
地域調査報告　朽　1993

中学校の農繁休暇の消長と地域の変化

新発田地区を事例として

斎藤　功

I　はじめに

　かつて，小申学校には，父母の職業を手伝う産

業休暇があった。一般に，この産業休暇は農業が

支配的であった日本では，「農繁休暇」と呼ばれ

ることが多かった。親子の断絶，教育の荒廃が叫

ばれている現在，家族が心を一つに合わせ，協力

して目標を達成するという「産業休暇」の意義は，

再び問い直されてよいともいえよう。しかし，筆

者は教育学が専門ではないので，その意義はさて

おき，本稿では農繁休暇の実施期間と期日の実態

を掘り起こし，それが取り止めになった社会経済

的背景を地理学的（空間的）に考察しようとする

ものである。

　農繁休暇は，かつて田植期と稲刈り期に存在し

たという。しかし，その実態はどうであったのだ

ろうか。筆者は大学院の新潟巡検の際，その資料

を求め，教育委員会や学校を訪ねた結果，各校に

は「学校沿革史」と「学校概覧」が永久保存資料

として存在することを知った。「学校概覧」には

1960（昭和35）年から1966（昭和4！）年まで学年

末休業，夏季休業，冬季休業とともに農繁期休業

の記載が，何月何日から何月何日までと記録され

ているが，1967年以降については日数のみを記載

する欄がある。また，1960年以前に関しては「学

校沿革史」や「教育計画」に農繁休暇の記載があ

る。しかし，この場合は学校により期間や日にち

のみの記載など統」性に欠けるきらいがある。

　学校教育法の「市町村立および組合立学校管理

運営に関する準則」の第7条に夏季休業日，冬季

休業日，学年末休業日，学年始休業日に加え，第

2項に「校長は，農繁期等において，特に必要と

認めるときは，委員会の承認を得て，別に休業日

を定めまたは前項に規定する休業日を変更するこ

とができる」とある。この条項に基づいて農繁休

業が実施されていたのである。なお，農繁休業。

産業休業は，一般に農繁休暇と呼ばれていたので，

ここでは「農繁休暇」の語を使用する。

　その条例は現在でも生きているが，ユ970年頃ま

でには，多くの学校で農繁休暇がとられなくなっ

た。だから，本研究の対象期間は1947年からユ975

年までとする。たまたま山間地の学校で，山菜採

取で学校の運動用具の充実を計っていることが新

聞で報道1）されることがあるに過ぎない。した

がって，農繁休暇の実施の有無，および取り止め

の時期は，都市化・近代化などの地域性を反映し

たものとみることができよう。

狐　調査地域と対象中学校

　上記の目的のためには，新潟県全域のように多

様性に富んだ地域の選択が望ましい。しかし，時

間が限られていたため研究対象地域は現在の新発

田市，北蒲原郡の豊浦町，加治川村，紫雲寺町，

聖篭町とした。この比較的狭い範囲に新発田市の

都市域から山村的性格を有する農村と日本海の沿

海漁村まで含むからである。

　また，対象とする地域には義務教育の小学校と

中学校が存在するが，ここでは中学校を対象とす

る。というのは，小学校生は上級学年を除き多忙

期の農作業には一人前の労働力としては幼なすぎ
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第1表：対象学校の生徒数の推移

中学校名

①本丸

②第…

③猿橋

④五十公野1〕

⑤赤谷1j

⑥米倉王）

⑦松浦1）

⑧川東

⑨佐々木

⑩菅谷2）

⑪加治2）

⑫金塚3）

⑬中浦4）

⑭本田4〕

⑯紫雲寺

⑯聖籠

⑰亀代

1957

920

822

502

275

254

184

133

464

305

367

591

224

504

213
6335〕

571

321

旦959　　　　　　1961

84雀　　　　王125

730　　　　！001

458　　　　638

269　　　　366

207　　　　270

199　　　　256

227　　　　330

466　　　　633

290　　　　409

344　　　　478

547　　　　676

210　　　　286

210　　　　652

！99　　　　288

539　　71至5〕

522　　　　705

305　　　　360

互963

1252

1045

655

407

304

280

365

663

443

531

780

308

7ユ3

301

810

776

386

1965

ユ118

819

575

374

265

275

347

618

430

506

770

288

634

278

742

708

356

1970

893

620

527

252

136

170

207

402

317

36！

580

202

500

211

569

519

289

豆975

865

584

619

　22

240

273

240

235

380

137

544

449

349

293

1980

810

600

749

459

223

159

295

299

441

371

332

251

1〕五十公野，米倉，松浦，赤谷中が1972隼4月合併して東申となった。

2j組合立加治申に菅谷中が1980年4月含併して新発困市立七葉中となった。

3）1980年加治州中と名称を変更

4〕中浦，本囲中が1975年合併して豊浦中となる。

5）至957年は藤塚中の1至9人，196至年は藤塚浜分校の95人を含む。藤塚浜分校は！962年に聖籠中に吸

収され，廃校となる。

　　　　　　　　　　　資料1新潟県教育委負会「新潟県教育年報」「学校要覧」による

騒馴　　彗2　脇・　蘭・
　　1：90％以上　2：80－90％　3：70－80％

　　4：70％以下

第2図：水田率の分布（！960）

　　　　　　　　　　資料：世界農林業センサス

を丘陵・山麓線が走っている。山間地にあっても

菅谷地区で水田率が90％を越えるが，多くは80％

台であり，最奥の赤谷村でも76％であった。この

赤谷村とほぼ同じ値を示すのが，旧紫雲寺村およ

び聖篭村である。ここは日本海側の内陸砂丘地帯

であるので，水田率が多少低くなったものと思わ

れる。近年ここでは旧砂丘列を活用し，サクラン

ボ，ブドウ，梨などの落葉果樹の栽培が盛んであ

る。一方，日本海に面する亀代，松塚村は本当の

砂丘地帯で水田率は70％以下の範曉に入っている

が，実数は亀代村の41．4％，松塚村の0．4％と特

に低い。この水田率はその後も大きく変わってい

ないので，山間地帯や砂丘地帯という多様性を含

みながらも調査地域の多くは，北蒲原平野の純農

村水稲単作地帯であるといえよう。

皿　農繁休暇の消長

　皿一1　農繁休暇の時期と冒数

　農繁休暇の開始年度ははっきりしていないが，

紫雲寺中の学校沿革史には昭和22年6月15日～6

月27日まで農繁休暇の記載があるので，中学校の

発足当初から農繁休暇は存在したと考えられ

る4）。また，松浦中の沿革史には1953年から1958

年まで5月下旬に約一週間実施された農繁休暇に

加え，9月中下旬に3～8日間の農繁休暇を実施

した記録がある。聖篭中や亀代中の教育計画にも

一！5一



1955年度6月上旬と9月下旬に農繁期休業の記載

がある。本地域は，前述のように水田単作地帯で

あるので，一般に5月に実施されていた休暇を「田

植休み」，9月に行われたものを「稲刈休み」といっ

た。この初夏と初秋の年2度の農繁休暇は，資料

収集のため訪ねた中学校の校長や教頭および教務

主任の記憶とも一致するため，新潟県ではかって

年2回の農繁休暇が実施されていたと考えるのが

妥当であろう。

　秋の農繁休業が1955年前後の数年で終わったの

は，田植えが人を雇ってまで一斉に実施されたの

に対し，稲刈は家族労働を中心に行われたため田

植えより長期問にわたったことが，一斉に休暇を

とることを難しくさせたのであろう。事実，稲刈

は稲の出穂，実り具合をみて実施されたため，「一

斉の休業にせず，各家庭（農家）の事情により個

人個人に休みを与えたり，早退させていた」5）と

いう。このような経過で，稲刈休暇は早期に廃止

され，その後田植期の農繁休暇のみが存続したの

である。

　前述のように「学校概覧」にはユ960年から！966

年までの農繁休暇の時期と日数，その後は日数の

みの記載事項がある。第2表は，その日数のみの

結果を示したものである。学校により一部，火災

などで資料の欠損があるが，新発田市域の本丸，

第一，猿橋申と都市的要素の強かった五十公野中

を除き，農繁休暇が実施されていた。第2表をみ

て興味深いのは，最も山間部の赤谷中で196ユ年か

ら農繁休暇が実施されなくなったことである。周

知のように赤谷村には赤谷鉱山6）が存在した。し

たがって，旧町村の職業別データの得られる！950

年の国勢調査によれば，赤谷村には男子就業人口

の36．3％，416人の鉱業（採鉱採石的職業）従事者

がいたため，これが農繁休暇を早くから止めさせ

た原因であろう。

　しかし，上記以外の殆どの中学校では農繁休暇

の日数が7日から10日間取られ，1965年頃まで大

きく変わらずに実施されていたことが読みとれ

る。大きく変わらないというのは，日数のなかに

日曜日を含めて換算している場合があるからであ

る。なお，当時は湿田が多かったため，田植えは

家族労働の総力を挙げて行われ，時には隣接する

集落の農民を雇って一斉に行われることが多かっ

た。また，田植期間は稲の品種によっても変わる。

当時，越路早生とコシヒカリが中心であったが，

田林（ユ984）によれば，1960年～1970年頃は水稲

第2表：農繁休暇の実施日数の推移

中学校名　　　1960　1961

①本丸　　　　一

②第一　　　　一

③猿橋　　　　一

④五十公野　　一

⑤赤谷　　　　3　　一
⑥米倉　　　　6　　7

⑦松浦　　　　7　　＊

⑧川東　　　　8　　7

⑨佐々木　　　8　　8

⑩蒼谷　　　　10　8
⑪加治　　　　＊　　＊

⑫金塚　　　　＊　　＊

⑬申浦　　　　7　　6

⑭本田　　　　8　　6

⑬紫雲寺　　　7　　5

⑯聖籠　　　　10　10
⑰亀代　　　　10　7

＊資料欠　　拷短縮授業

1962

8
7
7
6
6
＊

＊

6
6
6
10

7

1963

5
＊

7
6
6
＊

＊

7
7
7
10

7

一なし

｝964

6
7
8
8
7
＊

＊

7
7
7
7
7

1965

6
7
6
7
6
＊

＊

6
6
6
6
7

1966

6
7
6
6
5
6
＊

6
4
6
7
6

1967

7
5
4
7
3
6
＊

5
5
7
5
5

1968

6
5
3
4

7
＊

4
5
6
4
6

至969

4
5

3

＃

6

5
3

1970

4

3

＃

5

5

197王

2

斡

5

5

1972

3

3
5

資料：各校の「学校沿革史」「学校概覧」による
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の反収の向上が計られ，多収品種から良質品種へ

の移行期にあたるという。

　一方，農繁休暇の日にちの短縮は，1966年頃か

ら現れ始める。というのはそれまで丸1週間（6

日に日曜日を加える）取っていた学校が，5日に

なる傾向が現れるからである。この短縮化傾向は

1967年に強化された。1968年に前述の都市部の学

校に加え，農繁休暇を取り止めた学校が1校現れ，

1969年には3校となり，1970年には6校となった。

すなわち，1970年には農繁休暇を残すのは4校の

みとなり，結果的に全体で17校のうち13校が農繁

休暇を廃止したことになる。そして！972年には農

繁休暇実施校は3校となり，1973年には1校のみ

となった。この最後の1校加治中も1975年を最後

に農繁休暇が廃止された。

　皿一2　農繁休暇の実施期聞の前進

　これまでの考察の結果，農繁休暇は田植期に実

施されていたことが判明した。そこで記録の詳し

い，松浦中を事例にして農繁休暇の実施期日を示

したのが，第3図である。それによると前節でみ

た期間の短縮化とともに期日の前進化がみてとれ

る。すなわち，！954年には5月3ユ日から6月5日

にかけて農繁休暇が実施されたのに対し，1955年

から1959年までは5～7日間の前進が計られ，

1960年から1964年にはさらに5日聞位の前進が計

られた。農繁休暇の廃止直前にはさらに5日間位

の前進が計られていた。このように田植期は15年

間で約！5日の前進が計られたのである。因に1992

年現在，田植えはゴールデンウイークに行われて

いるので，田植えがさらに！0日位前進している。

5月　　16　17　1思　19　20　21　22　23　2週　25　26　27　28　29　30　3五　　1　　2　　3　　硲　　5冒

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

196硲

19蘭

1966竜

1967誰

1968

1969徽

1970燃

微
　　　　農繁休畷期間

榊　囲植最盛期（北蒲原郡）

　　　　囲橦最盛期（下越地方）

＊水審の記録

第3図：農繁休暇の実施期日と田植期間の推移

　　　　資料：松浦中学校の「学校沿革史」「学校概覧」による

　　　　　　　北陸農政局：「新潟作物統計」（ユ958－1970）
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　このような田植期の前進は，保温折衷苗代など

播種技術の革新による役割が大きい。すなわち，

保温折衷苗代の採用率は1955年から急速に増加

し，！960年には52．9％になった。しかも保温材も

温床紙からポリエチレンに変わり，1965年には

75％となった（新潟県農林部，1974）。前述の田

植期の年平均1日の割合での前進は，この保温折

衷苗代の採用に加え，田植えの用水が整備された

灌概水路に依存することが可能になったためであ

ろう。

　第3図には，この農繁休暇と平均田植期との関

係をみるため，『新潟作物統計』（農林省北陸農政

局，1963～1970）に記載されている北蒲原平野の

平均田植期問を重ねたものである（一部『新潟の

米』（！954～57）下越地方を代用）。それらの資料

には田植えの始期，最盛期，終期の年月日が記載

されているが，ここでは最盛期を挟む前後5日を

平均田植期問とした。それによると多くの場合，

農繁休暇と田植期が一致するが，若干の離齢が生

じている場合がある。この薗臓，つまり田植期と

農繁休暇期間のずれも必要な時に子供が労働力と

して役に立たないという感を農民に抱かせ，後述

の機械化の進展と相まって農繁休暇の廃止に向か

わせる要因になったと思われる。

M　農繁休暇廃止の諸要因

　M－1　農繁休暇の地域差と農家世帯率

　これまで，農繁休暇の事実を期間の短縮化，実

施期日の前進化という点で述べてきたが，ここで

は農繁休暇の有無や廃止を促進させたいくつかの

要因について考えてみよう。

　農繁休暇の有無や廃止年度を地域的に考察した

ものが，第4図である。それによると農繁休暇が

実施されなかった旧新発田市と旧五十公野村の都

市地域，山地にありながら1960年で農繁休暇が廃

止された赤谷村の鉱山地域が析出できよう。しか

し，北蒲原平野では農繁休暇の廃止年度は大きく

変わらず，明確な区分はできない。強いていえば，

田植休みにあたる農繁休暇の廃止が平坦部水稲栽

培地域で遅れる傾向があった。結果的に山麓部水

稲地域，砂丘地域の類似性が認められるといえよ

う。

　この農繁休暇の有無と廃止年度による区分は，

当然のことながらそれぞれの地域の農家世帯の多

寡を反映したものといえよう。すなわち，旧新発

田市のように商工業者や公務員の子弟の多い地区

では，農繁休暇の必要性がないからである。しか

し，残念ながら1960～1975年の旧村別の農家世帯

率を示す資料が得られなかったので，1950年のそ

れで代用したのが第5図である。第4図と第5図

を比較すると，両者の類似性が高い。すなわち，

囚1口1竈1囮！嚢1鰯1
　1：なし　2：ユ960年　3：1967－68年　4：1969－1970年

　5：1971－1972年　6：1973年以後

　第4図：農繁休暇の有無と廃止年度による地

　　　　　域区分

　　　　　　　　　　　　　資料：第2表に同じ

［1区ヨ・脇3彗4騒5
　　　1：20％以下　2：20－40％　3：40－60％

　　　4：60－80％　5：80％以上

　　第5図：旧村別の農家世帯率（1950）

　　　　　　資料：世界農林業センサス
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新発田市の都市部と赤谷の鉱山地域が明確で，北

蒲原平野の水稲単作地域および菅谷・川東などの

山麓部と日本海側砂丘部の類似性が際立っている

といえよう。

　これらのことは，農繁休暇の廃止の遅速が非農

家世帯率の高さを反映したものとみることができ

る。つまり，当然のことながら非農家率が高けれ

ば高いほど，農繁休暇が実施されなかったか，早

く廃止されたといえる。

　M－2　専業農家率の滅少と機械化の進展

　本調査地域は，これまでみてきたように北蒲原

平野の水田単作地帯に属する。しかも，1960年に

あっても専業農家率は50％以上と高く，旧佐々木

村の69．5％を最高に60％前後の旧村は7村に達し

た。第6図は専業農家率の推移を3つの旧村でみ

たものであるが，それは1960年の専業農家率の高

低から旧町村は3つに類型に区分されるからであ

る。一つは例示した⑦旧松浦村のように水田率が

高い中央部の水田単作地帯であり，もう一つは⑪

菅谷や米倉村であり’，最後に⑰亀代村と松塚，赤

谷村のように！960年から専業農家率が低かったと

ころである。しかし，！965年になると専業農家率

は急激に減少し，1975年には全域で10％以下に

なったことで共通性がある。

　このことは，逆にこの期間に農家の兼業化が著

しく進展したことを示すものである。兼業化は地

域的に大きなばらつきがある。すなわち，水田農

村と対照的に鉱山地帯の旧赤谷村や砂丘地帯の亀

代村や松塚村では1960年から高かったのである。

この海岸部での兼業化は，秋田県などの海岸地帯

と同様（金崎，1962；斎藤，！972），北海道への

漁業出稼ぎが申心であった。一方，積雪地帯の水

田単作農村では江戸時代から関東稼ぎといった出

稼ぎが存在し，その慣習が今日まで続いたとも考

えられる。つまり，農作業のできない冬季に関東

地方を中心に雪のない地方へでかけ，杜氏，銭湯，

蕎麦屋および農作業7）などに従事したのである。

しかし，農村の出稼ぎが急速に増大したのは，

1962年の東京オリンピックの工事に関連する土

100％

専
業
農
家
率

50

　　／

　／

⑦
1

⑩’

／
〆

■

　　　　a　　　　。〆o　　．〆
　！
／

／1

　b／‘
／‘

　　　　　　／
　　　　　　！
　　　　　／
　　　　！　　　C／　　／
　　　／　　　　■
　　／　　　　■
　　〆　　　■
　／　　　d■
〆　　。■

／　　　　■

　　　■　　　■　　　e！
　　。　’・・．

400台

300

200

100

1960　　　　　　　　ユ965　　　　　　　　ユ970　　　　　　　　1975

　　専業農家率の減少を示した⑦⑩⑰の地区は

　　第1表に同じ

　　a：耕転機　b：乾燥機　c：農用自動車

　　d：バインダー　e：コンバイン　f：田植機

第6図：専業農家率の減少と機械化の進展
　　　　（旧松浦村）

　　　　　　　　　資料：世界農林業センサス

農
業
機
械
台
数

木・建設ブームからである。

　そこで北蒲原平野の兼業の内容をみると海岸地

帯を除き，出稼ぎ農家が多いとはいえない。つま

り，その職種は人夫・日雇いが最も多く，ついで

恒常的賃労働，恒常的職員労働がつねに出稼ぎ農

家の数を上回っているのである。このことは，地

元に土木工事や田植労働，雪かきに関連した日雇

いの不安定就労が卓越していたことを意味する

し，役場，農協，先生などの恒常的職員労働や新

発田市などの工場（新発田市，198ユ；鹿島，1993）

や商店に通勤する恒常的賃労働が比較的多かった
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ことを意味するものであろう。もちろん，少ない

ながらも出稼ぎ内容は，1965年には建設業が主流

を占め，全国的傾向と軌を一にしている。したがっ

て，山本ら（1976）の新しい農村地域区分でも本

地域の多くは，都市周辺農村空間に分類されてい

る。

　前述の兼業化の進展は，農村の機械化を促進さ

せたと思われる。冬季の出稼ぎを含む兼業で稼い

だ費用がバインダー，ハーベスター，田植機，コ

ンバイン，農用トラックなどの農業機械の購入費

に充てられたからである。しかし，北蒲原平野の

農村の機械化は，洪水と関連しているという。す

なわち，調査対象地域は1966年7月ユ7日の加治川

の破堤により新発田市を中心に全域で水害の大き

な被害を受け，翌1967年8月28日の羽越水害でも

大きな被害を受けた。しかし，この加治川水害が

耕地整備を促進させ，逆に機械化が北蒲原平野に

一気に進んだという。

　したがって，北蒲原平野においては機械化は

1970年前後に進展したといえよう。第6図には，

機械化の進展の一端を示すために旧松浦町の事例

を挙げておいた。耕転機や散粉機は1960年代に普

及したが，多くは1970年代になってからである8）。

すなわち，農用トラックは1970年から1975年の間

に94台から162台に，バインダーは36台から165

台に，コンバインは3台から61台に，田植機は！

台から45台に増加した。このときコンバインの普

が比較的明確であった積雪平野部でもモーターリ

ゼーションの進展によって，住宅などの農村部へ

の進出を申心とする直接的な都市化の波が押しよ

せた。都市と農村の結びつきの強化は，都市的生

活ぶりの普及といえるので，農村の機械化に先行

してテレビ，冷蔵庫など家庭の電化が存在した。

この情報の普及も，農村部の進学率の向上に貢献

したといえよう。

　したがって，農繁休暇の廃止の時期は，進学率

の向上と深く係わりあっていると考えられる。そ

こで，第7図に17校の農繁休暇の合計日数9）の推

移と中学校卒業生の高校への進学率（新潟県全体）

の推移を示した。それによると農繁休暇の日数は，

進学率が50％を超えると低下しはじめ，60～70％

で急速に低下したことがわかる。

　しかしながら，これは見かけ上の関係であろう。

残念ながら，調査の手違いから同じ年度の進学率

を示す地域的資料を全域にわたって集めることが

できなかった。参考のために第7図には，最も進

学率の低いと思われる調査地域の一つの学校の進

学率の推移を記入した。つまり，1960年当時，調

査地域の多くの学校では高校進学率が30％以下で

あり，！965年になると30％以上になり，50％を超

えた学校も現われ，農繁休暇の日数も減少しはじ

めた。つまり，事例に挙げた中学のように進学率

が30％以を超えるのは，農繁休暇が廃止された翌

及率は15％となり，田植機のそれは13％となった。100昌

これら機械化の進展も子供の労働力を不必要にさ

せ，農繁休暇を廃止の方向へ向けさせた一因であ

ろう。

　M－3　高校進学率の向上

　機械化は農業に投入する労働時間を短縮させ，

農用トラックの普及と相まって農家の人々が外部

の都市的世界に接する機会をより多くした。この

ことは，農家の子供でも高校や大学に進学すれば，

よりよい職種を選ぶことが可能となるという意識

を農民が都市民同様に持つに至り，結果的に進学

率を向上させたと考えられる。また，都市の限界

農
繁
休
暇
日50
数

総農繁休暇日数

／

・へ・、．＿．＿．　　．／

■　　　　　、・ノ

100％

　　　　　　　　　　岡高校進学率（新潟県）1鐘

／

一＾＼㌧／高校進学率（A中学）

50学
　率

1960

第7図

　　1965　　　　　　　　　　1970　　　　　　　　　　1975

農繁休暇日数の変化と高校進学率

（新潟県）の推移

資料：新潟県教育委員会「新潟県教育年

報」「学校要覧」による
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年の1969年になってからである。このことから本

研究地域では進学率が30％以上になると，農繁休

暇が廃止される方向に向かったと判断される。

V　むすび

　新発田市を中心とする北蒲原平野を事例に，申

学校に永久保存の資料「学校沿革史」と「学校概

覧」に記載されている農繁休暇の時期や期日を時

系列的，空間的に分析した結果，以下のことが判

明した。

　農繁休暇は申学校の成立と伴に！947年始まり，

1955年頃には田植期と稲刈り期の年2回の農繁期

休業が存在した。この当時は申学校の生徒の労働

力が農家にとっても，地域にとっても不可欠で

あったことの証左である。

　農繁休暇は時代の進展とともに期間の短縮化，

期日の前進化がはかられた。すなわち，当初10日

前後存在した農繁休暇はユ960年頃，期日が1週間

となり，ついで4・5日になり，さらに3日になっ

て最後に廃止されるという過程をたどった。つま

り，多くの申学では1966年頃から農繁休暇が短縮

され，1970年頃廃止される傾向にあった。なお，

最後までみられたのは1975年であった。しかも，

農繁休暇の実施時期は田植期の前進と一致してい

たことも明らかになった。

　農繁休暇の期間と廃止は，地域的にみると都市

度，つまり都市的要素の農村地域への侵入の度合

いを示す近代化の様相を反映している。すなわち，

中心都市である旧新発田市内の3校と隣接する五

十公野には農繁休暇は存在せず，鉱業地域の赤谷

地区でも早く廃止された。これに対して北蒲原平

哨1

…　　　↑　　　　　　↑

→…洪水・冠永一放審…哨≡辮地整鶴・藩擬永路整儲1

第8図：農繁休暇廃止の作用連環

野の水稲地帯の農村部では田植期のピークに中学

生の労働力が不可欠であったので，農繁休暇の廃

止は遅れた。しかし，高度成長期における兼業化

の進展（出稼ぎを含む），水害にともなう耕地整備，

潅概施設の整備などがバインダー，田植機，コン

バインなどの機械化を促進させ，生徒の労働力を

不必要にした。つまり，農繁休暇の期間の短縮化

と廃止は，当時の水田農村の近代化を反映したも

のであろう。また，高校進学率の向上に対応して

農繁休暇の短縮化がはかられ，進学率が30％にな

ると廃止の方向に向かうことも明らかになった。

以上，農繁休暇の廃止という集積点（千葉，1972）

に合わせ，それらの作用連環を図式的に示したの

が，第8図である。

　本研究で発掘した農繁休暇に関する資料は，以

上のように農山漁村の近代化の程度，つまり地理

学にとって重要な課題である地域性の解明のため

に，有力な地域指標となりうることが判明した。

　本稿の作成に当たり新潟県および新発田市の教育委員会の方々にお世話になった。なかでも新発田市立

東中校長近藤欣一先生をはじめ，当該中学校の校長，教頭，教務主任の先生方には資料の収集や開き取り

の際，大変お世話になった。また，聖篭中校長の吉井信三先生には貴重な資料をお送り頂き，学校教育学

の成果については筑波大学教育学系の山口　満教授に教えて頂いた。さらに，本学系の宮坂和人氏には地

図の一部のトレースをお願いした。以上，厚く感謝いたします。なお，補足調査の際に，文部省科学研究

費一般研究C　（No，04680239，代表：斎藤　功）の一部を使用した。
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腱］

1）たとえば，1982年6月8日の朝臼新聞には「ゼンマイ休み」のタイトルの下に「『ゼンマイ休み』の

　　あるのは山形県境に近い山あいの村，新潟県岩船郡朝日村三面地区の村立三面第二小中学校。今年の

　　『ゼンマイ休み』は五月九日から十八日までだった。期日は事前にPTAにアンケート出して決めて

　　いるが，例年，ゼンマイの最盛期となかなかうまく重ならない。今年は雪解けが早く，ゼンマイが一

　斉に出てきたため，『ひさしぶりでちょうどよいゼンマイ休みになった』と好評だった」と簡単に農

　繁休暇を紹介し，家族と一緒に働く意義についても触れている。

2）猿橋中には農繁休暇の記録はなかったが，旧新発田市3校のなかでは農村的色彩が強かった。という

　　のは，新発田町が市制施行を目的に猿橋村を昭和18年5月に合併したからである。先生のなかには猿

　　橋中にはかつて農繁休暇が存在したという方もおられた。

3）松浦中には1947年から荒川分校が併設されていたが，1957年に廃校となった。

堪）筑波大学教育学系教授山口　満先生によると，戦前にも高等小学校段階では「農繁期休み」が実施さ

　　れていたという。また，亀代中の校長高橋　登先生によれば，本地域に隣接する豊栄市では，戦後小

　　学校6年生でも大人と同じ，「六株」の田植えができ，サナブリの際に大人と同等に認められ，「鮭の

　　切り身」を晴れがましく食べたという。このことは小学校高学年では大人と同等の仕事ができたこと

　　および子供を大人と同等に扱うことの大事さを暗示しているように思われる。

5）当時を回想された聖篭中の校長，吉井信三先生からの便りによる。

6）新発田市立赤谷小学校（1991）の平成3年度学校要覧によれば，赤谷小学校の児童数は大正末から増

　　大し，昭和13年には507名，昭和17年には最高の651名に達した。戦後の昭和36年においても493名い

　　たが，以後減少してきた。その様相を同書には「かつて隆盛を極めた東赤谷地区の鉱山，上赤谷の炭

　　山も規模の縮小・閉鎖が続き，現在は赤谷鉱産が鉄鉱石やタンカルの採掘を続ける程度である」と書

　　かれている。

7）筆者は関東平野の北部，群馬県東南部の海抜50mの農村部で育ったが，そこでは麦刈りと田植が連

　　続する6月初中旬の農繁期と稲刈りと麦蒔の重なる11月初旬の農繁期に新潟県魚沼郡から手伝いに農

　　業労働者がきていた。これらの人を移動班と呼んでいた。筆者はかつて居住地と出稼ぎ先の職業が変

　　わらないものを水平的出稼ぎ，農家から建設業・製造業に従事するものを垂直的出稼ぎと規定した（斎

　　藤，1972）。

8）筆者はかつて機械化の時期を機械化農法I（1961～1970），機械化農法n（！971～現在）に区分した。

　　前者は耕転機・散粉機・全自動脱穀機を，後者は田植機・コンバイン・トラクターで代表させた（斎

　　藤，1982）。この区分は本地域にも妥当しよう。

9）農繁休暇の合計日数は，欠損校のデータを1965年まで1週間（7ヨ）とみて，標準化した。つまり，

　　農繁休暇の平均日数を上乗せする形で平準化した。
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