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ソ連邦における地区の農業機関と党機関
　　　　　　　　　　　　1962－1965

松　戸　清　裕

はじめに

　ソ連邦において農業は常に指導都の関心嘉の一つであった。工業の発展が最璽要の関心事

であったスターリン期においてさえ、工業発展のための物約人的資源を収奪する源泉という

意昧では農業はやはり重要な関心寮であったと言えよう。こうした点も踏まえると、指導部

にとって重大な関心事であった農業問題は端的には、農産物の生産量と調達量の増大、およ

び農民の管理・統制の二点にあったと欝えよう。集団化以降は、第二の点はコルホーズ、ソ

フホーズの管理・着荷とほぼ同義となった。この二つの課題は別個のものでありながらも、

しかし完全に切り離し得るものでもないが、フルシチョフ期においてはとりわけ、双方の課

題に同時に対処する方策として農業管理機関の組織形態が注目され、その改組がおこなわれ

ていくこととなった。これはひとことで露えば、生産不振の客観的原因はもはや存在せず、

停滞の原因はコルホーズ、ソフホーズの指導の問題であるとの考えが広まり、また指導の優

劣を組織形態と結びつける傾向が強まったためである。

　とはいえ、農業分野については、党機関の役割こそが：璽要であると一般に考えられていよ

う。こうした捉え方はおおむね妥当なものと言える。集団化、第二次世界大戦といった危機

的な状況において党の非常機関が重要な鋼製を果たしたことに加えて、平時においても、播

種・収穫時に集中的に労働力が必要とされるなどの農業の特質もあって、経営の外からの関

与は動員的、キャンペーン的になりやすく、とくにこの点において地区党委員会を中心とす

る党機関が電要な役割を果たすことになったからである。第二次世界大戦から戦後期にかけ

て、こうした地区党委員会の役割に変化が冤られなかったこと、農業における地区党機関の

役割はブレジネフ期を通じて、さらにはペレストロイカ期に至っても支配的であったことが

すでに指摘されてきているω。

　無論、フルシチョフ期も例外ではない。フルシチョフ期においてはキャンペーンは姿を消

すどころか、処女地開拓に始まり食肉増崖、トウモロコシ播種など大掛かりなキャンペーン

も相次いでおこなわれ、そのたびに党機関が「活躍」していたのは周知のことであろう。農

業分野におけるフルシチョフの政策についての近年のある研究者の整理では、フルシチョフ

はコルホーズをより効率的にすることを試みたが、フルシチョフはそれをコルホーズの指導

と管理における農業省の影響力を削減すること、党機関の役割、党による統制を増すことに

よっておこなおうとしたとされている②。

　確かにフルシチョフは党が経済に責任を持つことを常に主張していた。その帰結としてフ

ルシチョフが、党機関による指導からキャンペーン的性格を取り去って党の経済指導をより

継続性の高いものとするという囲的を掲げて、党組織の農業と工業の生巌部門瑚への再編を
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提案するに至ったこ：と、フルシチョフの提案を承認して1962年H月の党中央委員会総会が

生産原則による党機関の再編を決定したこともよく知られていよう6）。

　しかし「統治する党」である共産党が経済問題に多大な注意を向けること、経済閲題が党

の主要な関心事となることはむしろ当然のことであろう。問題は、党機関がどのように経済

問題に関わるかというその関わり方である。一部に主張されるように、党が直接に経済活動

を管掌し、経済機関約な職務を担うことが目指されたのであろうか。確かにフルシチョフ解

任後にはこの点が特に批判・非難され（4｝、また欧米の研究の中にも党機関が経済機関になり代

わり直接的指導をおこなう政策が採られたというような説明も冤られるが、こうした主張に

は無理がある〔5｝。この再編の後に党機関による職務代行く＜HOμMeHa＞〉が実際に生じたこと、1962

年11月の再編による党組織構造に職務代行を助鑓する側面があったことは確かだが、職務代

行が摺的として掲げられたことはなく、正しい活動と認められたこともなかった。「生産原則

による党機関の再編は、これらの、直接生産を管理する行政管理機関への転化を意味してい

るのではまったくない。これらは二三的組織的指導の機関、大衆の教師であり組織者であっ

たし、今もそうである。新たな状況においては、経済カードルの役割は小さくならないばか

りか、一層増大している」ことが再編当初から一貫して主張されたのである⑥。

　もっとも、実際に職務代行は頻繁に生じていたことから、当時のこうした主張が警鐘とい

う性格をもっていることも確かであるの。また、職務代行批判は、ことに農業分野においては

フルシチョフ期、ブレジネフ期からペレストロイカ期に至るまで常に見られたのであり、職

務代行を戒める発言と経済における党の直接的な活動に関する発言が同時になされ続けてい

たとの指摘を考慮するならば〔8）、指導部の言説を見るだけではあまり意味がないとも言える。

　そこで筆者が注目するのは、この時期、1962年3月の党中央委員会総会決定によって農

業機関の整備が先行して進められており、62年H月の党機関の再編も農業機関の再編と連

動していたということである。もちろん党機関の再編に先立つ農業機関再編の事実も多くの

研究で指摘されている。しかし従来は、中央における連邦農業省・農業相を一方のアクター

とする政治的対抗関係が注目され、また62年3月、ll月の改組が一括された上で農業生産・

調達に関する党機関の役割の強化を目指した改組であると捉えられ、あるいはまた全体的な

政治的対抗関係の申でのフルシチョフの短命な組織改組の一例として扱われるなど、党機関

の再編以後の農業機関に関する政策、党機関と農業機関の関係にはさほど関心が向けられて

いないように思われる（9）。

　筆者が以前に検討したところでは、62年3月の党中央委員会総会においてフルシチョフ

により蒲面に打ちだされた農業機関整備の方針は、62年11月目党機関の再編に至る過程に

おいても貫かれており、農業指導は農業機関に委ねることが主張され続けていた⑯。党機関

の指導の改善あるいは二二の強化（あるいはその両方）力唱指された一方で、三時に農業機

関の活動の一層の改善も求められていたのである。そうである以上、党機関の再編後の時期

において、党機関と農業機関の役割、相互の関係がどのようなものであったかということ

は、詳細な検討を要する問題なのである。

　本稿の課題は、このような状況を踏まえて、この1962年H月の党機関・農業機関再編か

ら、1964年末から65年にかけてのフルシチョフ失脚直後のF非フルシチョフ化」とでもい

うべき再改組の時期を対象として、地区の農業機関と党機関について、とくに農業機関強化の
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方策に注鼓して考察すること、そのことを通じて当時の政治情況の一端を示すことである（m。

次節では62年11月の改組に至るまでの農業管理機構をめぐる動きを簡単に確認していくこ

とにする。

1．1962年11月の需編一経緯と内容一

　第二次世界大戦の危機的状況の中、党機漢1は工業においても農業においても中心的、直：接

的役割を果たしていた。戦後、指導都は、経済的な意思決定と政策実行における地方党機関

の直接的な関与を拒絶し、党機関の役割を間接的な指導に【製黙する方針を採用した。工業分

野においてはこの党機関の新たな役害毒は比較的速やかに定着していき、地方の党指導者たち

は「スタッフ」的な活動に馴染んでいき、「ライン」の機能は経済指導者へと戻りつつあっ

た。しかし農業分野においては、戦後も地区党委員会が主要な役割を果たし続け、地方の

党指導者は「ライン」と「スタッフ」の双方の役翻を果たし続けていた（12｝。1947年2月の党

中央委員会総会において農業管理機構の問題が取り上げられた。地区ソヴェト執行委員会土

地部く＜p舘30＞＞とMTC（機械・トラクター・ステーション）とがコルホーズと農村を管理す

る主要な機構と位置づけられ、MTCには政治担当所長代理のポストがおかれた。これとあ

わせて地区吸熱議会の間接的な指導も改めて強調されたが、地区ソヴェト執行委員会も地区

ソヴェト執行委員会土地部も農業政策の実行において責任ある役1蛸を担おうとせず、地区党

委員会はしばしば地区ソヴェト執行委員会土地部と同じ活動をおこない、あるいは地区ソ

ヴェト執行委員会土地部がおこなうべき活動を単独でおこなっていた。スターリンの死まで

こうした状況に大きな変化は起こらなかった働。

　1953年9月の党中央委員会総会以後、フルシチョフは農業管理機構の再編成に本格的に

着手した。MTCがコルホーズ、農村管理の拠点と位置づけられたのである。地区ソヴェト

執行委員会土地部が廃止され、そのコルホーズに関する権限・機能は、一部が地区ソヴェト

執行委員会に委ねられたが、主としてMTCへと移管された。党の機構も変更された。53年

9月の党中央委貴会総会は地区党委員会の構造変更を決定し、MTCの管轄領域ことに地区

党委員会の書記が率いる指導員グループが継織された。これに伴い、MTCの政治担当所長

代理のポストと、地区党委員会の農業部が廃止された。しかし、MτCを拠点とした管理は

期待通りの成果につながらず、1957年9月玉9Ei付党中央委員会決定により、MTCの領域こ

との指導員グループは「その任務を達成した」として廃止された閣。

　1958年にはMτC自体も廃止されていくが、地ixソヴェト執行委員会土地部は再建されな

かった。地区ソヴェト執行委員会に数名からなる農業指導員グループがおかれたものの、結

局は地区党委員会が農村の状態に関する責任を引き受けざるを得ない状況であった。しかし

地区党委員会の方も、MTCの領域ごとの指導員グループはすでに廃止されていた上に、農

業部も復活されなかったので、地区党委員会に課せられた負払1は過璽となり、農村における

統綱は乱れ始めた。管理機構の整備が急務であったが、フルシチョフは伝統的な農業省のラ

インによることを拒否し、逆に調達機関などの機能別機構を設置して農業省からは1961年

に生産の管理、予算措置に関わる権限を奪った。これは、フルシチョフの政策の基本方針

が、農業管理を農業省から地方党機関へと移すことにあったためとも欝われる㈲。しかしそ
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の結果生じたのは統制の強化ではなく、機構の複雑化と混乱であった。

　1962年3月に開かれた党中央委員会総会は、フルシチョフの提案によって、複雑化した

機構の統合へ向かう形の農業管理の再編を決定した。同総会決議を受けて、62年3月22U

付で党中央委員会・閣僚会議決定「農業管理の再編について」が採択され、共和鯉濃謡物生

産調達省～り｛・卜地方農産物生産調達管理周一地域生産コルホーズ・ソフホーズ管理局という

農業管理体系に再編成することが定められた㈲。

　この体系の特徴としては、以下の三点が指摘できよう。第一に、従来別個の機関の管轄下

にあったコルホーズとソフホーズがいずれもこの体系の管轄下に入り、農産物の生産と調達

の責任も一括してこの体系の管轄下におかれた。第二に、農業管理機関の体系の末端に位躍

する地域生産コルホーズ・ソフホーズ管理局は、原則として複数の地区を管轄する地区合同

機蘭として設立された。そしてこの機関は、単一の地区を管轄する形で設置された場合も含

めて、地区ソヴェト執行委員会には従属しないとされた。「二日目従属」の枠外におかれ、

上級機関である二三二物生産調達管理局への「縦の従属」にのみ服したのである。こうした

地域生産コルホーズ・ソフホーズ管理局は金国に約960設立され、農業管理の「主要な環」

と位置づけられだ1η。そして第三に、この生産管理局には管轄領域内で活動する党オルグと

指導員グループがおかれた（〈図ユ〉参照）。

　こうした形で農業管理機関が再編成されると、上記の第二、第三の特徴に関わる問題が生

じた。生産管理局が地区組織に従属せず、生産管理局におかれた党オルグも地区党委員会か

ら独立していたため、地区党委員会との三二を中心に混乱が生じたのである。この混乱状況

の解決は62年ll月の党中央委員会総会へともちこまれた。もちろん、62年Il月の党機関の

再編は、この混乱に対処するためだけにおこなわれたものではない。しかし後述のように地

区区分が再設定されるなど62年3月以後の地区における混乱への対処という一面を備えてい

た働。この混乱に対処する過程においてフルシチョフが、コルホーズ・ソフホーズ生産の指

導の主要かつ唯一の機関は生産管理局であると主張し続けていたことは注目されてよいd9）。

　62年ll月の党中央委員会総会はフルシチョフの党再編提案を承認し、その決議「ソ連経

済の発展および党の国民経済指導の再編について」によって党機関を生産原則に基づいて再

編することが定められた㈲。この決議に基づいてソ連共産党、各共和国共産党の中央委員会

に工業建設ビューローと農業ビューローがおかれ、工業農業ともに発展しているとされた

5地方70州に工業党委員会、農業党委員会の二つの州党委員会が設けられるなど党組織の

再編が進められた伽。

　本稿の主題に関わるのは地区の再編である。原則として生産管理局の管轄領域と一致させ

る形で地区が拡大再編された。この際、生産管理周の管轄領域は縮小の方両で見直され、従

来の地区と生産管理局の領域との中山程度の規模で新たな地区が設定され、生産管理局も各

地区に設立される形となつだ22）。この再編に伴い、例えばウズベク共和国のホレズム州、カ

ラカルパク際治共和国などそれまで生産管理局が設立されていなかった地域でも生産管理局

が設立された⑳。こうして再編成された生産管理局は、原則として管轄領域が地区区分と一

致したにもかかわらず、引き続き地区ソヴェト執行委員会には従属しなかった幽。

　一方、従来地区のすべての党組織を指導していた地区党委貴会は廃止され、地区内のコル

ホーズ、ソフホーズ、農業関連企業などの党組織を指導するコルホーズ・ソフホーズ生産管
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ連邦における地区の農業機関と党機関　1962－1965

〈図1＞1962年3月22日決定に棊つく、ソヴ：£卜、農業管理機関、党機関の略図
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破線で示された機関は、一部の共零階】におかれたもの、あるいは例外的なものであることを示す。
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〈図2＞1962年質月党申央委員会総会後のソヴェト、農業管理機関、党機閣の略図

連邦

共和国

州

地区

党申央禾閏ム女貝ム

党中央

ﾏ員会

州党委員会

生産管理局

}委員会

破線で示された機関は、一一部の共和圃におかれたもの、あるいは例外的なものであることを示す。
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ソ連邦における地区の農業機関と覚機関　1962－1965

割引委員会の人員規模が相対的に小さいこと、組織都とイデオロギー部のみを備えているこ

とは、生産管理局党委員会が直接的な農業管理に乗り出すことは基本的に想定されていない

ことを示している67）。

　ただし、生産管理局の組織構造が相対的に複雑なことから、組織全体としての人員規模は

生産管理局の方が生産管理局党委員会より大きくとも、直接コルホーズ・ソフホーズに赴い

て活動する中心的な人員である監督・組織活動員と監督・党組織活動員については逆転する

ことがあり得る。実際、先に見たクラスノダール地方のウスチ・ラビンスク生産管理局の職

員数が42人で、監督・組織活動員が6人であるのに対して、ウスチ・ラビンスク生産管理

局党委員会の職員数は25人であったが監督・党組織活動員は7人であった働。従来の地区

党委員会がこうした人員をもたなかったことが、地区党委員会の活動を、生産に直接関与し

ない間接的な指導にとどめておくある程度の役割を果たしたとの指摘を念頭におくと、この

ことはコルホーズ、ソフホーズに対する生産管理局と生産管理周党委員会の活動に彩罪する

とも考えられる。実際、生産管理局の監督・組織活動員の人数が少ないことは、その活動が

適切におこなわれていない原困の一つと捉えられていくことになる｛39）。

　続いて新設機関への充貴の様子を確認しよう。新機関充員のためのカードルの供給源とし

ては、再編によって余剰とされた党カードルが考えられる。再編の結果党アパラートの定員

総数が削減されたからである。1963年2月28日付の党中央委員会宛て報告によれば、再

編によって初級組織を除く党アパラートの定員総数は霊要職員が8万2880人から7万4163

人に、補助職員は2万154人から1万9338人に削滅された｛40｝。1輸威の度合いは地区レベルで

著しかった。64年ll月14日付の党機関部宛て報告では、地区党委墨会のアパラートには62

年12月i日当時主要職員が4万7475即いたが、現在の生産管理局党委員会、工業生産党委

員会、北方・タイガ・山岳地区党委貴会の定員では主要職員は4万39人であり、7436人減

少していることが指摘されている曲。

　共和圏単位で見ても、ベロルシア共産党中央委員会からの報告によれば、党アパラート全

体では主要職墨で237人、補助職員で41人削滅されており、地区レベルでは再編前の農村

地区党委員会の職員と生産管理局の党オルグなどの総計で主要職員が2i17人、補助職員が

360人であったのが、新設の生産管理局党委員会のアパラートでは主要職員1674人、補助職

員252人へと大幅に削減された働。またエストニア共巌党中央委貴会は、その再編計爾にお

いて党機関全体での定員を30人削減すると定めたが、地区レベルでは地区党委員会の職員、

生産管理局の党オルグら計42玉人であった党職員の定員を再編後は357人まで削滅すると定

めていた働。

　こうして党機関の再編によってアパラート職量が削滅された㈲。多くの余剰人員が発生し

たことから、適切な選抜がおこなわれた場合は、相対的に能力の高いカードルによって新機

関が充員される可能性が生じたが、実際の充員状況はどうであろうか。

　まず新設機関の充員に伴う人の異動経路を簡単に確認すると、生産管理局、生塵管理局党

委員会の職務には前地区覚委員会｛蠕己、執行委員会議長らが派遣されたとの指摘が見られる

が（45｝、オデヅサ州の例では、30の地区党委員会を再編して14の生産管理局党委員会を新た

に組織した際に、地区党委員会の書記、都蓬、都畏代理、指導貴の主要職員として働いてい

た360人のうち、67％にあたる241人が生産管理局党委員会の職へと移った㈹。この他にも

一229一



松戸清裕

20人が州党委員会を含む党アパラートの職へ、27人が地区ソヴェト執行委員会・村ソヴェ

トの専従の職へと移ったのに対し、生産管理周の仕事へ派遣されたのはわずか7人であっ

た。地区党委員会第一・書記であった30人目ついて見ると、7人が生産管理局党委員会書記、

7人が書記代理、2人は農業野党委員会の特長となって計16人が党機関の仕事へ移り、6

入が地区ソヴェト執行委員会議長、4人が生産管理周局長となった働。

　地区党委員会第一書記30人のうちの4入、生産管理周局長のポストi4入のうちの4人と

いう数字は多いと見るか少ないと見るか綱断の難しいところではあるが、書記を含む主要職

員360人のうち生麗管理局へ移ったのが7人であるから、この4人用第一書記以外に地区党

委員会から生産管理局での仕事へ移った者は330人のうちで3人となることも考慮すれば、

地区党委員会から生産管理周への充員は稀であったと露えよう。ニコラーエフ州の例でも地

区党委員会職員の73％までが新設の党機関に任命されており働、こうした事例にもとつくと

再編繭に地区党委員会で働いていた者の大半は生産管理局党委員会を中心とする党機関へと

異動し、生産管理局の充員には地区党委員会のカードルはほとんど貢献しなかったと考えら

れる。

　次に、資料上の制約から断片的となるが充員されたカードルの質的構成を見よう。生産管

理局では、局長はロシア共和国では約90％が高等・中等の農業教育を受けており働、ウクラ

イナ共和国では251入中144人が農業技師、斎産技手と獣医が35人、機械技師45人とここ

までで専門家の比率は約89％に達し（50｝、ヴィンニツァ州で13人全員（5D、ハリコフ州で13人

中12人が農業専門家であった（52｝。湾門前の62年半ばにはソ連邦全体で生産管理局局長960

人のうち専門農業教膏を受けていたのは786入（53）、約82％であり、全体の約3分の2を占め

るロシアとウクライナで約90％ならば共和国聞の格差を考慮しても専門家の比率は高まった

と考えてよかろう。

　監督・組織活動員についてもロシア共和国では70％が高等・中等の農業教育を受けている

が働、61人中57入が農業專門家というスタヴロポリ地方のように平均を上回る地域もある

ため〔55｝、70％を相当下圏る地域もあると考えられる。また、監督・組織活動員は、再編前に

はソ連邦全体で78％以上が高等・中等の農業教育を受けていたので（56｝、：全体の約半数を占め

るロシア共和国の平均が70％では、再編によって専門家の割合は下がった可能性が高い。

　生産管理局党委員会では、農業専門教育を受けた人員の空合は相対的に低くなる。書記18

人中12人が農業専門家というサラトフ州の例もあるが励、ソ連邦全体では書記、書記代理

のうち農業教育を受けていたのは3分目玉であった68）。またアゼルバイジャン共和国では生

産管理局党委員会書記32人目うち高等農業教育を受けた者だけで12人（59｝、37，5％であるが、

カザフ共不ri園では生産管理一党委員会書記120人中農業専門家は39人、書記代理では農業

専門家は4分の1であり㈹、割合は一一様ではない。ウクライナ共和趨ヴィンニツァ州でもや

はり書記と書記代理の3分の1が農業教育を受けているが齢、岡共和国でもハリコフ州では

書記B人のうち農業専門家は多くても2人であった醐。

　監督二党組織活動員では、例えばタムボブ州の玉3の生産管理局党委員会の活動中の監督

・党組織活動員95人のうち高等教育を受けている者18人、未修了高等教育13人、中等教育

53人とあるので｛63）、残る11人は中等教育さえ受けていないと考えられる。このうち農業専門

家は31潤いるが、管下では四つの党委員会で監督・党組織活動員のうち専門家は1人のみ、
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ある党委員会では監督・党組織活動員8人中専門家は1人もおらず、2人は晋通中等教育さ

え受けていなかった。それでも32人が高等・中等の農業教育機関の通信教育を受講中であ

り、ある生産管理局党委員会では9人の盤督・党組織活動員のうち4人が農業専門家で残る

5人は農業大学の通信教育を受講申であるなど㈹、農業教欝が軽視されているとは雷えない。

　監督・組織活動員における専門家の1劉合の高いスタヴロポリ地方でも63年末の時点で監

督・党組織活動員85人のうち農業専門家は40人で、監督・組織活動員と較べるとかなり低

い。とはいえ、農業教育を受けていない者のうち20入が農業大学や技術訓練学校で学群中で

あり、監督・党組織活動興という職にとって専門教育が亜視されていないわけではない〔65）。

カザフ共和国では監督・党組織学動員の中で1幾業専門家は3分の1で、格段に低いわけでは

ないが、63年7月81：ll付報告の時点でこの職の定員516人のうち105人が充員されておらず、

生産管理局党委員会のイデオロギー部、組織部の指導員でも972人中783人しか充員されて

いないなどカードル不足がうかがえる〔⑯。

　1963年2月11日半の党機関部指導員のウクライナに関する報告は、ウクライナ共産党中央

委員会といくつかの州党委員会が、生産管理局党委員会の仕事へ専門知識のある活動家を登

用することに「持てる可能性のすべてを利用しなかった」ことを批判した。ウクライナでは

従来野村地区党委員会と農業を摂当した市党委員会の第一書記の309％が農業専門家であっ

たのに対し、現蕉では佐産管理局党委員会書記のうち農業専門家は235％に過ぎず、書記代

理では農業専門家は38．2％で、地区党委員会第二：護記、書記の3L7％よりは若干増加したが、

現在でも書記、書記代理のいずれも農業専門家ではない生藤…管理野党委員会が20存在するこ

とが問題とされたのである（671。ただしウクライナ共産党中央委員会からの63年1月26E｛付

の報告では生鷹管理周党委員会書記と書記代理752人のうち315人が農業技師、機械操作手、

畜産技手その他の農業継粉家というやや高い数字が挙げられていることを付け加えておかね

ばならない㈹。ほぼ問時期の資料において数字がこれほど異なっている理由は明らかではな

く、数字に関してはどちらか一方の資料に依拠することは問題があるが、ここでは数字では

なく、農業専門家の引き入れの不足が批判の対象であったという譲実に注目したい。

　63年2月9日付のエストニアに関する党機i関部報告も、生産管理局党委員会の書記、書

記代理の質的構成が、廃止された地区党委員会書記の構成と較べて改蕎されるどころか悪く

なりさえしたことを批判した。62年／月／1…1の時点では地区党委員会書記の中で農業専門

家は12人、26％であったのに対して、現在は生藤管理局党委員会の書記、書記代理の中に

農業専門家は8人、18％に過ぎず、15のうち8の生産管理局党委員会で書記、書記代理とも

に農業専門家ではないこと、さらにエストニアでは畜産が主流であるにもかかわらず書記、

書記代理の中に語産技手は1人もいないことから、「このような状況を正常と認めることは

できない」と批判的に醤及された（69）。党職員、特に書記、書記代理については専門教育は決

して軽視されていたわけではなかったことがわかる。

3．生薩管理局と生鮮管理局党委員会　一職務分担・活動・問題一

　1962年11月の党申央委員会総会決議によって生産管理局党委員会が設立されたのちには、

生産管理局を主要な環とする新農業管理機関の馬蝉はより一腰大きなものとなったと主張さ
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れた㈹。また生産管理下下委員会の最璽要課題は生産管理局の権威を高めることであるとの

認識も存在していた㈲。しかし生産管理局党委員会が農業分野に活動を限定され、監督・党

組織活動員というコルホーズ、ソフホーズで継続的に活動する人員を獲得した以上、「指導」

と「管理」という関係を築くためには不可欠と考えられる生産管理局と生産管理局党委員会

の職務分担・権限は明確には規定されていなかった。生産管理局については62年3月22日

付党中央委員会欄僚会議決定「農業管理の再編について」にも管轄する職務が盛り込まれ

ているのでσ2）、生産管理局党委員会の活動について明確な指針がなかったと言うのが正確か

もしれない。

　当時、筆者の活動に関する指針として広く認知されたのは、1963年3月12日のロシア連

邦共和国生産管理局局長・党委員会書記会議におけるフルシチョフの発需であった。すなわ

ち、生産管理局の取り組むべきことは「各コルホーズ・ソフホーズにおいて生産を組織する

こと、より優れた労働の模範によってカードルを教育すること、それにもとづいて生産の全

般的水準をあげるためコルホーズ・ソフホーズへ先駆的経験をもちこむこと」であり、生産

管理局党委員会が取り組むべきことは「同じく生産であるが、異なる立場からである」、党

委員会は「党・コムソモール組織の意欲をかきたて、党員・コムソモール員を正しく配置

し、高度な厳格さと責任、規律の精神でカードルを教育することを要請されているのだ」と

いうものであったσ3）。

　この指針に基づいて生産管理局と生産管理局党委員会の聞に実務的関係が築かれたとの報

告、報遵が見られるが、そうした報告から読みとれるのはむしろ職務分担の認識の欠如であ

る。1964年9月25口付とやや遅い時期のモルダヴィア共和国に関する党機関部報告によれ

ば、モルダヴィァ共産党中央委員会は、生産管理局との正しい相互関係を築くこと、党活動

の方法と内容を根本的に改めることを生産管理局党委員会の課題として提起していた。その

モルダヴィアにおいてもとりわけ注醤されるのがエデンツィ生産管理局党委員会の活動であ

り、同生産管理周党委員会は生産管理下指導部との実務的なコンタクトの確保に成功し、生

産管理局になり代わることはなく、当面の農作業の指導に直接関係する間題の解決には介入

していないという㈲。

　しかしその実務的コンタクトとはいかなるもので、職務はいかに分担されていたのか。エ

ヂンヅィ生産管理局の局長と同生産管理局党委員会の書記は、相互関係と職務分担に関する

フルシチョフの問題提起は完全に正しいと雷開し、「われわれには誰が誰に従属しているの

か、誰が誰のもとへ足を運ばなくてはならないのかという問題はない。党はわれわれに地区

の農業の発展という共通の事業を委ねたのであり、われわれはこの課題を各自の方法によっ

て解決しなくてはならない。管理厨局擾と党委員会書記の聞に生じている軋礫、不健全な関

係を説明できるものは、職員の凹凹教育の不十分さと党の要求の無理解だけである」と述べ

ているσ5）。

　かれらが「われわれには誰が誰に従属しているのか…という問題はない」と述べている点

は注渥されよう。先に触れた1963年3月12日の会議においてフルシチョフが、生産管理局

局長と生産管理局党委員会書記は「同い年の、経営における事態に同じ程度に資任を有する

二人の兄弟として」あるべきであると述べたことを考慮すれば㈲、両者が対等の関係にある

ことを強調していると考えられる。もちろん二人の述べていることが実態そのものであるか
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松戸清裕

建設、裁判所、民警、検察、公共サービス総会企業、穀物調達、同志裁判所、村ソヴェト；

　イデオロギー活動担当書記代理（前地区党委員会山伝担当書記）：商業、保健、国渓教育、

文化部、映麺館の普及、クラブ、図書館。

　こうした職責分担は、地区党委員会当時の書記たちの三二と変わっておらず、ウリツコ

エ生産管理局党委員会書記と代理たちは地区党委員会の活動内容と方法を身につけており、

生産管理局党委員会の役割についての必要不可欠な理解を欠いていると指摘された〔99）。ウ

リツコエ生産管理局党委員会の指導都は地区労委員会の伝統に熱心に従っており、その活

動内容は「かつてのウリツコエ地区党委員会の活動内容とほとんど変わるところがない」

こと、「ほとんど同様の状況が［三州の］ボロフスコエ生産管理局党委員会にもある」こと

も指摘された鵬｝。農村において地区党委員会の果たしていた職務を引き継ぐ党機関は、生

産管理局党委員会の他には存在しなかった以上、こうした状況は至るところに存在したで

あろう。

　そして、この報告でも指摘されているが、生産管理局党委員会は、具体的な経済二業・

財務・調達・交通・司法その他の問題解決に向けた方策をとるようにとの膨大な数の書面、

口頭での指示を上級機関から受け取っていた。ウリヅコエ生産管理局党委員会の場合では、

この種の指示はカザフ共産党中央委員会、処女地地方党委員会、クスタナイ州党委員会な

どから発せられており、電話による口頭の指示の大部分も経済問題に関わるものであった。

州、地方、共和国の党機関の活動の実際は、「これらがすべてかつての地区党委員会に対す

るように生産管理局党委員会に対していることを裏書きしている」のであった鵬。モルダ

ヴィアに関する党機関都宛て報告でも、共和国のいくつかの省庁が、管轄下の組織が現地

で取り組むべき様々な問題の解決へ介入するよう求めた多数の電信、手紙を送りつけるこ

とによって、生産管理局党委員会を純粋に経済的な問題の解決へとしばしば押しやってい

ること、モルダヴィア共産党中央委員会でさえ生産管理局党委員会に対して三体的で純粋

に経済的な問題の解決へと介入するよう要求していることが指摘されている〔肋。

　これまで見てきたことからは、二二管理局党委貴会という組織のあり方自体に少なか

らぬ問題が根差していることがわかる。生産管理局が、地区ソヴェト執行委員会から独

立した形で、農業生産の管理だけをおこなう専門機関として設立されていたのに対して、

生産管理局党委員会は、言わば地区党委員会農業部を拡大発展させた組織としての性格

を持ちながら、しかし地区党委員会から分かれたものではなく、地区党委員会そのもの

が再編されたものであった。こうした生産管理局党委員会のあり方は、生産管理局との分

業関係をつくりあげる妨げとなり、また活動の性格を地区党委員会と異なるものとする

ことも難しくした。生産管理局党委員会自体に「地区覚委員会的心理」がある一方で、上

級の党機関には生産管理周党委員会を地区党委員会と岡様に見なし、扱う意識が根強く

存在したからである。

　しかし農業の階理」は農業機関に委ねるという方針は維持された。生産管理局党委員

会、監督・党組織活動員に対しては指導と批判が繰り返しおこなわれ｛鋤、他方で以下に見

るように、こちらも様々な欠点を抱えていた生産管理局の活動改善、カードルの質的強化の

方策が採られていったのである。
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ソ連邦における地区の農業機関と党機関　1962－1965

べ、しかしこのことはなんらかの新たな形態を見つける必要があるという意昧ではない、必

要なのは生産管理周に登用されている人々を教育することであると述べて、党中央委員会幹

部会に宛てた面分の覚え書きにおいて生産管理局の活動をいかにしてよりょく組織すべきか

について、特に、経営部門別の監督・組織活動員を選抜する必要性について問題を提起した

と述べるにとどまった〔l14）。

　確認したように、総会での発需からは、部門別の監督・組織活動員という提案について態

度が分かれているように見えるが、フルシチョフは、総会においてこの問題提起は支持を得

たと断言し、いかにしてよりょく、より速やかにこれをおこなうかを考えなければならない

と述べたq15｝。総会決議では監督・組織活動員については何も言及されていないが〔l16｝、しか

しその後、部門別の監督・組織活動員への再編成は各地で進められた。そして、当事者によ

る、生産のあらゆる問題に取り組んでいた時よりも多くの成果をコルホーズへもたらしてい

る、部門別原則による監督＝組織活動員の労働組織形態は生産管理局の現在の活動条件に最

も合致していると思う、といった意見も報じられたがω乃、地域によってはこの作業は避難

を伴った。農業専門家は不足していた上に農業技師の綱舎が高かったため、監督・組織活動

員における畜産部門の専門家が不足していたのである｛隅。

5，生産管理局への専門家引き入れ

　ここでは、農業管理の主要な担い手は生産管理局であり監督＝組織活動員であるという方

針に基づいて、生産管理局を人員面で強化するために具体的にどのような方策がとられたか

をやや立ち戻って確認したい。

　62年11月の再編の結果、生産管理局には監督；組織活動員の職、生産管理局党委員会に

は監督・党組織活動員という相応する形の職がおかれたが、賃金に関しては監督・組織活動

員の方が優遇されていたことがわかる。生産管理局党委員会の側から、監督・党紺織活動量

の賃金を監督・組織活動員の賃金水準まで引き上げるようにとの要求がなされているからで

ある〔119）。もちろん経済機関と党機関の職について賃金だけを取り上げて比較することはあ

まり意昧がなく、また双方の職の二者択一が問題となっているわけではない。そもそも党機

関、経済機関の職に関しては、候補者・希望者の側の選択権はたとえ存在するとしてもきわ

めて限定されたものであろう。しかしそれでも監督・下平活動員の職への充員活動の一助に

はなったのではないか。

　監督・組織活動員の賃金についての資料は見経二iせなかったが、監督・党組織活動員の賃金

は、1962年12月20日付の党中央委員会決定によって月額HOルーブリと定められていた。

この監督・党組織活動員に対する賃金は、生産管理解党委員会の申では書記（210ルーブ

リ）、書記代理（150ルーブリ）に次ぐもので、部長代理（ioOルーブリ）や組織部・イデオ

ロギー部に属する指導員（90ルーブリ）よりも高く設定されており、監督・組織活動員の

賃金がそれよりも高いということは軽視できまい〔120）。とはいえ、やや遅い時期の工業覚働

者の平均賃金が全産業労働者平均で10L3ルーブリ（1965年）、ソフホーズ労働者の平均賃金

月額が70。6ルーブリ（1964年）という状況においてG2D、月額玉10ルーブリを上回るという程

度の監督・組織活動員の賃金がどの程度魅力的であるかを判断することは難しいが（そして
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この場念も賃金だけを考慮するのは一面的ではあるが）、対応する党機関の側がその水準ま

で引き上げを求めたということ自体、監督・組織活動員の賃金が高く設定されていたことが

全く意瞭を持たなかったわけではないことを示していると言えるのではないか。

　また生騰管理局の局長、周長代理、部長、監督・組織活動員および専門家に対しては、生

産・買付計1面の達成、超過達成に基づく報奨金に蘭する規程が1962年9月6日付閣僚会議

決定により採択、導入されていた〔122｝。63年6月15日付では閣僚会議決定「コルホーズ・ソ

フホーズ（ソフホーズ・コルホーズ）生産管理局の監督・組織活動員の農業税支払いの免除

について」が採択され、監督・組織活動員として働く農業専門家に対して、農業税の支払い

が免除される特権が与えられた（｛23）。1953年8月8日付農業税法第16条6項の、農村にある

企業、組織などで三門の仕事をしている専門教育を受けた農業技師、畜産技手その他の農業

税の支払いを免除する規程を監督・組織活動員にも適用したものであるq24）。もちろん法適

用の公平性を維持するための措躍であることは十分に考えられ、農業専門家を監督・組織活

動員の職へ引き入れることを目的とした決定であるとは欝い切れないが、いかなる理由で農

業税免除の特権が与えられたにせよ、監督・組織活動員のポストに農業専門家を引き入れる

方向に作用したであろう。

　しかし1963年後半から64年にかけての時期になると、生産管理局の職員、とくに監督・

組織活動員に農業専門教育を受けた者が十分に選抜されていないという報告、批判がなされ

た。先に見た63年H月2回付の覚え書きでフルシチョフも、農業教育を受けていない監督

・組織活動員の二三を批判し、農業專門家を登用することを訴えているが125）、例えばクラ

スノヤルスク地方について、地方党委員会、生産管理局党委員会、生産管理局が監督・組織

活動貴の選抜に注意を向けていない結果、監督・組織活動員は定員96人中77人しか充員さ

れておらず、しかもその多くは教育、経験、組織者としての能力に関して要求にこたえる人

物ではなく、高等・中等の農業教育を受けている者はわずか46人しかいないという報告が

党中央委員会の党機関部および農業部へ提出され、この報告は63年12月玉2EI付で党中央委

員会ロシア共和国ビューローにも提出されたq26）。

　また、プスコフ州の党協議会において志州の監督・組織活動員73人中、高等専門教育を

受けた者はわずか17人、中等専門教育を受けた者は38人と指摘されたことが「コムニスト』

誌でとりあげられ、多くの監督・組織活動員が農業の諸問題に十分に通じておらず、コル

ホーズ・ソフホーズの指導者たちに問題に精通した援助を与えられないのは驚くにはあたら

ないと批判的に需及されだ127｝。周州での監督・組織活動員に占める農業専門家の割合は約

75％となり、先に見たロシア共和国全体での割合（70％）を上回っているにもかかわらず批

判されたことは注目すべきであろうd28）。

　また、専門教育を受けてさえいれば問題がなかったわけではもちろんなかった。1964年

2月28日付のアルマ・ア三州に関する党機関都の報轡では、岡州のカスケレン生産管理局

の監督・組織活動員の2人は筒等農業教育を受けているが十分目活動経験を有しておらず、

経営において侮に対して、どのように活動しなくてはならないのかを説明できなかったとい

う例を挙げて、多くの監督・組織活動員が実務の点で弱い活動家であることが指摘された。

これに続けて、ソフホーズ所長、コルホーズ議長、初級党組織書記たちが、例外はあるもの

の監督＝組織活動員の活動を否定的に評価しており、現行のままでは益はない、経済を深く
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分析し農業発展の根本的課題の解決を手助けできる経験豊かな農業専門家を選抜することが

必要であるという考えを示したことが指摘されている〔129）。

　こうした状況で、生産管理周、コルホーズ、ソフホーズを農業専門家によって強化すると

いう党中央委員会書記周の決定がig64年6月19臼付で採択された。この書記局決定自体は

公開されておらず確認できないが、書記局決定遂行についての地方党機関からの中央委員会

宛て報告が確認できる（1301。こうした報告によれば、ヴォログダ州では同年7月7日に州党

委員会ビューローにおいてこの中央委員会書記局決定が審議され、主任・上級専門家のポス

トに原則として高等農業教育を受けている22人が登用されるなど農業専門家による生産管

理局の充員活動が進められ、監督・組織活動員の構成も著しく改善され全員が高等中等の

農業教育を受けた専門家となった｛BD。

　ヴラヂーミル州では、6月19日付書記局決定の執行に必要な方策を採るため「生産コル

ホーズ・ソフホーズ管理周、コルホーズおよびソフホーズの農業専門家カードルによる強化

に関する中央委員会の指示の遂行過程について」の州農業党委員会ビューロー決定が採択さ

れ、岡党委貴会三局の文書が各生産管理局党委員会へ送られた。これに従っておこなわれた

活動によりカードルの質的構成が改善され、64年玉0月1田の時点で、生産管理局の局長代

理と主任専門家61人、監督＝組織活動員の全員が農業専門教育を受けていたG32｝。ヴォロネ

ジ州では64年7月1じ1の時点で監督・組織活動員の定員85人のうち9人が欠員、2玉人が農

業専門教育を受けていなかったのに対して、10月1日の時点では欠員は2入となり、活動

中の83人全員が農業専門家、そのうち48人は高等教育を受けており、中等教育を受けてい

る35人用15人は農業大学の逓信教育を受講中であった〔133｝。チェリャビンスク州では64年

4月玉1三｛の時点で監督・糸f1三等動員に占める農業専門家の害目倉は80．6％であったが、玉0月1

旧の時点では87．5％となった〔［34）。

　カザフ共和国では党中央委員会書記局が64年8月18Eiに、監督・組織活動員カードルに

よる生産管理局の強化について特別に審議し、その質的構成の改善に努めた。共和国全体で

64年4月1日の時点で監督・組織活動員292人のうち高等・中等の農業教育を受けている者

が222人（76％）、専門教育を受けていないプラクチキが70人（24％）であったのが、64年10

月1日の時点では監督・組織活動員の総員が331人まで増やされ、そのうち農業専門家が

287人（87％）、プラクチキ44人と農業専門家を65人増やして全体における割合を11％高め

た。依然として地域差はあり、アルマ・アタ州、東カザフスタン州、カラガンダ州では活動

中の監督・組織活動員全員が農業専門家となったのに対して、処女地地方では64年10月1

日目時点で活動中の監督・組織活動員133人のうち高等・中等の専門農業教育を受けていた

者は108人、81％にとどまったが、4月1巨｛時点と較べると農業専門家は12．4％増で、共和

国全体の増加率を上園つた（135）。

6．フルシチ…ヨフの方針転換・解任・「非フルシチョフ化」

　第4節、第5節で兇たように、1964年初頭から半ばにかけて組織構造の面でも人員面でも

生産管理局の活動改善を1旨旨した方策が採られていたが、生産管理局の提案者であり、64年

2月党中央委墨会総会では新たな形態を見つける必要を否定して生塵管理樹の活動をいかに
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改善するかを訴えていたフルシチョフは、2月総会閉会後まもなく方針を一転させた。64年

2月28醸におこなわれた党・ソヴェト・農業機関の指導的活動家会議においてフルシチョフ

は、ジャガイモ、野菜、牛乳、畜産に専門化されたソフホーズが生産管理局の他の経営の問

で二義的な地位にあることのないよう見直す必要があるとして、専門化ソフホーズのトラス

トを設立する必要性を示唆した㈹。さらにフルシチョフは、養豚、養鶏などの分野の指導は

集権化すべきであり、それぞれに関する連邦・共和国管理局を設立するのが適切であると述

べ、さらに他の生産贔目についても集権イヒが適切かどうか熟考する必要があると述べて部門

別の管理局設立の方針を示したのであった（！37｝。これは生産管理局の1鞘口を示唆したに等しい。

　ここではフルシチョフの新たな構想について詳しく検討することはできないが、問題とな

るのは、こうしたフルシチョフの方針転換と、前節で確認した生産管理局を強化する党中央

委員会書記局の決定およびそれに基づく地方党機関の活動との関係であろう。党中央委員会

書記局決定は、フルシチョフの新方針が示されたのちに採択されているのである。ここに

は、もはやフルシチョフ解任の準備が着々と進められてすでにフルシチョフが意思決定の実

際から少しずつ切り離されている、あるいはフルシチョフが何を言い出しても実際の行政に

反映されないという状況があらわれているのかもしれないが、本稿では詳しく検討すること

はできない。そのような状況であった可能性を確認しておくにとどめたい。ただし、権力闘

争に引き付けた説明が必ず必要というわけでもあるまい。フルシチョフが、書記局以下の中

央委員会アパラートの日常的な活動に逐一関与するわけではなく、また関与することはでき

ないことは書うまでもないことであり、トップと官僚機構の判断がただちに一致しないこと

はさして稀なことではない。そして生産管理局の活動をどのように評価していたにせよ、書

記周以下の党アパラートは、その廃止が決定的となるまでは現行の体系を基本的に維持した

上での問題点の修正・改善を選択するということは十分に考えられ、また農業教育を受けた

人材を農業管理機関へ登用することは含理的かつフルシチョフの持論でもあるから、生産管

理局の人員構成の改善の方策が進められたことは理解できないことではなかろう。

　その後フルシチョフは1964年7月18日付で党中央委員会幹部会に宛てて農業指導に関す

る覚え書きを送り、生産管理局と生産管理局党委員会を激しく批判したと言われる。そして

農業の専門化を徹底させるため生産管理局の廃止を提起、中心的な作物によってすべてのコ

ルホーズ・ソフホーズをグループ分けして九つの農産物別の州専門管理局が直接管轄するこ

と、これらの州専門管理局は連邦・共和国管理局に従属すること、経営活動に対する党機関

のあらゆる干渉を取り除くために生産管理局党委員会を廃止して文化啓蒙的な役割を担う敢

治担当代理を専門管理局におくことを提案したというのである（闘。

　この覚え書きによっていまやフルシチョフの新たな方針と64年6月19日付書記局決定に

代表される生産管理筒強化の方針とは決定的に齪灘をきたしたわけだが、こうしたフルシ

チョフの方針転換、新提案はどのように受けとめられたのであろうか。1964年10月党中央

委員会総会の速記録には次のように記されている。「1964年7月18日付の同志フルシチョフ

の最後の覚え書きはとくにひどい誤りを含んでいた。…同志フルシチョフは生産地域管理局

さえも廃止の考えを表明し始め、コルホーズ・ソフホーズを直接州および地方から指導する

ことを提案したのである。このことは農業に著しく多大な損失をもたらしたであろう」σ39｝。

　フルシチョフの新提案に対しては、フルシチョフ以外の指導者たちは生産管理局による農
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業指導体制を支持する立場をとったと考えてよいのではないか。もちろん生藤管理局そのも

のを支持したとは限らず、フルシチョフの新提案と較べての相対的な支持や、あるいは頻繁

な組織改編への批判・懸念に棊ついての支持という面もあるかもしれないが、1964年7月

玉8【三1付のフルシチョフの覚え書きの後も、先の書記局決定に従って地方党機関が生産管理

局強化の活動に取り組んだ事実からも、生産管理周を中心とする体系への半ば公然の支持を

見いだすことができよう。先に見たようにカザフ共産党中央委員会書記局が監督・壁織活動

員カードルによる生産管理局の強化について特別に審議したのは64年8月18日のこ：とであ

り（［4〔｝）、またアゼルバイジャン共産党申央委員会は64年9月22i旺1付で「共和国の生産コル

ホーズ・ソフホーズ管理局、コルホーズ、ソフホーズの農業専門家カードルによる強化につ

いて」の中央委員会決定を採択したのである側｝。

　さらにこの時期、人員面での強化とは異なる形での生産管理局強化の試みもなされてい

た。1964年9月251三i付の党機関部報告によれば、モルダヴィア共産党中央委員会と共和国

閣僚会議は生産管理周の指導的役割と責任を強化しつつあり、コルホーズ、ソフホーズに

サーヴィスを提供し生産管理局の領域にあるすべての経済組織は所轄割苧への従属にかかわ

りなく生産管理局の実務的指導のもとで活動し、生産管理局との密接なコンタクトのもとで

生産の必要を充足するあらゆる異体的方策を実行することを決定した｛顯。こうした措置は

新たな混乱を引き起こ：す可能1生もあり、これによって状況が改善されたかは検討を要する

が、生産管理局の役割を強化する試みであることは確かである。

　このような動きにもかかわらず、フルシチョフの薪提案は実現されるかに見えた。まず

1964年9月3日野党中央委員会・閣僚会議決定によって一足早く養鶏工業総管理周設立が

定められたq43｝。さらに、専門化された生産の指導改善の組織的問題を検討するための党申

央委員会総会が64年ll月に開催されることが予告され、同総会では穀物、サトウダイコン、

綿花、大型有戸獣、養豚、養鶏、その他最重要の農業生産物に関してそれぞれ連邦・共和圏

管理局の設立が決定される予定であると報じられた鰯｝。しかし、周知のように、この間に

フルシチョフを排除する準備が隠密裡にすすめられていた。1964年10月141三1朝、臨時に党

中央委員会総会が開かれ、党中央委員会幹部会員、巾央委員会第一書記、中央委員会ロシア

共和国ビューロー議長、ソ連閣僚会議議長を兼任していたフルシチョフはすべての職を解か

れることが決定された㈲。

　フルシチョフ解任後、1962年H月の蒋編に対しては特に批判が噴畠し、伝統的な党構造

への回帰が急がれた。64年11月16iヨに開かれた党中央委員会総会は決議「工業・農業州、

地方党組織の統含について」を採択し、党紐織が農業・工業に分割された州、地方に単一の

党紐織、単一の閉門墨会を再建すること、生産管理局党委員会を地区労委員会に再編し当該

領域の工業・建設企業も含めたすべての党組織の指導を地区委員会に集中することなどを定

めた〔絢。その後相次いでおこなわれた共和国共産党中央委員会総会、州、地方の党委員会

総会も、62年11月以薗の構造への國帰を決議した。これに並行して地区区分の見直しも進

められ、64年ll月党中央委員会総会以後ロシア共和睡1で500以上、ウクライナで140の地

区が新たに形成されるなど65年1月15日までにソ連邦全体で農村地区1よ2634まで数を増し

た醐1。地区党委員会の再建も進められたが、65年3月24日の党申央委畏会総会でのブレジ

ネフ報告によればその数は2434であった（闘。
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　こうした「非フルシチョフ化」の動きは、農業分野にはどのように影響したのであろう

か。後継指導部はフルシチョフの農業政策の誤りを厳しく批判したが、他方で農業に高い優

先順位を与え、フルシチョフが求め果たせなかった農業への資源配分の増大も実行するな

ど、農業生産の急速な増大を目指したフルシチョフの基本的な方針自体はより首尾一貫させ

た形で引き継いだとの見方がすでに一般的であろう醐。しかし機構の点では「非フルシチョ

フ化」が進められたとの見方のほうがあるいは一般約かもしれない。1965年3月1日付で

党中央委員会・閣僚会議決定「コルホーズ・ソフホーズ生産の指導におけるソ連邦農業省の

役割の向上について」（以下、65年3月1日決定）が採択され、フルシチョフがその権限を

奪った遵邦農業省は、コルホーズ・ソフホーズにおける農業発展の指導および農業生産の状

態に対する責任を委ねられた。196玉年以前の権限を回復した上に、当時と異なりコルホー

ズとソフホーズの双方を管轄することとなったのである〔｝5G）。フルシチョフとの反目から更

迭されたマツケヴィチ（B．Ma皿KeBHq）が連邦農業相の地位に返り咲いたことは、「非フルシ

チョフ化」との印象を強めていよう（151｝。

　しかし農業管理機関の体系が上からギまで「非フルシチョフ化」の方向で大きく変化した

と言えるかは微妙である。農業省は連邦・共和国省と定められ、共和国では農産物生産調達

省の農業省への改組・舎同がおこなわれた。例えばロシア共和国では1965年3月2凹付最

高会議幹部二丁により農産物生産調達省が農業省に改組された。しかしロシア共和国農産物

生産調達憲と、再建されたロシア共和国農業省の中央アパラートの構造を比較検討したコ

ヴァレンコは、両者の体系下にあるソフホーズ管理機関の体系にはいかなる本質的な変化も

生じなかったと結論づけている〔152）。

　地区レベルでは、65年3月1Ei決定は、生産管理局を地区生産農業管理周へと再編する

こと、監督・組織活動員は農業生産部門別専門家へと変更することを定めだ153｝。かつてミ

ラーはこの地区レベルの改組を最もラディカルなものと評したが励、筆者にはそうした評

価は、以下の点で岡意し難いように思われる。

　第一一に、生産管理局の管轄領域はそれまでも原則として地区と一致していたのであり、地

区を管轄領域とする機関という意味では「地区生産管理局」であった。生産管理局がそれま

で「地区生産管理局」と言われることがなかったのは、おそらくは地区ソヴェト執行委員会

に従属していなかったことと関係するのではないかと思われるが、注蔭されることに、65年

3月建1決定によって地区生産農業管理局に改組された後もこ：の機関は依然として地区ソ

ヴェト執行委員会には従属しなかったのである（155）（〈図3＞参照）。

　第二に、監督・組織活動員の農業生産部門別専門家への変更も、もっぱら名称に関わる変

更と言えるのではなかろうか。確認したように、64年2月総会以後、監督・組織活動員の

生産部門別への再編と専門家の登用が進められており、監督・組織活動員は実質的には農業

生産部門兄弓専門家と呼ぶに相応しい存在となりつつあったからである（i56｝。

　第三に、職員の待遇の面を見ると、1965年5月4日付の閣僚会議決定「地区生産農業管

理局職員の賃金について」は、地区生産農業管理局職員に対して生産管理局職員のために定

められた賃金、報奨、特権、特典の条件を維持すると決定している（［57）。

　そして第四に、活動の面では、例えばロシア共和国において地区生産農業管理局が活動に

際して従っていた規程は、1962年3月24日付で制定された、農業生産指導のための地域生
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〈図3＞1965年3月1日決定以後のソヴェト、農業管理機関、党機関の略図
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破線で示された機関は、一部の共孝II園におかれたもの、あるいは例外的なものであることを示す。
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松戸清裕

産コルホーズ・ソフホーズ（ソフホーズ・コルホーズ）管理局、岡管理局の評議会および監

督漏組織活動員に関する規程であった〔舳。

　このように、地区ソヴェト執行委員会との関係、人員、待遇、活動内容、権限にほとんど

変化はなかったと考えられ、地区生産農業管理局への改組という65年3月1日決定をもっ

てただちに、生産管理局との断絶を言うことはできないように思われる。ただし、もしラ

ディカルと言えるほどの変化があるとするならば、着目すべきは地区党委員会との関係であ

るが、この点はどうであろうか。

　1964年U月玉4日付の党中央委員会指導員の党機関部宛て報告によれば、新たに形成され

る農村地区党委員会のアパラート建員は、生産管理局党委員会と同様とすることが予定され

ていたG59｝。2節で述べたように、生産管理局党委員会は62年までの地区党委員会よりも若

干規模が大きかったので、人員面で新地区党委員会はかつての地区党委員会より強化される

ことになったと雷えるかもしれない。しかし、地区党委員会の構造としては、組織部とプロ

パガンダアジテーション部の二つを設置するとされていたこと、監督・党組織活動員は組

織部に配置するのが適切と見なされていたことは注国される。工業で働く党員を多数管轄す

る地区党委員会には2、3人からなる工業・運輸部を設置することも考慮されていたのに対

し、地区党i委員会に農業部を置くことは考慮されていた様子が見られないのであるd60）。

　そして、農業指導、コルホーズおよびソフホーズの指導の主要な組織単位は、州ソヴェト

執行委員会の農業管理局とこれに従属する地区生産農業管理周であることが広く主張されu6D、

地区党委員会の指導はより間接的なものであるべきことが改めて確認された励。こうした

ことを考え合わせると、地区党委員会との関係での変化は、生産管理局党i委員会との関係に

おいてよりも、「分業」関係の整序に適した方向への変化であった可能性が考えられる。と

はいえ、連邦農業省以下の農業機関の体系の位置、役割、および党機関との関係は願こ検討

を要する課題である。とくに、地区の細分化が進められた結果として再び「地区合同」生産

農業管理局が出現したため、地区党委員会との関係がどのようなものとなっていくのかは注

口すべき問題であろうq63）。

おわりに

　これまで述べてきたことを整理し、その後の展開を簡単に述べて本稿を終えよう。ヂはじ

めに」でも紹介した、フルシチョフはコルホーズの管理における農業省の影響力を削減し、

党の統制を増すことによってコルホーズをより効率的なものとするよう努めたという評価、

そしてこれは政治的な支持基盤である党を、大衆の活力が動員され導かれる経路と見なすフ

ルシチョフの全般的なアプローチと一致するものであったというような評価（164）は、1960年

代初頭までについてはほぼ妥当な整理であろう。

　しかし1962年3月以後の時期については、若干の修正を必要とする。党への依存はかわ

らぬものであったにせよ、党二言だけに頼ることが考えられていたわけではない。なるほど

農業省のラインには頼らなかったが、それに代わる農業管理機関の体系が作り出された。そ

して62年H月の党機関の再編の後も地区の農業機関の整備は着実に進められており、地区

の農業機関である生産管理周と、地区党委員会に代わった生産管理局丁丁員会との間の「分
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業」関係の整序が璽要な課題として追求されていた。様々な要困、とくに、充員されたカー

ドルのメンタリティ（「地区党委員会的心理」）や、生産管理局党委員会という組織自体の不

備による贈響などのために、整然とした「分業」は実現されることはなく、両機関の活動に

は混乱が生じていたが、生産管理周を強化して地区における農業管理を委ねようとする方針

は一貫して維持されていた。確かに決定的な変化が生じたわけではないが、農業分野におけ

る、遅まきながらの経済機関と党機関の分業関係の整序、そうした関係を可能とするような

党機関の役割の変化が模索されつづけていたと悶えるであろう。そして、生産管理局を中心

とする農業機関の体系の発案者であったフルシチョフ自身がこれに見切りをつけ、さらなる

改組を提唱した後でさえ、指導部の他の者たちは生産管理局をr主要な環」とする農業管理

機関の体系を半ば公然と支持して、生産管理周を強化する方策をとり続けていたのである。

　フルシチョフ解任後には、旧来の組織・制度への臨瞬｝、「非フルシチョフ化」が急速にお

こなわれた中で、農業管理機関にも変璽が加えられた。生産管理局も地区生産農業管理局へ

と改組されることとなったが、それは必ずしも本質的な変化ではなかった。1964年半ばに

フルシチョフが農業管理機関に関する方針を転換させたこともあって、農業管理機構につい

ても断絶、「非フルシチョフ化」の印象が強いが、継続の要素は明らかに存在した。再建さ

れた地区党委員会の構造と、その「指導」の巴町性が爾確認されたことからは、農業機関と

の分業関係の整序が引き続き考慮されていたように思われる。

　そしてその後も当面の間は、地区ソヴェト執行委員会からの独立、コルホーズ・ソフホー

ズの一元的管理という1962年3翔以来の特徴を維持していた地区生薦農業管理局は、肯定

的に言及されることが少なくなかった。例えばエストニア共産党中央委員会第一轡記のケビ

ンはig66年の論文で、地区生産管理局という形でのコルホーズ、ソフホーズ生産の指導の

現行の形態はその正しさを証明した、課題はその改組にではなく強化と発展とにある、ソフ

ホーズとコルホーズの管理の分割はこれらの管理により大きな正確さをもたらしはしない、

農業の国家指導の単一性の原則を侵害することは合理的ではないと主張し、地区コルホー

ズ・ソフホーズ管理筒という現行の形態は正しさを証明したと解明したd65）。

　ケビンはこの論文において、党機関と初級党組織が経済指導者になりかわってはならない

ことは「公理」であり、党活動を経済機関に対する職務代行に帰着させてはならないとも述

べているq66｝。しかし、地区党委員会と地区生産農業管理周による「分業」関係を、いかに

して現実のものとするかという問題は未解決のままであった。

　そして地区生産農業管理局をめぐる情勢は流動的であった。地区生産農業管理局を「二重

の従属」下におくこと、所有形態の異なるコルホーズとソフホーズの指導には別個の管理機

関を設立すべきことも主張されていたのであり、この二点をめぐっては以後も『コムニス

ト』誌、『ソヴェト園家と法』誌などを舞台に議論が続けられていく〔励。そして、党機関と

農業機関との分業は整序されないままに農業管理機関の体系は60年代末から70年代にはま

たしても頻繁な改組が繰り返されていく。ある研究者の見解によれば、農業への資源配分の

増大にともなって管理機関が叢生したことによって、逆に地区党委員会が唯一の調整力をも

つ管理機関として影響力を強化していくという構図が1二｛i現していくのであるq68｝。しかしも

ちろん、これは別に検討されるべき問題である。
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Районные сельскохозяйственные органы и партийные органы 

в СССР 1962-1965 

Киёхиро МАЦУДО 

Некоторые ученые считают, что партийные органы хрущевского периода, особенно 

после их перестройки по производственному принципу в 1962 году, играли несвойствен

ную себе роль и подменяли хозяйственные органы, прежде всего в отрасли сельского 

хозяйства. Хотя такое суждение нельзя было бы назвать ошибочным, но по крайней 

мере можно оценить как немного одностроннее, так как уже в то время так же была 

проведена перестройка управления сельского хозяйства и последовательно принимались 

меры для укрепления сельскохозяйственных органов. Цель данной работы - исследо

вание вопросов политики по укреплению сельскохозяйственных органов и отношений 

между сельскохозяйственными органами и партийными органами в сельских районах 

в 1962-1965 гг. 
В соответствии с постановлением ноябрьского (1962 года) Пленума ЦК КПСС 

была осуществлена перестройка партийных органов по производственному принципу. 

Сельские районные комитеты КПСС были преобразованы в партийные комитеты про

изводственных управлений. В то же время сельские районы были укрупнены. Таким 

образом, в новых укрупненных сельских районах действовали парткомы производствен

ных управлений и колхозно-совхозные производственные управления, которые были 

созданы немного раньше (в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 22 марта 1962 года "о перестройке управления сельским хозяйством") в каче

стве основного звена для осуществления руководства сельскохозяйственным произ

водством колхозов И совхозов. 

Эта перестройка должна была внести существенные изменения в содержание 

работы парткомов, и в результате чего предполагалось разграничить обязанности между 

парткомом и производственном управлением таким образом, чтобы первый осуществлял 

руководство, а второй - управление. lПтат аппарата производственного управления был 

больше чем в соответственном парткоме. В аппарате производственного управления 

был создан ряд функциональных отделов и групп, а в аппарате парткома производствен

ных управлений были созданы только два отдела - организационный и идеологический. 

Все это должно было создать подходящие условия для разграничения обязанностей 

между ними. 

Однако на практике такое разграничение не было осуществлено. Некоторые парт

комы не имели делового контакта с производственными управлениями. Парткомы не 

знали какие вопросы решают производственные управления, а управления не знали, 

какие вопросы решают парткомы. Отдельные парткомы не отказывались от старых 

методов работы. В ряде случаев парткомы дублировали работу производственных 

управлении. 

Этому было несколько причин. Одна из них, в том что выдвигая задачи парткомам 

как повышение боевитости партийных организаций и поднятие их роли в решении 

хозяйственных задач и т. д., В то же время не определяли четкого разграничения фун-

- 259 -



кциональных обязанностей и ответственностей между парткомом и производственным 

управлением, а также между инспектором-организатором, который является централь

ной фигурой в производственном управлении для работы непосредственно в колхозах 

и совхозах, и инспектором-парторганизатором, который является той же фигурой в 

парткоме производственного управления. Другая причина - "райкомовская психоло
гия", которую считали следствием старой практики секретарей райкомов, которые, 

ощущая слабость бывших сельскохозяйственных органов, брали на себя всех хозяйст

венно-административные заботы. 

Это не трудно понять, если учитывать, что новые партийные органы в основном 

бьши укомплектованы кадрами из бывших сельских райкомов. И кроме этого, парткомы 

производственных управлений осуществляли не только руководство партийными 

организациями колхозов и совхозов, но и выполняли все другие обязанности, которые 

раньше были в зоне ответственности райкомов. Поэтому секретарь, его заместители и 

другие сотрудники парткома владели содержанием и методами работы Рi!Йкома. Таким 

образом, содержание работы парткомов производственных управлений мало чем 

отличались от содержания работы бывших райкомов, а именно такая деятельность 

парткомов подвергалась резкой критике со стороны руководства. 

А только ли сотрудники, раньше работавшие в райкомах, и теперь работающие 

в парткомах производственных управлений, виноваты во всем? Нет, конечно. Централь

ным Комитетом КПСС парткомы производственных управлений были ориентированы 

на то, чтобы не вмешиваться в решение хозяйственных вопросов. Но, в то же время из 

ЦК КП союзных республик, крайкомов и обкомов парткомы производственных управ

лений получали огромное количество письменных и устных указаний о том, чтобы они 

"принимали меры" к решению конкретных хозяйственных, торговых, финансовых, 

заготовительных, транспортных и множества других вопросов. Практика работы 

областных, краевых и республиканских партийных органов подтверждает то, что все 

они относятся к парткомам производственных управлений как к бывшим райкомам 

КПСС 

В такой ситуации принимались меры по улучшению деятельности производствен

ных управлений. Сначала работа инспекторов-организаторов была перестроена по 

отраслевому принципу. Инспектора-организаторы специализировались по определен

ной узкой отрасли хозяйства с учетом их профессиональной подгатовки. Затем в со

ответствии с постановлением Секретариата ЦК КПСС от 19 июня 1964 года "Об укреп
лении производственных колхозно-совхозных управлений, колхозов и совхозов кадрами 

специалистов сельского хозяйства" была проделана определенная работа по укреп

лению руководящими кадрами производственных управлений и значительная работа 

была проведена по укреплению производственных управлений кадрами инспекторов

организаторов. 

Работа по укреплению производственных управлений продолжалась Централь

ными Комитетами КП союзных республик и обкомами даже после того, как Хрущев 

выдвинул предложение в своей Записке в Президиум ЦК КПСС от 18 июля 1964 года о 
ликвидации производственных управлений, предлагая руководить колхозами и совхо

зами непосредственно из областей и краев. Вопрос укреплении производственных 
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управлений кадрами специалистов сельского хозяйства, например, специально обсуж

дался на Секретариате ЦК КП Казахстана 18 августа 1964 года, в результате чего намного 
улучшился качественный состав инспекторов-организаторов. 

После отставки Хрущева начались процессы "дехрущевизации". В соответствии 

с постановлением ноябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС были восстановлены 
единые партийные органы по территориально-производственному принципу. Пар

тийные комитеты производственных управлений были реорганизованы в сельские 

райкомы. Что касается системы сельскохозяйственных органов, то постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 марта 1965 года на Министерство сельского 
хозяйства СССР (которое лишили права руководства колхозами и совхозами постанов

лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 февраля 1961 года) было возложено 
руководство развитием сельского хозяйства и ответственность за состояние сельскохо

зяйственного производства в колхозах и совхозах страны. Это же постановление 

признало необходимым преобразовать производственные управления в районные 

производственные управления сельского хозяйства с заменой в этих управлениях 

должностей инспекторов-организаторов должностями специалистов по отраслям 

сельскохозяйственного производства. 

Вместе с тем, автор считает, что существенных изменений в системе местных 

сельскохозяйственных органов произошло мало, имея в виду ТО, что районные произ

водственные управления сельского хозяйства все еще не находились в подчинении 

исполкомов районных Советов как бывшие производственные управления, и что 

районные производственные управления сельского хозяйства, например в РСФСР, в 

своей деятельности руководствовались Положением о территориальном производствен

!юм колхозно-совхозном управлении от 24 марта 1962 года и т. д. А структура сельского 
райкома включала в себя в основном два отдела - организационный, а также пропаганды 
и агитации. Райкомы не имели сельскохозяйственных отделов. 

Таким образом, в системе сельскохозяйственных органов, по крайней мере в 

системе местных органов, в известной мере видна преемственность. А появилось 

больше, хотя и еще недостаточно, возможностей для разграничения обязанностей 

между партийными и сельскохозяйственными органами. 
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