている点、が特徴的であるO

さらに，農協運営体織の一環として新たに運営委員会

と経営協議会を設置したことは，他の差是協にはほとんど

例のない試みとして特徴的である。すなわち，運営委員

会は，最高議決機関である総会では満たしえない組合員

農家の日常的な要求・主主克を幾協遼営に反映させること

を目的として設けられたものであり，そのメンバーは，

地域代表，作目代表，農民組合，理事会生三五受，幾協労働

組合代表によって構成されており，理事会の諮陪機関と

して位鐙づけられている。その後，このような方式は他

の農協についてもある程度みられるようになったが，そ

のような場合であっても農民組合や農協労総代表は参加

していなし、〉。さらに，この遂営委員会に農民の意見を

より箆接的に反映させるために部落懇談会がとくに重要

視され部務ごとに多くの間数がもたれているのも特徴的

である。

また，経営協議会は，差是協労働者と理事とが農協運営

について協議する目的で新たに設霊まされたものである。

この穫の組織は，とくに労働者(組合〉側のカが弱い場

合には潔苦手会との協調路線に焔る危険性をもっているが

白糠町幾協の場合には労働組合が幾民組合とともに農協

民主化のなかでたえず正しい批判者，さらに民主化の推

進者としての立場を堅持してきたのであり，民主化の経

過からみても，また，農協が民主的大衆綴織としての一

面を有しているという点からみても，農協労働者が農協

運営について綴織的に参加することは，当然のことであ

った。このことにより，とかく経営主義的傾向を強めが

ちな農協運営について，幾協労働者としての日常業務を

基礎にしてたえずきびしく点検し批判することが可能で

あり，農協運営の民主化を推進するうえで欠かすことの

できない要件となっている。また，震基協労働者としての

運営に対する発言権を組織的に保持し，みずからの労働

条件，雇用条件左改善するうえでも有効な役割を巣たし

ている。もっとも，このことは健全な労働組合運営を基

殺にしてはじめて可能なことであるが，白糠町農協では

この点に十分な配慮をしつつ笑践してきたのである。

このような運営体制の民主化とともに，個々の卒業を

通して組合員長主家に対して可能なかぎり経済的利益を還

元し，農家が農協の事業・施設を利用し易いよう改善し

たことにも注意を払わなければならなし、。

これらのうち牛乳共飯問題についてはすでに別項での

べているのでくり返さないが，この他にも，至急協一般貸

付金の金利を日歩3銭 5康から 3銭に切り下げ，さらに

購E苦手数料の引き下げ，人工受精料の引き下げ，家苦言往

診の車両負担金廃，土地(とくに草地〉改良賦課金の半

表-48 事 業 の 推 移

~'ì' 金

余 総 金 1， 159 

共済事業 5，958 

購貿 グ 9，302 

販売 1/ 14，660 

l付 牛 手L 10，479 

出 資 金 2，577 

注 白糠町農協業務報告書による

減などの措援を講じた。

3，086 

8，186 

13，823 

22，626 

17，627 

4，111 

266 

137 

149 

154 

168 

160 

このような地道な努力の結果，組合員農家の償額もし

だいに回復し，事業内容も表-48にそのー織を示したよ

うに/1誤識な伸びを示し(とくに1964年から191)5年にかけ

ての伸びが著ししうこのような事業成果を基礎にして，

組合員農家に対して，各額手数料率の引き下げ，事業内

容の充実などを行なうことにより利用上の使笈を供する

ことが可能となった。

また，白糠町における開拓者対策も他町村に比べて独

自な内容をもって実施されている。それは，政府のうち

出した開拓者対策を，その運用に捺して，制度の枠内で

開拓農民の望書求にもとづいて開拓者農民の離重量促進とい

う政策のねらいとは逆に，開拓者農民の営農と生活を守

るために最大援に活用したことに特徴点が示されてい

る。このことにつき，いま少しその具体的な内容にふれ

ておこう。戦後の際拓政策は，食糧危機ならびに過剰人

口対策を主娘にして差是業政策のなかでも重量点施策のーっ

として進められたが，それじたい僚拓者の営農と生活苦ピ

ささえるうえではきわめて不十分でトあって，開拓者は入

植の当初から経営，生活難におそわれ，離農が相ついだ

が，政策面でも「高度成長j期に入るとともに開拓政策

は念、速に後退し，いわば開拓者追い出しな主限に「開拓
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者営農振興対策Jとして具体化した。さらに1963年以降

は，開拓者農民を類型区分して，営幾の見透しのある農

家は「農業構造改善率業j に繰引入れ，その見通しのた

たない農家については，離農を前提としてその助成措置

として言語拓者農家の負僚を政府資金で処理する，という

内容の方策がうち出された。

白糠町では，戦後間もなく和天別地区を中心に 233戸

の開拓者が入槌したが，その後，営差是・生活上の閤難か

ら離差是者が相つぎ1963年現夜で、 184戸に減少しk.o この

ような実情に鑑み，白糠町農協は，この「新振興対策」

を適用して潟拓者農弐の長期留定化負債〈表-49でも切

らかなように和夫別地区の負債ならびに閤定化負債がと

表-49 地区男IJ負債状況(1戸当り)

茶 路地区

庶路地区

和天別地区

注 1 白糠町農協資料による

2 金額単位円

3 1963年現在

くに多くなっている〉の流動化をはかることが試みられ

ている。具体的には振興計闘をたてるにあたって三類差是

家〈償還不能の負債を農林漁業資金や農協一般資金に肩

代りさせ 5年据え重量き，さらに10年以内に償還できない

場合には僕還を免除する反部，新たな制度資金の導入を

行なわないというもの〉をできるだけ少なくするように

する。さらに止むなく三類農家にせざるを得ない場合に

は農民組合の協力を得て生活保護法を適用させるように

して当衝の生活資金を確保するとともに，農業経営の基

盤をつくる廷がかりとして肉牛の育成を対象にして，農

協が肉牛をあずかる形態にして肉牛の育成ができるよう

な体制を作り，その級売収入で負債償還にあてると同時

に農業経営基燥の確立をめぎそうとするものである。

最後に，農協民主化にかかわる内容の一環として農協

労働者の状態についてふれなければならなし、。白糠町農

協では，その前身である 3農協の一つの茶路農協に労働

組合があり，農協労働者の賃金‘労働条件の改善，さらに

農民組合活動とも共践する場合もあったが，合併後は他

の2農協の労働者もふくめた全員加入の組織として1957

年に発足した。差是協労働組合運動が全国的に，さらには

北海道で広範に展開されるようになったのは1960年以

降のことであるから，その意味では白糠町農協労組は先

駆的な役割を系たしてきたといえるO さらに1958年あた

りから本格化した農協民主化闘争のなかでは，農協労働

合ならびにそれに結集する燦協労働者は農協民主化をみ

ずからの課題として位援づけ積緩的に取り組んで、きた。

この場合，農協民主化にあたっての農協労働者の基本要

求は賃金問題に集約され，労組組合員の要求を基礎にし

て. 1964年に農協労組が，独8に年齢別資金体系案を作

成して，これを農協理事会に要求することとなった。こ

れは基本給については，溺18歳を基準とする年齢給を基

礎にしてそれに学燈給，験E霊給を加えるという方法がと

られている。このような賃金体系は，農協としては画期

的な内容のものであり，従来の低賃金水準と不合還な賃

金体系をうち破る役鋭苦手jをもっている。この要求は新理

事会によって受け入れられるところとなり 1965年から実

施に移されたが，さらに1966年3月からは職階1fjIJ賃金が

廃止され.1まぽ完全な年齢別賃金体系になった。また，

この賃金体系の実施とともに賃金額も大幅に改善され地

方公務員なみの水準に到達した。

さらに，労働者の務権利に関する規定，さきにのベた経

営協議会に関する競定などを含む労働協約が1966年3月

に理事会との関にとりかわされ，農協労働者としての賃

金，労働条件，務権利が総括的に確認されることとなっ

た。 この内容は， 農協民主化の過程で労働総合の運動

成果を示しているのでその婆点、を記すと次のとおりであ

る。 (1)協約の目的としては「公正なる労働条件を確立し

組合員の生活の安定と地位の向上を図るとともに農協の

民主的運営を行なうことJ (第 1条〉をかかげている。

(2)組合活動の自由の承認(第7条)(3)持部内労働組合活

動を認める(第14条)(4)経営協議会の協議事項的従業員

の採用，異動，役職，退尊重(ロ版業員の賞罰，解雇室付従業

員あ給与(斗従業員の就務条件(ホ)機構改革，職制の制定付

事業計調の策定(めその他農協または労働組合が必要と認

めた事項(第18条)(5) r幾協は従負業に対し人たるに{穫

する生活費を基準とする最低賃金制を確立し賃金総度を

決定するJ (第34条)(6)休暇は公務員の基準なみとする

(第36条〉これらの内容は他の分野の労働組合の労働協

約に比べて著るしく進んでいるとはいえないが，この時

期における農協労組運動の全般的動向に照らしてみるな

らば，先駆的であり，農協民主化の成果として評価する

ことができる。

(1) いわゆる基本法差是政の貧農切捻てをまま調とする政策

と白糠罰Jにおける農民の生活と経営を守るという方針

のちがし、は，農家負債の鳳定化の把握状況にも示され

ている。次の表は. A. お. C. D療に対する均糠町

農協と道の判断主主準のちがいと，そのようなちがし、の

下における農家負債濁定化のちがし、のi奇麗のちがし、と

して示されている。
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農家負債の 固定化状況

~7ha 1 へ~10ha 1 ~ 15ha 

A 国定化はなく単年度収支をまかなえるも 80 47 30 34 ~9~11 13.3%1 18.7% 
の 22.0% 13.0 8.3 9.3 52.6 

B 間定化はあるがまかなえるもの 31 27 27 24 43.8%1 35.2% 
8.6 7.4 7.4 6.6 

C 間定化あって約定償還のみ可能なもの 12 11 11 14 48 
3.3 3.0 3.0 3.9 13.211 42.9%1 46.1% 

D 国定化あって収支つぐなわないもの
1 6 3 15 

0.3 1.7 0.8 4.4 

計
124 91 73 753631 100例 100.0% 34.0 25.1 20.1 20.61 100.0% 

(注 1971年度白糠農協事業計画審) c (注)北海道農家負債整理対策資料 1967年10月〕

(2) 農協合併は1961年以降急速に進展したが， 1965年当 を組合員規模131j農協数のうどきとしてみるならば，次

草寺の動向を方向づける意味で最近までの合併進行状況 のとおりである。

規模別農協数

1961年 3月末
E 組合員戸数

1968年3月末 1969年 3月末 1970年3月末

実 数 タ6 実 数 % 実 数 % 笑 数 男6

500戸未満 7，078 62.7 3，315 .6 3，031 45.8 2，547 41.9 

500 ~ 999 3，686 32.6 2，219 .9 2，112 31. 9 1，954 32.1 

1， 000 ~ 1， 999 951 13.7 968 14.6 1，026 16.9 

2，000 ~ 2，宮99
532 4.7 267 3.8 288 4.3 318 5.2 

3，000 ~ 4，999 175 2.5 187 2.8 1961 3.2 

5，000戸以上 34 0.5 36 0.6 0.7 

計 11，296 100.0 6，961 100.0 6，622 100.0 100.0 

設 l 農林省 f総合農協統計表Jによる。

(3) 農協労組の動向を位置づけるうえでー参考までに最近における組織状況を示すと次のとおりである。

農 協 労 組 の概況 (19 7 0年)

ω (B) 
農 協 労 連

労組加入率

(a) 力2 入 喜容

従業員数 労組員数
加入員数 a/A a/B 

B/  A (%) 

単 位 農 協 241，225 104，260 36，683 15.2 35.2 43.2 

長義 四 連 36，919 25，673 20，645 55.9 80.4 69.5 

会 開 四 連 3，732 2，689 2，689 72.1 100.0 72.1 

メ口L 百十 281，876 132，622 45.3 47.0 

注 l 県西遊，全額関連とは，中央会，経済逮，共済連，信速である。

2 幾協労働問題研究調査による。

結一一要約
てきた。大体この時期の運動は.1965年以降の労差是共総

をふくむより広範な運動展開の基盤をなすとみらなすこ

とができ，その意味で，中間的に総括しておく必要があ

以上，本稿では，白糠岡I差是民運動の展開過程について ると考える。

戦後からおおむね1965年までの時期を対象として考察し まず，総括するに巡ってふまえておかなければならな
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表-~O Eき糠町農民運動史年表(概略〉

農業(酪農)政策 土地問題 経営 C盟各差是)問題 農協問題 農民組合・労農共闘

45 放G指H令Q農民解

建解恒和利白車糠隆大天設交軍闘耳宮別逆言[三高入開語盟世集補輿植拓結釧社者充開成剖路始連i解農盟用散地村結 地農解
46 

第白(準線1)結差凶是成民組合

47 第2次長是地改 放
問屋是村苦手

慈実協施 成 王手議[iJ[
産主 i去公布.

48 牧野解放はbまる 牧 庶路茶路2長官首幾協 郵11路地方農民
聖子 和天別開拓農協 組合結成。

自卒 差白(2差0組糠0高青名校年)昔結開日校成
49 放

50 補充音I)ul林売却反対 照拓者連盟と
闘争 1300ha解放 林里子

茶銘農協を中心に乳牛の
農民総合共闘

51 4つの牧野組合結成 問月司ド 道議選
導入本格化

52 
畿有特地畜別法公布

国有林上茶路 700ha 放 主ぞ路農協労縦設立 農民組合組織

農家創設 解放 霊容半減

53 f昔E霊法 53-56年冷苦手立木の切り 差是組一冗集荷多元級
可 fれし ヲ森吉原永剣のの白緩糠立進

54 餓差益振興法
王子の切りだし換に資対金抗獲

雪印手Lの集手L所出会恕1t.
闘得著書争入(60始00懲ま万差る円是転) 、機械の 集合戦激化

55 段 3差是協合併56 農売協原一則元の集確荷認多元駁 階
思リ

57 手し

言高
fiffi 
f本

58 次
白糠クーラステーシ 藷d
ョンについてホクレ

鉄

弱雪ン11団路交共阪加盟i主主
用 印ステーション移
地

言表
59 

話器

60 大秋幹線排水事業 争
ク元ー集ラ荷ス多テ元ー阪シ売ョ実ン完成
一 質ft

61 
草警護案件改善法事業ム

河(茶川路提、官内地路のJI解1)放 i謡盤整?; 農農結協協成復事興務対所火策協災議会手し
業 Eミ

62 
牧大開沼拓野牧跡改地良野要処改求良理(対自治体)

書吾 農少民組合員減
差是

(和夫別) メE問〉3、寸 主 臼糠、税呂、

太臼田T農A民共潟
63 契契約約更決新裂交渉

理 労、郵11路
イt.
'--

地森袋区永労交、渉差支是援組。でとイ本 イヒ
64 明治庶路鉱閉 出荷スト 帝日

の共協劉決定
山

6665 不実足施払い制度 線上茶土路地翼、収二股対策間闘国鉄争 二次第

ZB乱 お
鉄 主 自労協再建
道

67 構(第透二改次善)事業松JI!牧野改良 用地 不
員百

差是
68 隠語 ホクレン全豪森永配 足

業
第1関白糠労

争 乳苦普請 払 農大学

69 明治本岐鉱 庶hにa路売)及牧却び野工を業模団範地牧(野43(46h3a0) 
森永との晩交渉 f本 展

震加支援自主2草関III 告IJ 関
J¥ 

70 I J:茶路鉱路III 「長期主義送手L合ン理決化2 の
計画」ホクレ 定

71 it調融語 i萱
「農民」工場建設問題

72 具体化
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いのは，農民運動展開の階磁的基畿についてである。と

いうのは，農民運動の方向と内容は，農民諸階層のどの

部分に依拠し，また各階層とどのような関連に立っかと

いうことによって基本的に規制されるからである。この

ような歓点からみた場合，白糠町幾民の中心的階層は主主

差是!替である。このような貧農を中戦とする農業構造，山

林開拓以来あ土地所有純度とくにその下における零細農

耕を慕重要とする農業生産構造，山林労働を中心とする兼

業麗用構造などによって条件づけられていた。しかも，

戦後， 1965年にいたる期間に土地所有， 農業生産構造

(馬産・殻荻一酪農〉山林労働力蔵用構造，鉱工業など

が大きく変化し，とくに1960年以降の農業「近代化J政

策ものとで差是民溺分解も一段と進展するが，そのなかで

も上層重量の形成は事寄るしく制約を受け， 兼業化が進行

するなかで食幾層を中枢とする幾民燈構成はー賞してき

た。以下，このような農民階層構成を慈盤に展開してき

た農民運動の特徴を年表にもとづいて要約することにす

る。

(1)白糠町の農民運動はたえず藤氏の諮要求を基礎に皮

肉してきたが，その過程で基本的遂動課題としてまず緩

初に設定されたのは土地問題であり，しかもこの問題が

その後も一貫してとりくまれると同時に，その内容がそ

の時期ごとの農民の要求内容に応じてより具体的に設定

されてきたことも特徴的である。いうまでもなく 4わが国

の農業・農民照題のなかで土地問題は主要きな課題となっ

てきており，戦前らい.それが幾民の強い土地解放要求と

して存在し，対地主関争として展開されてきたのであ

るが，白糠田Iの場合，戦前は軍馬補充部の複接的支配に

はばまれてほとんどみるべき運動がなかったが，戦後に

なるといちはやくこの家馬補充部を相手どる翻争として

農地改苓に先がけてとりくまれることになった。この場

合，当時の基本的運動課題として箪馬補充部解放隠争に

大多数の幾誌を結集し農民級会を結成することができた

のは，この基本的関争諜題を重視しつつもそれだけにと

どまらず.税金関争，さらにひろく白糠町民に共通した食

糧確保のとりくみなど日常的務課題と結合してきたこと

にあり，このことがその後の運動展開の基本姿勢をなし

ているのであるO さて，このように差是地改革に先がけて

とりくまれた家主号補充部解放闘争は，それ自体大きな

成果をおさめると問符に，農地改革自体のもつ不徹底

性，反農民性は，白糠町で部分的にではあれ克服して

き定施させる原動力となり，さらに農地改革の土地闘争に

ひきつがれてゆくことになる。すなわち，農地改築で解

放の対象とならなかった山林についても，白糠町では農

民が入会地として利用し管理の業任を負わせられていた

間有林について，牧野解放の手続によって解放させ，こ

のような間有林解放翻争は農地改革が一段落したのちも

ひきつがれ 2千ヘクタールを越える極右林が解放され

るとともにその大半は差益協有牧野ないしは農民の共同牧

野として利用され，瀦差是の2憲章塁をなすことになる。この

ような土地解放闘争はその後もひきつがれることになる

が，それとともに1955年以降になると土地隣争も新たな

局面をむかえることになる。自糠線用地買収をめぐる繍

争がそれであって，この闘争は基本的には農民的土地所

有を擁護するとし、う立場で展開されており，いわば農地

改革後の新たなこと地問題に対応した~号争で、ある。この闘

争は当初の買収反対闘争からやがて条件闘争に転換され

るが，その過程で条件獲得の一環として牧野解放を実現

している O

このように，戦後援民運動のなかで土地照題に一環し

てとりくんできたとしヴ事例は決して多くはなし、。むし

ろ，農地改卒後のこと地問題の把援に混乱を来し，対独占

闘争という名目で土地問題を軽視し，いわゆる「構造改

革j 路線に沿って「経営改革」運動に入っていった事例j

〈たとえば茨城県常東幾民組合)すらみうけられる。主

主こ，北海道においても，もっとも多くの農民を組織して

きた農民向盟(のちの農民連駿〉が土地問題をほとんど

とり上げなかったことを勘饗するならば，白糠田I幾民組

合は，基本的課題をたえず見失うことなく，またそのこ

とを基礎に運動を発展させてきた数少い実践例のひとつ

であるとみることができる。

(2) 前項で、のベたように，土地問題はたえず追求され

なければならない基本的運動課題であると同時に，土地

主ピ慕礎とする酪農の展開過程で，酪農経営問題に対する

幾民の要求が高まり，このことが1950年あたりから基本

的運動諜題のーっとして位置づけられるようになった。

つまり，おおむね1950年を援として基本的運動課題は土

地問題→土地問題・農業経営問題とL、う渓凋をたどるこ

とになる。酪農を中心とする経営問題の内容は，務長量経

営資金問題，生産技術およびそれに関連する諸施設，生

産資材購入，:1=.手Lの共同盟主売問題など，多岐にわたり，

これらの諮問題に対して藤氏総合は多面的にとりくんで

きたが，さらにそのなかで主要な課題となったのは乳儲

を中心とする牛乳共販問題であった。それ以降乳価闘争

は一環してとりくまれるけれども， その内容はおおむ

ね1960年を境として段階的に奥なった側簡をふくんでい

る。つまり，前半は，部業的自喜幾生産量ならびに複合的酪

農生産の併存構造に見合った前近代的な牛乳取引(地域

間乳価格差〉にもとづく収奪に対抗する翻争として，ま

た，後半は乳業 f合浬化」と貿易自由化体制下の酪農
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「合理化jに対するいわば反「合理化」闘争として展鈎 あった。

された。とくにこの過程で実践的に導き出された牛乳共 (4) 白糠における農民運動は，教育・学習活動を重要な

販の原則(一元集荷多元飯売)は，北海道ならびに全爵の 構成部分として位重量づけ，農民運動主体の形成ととも

牛乳共販のなかでひろく適用されていった。しかし，反 に.目的意識的に酪農経営主体，地域農業の担い手の形

菌，牛乳共奴じたし、農民組合を中心とする闘争だけでは 成を追求してきたすぐれた典型のひとつでもある。農民

十分な展開をなしえないばかりでなく酪農問題が共販問 の生活と生産活動に農民がどのような位置と状態でかか

題にかぎらずいっそう多間化するなかで，幾協の運営体 わるのかを捉え，農民運動の学習的側商を創造的につく

制をめぐる問題が一段と浮き彫りにされることになり， りだしてきたo(1)農地改革の成果に基づく農民の生産意

農協民主化が基本的運動課題として本格的に位置つ寺けら 欲の高まりと，乳業資本の集中・集績を背景に，潟産・雑

れることになる。 穀から酪農への転換期であった1946年から1957年の12年

(3) 農協民主化が幾民組合の基本的運動課題として据 間にわたって，農村青年議肢が開設された。農民組合が

えられこの課題に本格的にとりくまれるようになるのは 年2自主催する合宿の言葉疫学習は，獣医師や，緊急開拓

1963年あたりからであるが，これはげ)農家経済と密接に によって入摘した知識人溜が主要講師となり，生理学'

結びつきをもっている農協運営に農民の意向と要求をIE 畜産学・経済学・政治学・郷土史などが開講された。土

しく反映させることが酪農問題の深化と農協運営の危機 地隠争・乳価調争をたたかいつつ，農業経営の転換を行

のなかでいっそう切実になってきたこと(ロ)貿易自由化， なうという実践的課題は，学習の内容を決して「教養支

基本法農政下で，農協は農業政策の下請け機能を強化し 義」に偏向することなく科学的認識を育て上げ，広範な

さらに経営主義的傾向を顕著にするなど反農民的方向を 青年を結祭し，次の幾民組合の中核を養成するものとな

強めてくるなかで農協民主化が農民(さらに農協労働者) った。とl湾時に「青年講座」は高校開設運動として1949

にとって緊要の課題となってきたこと付これらについ 年から51年にかけて発展し，差是民組合と食糧対策委員会

ての学習活動がすでに1957年あたりに農民組合を中心に の各戸集配送費の切りつめによる差談金，炭鉱労働組合

とりくまれていたこと，などにその条件を見出すことが の資金供出など，鋭意的な労差是共踏によって，白糠高校

できる。かくして，農民組合の基本的運動課題は，土地問 (標茶高校分校〕の開設に文献した(ロ)さらに酪重量が地域

題→土地問題・農業経営問題→土地陪題・農業経営問題・ 農業に定着しはじめた1956年以降，幾民組合は苦s務総織

農協問題と展開し，とくに，農協隠題が加わるなかで， せと基礎として学習活動を重視し主税金闘争などを通じて.

農民組合だけではなく農協労働組合においても農協民主 個々の差是民が自らの経営実態を把握し，農地の効楽的利

化が基本的運動諜題として位農づけられてきたことが特 腐を基礎に幾民的経営の確立をはかった。牧野組合・沢

徴的である。 ・町などの各段階での集会がたえず準備され， {路別的関

とくに農協民主化は全図的な課題であったけれども， 題を全体に位霊堂づける活動も平行して進められた。村議

農民運動のなかで農民問題が正しく位震づいていなかっ 業基本法のもとで，農協運営の劉難伎が表部化した1960

たため，この課題を実践に移すことができた事例は全 年以降は，農協労働組合員の積極的な学習活動への参

図的にも数少なかったので、ある。また，北海道では，大 加をカとして，戸別営幾計磁を基礎に沢・罰了段階での差是

部分の農民運動組織が，幾協と財政的にも少なからぬ関 業計磁が，農協や農業委員会の協力のもとで進めらた。

逮をもっていたため，農協照題を浮き彫りにし農協民主 河持に，生乳の独占価格に対決すべく全間的手L館関争を

化を真正活から運動課題として設定することができない 背景に，炭鉱「合理化」とたたかう炭労を主要な構成と

状況であった。 その意味では，白糠町における農協民 する白糠地区労(向労協〉とともに，労農市民築会，学

主化闘争は，先駆的な笑銭例といってよく，また，その 習会が関かれ，農民の生活のなかから発する具体的疑問

後の差是協広域化構想などに対する反「合理化」関争でも 点を，全閥的視点で捉えなおす条件をつくりだした。こ

鋭|路地域において中叡的な役割を巣たしてきたのであっ の動きは1970年を前後した地域の荒廃のなかで、教育労働

た。さらに農協民主化の過程で一貫して追求してきたこ 者などのカ主主の高まりに保障された労農大学への発震を

とは，農民の経営と生活，農協労働者の生活と権利を守 準備するものとなった。

り発展させるということであり，とくに農民組
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教育活動の果たしてきた役割も大きかった。さらに，特

徴的なことは，偲々の課題についても，また運動方針を

全体的にうち出し実践して行く場合についても，たえず

全階層，全地域の農民が結集できるよう，それぞれの要

求笑現に向けてきめ細かい配慮がなされてきたというこ

とである。とりわけ，食幾を基盤とする要求は，単に経

営問題ばかりでなく生活情題にも及び，生活保護対象の

拡大，失対事業，労災保障なども具体的にとりくまれて

きた。さらに中農に対しては生産組織を中心に農業経営

発展の意欲を潟め，税金関争などを通して一部上腿農を

も結集することができた。また，農協労働者をはじめと

する地元労働者との共番号も一定の前迭を示してきたので、

ある。

以上，本稿で直接考察の対象にしてきた1965年までの

尚糠町農民運動の展療過程について要約してきたが，こ

れにひきつづいて考察し次回まとめる予定になっている

1965年以降は，農業・農民問題が新たな局商をむかえる

時期であり，白糠町長差民主主動もそれ以前の時期と異なっ

た新たな矛扇，新たな運動諜是自に直面することになる。

とくに基本的運動課題としては，地域問題がこれまでの

いくつかの基本的運動課題に加えて，しだいに前面にお

し出されてくるのである。このようななかで土地問題，経

営問題，さらには農協問題もよ主体的内容においてそれ以

前とは異なった側面をもち，その克阪・解決の方向が地域

問題に収れんされてくることになる。そして，このよう

な課題の展開に対応して運動主体も農民運動から労農共

倒へと前進し，そこにおける学習も農民学習から労農学

習へと発展することを方向づけられ，より質の高い運動

.鴎争の展開のなかでの教育活動の意義はまずまず大き

なものとなるのである。ここにいたる過程を地域経済構

造の変貌過程を基礎に実証的に考察することがわれわれ

に与えられた次の分析課題である。 0972.11.20) 

(あとがき〉

この研究は社会教育研究グループの研究課題として

1971年いらい継続されているものであり，山間，高倉，

斎藤の 3名がこれにさ当たっている。まずこ， ~草地実態調査

には上記 3名のほか，本学部学生・木村純，佐藤俊雄，

青木文夫の 3名，さらに大学院農学研究科中島信，本学

長差学部学生・高梨秀ーの両主主が参加した。とりまとめの

ための討論は，山悶，高倉，斎藤の 3名を中心に進めら

れ，本橋の執筆は山隠，斎藤が担当した。

最後に，この研究，誠交を実施するために，いろいろ

とご協力下さった全日差是道速ならびに白糠町の農民組

合， 差是協， 町役場，農業委員会をはじめとする関係機

関，関係各位に心から謝意を表したし、。
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