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やませ被害地域における花ヲ午栽培の発展

一岩手県安代町のリンドウ栽培を事例として一

斎藤　　功

I　はしがき

　東北地方，とくに岩手県は，古来やませの影響

を強く受けてきたところである。領主制と救援体

制の未整備のため，多くの人命が八戸藩や南部藩

で失われた天明の飢饅は，つとに有名である。こ

のような背景の下で名子制度のような賦役をとも

なう特殊な小作関係，階層的互助組織が発達した

のも，北上山地を中心とした限界的農業地域の特

色であろう。

　明治期に入ってからも，やませの影響で水稲栽

培は被害を受けてきた。戦前においては1902（明

治35）年，玉905年，1918年，1934年，1941年，

1945年などの冷害がしられている。戦後において

も1953年の冷害，1976年，1980～82年などの冷害

がしられている。1976年の冷害は，娘の人身売買

が取りざたされた1934年の冷害よりも厳しかった

といわれている（岩手県，1988）。また，日記な

どの古記録で過去の気象を復元した三上（1982）

は，1980年の冷害が天明の飢饅より’も厳しい気象

条件であ．ったと述べている。このように冷害は，

水稲栽培に対する否定的側面，農村の暗い側面を

イメージさせる。

　しかし，冷夏をもたらすやませは，考えように

よっては天然の高冷地を生みだす気侯といえる。

北上山地の伝統的牧畜は，農業生態学的にみて，

稗一麦一大豆の2年3作とともに，禾穀を収穫し

ない草地農業という点でやませに合理的に対処し

た農業といえよう。しかし，米を作りたいという

日本農民の心情は，農業限界地でも開田へと向か

わせたのである。『水稲地帯別生産力図説』によ

れば，1960年当時岩手県では耐冷品種の藤坂5号，

トワダ，チョウカイ等が作付けされていたことが

わかる（農林省統計調査部，1962）。しかし，米

の減反政策，オイルショック，東北自動車道の北

進と全線開通などの社会変化は，やませのもつ否

定的側面の見直しを迫っているように思われる。

事実，岩手県では水稲の品種が多収穫から高品質

へ移ったことに加え，冷夏を長野県の高冷地と同

様な気侯環境と積極的に評価し，かつて長野県等

で行われていた夏野菜や花卉を導入し，その栽培

に特化する町村が表れてきた。本稿では，このよ

うな事例として安代町のリンドウ栽培の展開を取

り上げ；その生産構造を分析することによって，

背景にあるやませの積極的側面を評価したい。

　調査地域の安代町は岩手県の最北西部に位置

し，1956年荒沢村と田山村が合併して成立した自

治体である。荒沢村と田山村は，太平洋側と日本

海側との分水嶺を挟んで貝梨峠で結ばれている。

それは，馬淵川の支流，安比川水系に属する荒沢

村が明治8年荒屋村と浅沢村が合併してできた村

であり，米代川水系に属する田山村が明治9年青

森県から岩手県に移管された村だからである。

皿　冷夏を溝用する夏野菜生産と花卉栽培

　皿一1　冷審の地域的差異

　やませによる水稲の低温被害といっても，その

強度と地域的影響力は異なる。1934年の冷害は，

山形県の最上町や小国村にまで大きな影響を及ぼ

した。ま牟，三陸海岸部や北上山地の村々では，
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稗飯や粥ばかりでなく木の実や草の根まで食べた

という（中央食糧協会，1944）。また，やませの

被害が海岸部に偏ったり，内陸部に偏ったりする

こともある。

　やませの低温被害の地域的差異をみるために，

1980年の水稲の作況指数1）を示したが第1図であ

る。岩手県の平均作況指数は，60であったが，地

域的差異が激しいものであった。譜代村，田野畑

村，田老町は収穫無しのO，大野から久慈を通り

釜石までの九戸郡，下閉伊郡の三陸海岸部は1～

8，馬淵川水系の二戸郡および北上山地の葛巻町，

岩泉町，新里村でもほぼ同様の状況であった。一

方，平均作況指数を上回ったのは，北上川流域の

平野部，とくに南部で高かった。一方，これを取

り巻く山麓部では，標高の上昇とともに作柄は低

下するので，平均以下となった。この1980年の冷

害は，海岸部や北上山地で厳しいので，1934年の

大冷害と同じ傾向をもつ典型的なやませ冷害とい

えよう。この年本稿で扱う安代町の作況指数は，

9であった。安代町の旧田山村は米代川水系に属

するものの，貝梨峠が標高350mであるので，低

温の移入霧が容易に越え，安比川流域と同様な低
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第1図：水稲の作況指数一！980年一

岩手県農政部の資料による

温障害を発生させるのである。

　しかし，作況指数を年次的にみると安代町が

1969年から1988年20年聞に岩手県平均のそれを越

えたのが10回あり，僅かしか違いないのも8回存

在する。したがって，大きな差はユO年に1回で，

それは低温被害年の頻度より少ない。このことが，

全体的に戦後においても水稲作に指向した開田に

向かわせた（元木，1976）と思われる。しかも，

標高の高いところや条件のよくないところで闘田

は行われたので，開田率が高いほど水田の作況指

数は低いという（元木，1979）。

　皿一2　夏秋野菜の指定産地

　一般に，露地野菜は，その成育期間に台風や早

魅，病虫害等の影響を受けるため価格変動が激し

い。農林省は野菜の価格安定と安定出荷を求め，

野菜生産出荷安定法を制定し，1966年から大衆野

菜の「指定産地」を指定した。指定野菜はダイコ

ン，白菜，キャベッなど一般家庭で消費されるも

ので，スイカやメロン等の賛沢野菜は含まれない。

岩手県では冷涼な夏に露地で栽培され，夏および

秋に生産。出荷される夏野菜や夏秋野菜の栽培が

多い。

　夏秋キュウリは高知や宮崎等の南海地方の冬春

キュウリ，埼玉県の初夏キュウリの後を受け，福

島県の岩瀬地方で産地形成がなされたものである

（坂本，1974）。岩手県の夏キュウリの産地は，

1970年に「岩手中央」「花北」が指定され，つい

で「胆江」「一関」「八幡平」と北上川流域に展開

し，「三陸ゴ陸中」「宮古」の海岸部と「笛吹」「和

賀」の内陸部に進み，ほぼ全県に波及した（第2

図）。夏秋キュウリは，今日の東北自動車道沿い

に北進し，1975年当時すでに秋田県の鹿角地方で

も栽培されていた。夏秋トマトも福島県の会津地

方から北進したもので，岩手県では1970年の「岩

手中央」「花北」の指定から「胆江」「一関」へと

北上川流域に展開した。さらに，夏秋ピーマンは

新しいものであるが，1980年以後「胆沢」「紫波」

「花巻」「和賀川」「江刺」「姫神」が指定された。

このように果菜類の指定産地は北上川流域を中心
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第2図：夏秋野菜の指定産地の分布

岩手県農政部畑作振興課の資料による

に展開したといえよう。

　一方，夏秋キャベツは，葛巻，岩手，浄法寺，

一戸，安代からなる「いわて」が1975年に指定さ

れたのみである。ところで岩手県の夏秋キャベッ

は，嬬恋村のキャベッが東京市場でもてはやされ

る前の，戦前「南部かんらん」として独占的地位

を占めていたのである。すなわち，岩手県の国鉄

駅から半径5kmの範囲が「南部かんらん」の産

地であった。それはキャベツが，鉄道駅まで荷馬

車で運ばれたからであるという（川本，！959）。

しかしこれら「南部かんらん」の移出業者が，戦

後の野菜の指定産地指定以前にレタス，短根ニン

ジン等県内産地の育成の先鞭をつけたという（岩

手県農業試験場，1979）。

　夏秋キャベより盛んな葉菜は夏秋レタスであ

る。岩手県農業試験場の高冷地分場のある「奥中

山」をはじめ，「奥羽」「はやちね」「雪谷川」「岩

手高原」という北上山地等の高冷地が指定されて

いる（第2図）。しかし，東京市場で最も有名な

のは，ホウレンソウである。ホウレンソウは，「冬

春ホーレンソウ」といっても主力は夏どりのホウ

レンソウである。やませの影響を強くうける久慈

市や大野村等からなる「久慈」で始まったホウレ

ンソウ栽培は「遠野」「西根」「北岩手」「雫石」

へと伝播した。雨滴の跳ね返りを避けるため，簡

易ビニールハウスで栽培するホウレンソウの雨よ

け栽培は，低農薬作物である上，品質の向上につ

ながったので市場で好評を博している。

　さらに，根菜類ではニンジンとダイコンがある

が，ここではダイコンを取り上げよう。夏ダイコ

ンは「はやちね」（林，1991参照）「たのはた」「北

岩手」「北三陸」「盛岡西部」で北上山地を中心に

冷害を強くうける地域と一致するからである。筆

者も先に岩手県を含め夏ダイコンの栽培地域が，

ほぼ長野県の高冷地を含む日本のブナ帯に一致す

ることを明らかにした（斎藤，1982）。

　以上のように岩手県で栽培されている夏秋野菜

は，基本的には長野県等の中央高地で栽培されて

きた露地作物であり，それが岩手県の標高300㎜

以上のブナ帯およびそれ以下でもやませの影響で

ブナ帯とほぼ同様な環境が作りだされる地域で栽

培されているといえよう（斎藤，1984）。

　また，岩手県の夏野菜は，多種類であるが，産

地の規模が長野県や群馬県に比べると小さいとい

える。つまり，一つの指定産地が多くの市町村か

らなっており，それぞれの市町村の栽培面積は少

ない場合が多い。だから，岩手県の夏野菜の指定

産地は，小規模産地の集合体ということができよ

う。したがって，本研究で対象とする安代町も夏

秋キュウリの「二戸一，夏秋レタスの「岩手高原」，

夏秋キャベツの「いわて」の指定産地の一部を構

成しているが，栽培面積はレタスを除き少ない。
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　皿一3。リンドウ栽培の展開

　夏野菜と同じく，冷夏を活用した花舟生産にリ

ンドウ栽培がある。1965年当時の岩手県のリンド

ウ栽培面積はO．6haで，それは雫石町で山取株が

栽培されたことに始まる。1972年ρ『岩手の園芸』

によれば，「最近では実生からの栽培が容易になっ

たため，2～3年前から県内各地に広がりつつあ

る。栽培面積はまだ10haに満たない程度である

が，数年後にはもっと大きな生産額を占めるよう

になる」と予測している（岩手県，！973）。事実，

1975年17ha，1980年90ha，1985年！42ha，1989年

265haと大きく面積を伸ばしてきた。このような

急速な増加の背景には，1976年，1980－82年の冷・

害があった。すなわち，リンドウは冷害年でも稲

作のように収穫量の減少がみられず，露地で栽培

されるため水田の転作作物として適していたので

ある。1988年のリンドウ転作実績は234haに及ん

だ。市町村別では安代町（76．4ha）を第一とし，

沢内（26．術a），石鳥谷（26．5ha），衣川（17．5ha），

雫石（10．6ha）の町村が主なものである。

　このような岩手県のリンドウ栽培の急成長は，

山取りのリンドウを農業経営で栽培できないか

と，努力を重ねた先覚者である岩手県農業試験場

の吉池場長に負うところが大きい。彼は岩手県の

松尾鉱山付近，玉山村外山付近および松尾村竜ケ

森付近に自生していたエゾリンドウを育種し，

1973年にリンドウの中生種「いわて」を作出した

（吉池，1984）。この品種は，1975年の冷害の年

にも作柄が良かったので農家に普及した。そして

作型の多様化という農家の要請に答え，1983年に

リンドウの早生種「イーハトーヴォ」および晩生

種「ジョバンニ」作出したのである。冷害の多発

とリンドウの早生種，中生種，晩生種がそろった

ことが，農家でのリンドウ栽培面積を増大させた。

その結果，1985年には岩手県がリンドウ栽培の先

進地である長野県を凌駕し，全国一のリンドウ産

地になった。すなわち，リンドウの栽培面積は，

1980年長野県と岩手県でそれぞれ165ha，102ha

で，全国の70％を占めていたが，1984年には両県

のそれは139ha，130haと接近し，1985年にはそ

出
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第3図：東京市場における岩手県のリンドウ

　　　　の月別シェアー一1989年一

東京都（玉990）：「平成元年東京都中央卸売市場

　　　　　　　年報一花き編一」による

れは136ha，！42haとなり，両者の地位が逆転した。

　第3図は1989年の東京中央卸売市場2）における

岩手県のリンドウの地位をみたものである。　そ

れによると，岩手県は8・9月が申心であるが，

前述の早生種，中生種，晩生種の採用によって作

型が6月～11月と長期化する傾向がある。しかも，

岩手県はリンドウの需要のピーク，お盆と彼岸の

ある8．9月で断然長野県をリードしている。し

かし，早期栽培は，リンドウの先進的地である長

野県（太田，1979）の方が進んでいるといえる。

このことは，岩手県がリンドウ産地としては若く，

長野県ほど成熟していないことを意味するもので

ある。以下，岩手県のなかでも最大のリンドウ産

地である安代町を事例に産地形成と生産構造の様

相をみよう。

皿　安代町におけるリンドウ栽培の展開

　皿一1　伝統的農業とその変化

　ここではまずリンドウ導入以前の安代町の農業

の状況をみよう。1960年の農林業センサスによれ

ば，水稲451haを基本としながらも麦42鮎a，大

豆221ha，稗233ha栽培されていたのであるから，

当時北上山地を特徴づけた2年3作の作付体系が

維持されていたといえよう。このことは，戦前安
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代町石上集落の大屋斎藤家を詳細に調査し，「南

部二戸郡石上村における家族制度と名子制度」を

著した有賀が，戦後追跡調査をして名子制度は崩

壊しているが，土地利用的には2年3作と家畜飼

育が重要な農業活動となっていると報告している

こと（有賀，1967）に一致するものであろう。

　一方，畑作を特徴づける葉タバコの生産は，戦

後浄法寺町から伝わったが，1955年には28戸の農

家が約10aずつ栽培していた。タバコの栽培面積3）

は，栽培農家の増加とともに増大し，1965年には

501戸の農家が平均20a，全体で104ha栽培してい

た。この時点でタバコ栽培は，米，畜産とともに

安代町の農業を支える3本柱の一つとなった。そ

の後，栽培面積はほとんど変化していないが，栽

培農家は減少し，1985年210戸となった。このよ

うな工芸作物の一つにビート（砂糖ダイコン）が

存在した。1964年の町勢要覧によると46．3haの

ビートが栽培されていたが，その後統計には全然

表れない。ビートはフジ製糖の青森工場が操業し，

1961年以後契約栽培で面積，収量とも増加した農

作物である。しかし，1964年の「粗糖の貿易の自

由化」で会社は打撃を受け，1967年に工場が閉鎖

されてしまった。ここに，加エトマトの栽培と同

様（上木原，1991参照），農産加工資本におどら

された農業限界地の姿が表れているように思われ

る。しかし，県は翌年ビートの転換方針をあげ，

畜産，園芸を推奨した。

　前述のように安代町は，園芸農業では夏秋キュ

ウリ，夏秋キャベツ，夏秋レタスの指定産地となっ

ているが，1985年の栽培面積はそれぞれ　3，5，

47haで，レタス以外はみるべき成果があがって

いない。しかし，町勢要覧によればキャベツは

1957年に39．1ha，1964年に99．3ha栽培されてい

た。ダイコンも1964年に129．4ha栽培されていた。

このことは野莱栽培においては連作障害などの忌

地現象の存在がこの減少をもたらしたことを意味

するものであろう。

　家畜飼養をみると岩手県同様安代町においても

戦後，馬から牛に変わったことに特徴がある。す

なわち，1950年に馬，乳牛，役肉牛はそれぞれ

L024，！！，277頭であったが，1970年には，54，

659，866頭となった。酪農は戦後の近代農業の旗

手として登場したもので，1970年には205戸によっ

て平均3頭強飼育されていたが，！985年には45戸

の酪農家が414頭の乳牛を飼育するに過ぎなく

なった。馬と乳牛の減少を相殺して増加したのが

肉用牛である。1965年には561戸によって平均115

頭強飼育されていたが，1985年には201戸の農家

によって！，675頭の肉牛が飼育されるまでになっ

た。安代町で飼育されている肉牛は，褐毛の南部

短角種である。南部短角は，粗食で放牧に適する。

かつての馬産地であった岩手県には多くの放牧地

が存在した。安代町においても七時雨の臼ヨ代平牧

場をはじめ，七時雨牧場，安比放牧場，上平放牧

場，大沢放牧場などがある。南部短角牛は夏山冬

里方式で飼育されるので，花卉。野菜等の営農と

競合するものではない。一方，家畜飼育頭数の増

大は，牧草の栽培面積を増大させた。すなわち，

1988年転作だけでもエ00haの飼料作物が栽培され

ている。この面積は以下述べるリンドウの

76．4haを凌駕するものである。

　皿一2，リンドウの導入と栽培の確立

　安代町のリンドウ栽培は，1971年に始まった。

4Hクラブ員の農業後継者22人が山野に自生する

リンドウを植え，盛岡に出荷したところ，好評を

えた。翌年リンドウ栽培に組織的に取り組み，安

代町農業協同組合に花卉園芸生産部会が結成され

た。このときリンドウの栽培面積は，118haで部

会員数は22名であった。その後の安代町における

リンドウの栽培面積の推移を示したのが，第4図

である。それによるとリンドウの栽培面積は1976

年の冷害，1980～82年の冷害後に栽培戸数ととも

に伸びていることがわかる。すなわち，！977年に

16．5ha，1983年に39haと増加し，1989年には

71haまでになった。栽培面積の増大とともに，

1戸当たりのリンドウ栽培面積が，！973年には

10a，1977年には20a，1982年には30a，！988年に

は39aと増大した。このようなリンドウ栽培への

専門化は，専業農家を生みだすとともに，出稼ぎ
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者数4）を1973年の828人から1989年の335人へと大

幅に減少させた。

　安代町のリンドウは転作作目として水田で栽培

される。1985年から，リンドウの水田転作面積の

方が農協の資料に基づくリンドウの栽培面積より

多くなる傾向がある。それは前述のように，リン

ドウは出荷できるようになるまで，2年かかり，

栽培面積の15％前後が，未成園であるからである

（なお，リンドウの栽培面積の数値は様々である

が，概して東北農政局岩手統計情報事務所のデー

タが実態に近いと思われる）。

　安代町は，1985年にリンドウの日本一の産地と

なり，朝日農業賞を受賞した。このリンドウ栽培

の発展は，地元農協ばかりでなく，農業改良普及

所，岩手県園芸試験場など官民一体となった協力

体制があった。つまり，安代町は岩手県で試作し

たリンドウ晶種の実験農場として，岩手県におけ

るリンドウ栽培の模範となってきたからである。

　一方，農業協同組合の花卉園芸生産部会は，産

地の維持と品質の保持に多大の努力を払ってい

る。それは部会員の栽培するリンドウは，育苗セ

ンターで成長した苗が供給され，品種の統一に努

めている。また，新規にリンドウ栽培に参入する

には，最低15aのリンドウを栽培し，家族構成，

経営能力など部会役員の審査を受けなければなら

ない。

　90
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第4図：安代町におけるリンドウ栽培面積と

　　　　出稼ぎ者数の推移

花卉栽培面積は，安代町農業協同組合の資料によ
る。

岩手県：水田農業確立対策市町村別実績，各年度

　　　岩手県における出稼ぎの実態

　ところでリンドゥは，植え付けてから2年間は

収穫できない。つまり，リンドウの種子はまず農

協の共同育苗圃で3月10日頃箱に播種される。こ

れは5月10～6月10日頃に株間を広げるため移植

される。！0月初旬に堀上げて，各農家の圃場に

10a当たり約8，OOO株が定植される。これは雪の

下で越冬し，春に芽を出して成長するが，薬剤散

布や草取りをするものの，切花にしない5）。秋に

分薬した枝が枯れたら，切って整備する。同様な

手続きでリンドウは3年目から切花にされる。一

株から3～5本，10a当たり約30，OOO本の切花が

採取される。切花は10本一束にされ，Lサイズは

100本，Mサイズは150本，Sサイズは200本でダ

ンボールに詰められる。

　第5図はリンドウの旬別出荷量を示したもので

ある。それによると8と9月に集中しているもの

の作型が多様化した結果，出荷期の長期化がみら

れる。一般に，出荷期は早生種で7月20～8月25

日，中生種で8月25日～9月10日，晩生種で9月

15日～9月30日であり，出荷先は東京を中心とす

る関東が50％，近畿が25％，東海が12．5％とほぼ

全国にわたる。なお，長野県の地位低下とともに

花卉市場も安代町にリンドウを出荷するようとの
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要請が強いという。安代町は市場内の有力会杜と

取引しているので，今後ともリンドウの生産量を

増大させるとともに，価格にも恵まれるといえよ

う。今後は，石鳥谷のような岩手県内のリンドウ

産地と出荷市場等についての調整が必要となろ

う。

　一方，ビニールハウスで栽培される宿根カスミ

草が導入され，1989年6．Ohaとなった。この宿

根カスミ草を含む花卉の農業生産所得は，1988年

6億円となり，米を追越し，第1位となった。

1990年はリンドウー本約50円と高価格であったの

で，今後リンドウの栽培面積が一層増加する趨勢

にあると思われる。

　皿一3　リンドウ栽堵の地域的展開

　1973年にリンドウ栽培を開始した22人ぽ，細野，

苗代沢，五日市（それぞれ5人），新町，小屋畑（そ

れぞれ2人），切通（1人）の人びとであった。

第6図は，1984年および1989年の地区別リンドウ

栽培面積を示したものである。それによるといず

れの地区においてもリンドウの栽培面積は増加し

ている。面積的には切通，細野，苗代沢，栗木田，

松木田，杉沢の順であるが，全体的にみると旧田

山村の方が大きい。また，5年間に2倍以上に増

加したのは，切通，五日市，新町，松木田，栗木

田であり，2倍近いのが苗代沢，細野地区であり，

2倍に達しないのは佐比内，杉沢，小屋畑の3地

区のみである。

　リンドウの栽培面積が大きい集落は，安比川上

流の細野や米代川の上流集落のように，河川の上

流部に位置する。これは標高が高く冷害を受け易

い河川の上流部で，水田の転作としてのリンドウ

栽培が普及した結果といえよう。安代町で下流部

にあたる石神などでは河岸段丘の畑地にタバコが

栽培されるので，リンドウの普及率も低い。また，

リンドウの地区別栽培面積が大きい程，リンドウ

栽培者の数が多い傾向がある。したがって，リン

ドウ栽培面積の増加率が高い地区程，栽培者数の

増加が多かったといえよう。このことは逆に面積

の増大が少ない地区程，リンドウ栽培が早く普及

したとも考えられる。

　リンドウ栽培の普及には，農協が設置したリン

ドウの共同育苗圃の存在が挙げられる。共同育苗

圃は安代町に4カ所（横間と日影の旧荒屋村9

haと苗代沢と佐比内の旧田山村6ha）ある。こ

こで，早生種，申生種，晩生種のリンドウが育苗

され，リンドウ栽培農家に配付される。農業協同

組合から新たにリンドウ栽培に参入しようとする

ものは，ここでそれぞれの品種5a分づつの苗が

配分され，最初から15aを栽培することになる。

この共同育苗圃の存在によって品質の統一が計ら

れ，共同販売の成果があがることとなる。なお，

共同育苗圃は，つねに健苗を育成するため2～3

年毎に移動する。

　安代町のリンドウ栽培農家は平均30a，10万本

の切花を目標としている。リンドウの切花は1本

40円前後で販売されるので，ユOa当たり，120～

150万円の粗収入になる。これは，労働力はかか

るものの米の収入の7～10倍になる。したがって，

労働力が許す限り，リンドウを栽培しようとする

農家が表れてくる。家族経営での最高限界は50a，

15万本の切花といわれているが，最高1．5ha，45

万本の切花をする農家がある。

　安代町ではリンドウは荒屋新町の水田というよ

りは，周辺部の水田で栽培される傾向がある。旧

安代町の細野，松木田，旧圧1山村の苗代沢，切通，

杉沢等である。景観的にみると，田山村の苗代沢

では水田の3分の1，切り通しでは3分の！，杉

沢では4分の3がリンドウ畑に転用されていると

いえよう。

M　杉沢集落におけるリンドウの導入と農業構造

　　の変化

　v－1　リンドウの導入と栽培の確立

　杉沢集落の位置する旧田山村は米代川水系にあ

るにもかかわらず，分水嶺が海抜350mという位

置にあるため，やませの冷気流が流入し，滞留す

ることとなる。したがって，馬淵川の支流安比川

流域の荒屋新町同様，やませの影響を強く受け冷

害におそわれる。田山村の申心集落田山から東北
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東へ3km入った標高350㎜前後の谷合に開かれた

山村である杉沢もそのような集落の一つである。

集落の経済基盤は，米代川の支流大沢と東沢に開

かれた水田と山裾に開かれた僅かな畑地およびそ

れを取り巻く山林である。したがって，水稲と雑穀

を中心とした農業に加え肉牛飼育および炭焼き6）

に依存してきた。この集落には名子制度は存在し

なかった。しかし，高村と墨山の2つの姓から成

立しているので，本家と分家の違いはあったが，

現在，その名残を土地所有にみい出すことはでき

ない。

　この集落に初めてリンドウが導入されたのは，

安代町にリンドウが導入された翌年の1973年のこ

とである。この年，若手農業者5人が，10aづつ

リンドウを栽培した。当時，この集落ではほとん

どの農家が憤生産のために南部短角牛あるいは乳

牛を2～3頭飼育していたが，出稼ぎに支障のな

い新たな商品作物が摸索されていた。花卉のリン

ドウ栽培に踏み切ったのは，土地所有面積が比較

的大きく，農業で生きて行かなければならない昭

和2桁世代の30代の人たちであった（第1表）。

これらの農家の家族構成をみると，現在は隠居し

ているが，リンドウ導入時には3世代揃っていた

農家が多かった。現在でも南部短角牛を飼ってい

る2軒もこの層であり，彼らが小杉集落における

農業活動の申核部分を成しているといえよう。

　リンドウ価格の上昇とともに畜産に力を注いで

いた人々も3～5年遅れてリンドウ栽培に参入し

た。この第2期の参入者は5軒あり，世帯主が全

て1934年以前生まれの人たちである。しかも，現

在この層には農業後継者もいる者が多く，一端リ

ンドウ栽培を始めると1983年の早生・晩生種の開

発とともに，規模拡大に積極的に取り組んだ農家

層であるといえよう。一方，1983年以後の第3期

の新しい参入者は3人である。この層は家族数が

少ないという特徴がある。

　さらに，リンドウ栽培を取り入れていないのは，

2軒である。一人は，世帯主夫婦で営林署勤務で

第1表：杉沢集落における農家別リンドウ導入年度と農業経営

農家　リンドウ　水田　　畑地　　水稲

番号　導入年　　面積　　面積　　面積

りンドウ

面積

山林　　肉牛　　家族構成（生年）

面積　　頭数　　一玉934　1935一

1973

1973

1973

1973

1973

260a

136

110

103

39

112a

231

84

89

58

40a

50

20

40

70

　70a
　75

　75

＊50

　50

1140a

2960

1000

470

790

玉0

7

　　　騒㊧☆☆

s□O麗㊧回○☆☆

S□○M麗㊧☆

S口　M圏㊧

　　　騒㊧回◎☆☆

6
7
8
9

10

1975

1976

1977

1978

1980

103

109

85

71

64

90

69

53

21

！5

25

10

5

　100
K＊100

K　55
K＊20
　　60

500

830

630

570

1000

S圏⑬M騒◎☆☆

○騒㊧M麗◎☆☆☆

○観㊧M騒◎☆☆

S麗㊧

M麗㊧

11　　　　1986　　　　　　95　　　　　53　　　　　ユ0

12　　　　1987　　　　　55　　　　　55　　　　　37

13　　　ユ988　　　　　　　　　　　　　一

K　45
＊25

　　40

570　　一　　　　○麗◎0

620　　－　　　　O麗㊧

570　　一　　　麗⑬

14　　　　　－　　　　　　　27a　　　　569a　　　　10a

15　　　　　－　　　　　　　55　　　　　10　　　　　50

一　　　　　490a　　　　－　　　　s姜姜霧○M回（）☆☆

一　　　g0　　　一　　　　㊧回◎○☆☆

Kカスミ草栽培者　＊水田借用者　S樺太出稼ぎ経験者　M冬季出稼ぎ

口男　　O女　　麗㊧農業　回◎通勤　□○家事手伝（老人）　☆生徒 ☆子供

農家台帳および聞き取りにより作成
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あり，一人は最近まで大規模に南部短角の肥育を

やっていた人である。

　第1表により農家別にリンドウ栽培規模をみる

と，小杉集落はリンドウ栽培面積の方が水稲収穫

面積より多く，花卉栽培に専門化した集落である

ことがわかる。リンドウは3～5年採花すると草

生が悪くなる。そこでリンドウ栽培圃場は，移動

させなければならない。経営耕地が大きければ自

家水田の輸作でリンドウ栽培圃場の確保が可能で

あるが，たとえ水田が十分あったとしても，1品

種最低ユ5a栽培しているので，水田の交換利用や

借用もある。この場合は，ユOa当たり転作奨励金

2万円を上乗せする。水田面積が狭い場合には，

規模拡大のため他の農家から借地しなければなら

ない。この農家は8軒あるが，この場合は，借地

料に転作奨励金2万円を上乗せして支払われる。

杉沢のリンドウ栽培区域は，ほぼ土地利用図の範

囲内であるが，下流の農家が杉沢の領域に水田を

持っている場合があるので，リンドウ栽培は杉沢

集落だけで完結しているわけではない。

　M－2　杉沢集落の土地利用

　第7図は，杉沢集落の土地利用状況を示したも

のである。杉沢集落は！990年7月初旬に訪れたが，

土地利用調査はユ990年！0月23・24日に実施した。

それによると土地利用図からもリンドウ栽培は，

農業活動の中心になっていることが確認された。

杉沢集落では1976～78年に水田の基盤整備が行わ

れたため，沢筋の水田にもかかわらず1筆の区画

が比較的広い。リンドウは屋敷周りの耕地を除き，

収穫が終わっていたので，農家の方々はリンドウ

の定植や枝の整理に追われていた。

　リンドウは少し高い80cm幅の畝に定植される。

畝の端に片側2本の杭を立てて針金を張る。その

間にビニールパイプのポールを立て，3段にネッ

トを張る。このネットはリンドウが倒覆しないよ

うに，成長に合わせて枝を支えるためのものであ

る。ポールとネットは購入するが，両端の杭は，

1954年にかつての共有の採草地が開放され7），個

人に分割された山に植林されたカラマツの木を

切って使用される。平均6～8haに及ぶこの山

林が存在することも，河川の上流部でリンドウ栽

培が多い要因の一つといえよう。

　リンドウ，水稲についで多いのが，牧草である。

牧草は転作田と集落の外れの畑地に栽培されてい

る。現在，南部短角種は土地利用図の北東にある

大沢の上流部にある町営の大沢牧野に放牧されて

いる。したがって，水田に転作として栽培されて

いる牧草は，干草とされ冬季の飼料として利用さ

れるので，オーチャード，チモシー，クローバー

等の混播牧草である。集落の外れの牧草地の多く

は，かつて肥育を大規模にやつていた農家番号14

が持っていたが，現在は田山で南部短角牛を肥育

している農家に貸している（賃貸料はとっていな

いということであった）。一方，杉沢の奥にある

牧草地は荒地化していた。それは，リンドウの採

花期が干草の造成期と一致したので，リンドウ栽

培の規模拡大とともに家畜が次第に手放された結

果である。さらに，水田の休耕地は主にアプロー

チの困難な端に存在するが，水田の中にも存在す

ることがある。後者はリンドウが栽培された後の

休耕地と考えられる。リンドウ栽培への専門化に

よってリンドウ圃場，水稲との輸作周期は短く

なっているという。

　土地利用図の南西部の河岸段丘にあるタバコ畑

は下流の集落の農家の耕地であった。この集落の

畑地は元来少ないのであるが，ソバや家庭菜園と

してダイコン等が僅かに栽培されているに過ぎ

ず，全体として荒地化が目だった。また，畑地に

はカスミ草が栽培されているビニールハウスが存

在したが，それ程力が入れられているとは思われ

なかった。

　周囲の山林は，カラマッの植林が多いことから，

かつては炭焼きを行った雑木山であったと思われ

る。

　M－3　農外就労と出稼ぎ

　杉沢集落における農業以外の就業状態をみる

と，夫婦の共稼ぎが2軒，存在する。リンドウを

栽培している農家番号5は農協へ，リンドウを栽
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第7図：杉沢集落の土地利用一ユ990年10月一

　　　　実態調査（1990年10月23・2畑）による

培していない農家番号15は営林署と地元に深く関

係する就業先であるといえよう。また，この集落

では女性（嫁）の町内就業者が5人いる。田山の

縫製工場や靴工場，および五日市のかっぱ製造の

化学工場である。したがって，杉沢集落の半数近

くの主婦は農外就労していることになる。この5

人の主婦の主人うち，2人は，牧場の管理人と周

年出稼ぎに出ているので，見掛け上，4軒の農家

が共稼ぎしていることになる（第1表参照）。

　冬季に2m近い積雪のある杉沢においては冬季

出稼ぎの伝統があった。リンドウ栽培への特化し

ている現在でも，世帯主の6人が冬季出稼ぎに出

ているのである。出稼ぎ先は主に土建業である。

建設関係の労務は，人手不足のため売手市場であ

るが，杉沢の人たちは決まった東京，千葉等の就

業先に10月末から4月初めまで勤める。ここには，

安代町南部の細野集落のような安比高原のスキー

場開発による影響（呉羽，199ユ）は，ほとんど及

んでいない。

　ところで，杉沢の戦前の伝統的出稼ぎは，外地

への出稼ぎに特徴があった。すなわち，農作業の

終わった11月初めから3月一杯まで樺太や満州で

造材に従事したのである。樺太へは汽車で稚内ま

で行き，そこから船で大泊までいった。そこで王

子製紙や日本人絹の下請けの造材会社の飯場で働

いた。造材とはエゾマツやトドマツを伐採し，堰

をつくってテッポウで流す重労働であった。賃金

は安かったが，この集落の人は15才くらいからは
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そこで働くものと決まっていたという。だから現

在でもそれに従事した明治，大正生まれの人が6

人存在する。これは，戦前秋田県の海岸部では日

魯漁業など北洋への出稼ぎが多かった（斎藤，

1972）が，内陸部では造林に従事したものが多かっ

た（野添，1972）ことに対応するものであろう。

　以上のように杉沢集落は，リンドウ栽培の発展

により家畜が減少し，これが主婦の通勤兼業を生

みだした。しかし，冬季出稼ぎは職種が変わった

とはいえ，現在まで行われているので，リンドウ

栽培の発展も，杉沢集落の農業構造を根本的に変

えるには至っていないといえよう。

V　むすび

　岩手県の北部は，水稲の作況指数にみられるよ

うに，北上山地とともにやませによる冷害を強く

受けてきたところである。しかし，その冷夏を積

極的に活用してレタス，ホウレンソウのような夏

野菜や夏秋野菜の産地が農林省の指定産地制度に

支えられ，形成されつつある。

　本稿で取り上げたリンドウ栽培も正にそのよう

な花卉といえよう。リンドウは減反政策のなかで，

転作作目に適していた上，冷害に強く，価格も良

かったので，栽培面積を急速に伸ばした。岩手県

は，1985年に先進的産地であった長野県を追い抜

き，リンドウの日本一の産地となった。岩手県で

の最大の産地が岩手県の北西端にある安代町であ

る。

　安代町のリンドウ栽培は，生産者，農業協同組

合，行政と一体となって産地形成を計ってきた。

岩手県農業試験場でのリンドウの中性種「いわて」

の作出をはじめ，早生種「イーハトーヴォ」，晩

生種「ジョバンニ」の作出が，栽培期闘の長期化，

栽培面積の拡大につながった。また，共同育苗圃

の設置による品種の統一，共同出荷による品質の

維持により，花卉市場での評価も高い。農業粗生

産額においてもリンドウを中心とする花舟は，

1988年，伝統的な農産物である米，畜産，タバコ

を追い抜き第一位となった。

　リンドウは転作田に栽培されるので，水稲の作

況指数の低い河川上流部の山村での栽培面積が多

い傾向がある。リンドウは2年間にわたる苗造り，

最低3年間の切花を行うので5～7年間同一圃場

を占めることになる（ユOa当たりの切花本数は平

均30，OOO本である）。しかし，5年を過ぎると草

勢が悪くなるので，新しい圃場を求め水田を移動

しなければならない。したがって，水田の少ない

山村ではリンドウ栽培の規模拡大とともに，リン

ドウ圃場にするための水田の賃貸関係が普通にみ

られるようになった。リンドウの切花は，一本30

～50円するので，10a当たりの粗収入は水稲の5

～亙0倍になる。したがって，リンドウ栽培農家は，

家族労働の許すかぎり栽培面積を増加させようと

する。その結果，杉山集落でみたように，水稲は

飯米確保程度しか栽培されなくなる傾向がある。

　リンドウ栽培の発展により出稼ぎ者数は，減少

したものの，出稼ぎは存続している。冬季に2m

近い積雪があるため，家畜の世話を除き，農作業

ができない。したがって，戦前の樺太を中心とす

る外地への造材労務が高度成長期に東京を中心と

する建設業へ変わったとはいえ，出稼ぎは杉沢集

落のように，現在まで存続しているのである。

　リンドウ栽培の発展は，家畜数を減少させた結

果，主婦の農外就労を析出させたが，出稼ぎが存

続していることにみられるように，農業構造を根

本的に変えるものではなかったといえよう。

　本稿の調査に当たり岩手県畑作振興諜をはじめ農政部の方々およびに経済連の方々にお世話になった。

また，現地では安代町役場の香川　豊，同農協の小笠原文男氏，また高村親宣氏をはじめとする杉沢集落

の人々の協力をえた。なお，本調査に文部省科学研究費一般研究C「野菜F互品種の空間的拡散に関する

計量的・地域生態論的研究」02680工90（代表　斎藤　功）の一部を使用した。地図のトレースは筑波大学

地球科学系の宮坂和人氏にお願いした。記して感謝する次第である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註

1）稲作の作況指数とは，当該年度の10a当たり実収量を，10a当たり平年収量で割って百分率で表示し

　　たものである．なお，当該年度の平均収量とは昭和45年度以降の過年度の10a当たりの各年実績を重

　　回帰式で求めたものである．

2）！988年4月に開業した東京卸売市場（北足立市場）は，ユ989年生花を扱う大森園芸等の31の東京都の

　地方卸売市場を含めたリンドウ取扱量の14，3％を占めるにすぎない．しかし，それは東京市場に集ま

　　る生花の傾向をみるのに，大きな違いはないと思われる．

3）タバコの栽培面積は，町勢要覧の数字の方が大きい．たとえば，1960年のセンサスではタバコ栽培面

　積2ユha，栽培戸数152であるが，町勢要覧ではそれぞれ45．8ha，292戸となっている．

4）この出稼ぎ者数は互助合加入者の数値である．例えば，ユ980年の互助合加入出稼ぎ者数は548人であっ

　　たが，職安を通した出稼ぎ者数は700人でこの数値より多い．また，職安を通さない出稼ぎ者数はもっ

　　と多いといわれている．

5）リンドウは農業協同組合の共同育苗圃で育てた菌を秋に定植する．翌年の2年目は草勢を強くするた

　　め，一般には切らないのであるが，価格のよい時には一株2本位切り販売することもある．

6）1960年の林業センサスによれば，安代町の製炭戸数は730戸で，429，OOO表の木炭を生産していた．樹

　種はナラを中心とする雑木であった．田山村では製炭林400haのうち，300haは，国有林であった．

　　したがって，杉山でも国有林を払い下げ，黒炭を焼いたが，炭焼きはカラフトヘ出稼ぎに行かなかっ

　　た人や出稼ぎの合間に行ったという．

7）安代町では1970年においても，2，6互4haの放牧共用林野があった．杉山集落では，かつて杉沢の奥の

　　国有林を借りて採草地として利用していたが，それが戦後の1949年下げ戻しになった．この採草地は

　　町村合併を機に1960年頃個人に分割され，王970年に登記が完了した．分割された採草地では乳牛や南

　　部短角牛の飼料を採取していたが，家畜の減少とともに，カラマッを植林したところが多い．
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