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　　　Korean　village　community　has　been　regarded　that　it　had　not　played　an　impo・

rtant　role　in　agricultural　development　process．　In　this　paper　exploration　is　made

on　a　role　of　village　community　in　agricultural　developlnent　from　the　case　stud玉es

of　two　villages　in　Korea．

　　　Rural　village　in　Korea　was　structured　based　upon　rice　economy，　Due　to　the

changes　in　agricultural　demand　component　which　called　for　crop　changes　in

the　early玉960’s　new　commercial　crops，　vegetables　and　fruits，　were　introduced

in　these　two　villages．　Expantion　of　such　additional　cropping　required　farmers

to　organize　a　rice　joint　farming　group　like”pumashi”which圭s　traditional　Iabor－

exchange　systeln　in　one　village　and　a　vegetable　joint　marketing　group　in　another

village．

　　　The　former　group　was　organized　by　the　village　community　initiation　and

七he　latter　one　was　formed　by　five　farmers　in　its　initia玉stage，　based　upon　the

vi王lage　community’s　prillciples，

　　　Consequently　village　community　is　a　basic　unity　to　organize　farln　lnanage－

ments　in　Korea，　but　it　would　change　to　a　constraining　factor　for　the　structural

development　of　joint　farmi且g　group　and／or　joint　Inarketing　group　if　they　do

not　have　autonolnous　factors．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jour．　Fac．　Agric．．Shinshu　Univ．25：15－36，1988）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　　　約

　韓国の村落は，農業生産の発展にとって重要な役割をはたしてこなかったといわれているが，

小論では2つの村落の実態調査から両者の関係を再検討することを課題とする。

　韓国の農村では，稲作を中心としていたが1960年代から新しい作目が入り始め，調査地でも

1988年6月30日　受付



16 信州大学農学部紀要　第25巻第1号（1988）

野菜や果樹が導入されている。しかし新作目の導入は農民に，1つの村落では伝統的な労働交

換方式である「プマシ」と似た形での共同作業組織の形成を，そして他の村落では共同販売組

織の形成を促した。前者は村落自体が主導して，また後者では村落機構にくみ込まれる形で組

織されたが，それらはいずれも村落原理を基礎としたものであった。

　このようなことから，村落は農業経営の組織化の基礎的単位になっているといえるが，他方

では共同作業組織や共同販売組織が自立的要素をもたない場合，村落原理はそれらの経営発展

に枠をはめることにもなっている。

1．はじめに
’小論は，農業生産の組織化研究の一環として行っている比較研究をすすめるうえで，近年

行った韓国農村の実態調査をとりまとめたものである。

　韓国農業を対象にした研究は従来，政策研究を主としていたが，近年は徐々に地域や階層

にも注意が払われ，その内的構造の分析が試みられるようになっている。地域研究の分野で

はいわゆる地域農業のあり方，とくに村落構造と農業生産の関わりに関心が寄せられつつあ

る。ただ，村落構造についてはこれまで，社会人類学的視点からの分析が主であり1），それ

と農業生産との関おりという視点からの分析は手薄であった。小論は，韓国農業における村

落単位での農業生産のあり方，とりわけ農業経営の組織化に焦点を当て忠清山道の2つの事

例を取り上げる。

　ところで，韓国の村落を農業政策との関係で，谷浦氏は次のように整理している。「伝統

的な韓国の農村共同体は，一定の階層構造を内包しつつも，消費共同体的な相互扶助の秩序

をもつ安定した構造を形成していた2）」が，1970年代の農村政策の展開はこの構造をいろい

ろな形で打ち崩そうとしてきた。そしてそこに新たな生産主体を形成し，それにより所得の

増大をはかり，衣食住条件の改善をはかろうとした。つまり，伝統的な村落構造の変革→所

得増大事業→生活環境改善という戦略に沿って70年代の農村政策は展開された，というので

ある3）。

　ここで伝統的な村落構造の変革というとき，その内容が問題となるが，谷浦氏はこの点新

たな生産主体の形成を重視し，それと従来の村落との関係については，互いに対立するもの

としてとらえているようにみえる。しかし，より実態に入ってみてみると，70年代以前にお

いても農業生産が組織化されて一定の展開を示していたこと，そしてその農業生産の展開は

村落単位の展開となっていた，つまり伝統的な村落の中から一定の農業展開が既にみられて

いたことが紛い出せる。そうするとここでは，伝統的な村落の中でどのようにして農業生産

の展開が生じたのか，そしてその動きは村落の枠にとどまるのかどうかが問題となる。

　なお，以上のような村落と組織化された生産主体との関連性の検討にさいし，着目すべき

点として次の2つがあると思われる。その第1は，組織化の基盤としての村落の側面である。

それは1つは組織化の主体が村落かどうか，つまり村落が農民間の組織化のイニシアティブ

をとりえたのかどうかであり，2つは村落的結合原理の側面，つまり村落傍結合　　地縁的

関係を基礎とした結合関係一が新たな農業展開や農民間の組織化に対してはたす機能，つ

まりそれが生産や販売の組織形成時や組織展開時においてはたす機能である。

　第2は，形成された組織の自立性の側面である。それは，組織がそれ自体の展開方向を決
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定していく契機をもっているかどうかであり，組織の展開方向が，村落の枠を越えるような

契機，つまり組織展開の自立性を内包しているかどうかである。

　このような2つの側面が組織に備わっている場合，そこに統一と同時に対立の契機も生ま

れ，新たな組織展開も展望されることとなる。以下では，この村落的側面と組織の自立性の

側面という2面から2つの事例を検討していくことにするが，調査地は忠清南道禮山郡禮山

邑の倉所里1区と，夕陽里の2か所である。禮山邑は，現在は韓国における施設園芸と果樹

（りんご）生産の1つの中心地帯となっているが，それらは1960年代の初めに禮山邑に導入

され，70年代の前半より急速に拡大したものである。なお，この地帯は施設園芸や果樹生産

を開始する以前は，稲作を中心とした地帯であった。

2．調査地の概要

倉所里1区は以前は，倉所里2区4）とともに，2つの部落からなる倉所里という1つの行
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　　　　　　　　図一1　韓国農村の行政組織と村落組織の概要

NOTE：　1／NACF　stands　for　National　Agricultural　Cooperative　Federation，
　　　　2／Livestock　an“Fishery　Cooperatives，　and　Land　I1皿provelnent　and

　　　　　Forestry　Associations．
　　　　3／Choe，　Yang　Booe　and　Chung，　Ki－Whan．，　Village　Receivi耳g　System

　　　　　　and　Group　Farming　Practice：Case　Studies　in　the　Republic　of
　　　　　　Korea，　RegiQnal　Development　Dialogue，　VoL　6，　No，1，1985，
　　　　　UNCRD，　P．106．
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政単位をつくっていたが，1972年に両者は分かれこの分離後はそれぞれは一部落からなる単

独の行政単位となっている（農村の行政組織と村落組織の概要は図一1を参照）。

　倉所里1区は，1960年以降，移住者が増え世帯数，人口とも大幅に伸びている（表一1）。

増加した世帯数の大部分は農家である。倉所里1区：の農家が経営する耕地の66％は水田であ

るが，この部落の特徴は稲作ではなくビニールハウスを利用した施設園芸にある。施設園芸

は1975年以降拡大を続け，現在では全耕地面積の27％を占めるに至っている（表一2）。耕地

面積規模別農家数では，0．5ha以下層と2．　Oha以上層が減少し，中問層が増大する傾向に

ある（六一3）。しかし，施設面積の規模別農家数では，1．Oha以下層が減り1．　Oha以上層が

増加している（表一4）。

　このことは，販売額第1位の部門別荘家数にもあらわれている。販売額の第1位が施設園

芸である農…家は全農家数の61％に達している（表一5）。また，同様のことは1戸当たりの所

得の伸びにも表れている（図一2）。

表一1　創所里1区の世帯数と人口の推移

　　　　　　　　　　　　　（戸，人）

表一2　創所里1区の地目別耕地

　　面積（ha）

年
三　帯　数

訓釧丁丁
人 口

計画1非農家
196・レ・1

年

1 1 1 1975

1975い・レ・1 ・1545i　5141 31 1980

198・198i　871 11i　56・1516i 44

水田

43

43

畑

22

22

畑のうち
施設面積

11．6

14，5

十↓言
ロ

65

65

19831991871 ・2155114781 73

注）　邑事務所資料による。以下の表，図も出所は同じ

　である。なお，ここでの農家数には農業労働者も含ま

　れているため，後出表の合計値とは必ずしも等しくな

　らない。

表一3　創所里1区の耕地規模別農家数（戸，％）

年1・一・・h・｝・・一1・・1…一1・511・・一・・1・・一1 十壽口

1975114（1・・） 24（…）121（…）114（1・・）1・（・・）i79（1・・）

・98・i11（1・・） 29（…）127（31・・）117（1・・）i・（・・）
83（100）

表一4　座所里1区の施設規模別農家数（戸，％）

年 一…　1・・一1・・11・・一1・・11・・一 計

1975 i・⑲・） 9（22．0） 28（6＆3） 41（100）

1980 2（3，9） 17（・・1）134（…） 53（100）
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表一5　陣所里1区の販売額第1位部門別戸家数（戸，1％）

年　・1 稲 1蹴野剥澱躾1果 樹・ P 十盤
言
ロ

・9751 26（…）．1 11（13．9） 41（51・9）11（1・3）｝ 79（100）

1980 25（28．7） 8（9．2） 53（60．9） 1（・1）1 87（100）
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1960　　　72　　　　77　　　　79　　　　80　　　　81　　　　82　　　　83ゴ1三

　図一2　創所里1区の1戸当たり所得の推移

　夕陽里は，4つの部落からなる行政里である。こρ里は，倉所里1区とくらべ世帯数の動

きは少ないが，非農家数が減少している一方で農家数の増加がみられている（表一6）。農業

生産では，稲を販売額第1位とする農家がもっとも多いが，そのウエイトは急速に減少し，

代わって施設野菜と果樹が増加している（三一7，8）。このことに対応し，耕地面積規模別

の農家数でも大規模層の増加がみられており，特に2ha以上層の増加が目立っている（表

表一6　夕陽里の世帯数と人口（戸，人）

　　　　　　　　　　暫

年
世 帯 数

計1：農家レ隈家
人 口

計1農家1 非農家

1975 88 68 ・・1 417 ・・71 110

198・1 ・・1・74 ・1 42・1 3841 36

一1983・ 86－ P 74［ ・2ト 4741 384 90

表一7　夕陽里の販売額第1位部門別農家数（戸，％）

年 三陣地騨1鰍野剰果単二劇 十昌一【
口

、．・9751・・（…）1・・（・・）i・（・・）1・（・・）1 68（100）

．ユg80、
レ含・（…）．／．・（・・）【・・（…）、11Q（1・・）i

2（2、7） 74（100）
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一9）。加え》（畜産のウエイトも近年拡大しつつある（表一10）。このように，70年代の後半

より農業生産の主部門が大きく変化しているこ．と，そしてまたそれらは多様化しつつあるこ

とがこの里の特徴となっている。

、なお，．韓国ではセマウル運動の開始以降，各里のランクづけを行っている。ランクとして

は，基礎マウル，自助マウル，自立マウノ㌧自．営マ堂ル，福祉マウルの5つが当初より設定

されている。倉三里1区，夕陽里おのおののランクの変化は表一11に示されている。

　また，現在の各里の活動の評価をA，B，　Cの3ランクに分けて行うと，倉所里1区はA，

夕陽里もAである（邑事務所の評価による）。以下，それぞれの里の実態についてみていく

ことにする。

表一8　夕陽里の施設面積規模別農家数（戸，％）

年 ～6．7a 6．7～10．0 10．0～16．7 16．7～ 計

1980 3（12，0） 2（8．0） 20（80．0） 25（100）

1983 5（20．0） 4（16．0） 16（64．0） 25（1GO）

表一9　夕陽里の耕地面積規模別農家数（戸，％）

年｝・一・・h・1・・一1．・11．・一1・51…一・…　一 詔

1975113（1・・）116（…）115（…）1・・（…）1・（・・）166（1・・）

・98・i1・（1・・）112（1・・）1・・（…）121（…）1・（・・） 74（100）

19831・・（1・・）11・（1・・）123（31・・）［16（21・・）111（1・・）174（1・・）

表一10　夕陽里の家畜頭数と飼養農家数（頭，戸）

年
韓 牛

頭数降家数

乳 牛

頭　　数　　農家数

豚

頭剃農家数
1975 49 27 21 8

1980 441 ・・t 1 i ・41 7

1983i 42 23 33 4 11 5

表一11創所里1区と夕陽里のランクの推移

区，到197・年 1972年 1975年 、1979年 198・年11982年

創鯉・区離・・ル帥・・ル1自立・・ル1 陣・…1
夕陽里1自助・州 1自立…レ1 1自営・…
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3．　農業の展開過程と村落

1）倉三里1区の事例

　（1）分区以前の農業生産と里活動　一組織活動を申心に一

　倉所里は，前述のように1972年に部落を単位に2つの区に分区：された。72年までは，各部

落を中心に行われたことと，里全体でなされたこととがある。そこで，まず72年以前の倉所

里全体の動きを組織的活動を中心にみておこう。

　農業生産の面では，1960年代の初めまで稲作を中心にし，それにたばこ，あずき，むぎ，

いも等の畑作物を組み合わせた生産が行われていたが，それ以後においては稲作は継続して

いるものの，畑作物は施設園芸になり畜産も行われるように変わっている。

　農民間の共同作業がもっとも広範に行われていたのは，伝統的に里の中心的作目であった

稲作においてであり，共同作業の形態としてはプマシが主であった。三所里での稲作の共同

作業は以下のようであった。

　稲作の共同作業は，1980年以前と以後に大別できる。80年までは，主要な作業がすべて農

民間の共同作業で行われていた。まず，苗代づくりは，共同苗代が数か所につくられ，農民

はいずれかに参加していたし，田植は，10～15戸が1つのグループをつくり共同で行ってい

た。また除草，収穫もこ1の10～15戸のグループが単位となって共同で行われていた。これら

において，作業の基本的単位となっていた10～15戸のグルー・プとは近隣に居住する農民間の

集団であった。

　この共同作業が，プマシと呼ばれるものであるが，プマシとは基本的には賃金を介在させ

ない労働交換のことである。しかし，共同作業に参加した農民は各々経営面積が異なってお

り，交換する労働日数に差が生じることは避けられない。その場合は，各作業が終了した後

に，金銭で調整する仕組みになっている。

　他方，里の中では生活面でもいくつかの組織的な動きがあった。1960年の中頃までは，目

立った取り組みはみられなかったが，60年代の後半に入って以降は里としての動きが盛んに

なっている。それは，セマウル運動が始まる1970年以前に，里内の多くの農民の参加で取り

組まれた生活環境整備活動である。

　その1つは，1967年秋から68年春に至る3か月間にわたり，のべ3，500名が動員されて

10haの田になさ乳た客土であり，2つは，1968年から69年になされた，郡庁から農特資金5）

150万ウオンの融資を受けて行った二二の導入と畜舎の改善である。これにより里内の30戸

の農家が韓牛を一頭つつ飼育し始めている。また，69年からは，併行して屋根改良，住宅改

良も始められている。3つは，里内を流れる倉所川の整備である。農地の水没や，付近にあ

る25戸の住居に浸水が起こりやすかったので，該当する場所400mにわたり工事を行ってい

る。これにはのべ2，800人が動員されている。このようなこの里の生活環境の整備活動ほ，

セマウル運動の先駆旧事：例ともなるものであった6）。

　以上は，分区以前に倉所里にみられた組織的動ぎと倉所里全体でなされた活動である。以、

下，分区以後の：倉所里1区を中心に，そこで展開された農民間の組織化の動きを村落との関

わりの面からみていくことにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　u　r　』ヒ、
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　（2）農業生産の展開過程

　倉廿里1区の地域の農業に変化が生じ始ゆたのは1960年であった。この年に，禮山農学校

を卒業した直後の20才前後の農民5名が施設園芸を開始し，同時に農友会という組織を設立

し，そこで生産資材の共同購入，生産物の共同販売を行い始めている。施設園芸開始時の経

営耕地面積は，各々畑が30a，田が70～80a程度であった。

　生産物を卸売商に販売したさいに卸売商から生産者へ還元金　　卸売商の手数料は販売額

の7％であるが，その1／7に相当する金額一が支払われるが，それとその預金利子を運転

資金として資材の購入，生産物の共同販売を行い始めたのである。

　このような施設園芸を行う農民の共同販売，共同購買組織である農友会は，1960年代の末

には約30人の農民が参加するまでになっている。しかし，そのなかにはまだ小面積の生産に

とどまっている農民が多く，施設園芸を中心とした経営を行っている農民は12～13人であっ

た。施設園芸生産が急速に伸びたのは1970年以降であり，75年には合計40戸以上の人が施設

園芸を行い，各自の生産面積も拡大し始めている7）。

　なお，新規に生産を始める農民は，資金を農業協同組合からの借入金で賄い一借入でき

ない人には信用のある人が借りてやり後に生産物で返すという方法がとられた一，技術に

ついては，先進的な農民から習得している。そして，農地が不足している場合は，部落や里

の内外に関わらず農地を獲得（多くは借入による）することにより生産を開始し，拡大しえ

たのである。これらのことにより，施設園芸は倉華甲1区の農業の中心部門となった8）。

　早早会は，その後構成員が増えるに従い（それらはすべて甲所里1区の農民であるが構成

員の拡大は意識的に追求された結果ではなく，施設園芸農民の広がりによる自然的結果であ

る），独自の規約と役員をもつ組織になっている。現在の役員構成は，会長1名，総務（会計

担当）1名，監事2名であるが，各役員は会員間の互選（実質的には推薦）によって選ばれ

ている。任期は規定されていないが，構成員の信任がある間はその役をやることになってい

るのである。

　ただし，構成員が増え組織形態も確立してきた下でも，組織として行っていることは生産

物の共同販売（共同輸送が中心）と資材の共同購入である点に大きな変化はなく，またその

利用効率を高めるために組織拡大を要請するに至る施設や機械等の固定資産形成もみられて

いない。そこで組織拡大において意識されてきたのは，生産や販売におけるスケールメリッ

ト（ρ追求という組織自体に備わる論理ではなく，互いが近隣関係にあるξいう地縁論理であ

る。そしてそれが，構三野の自然的拡大と構成員の部落内農民への限定という結果をもたら

していたのである。

　次に，この施設園芸が拡大するさいに直面した問題と，それらを打開した過程をみていこ

う。

，（3）施殺園芸の発展過程

　倉万里において，施設園芸が拡大し生産農民も増えてくると，問題となってきたのは労働

力不足であった。当初は家族労働力だけでは足りず，生産者は里内の農民，回外の農民を雇

用し必要労働力を賄っていたが，1970年代に入ると施設園芸を行う農民の増大により，次第

に必要な労働力を確保することができなくなつ、ていた。加えて。農民を雇用する場合，昼食

の提供をしなければならず，それを担当するため，雇用者の妻は仕事ができない状態にあっ
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た。それが労働力不足を促進させ，加えて支出も大きくしていた。このようなことから，

1970年代の初めには労働力不足問題が深刻化し，農業労働力市場の拡大が必要とされていた

のである。

　結論的にいえば，倉所縁1区での農業労働者の確保は，他地域からの移住者と地域内の婦

人労働力の雇用によってなされた。当時，踏所里1区での施設園芸の拡大により，移住希望

者が多かったし，他方では工場の進出により非農家世帯も増加し始めていたのである。

　移住希望者は，自らも施設園芸を行うことを意図し部落内の知人や有志メンバーを含む部

落の有力者を頼って来る場合が多かったが，そのためには住居と農地の確保が必要となる。

しかし，移住希望者は家や農地の購入が困難な場合が多く，単独でのそれらの借入も簡単で

はないため，部落内の有力な農民に農地の借入先の紹介，小作料の支払いの保証（小作料は

通常，半額は前払い半額は後払いであったが，部落内の農民が保証して全額後払いにしても

らう）を依存せざるをえなかった。

　そして，このような移住者は，最初は規模も小さく労働力も余るので農業労働者として雇

用されることとなるが，その場合は住居や農地を斡旋した有力者へ雇用される形をとるので

ある。このように，移住農民の受入れは，自からの経営の労働力調達の意味が含まれていた

のである。

　次に里内のY氏が関わった若干の移住の例を示しておこう。

　①　A氏の場合

　A氏は新町面に住んでいたが，1973年に馬所里1区のY氏に移住したいと相談をかけた。

A氏は土地はほとんど無かったが，3人の家族労働力をもっていたので，Y氏はA氏が自分

の仕事を終えたらY氏の仕事を手伝うことを条件に受け入れている。住む家は，近所にソウ

ルへ移住した人の家が空いていたのでそれをY氏がA氏に斡旋している。水田はA氏が自分

で800坪（0．27ha）購入したが，畑は近くの新礼院2区の人の土地600坪（0．2ha）をY氏より

紹介してもらい，A氏はそこでビニールハウスを始めている。資材は農協から借入した資金

で調達している。

　②　B氏の場合

　B氏は唐州郡から1975年に移住している。B氏は，それまでキュウリの促成栽培を行って

いたが，1972年の台風でビニールハウスが倒壊し財産を失った。そこでY氏を訪ね，これを

機会に三所里1区へ移住したいと申し入れた。Y氏は他の人とも相談した結果，　B氏はすぐ

れた栽培技術をもっているので，その技術を学べるということになり，B氏を受け入れるこ

とにした。そこでB氏のためにY氏は住居を斡旋している。またB氏は土地も大きな面積を

希望していたが，部落内では調達が困難だったので邑事務所に相談し，新礼院2区の2，300坪

（0．77ha）の土地を借入している。　B氏はこれを基礎にビニールハウスを始め，今では倉所

里1区でもっとも大きな経営の1つにまでなっている。

　③　C氏の場合

　C氏は，新任院に住む農業労働者であった。以前，Y氏の仕事を手伝っていた関係から，

Y氏に自分もビニールハウスを始めたいと申し入れた。Y氏は，自分の果樹園の消毒を頼む

という条件で自分の土地400坪（0。13ha）を安く貸し，また他にも200坪（0．07ha）を借入す

るさいの保証人となっている。C氏は，そこでビニールハウスを始めている。‘
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　さて，以上のような移住農民の積極的受入れとともに行なわれたことは，隣の：倉所記2区：

にある紡績会社（忠南紡績）へ勤めている人の妻達を中心とする婦人層の雇用である。現在

では，この婦人達の労働配分組織ができており，前日に必要な人数をリーダー（1日分の賃金

を支払っている）に頼めば，翌日必要な人数が確保できる，という仕組みになっている。こ

のように，ここでは個々の農民や婦人労働者が別々に雇用関係を結ぶのではなく，農友会と

婦人の労働配分組織という各々の組織を媒介として雇用の取り決めがなされているのである。

　以上のような措置により，労働力不足の解消はある程度なされたが，それとともに行われ

た地域内での措置は，畑の耕地整理と稲作の機械化である。前者は，施設園芸作業の直接的

省力化に結びつくものであり，後者は稲作の省力化を通じて施設園芸へ投下する労働力を増

加させようとするものであった。

　（4）耕地整理と機械化営農団の設立

　田所里1区では，1972年に畑地について耕地整理が行われている。これは，畑の区画を整

理する，傾斜地を平坦にするという2つの目的をもったものであったが，このときの必要資

金の85％は国からの助成金，15％は土地所有者負担であった。行政とのつながりが強い事業

なので里長を通して農民に伝達されたが，まず対象地域内に農地を所有する農民を構i成員と

する組織がつくられ，実施過程においては，さらに関係農民の代表者からなる耕地整理委員

会が作られてそれが耕地整理案の作成と農民聞の意見調整の主体となっている。つまり，部

落機構の中で行われたものではなく，関係農民の間で実施組織が形成され，そこが主体とな

って行われたものであった。

　ここでの過程は次のようであった。当初は農民の3分の1が賛成，3分の1が反対であっ

た。前者は所有地が傾斜地であったり，圃場が不整形で作業の効率が悪いという農民に多く，

後者は平坦地を所有しており現状にそれほど不満をもっていない農民や施設園芸を行ってい

ない農民に多かった。

　また耕地整理のさいに，次のような措置がとられたことも意見対立の1つの原因となって

いた。それは，完成した区画をできるだけ一定にするために，30坪（0．01ha）以下の小面積

所有者の土地は，耕地整理委員会に売却すること，そして委員会は，その土地を割り当てら

れた区画面積と耕地整理以前の面積一法定換地面積一との差の補填（その区画を割り当

てられた人が買取る）に使うということである。しかし，国の事業という位置づけがあり，

このような意見の対立を残したまま当初の方針通り工事は実施されている。

　以上のような経過で耕地整理は行われたが，工事終了後も意見の相違がまだ残っていたこ

とから，ただちに最終的な換地は行われえず，仮換地にとどめられた。その後，耕地整理委

員会を中心とした調整が進められたが，最終的な換地がなされるまでには仮換地からさらに

1年間が必要とされている。

　他方，1982年2月には稲作の機械化組合である倉所里1区セマウル機械化営農団が設立さ

れているが，この営農団は里長が部落の青年会を通して機械が導入されることを知らせ，加

入希望者が後に部落会館へ集まり設立されたものである。営農団セこは16名が加入している。

加入者の水田面積は0～30aが1人，30～50aが2人，50～70aが3人，70～王00aが7人

100a以上が3人となっている。また各自の施設園芸の面積は平均で30a一最小は200坪

（0．07ha），最大は300坪（0．1ha）一である。
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　この営農団は，田植機1台，バインダー1台が国の補助で導入されたことを契機に形成さ

れたものである。機械の導入にさいしては，必要資金の40％は国の補助を受けており，残り

の60％は借入によっている。借入めさ㌔・の主体二名義上の借入者＝一一は営農団の団長がな

っているが，実際の借入主体は営農団であり返済は営農団の収入よりなされている。

　機械の運転は正オペレーター1人と補助オペレーター1人を田植機，バインダーごとに決

め，彼らが専任的に行っている。正オペレ．一ターと補助オペレーターの関係は，通常は前者

が運転を行い，都合の悪いときは後者が代わって行うということになっている。

　1984年度では，正オペレーターは田植機では15日，バ1インダーでは20日間運転に従事し，

補助オペレーターは，田植機で5日，バインダーで10日ほど従事している。オペレーターは

いずれも営農団員で年齢30才前後である。正オペレーターは水田lha，畑30　a　（うち施設

園芸は20a）の経営をしており，稲作の比重が高い農民が担当しているのである。運転（稼

働）面積は，1984年では田植機とバインダーで16ha，うち営農団員分は14haであった。

営農団員の水田とそれ以外の農家の水田では，前者を優先的に行い余裕があったら後者の分

も行うという関係になっている。

　営農団の収支状況は，以下のようである。収入は利用料金であるが，田植えの場合は，1

町回（200坪，0．07ha）5，000ウオン，刈り取りは1斗落4，000ウオンであり，これは営農団員

以外も同じである。支出は，修理費，償却費，手代，運転手への労賃一1日当たり8，000

ウオン　　である。年間の収支はこれまで黒字を続けてきており，黒字分（余剰）は積み立

てておき運転資金に当てている。

　なお，作業の計画は，オペレーターの事情を聞き営農団の総会で最終決定をしている。作

業のさいは，その水田所有者は，作業の補助者としてオペレーターを補助する。田植の場合

は，育苗箱の運搬や機械の水田への搬入等であり，刈り取りの場合は，稲の運搬や機械の搬

入等である。これは営農団以外も行うことになっている。

　以上のように，機械化営農団の場合は参加希望者をつのり，その農民間で機械化営農団を

結成し，作業の受委託は個々の農民と営農団との契約によって行われているのである9）。

　さて，以上述べたような生産，販売に関する倉所里1区で形成された諸組織はいずれも部

落の構成員間で形成されたものであるが，部落組織とは制度上のつながりをもたない独自の

意思決定機構をもつ組織として出発している。しかし，耕地整理組合は換地の終了とともに

解散し，機械化営農団も同一構成員で継続しているが，もう一つの販売購買組織である農友

会は，加入農民の増加により部落との結合関係を強めるように変わっている。そこで，販売

購買組織のその後の展開と部落組織との関係についてみておこう。

　（5）販売購買組織と部落組織

　倉所里1区には，部落の問題に対処していくための機関として，里長をはじめとする里役

員のほか，インフォーマルな5人の有志グループがある。後者のグループは，部落の執行機

関に対する諮問機関的性格をもっている。前者の役員が40才代を中心としているのに対し，

後者はより年配の影響力をもつ有力者からなっている。

　部落の機構は図一3のようになっている。ここで注目すべき点は，作物班が部落組織に組

み込まれていることである。作物班とは，施設園芸農家の農産物の共同出荷，資材の共同購

入組織である農友会の部落組織での名称である。農友会は前述のように1962年に設立され，
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図一3　三所里1区の組織図

この当時は，農友会は部落とは別の組織として運営されていた。しかし，70年代に入り，部

落内の多くが施設園芸を始めるようになると，五友会のメンバーも拡大し，半数以上の農民

が加入するまでに拡大していた。

　益友会の収入は，（1）前述した市場の卸売人からのマージンーこれは，メンバーに配分せ

ず会の収入として積み立て，資材購入や共同輸送等の事業の運転資金に当てている一（2）定

期預金利子，（3）トラック収入一大統領からの報賞金によりトラックを購入した。このトラ

ックを使って輸送したり，トラックを貸したりして得られた収入一の3つからなる。それ

らはいずれも農友会の収入として，メンバーに配分されずに蓄積されていた。

　しかし，80年代に入ると，亡友会には部落のメンバーの過半数が加入するようになったこ

とから，部落機溝の1つに組み込む案が提起されたのである。この直接の契機は，蓄積され

た農友会の利益金が運転資金の範囲を越えるまでになり，その使い方をどうするかが議論に

なったことにあった。そして，結果的にはそれを部落のために使おうということになり，

1983年に農友会は部落機構に組み込まれ，農友会は部落の財政の一部を受け持つことになっ

たのである。

　農友会の資金で行ったことは，（1）マイク施設を作ったこと，（2）2，500坪（0．83ha）の水田を

購入したこと，（3）遊園地を作ったことが主なものであった。マイク施設は，部落の連絡や伝

達に使われているほか，農産物の出荷の量や，収穫についての指示を伝えるためにも使われ

ている。水田は，部落内農家に貸付られ，その小作料は部落財政に組み入れられている。

　このようにして，農友会を部落機構に組み込んだことにより，部落が所有する財産は一拠

に増えることとなった。しかし，他方三友会自体が部落機構に組み込まれたということは，

部落外の農民の加入を考慮してこなかったことの結果でもあり，組織的基盤を部落内の農民

に限定することの新たな確認でもあった。つまり，ここでは，組織は自立的展開の契機を含

んでいないことから，構成員がある程度拡大すると部落と一体化し，組織拡大もそこでスト

ップしてしまうことになっているのである。

　なお，部落財政は，以上の農友会の他に，次のような仕組みになっている。部落のメンバ

ーは洞会費（賦課金）を拠出し，それで月島的な部落運営を行う。洞会費は各自の生活水準

に応じて3ランクに分けられている。Aランクは年1万ウオン，　Bランクは8千ウオン，　C
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ランクは5千ウオンとなっている。農家はA，Bのいずれかに属し，非農家は部落機構を使

うことが農家に比べ少ないのでCランクになっている。

　洞会費は，夏と秋の2回に分けて里長に収めることになっている。その拠出金は，里長の

報酬に大部分が使われている。里長は行政機構の1員として位置づけられており，邑事務所

より報酬が支払われているが，それでは不十分なので部落でも一定金額を支払っているので

ある。部落の収入の第2は，前述の小作料であり，第3は部落会館の賃貸料である。部落会

館は部落が建てたものであり集会のために使われているが，1階を商店に貸しており，その

賃貸料が部落の収入となっているのである。

　以上のような収入は，部落会館の維持費　　電話料，水道料，電話機一マイク施設の補

修，遊び場の補修，などに支出されている。つまり，農友会の収入は，主に施設や土地など

の固定資産の購入に向けられているのに対し，洞会費等の収入は部落の経常的な運営費に使

；われているのである。

　部落の行事としては，道路の補修や水路の溝さらい，邑や郡の事務所から指定された国道

の路肩の草取りがある。部落内の道路と水路の補修は，年2回行われている。1回は秋夕

（陰暦8月15日）の前であり，もう1回は必要となったときである。後者の国道の草刈りは，

邑や郡の事務所から指定された日に行われる。これらには1日から2日置かるが，いずれも

部落のメンバー全員が参加することになっている。出れない人に対しては，特別の規定はも

うけられていないが，仕事が終了した後に全員で宴会をやるので，その費用を出してもらう

ことになっている。やむをえない場合以外は，全員参加している。

　2つは，年1回行う観光と見学を兼ねたバス旅行である。春か秋のいずれかに実施する場

合が多い。この旅行の費用としては，毎月1人2，000ウオンつつ積み立てがなされ，セマウ

ル婦人会が管理している。なお，足りないときは作物班から補うことになっており，作物班

はここでも財政の一部を担当しているのである。

　以上は，慣習的に制度化された活動である10）。この他，部落として取り組んだ活動として

見落とすことのできないのは，1970年からのセマウル運動に関連した活動である。その内容

は，屋根の改良，垣根の改良，道路の拡大と道路の舗装などであった。これらの活動におい

て注目されるのは，政府から支給されたセメントのみでは不足だったので，政府へ補助の増

額を要請し，それを実現させていることである。なお，・そのさいにはセマウルリーダーのほ

か，数人の人達が交渉に参加している11）。

　なお，このような行事は部落会を開き，そこでの賛成を得て行われている。部落会は，部

落のメンバー全員が集まる場であり，必要に応じて里長の召集で開かれ，その回数は年にほ

ぼ10回前後になっている。部落会が開かれるときは，（1）行政からの示達，（2）事業についての

相談，（3）決算報告，④農産物の出荷問題一売る相手，園芸資材の購入先，価格一などが

問題となるときである12）。

2）　夕陽里の事例

　（1）農業生産の展開過程

　夕陽里は1960年代という比較的早い時期から農業生産の展開がみられた13）とともに，引き

続き70年以降も農業生産の発展を継続させている里である。以下ではその過程をみていくこ

とにする。
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　夕陽里は，従来は稲作が中心の地帯であったが，現在の農業の特徴は，稲作，果樹（りん

ご），施設園芸，畜産が行われており，個々の農民もいくつかの部門を組み合わせた複合経

営を行っている点にみられる。農業生産の形態が変わってきたのは，1960年代の前半からで

ある。施設園芸やりんごが導入され始め，それにともない農業生産，所得も伸びていった。

　施設園芸は1960年代の始めに2，3名がビニールハウスを使った生産を始めたのが最初で

あった。これに従事する農民は70年代に入り増え始め，72年では15人，現在は25人にまで拡

大している。現在施設園芸の1戸当たりの規模は平均500坪（0．17ha），最小の規模は200坪

（0，07ha）である。りんごは，施設園芸よりやや遅れ1960年代の中頃より生産が始められて

いる。最初は5，6人であったが，徐々に生産者も増え現在は30人になっている。

　韓牛は，以前より1，2頭を全員が役牛として飼っていたものであるが，それを肉牛とし

て専門的に飼育し始めた，あるいは乳牛を新たに導入し始めたのは1980年代に入ってからで

ある。現在は，畜産を専門的に行っているのは6人であり，そのうち3人は肉牛，3人は乳

牛であり，いずれも7，8頭規模が多い。もっとも大きな経営での規模は23頭である。

　これら4つの部門と稲作が夕陽里の農業の中心をなし，多くの農民はこのうちの3部門を

組み合わせた生産を行っている。

　ところで，以上のように夕陽里では70年代に入って後，複数の部門を組み合わせた形の展

開を示したが，その発展を可能にした要因の1つは，労働力不足問題の解決にあった。先に

述べた倉所里1区：と同様に，ここでも70年代に入り農業労働力の調達がむずかしくなり，そ

れを解決することが農業生産の発展には不可欠であった。とくに夕陽里では，複数の部門の

生産を行う経営が多く，労働力問題は，他の里に比べ深刻だったのである。

　労働力問題の解決に当たり夕陽里で行われたのは，里内の農民が経営の1部門としてもっ

ている稲作への投下労働を減らし，その減少分を他の部門へ振り向けることであった。そし

て，そのために70年代には里内の全農民が参加する稲作の共同作業組織をつくり，80年代に

は機械化営農団が設立されている。以下，夕陽里での生産組織化の過程を稲作作業の変化を

通じてみていくことにする。

　（2）稲作作業の組織化過程

　夕陽里の稲作作業が大きく変化したのは，前述のように1972年と82年置あった。1972年遅

里ぐるみの共同作業が行われ始めた年であり，82年は機械化営農団が設立された年である。

　1971年以前は，稲作は施設園芸や果樹生産が伸びてきたとはいえ，まだ夕陽里の農業の中

心であった。その時期の稲作は手作業が中心であり，各農民が家族労働力と雇用労働力，そ

して農民間の共同作業により作業を進めていた。田植と収穫では共同作業形態が主であり，

部落ごとに4～10名の範囲のプマシがつくられそれを単位とした作業が行われていた。

　プマシのメンバーは，毎年ほぼ同一であったが，各メンバーの水田面積は異なっており各

プマシごとに大規模農民と小規模農民が組み合わされる場合が多くなっていた。プマシとは

前述のように農民間の共同作業を指すが，実際は小規模農民の労働力を大規模農民が利用す

る場合が多くなっていたのである。

　さて，夕陽里での里を単位とした共同作業は1972年から始められたが，共同作業は農民各

自の雇用者も加えたものであり，またその期間内では合わせて炊事も共同で行われた。この

ような共同作業組織が形成された目的は，直接的には夕陽里外からの雇用がむずかしくなり，
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農民単位あるいはプマシのみでは経営の維持が困難になってきたことにあった。共同作業に

よる作業能率の向上と，里全体での共同炊事による婦人の農作業への専従が意図されたので

ある。

　この里ぐるみの共同作業は，労働力不足の影響が主に大規模農民の間で生じていたため大

規模層の意向が前面に出たとはいえ，そして小規模農民間に反対ないし消極的な人が多かっ

たとはいえ，総会という里機構の中で決められたものであり，里機構の主導で行われたもの

であった。1972年というセマウル運動の開始直後に，このような里を単位とした共同作業体

制が形成されていたということは，セマウル運動による意識上の変化があったとはいえ，そ

の成立契機をセマウル運動のみに帰せることはできないことを示している。むしろそれは，

このような仕組みが伝統的里機構の中においても蓄積されていた結果と考えられるものであ

ろう。

　なお，このような共同作業では作業適期はほぼ同じであることから，農民間相互の作業の

順番調整が問題となるが，ここでは大規模層の譲歩により解決されている。また，このよう

な里ぐるみの共同作業の場合，全員の作業日数は同じになるが，各自の水田面積が異なって

いるため，そこに不平等が生じる。夕陽里ではこの不平等を作業終了後に賃金として清算し

ている。したがって，このような共同作業も形態の面からいえば，以前から行われていたプ

マシの延長線上に位置づけられるものである。

　夕陽里における稲作の里ぐるみ共同作業は1981年まで継続したが，1982年には里内にセマ

ウル機械化営農団が設立され，それによる作業の請負制が成立している。また個人でも機械

を導入し始めたことにより，里ぐるみの共同作業組織はここで解散している。

　機械化営農団は，トラクター1台，バインダー1台，田植機2台が政府の補助により夕陽

里に導入されたことを契機に設立されたものであるが，これらの機械の所有と利用一機械

の導入費用の負担一は，それを希望する7名の農民でグループをつくりそれに委ねられて

いる。機械化営農団の構成員は，　6名が稲作のほかに果樹か施設園芸を，そして他の1人

は稲作と畜産（酪農）の複合経営を行っている。構i成員の水田面積は2，000坪（0，7ha）から

8，000坪（2．7ha）で平均は4，000坪（1．3ha），樹園地は1，000坪（0．3ha）から6，000（2ha）

で平均2，000坪（0．7ha），またビニールハウスは200坪（0，07ha）から700坪（0．25ha），平均で

500坪（0．15ha）であり，いずれも夕陽里のなかでは大規模層に属する農民である。

　機械の運転は，構成員の1人がオペレーターとして専心的に担当し，年間90日間運転に従

事しているが，専任オペレーターが自分の仕事と競合するときは他の構成員が代わりのオペ

レーターとなっている。オペレーターの作業は，事前に営農団として立てた計画にそって行

われている。そのさい，営農団の作業は構成員の作業を基本としているが，オペレーターに

余力があれば構成員以外の作業も請け負っている。1984年に営農団の機械で行った作業は，

トラクター15ha，バインダー5ha，田植機15haであり，このうち40％はメンバー以外の作

業の請負であった。この面積は夕陽里での機械作業の約50％に当たる。

　作業を請負うさいの料金は，構成員と構成員以外とでの区別はして率らず，0．4ha単位で

隠匿は24，000ウオン，田植は35，000ウオン，刈り取りは40，000ウオンである。これらは営農

団の収入となっている。主な支出はオペレーター賃金，燃料代，修理代，原価償却償である。

収支は黒字であり，利潤は積み立てている。
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　以上のように夕陽里の稲作は，大きくは小人数のプマシ→里ぐるみの共同作業→機械化営

農団を中心とした機械化作業に変化してきている。ここでは倉所里1区とは異なる形態では

あるが，稲作作業という全農民に関わることが問題になった時，部落あるいは里機構の取り

組みが現れ，それが共同作業体制を通じて労働力不足の一定の解消をもたらしていた。しか

し，他方ではそれは単なる共同作業組織にとどまっており組織自体にそれ以上の展開契機は

含まれていなかった。また，組織は里の枠組みに規定されていたため構成員もその範囲内に

限定されていた。そのため，後に形成された機械化営農団は，里ぐるみの共同作業組織とは

つながりをもたない別組織として形成されることとなったのである14）。

　なお，夕陽里ではこの他にも，生産と里機構との結びつきがいくつかみられているので，

それを次にみておこう。

　（3）里の組織と生産施設

　夕陽里の里機構は図一4のような役員構成で行われているが大部分は倉所里1区と共通し

ている。また，その運営方法も基本的には倉所里1区で示したことと同じである15）。ただ，

ここでは里の共有財産を徐々に増やしており，そのうちの主なものは表一12に示してある通

りである16）。それらは，大統領からの下賜金や行政からの補助金が財源になっている場合も

あるが，基本的には里の構成員の拠出金を基礎にしている。

　また，ここでは，乾燥機係があることに示されているように，生産に関わる施設が所有さ

れており，注目される点である。現在は，このような生産に関わる施設は乾燥機のみである

が（1976年に導入），以前はこの他比精米所も里で所有し管理（1965年に導入，ただし現在
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表一12　夕陽里の主な共有財産

共有財産　　年 内 容

精　　米　　所 1965 構成員からの拠出金と政府からの補助金により設立（現在は個人に
貸与）

籾乾燥機・9761大纈下賜金・政府禰金・・より設立働・麓）

土地（0，6ha） 1981 精米所と乾燥機からの収入と構成員拠出金により購入（新里会館を
建設するために購入した）

里会制
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は個人に貸与）していた。それらは補助金を1つの財源としてはいるが，生産，加工に関わ

る施設が里機構の中で管理されていることは，里が生活面に限定された組織体とはいいきれ

ないことを示している。

4　．農業生産の展開と村落：結合

　　一むすびにかえて一

　倉所里1区，夕陽里では，農友会，プマシあるいは機械化営農団などを形成していたが，

それらは形成当時は部落機構の一環としてではなく，それとは別につくられたものが多かっ

た。そこからは，最初に述べたような里あるいは部落自体には内発的な要素はなく，それと

は次元を異にする新たな生産主体が必要であるとする説が妥当するようにみえる。また，こ

のようなとらえ方がでてくる概念的背景の1つに，部落や里などの村落を共同体としてとら

えていることがある。部落や里を共同体としてとらえると，それら自体が分割できない主体

として位置づけられることとなり，その場合部落や里の中に形成される諸組識は，共同体と

は異質な存在とされることになるのである。

　しかし，部落や里の性格をアプリオリに共同体的なものとすることはできない。むしろそ

れらが共同体的性格を希薄にしていることはこれまでの叙述からも明らかであろう。問題と

すべきは，共同体的性格を失った下においても農民間の一定の結合関係は存続し，生産や生

活の共同管理組織としての性格を部落や里はもっことであり，それと農業生産の展開との関

係である。

　さて，これまで述べてきた倉所里1区と夕陽里に形成された諸組織の活動をまとめてみる

と，（1）村落内の共有財産の管理を主とする自治的側面，（2）村落外からの伝達の受入主体とし

ての側面，（3）村落内の生産要素の利用調整主体としての側面，そして（4）外部との交渉主体と

しての側面の3つに分けることができる。（1）と②は，主として村落に伝統的に備わる側面で

あり，（3）は夕陽里の稲作共同作業に，そして（4）は農友会の組織活動に代表されるものである。

　倉所里1区と夕陽里では，農業生産は個別展開や農民間の共同作業を軸にしながらも，同

時に他方では，生産組織や販売購買組織という任意組織ではあるが一種の協同組合的組織と

して村落の中に自学的に形成され，それらが村落の農業生産の展開を支えるものとなってい

た。農村への商品経済の浸透は，農民に対しそれへの対応を強制し，農民は個々に商品作物

の生産を開始する。しかし，個々に対応しきれないときに，そこに何らかの協同組織が形成

されることになるが，その場合それは地縁的な組織となり村落を基礎としたものになってい

るのである。

　夕陽里では，村落自体が組織形成を主導していたしジ賢所里、1．区の農友会の場合も構成員

が拡大するに従い，それは村落的基盤から離れていくのではなく逆に村落の中に組み込まれ

ていったのである。倉所里1区では，村落の中でそれとは異質な性格をもつ組識が形成され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ

ると，その組織≧村落は一度は相互に対立した関係に立づが，そρ組織が拡大すると今度は

村落にそれが取り込まれていく，という過程がみられているのである6．　・　一一

　こ．のようにここでは，村落的結合の存在自体が農民間の協同組織の形成条件となっている

のであり，村落的結合は諸組識の内発母体として位置づけられることになるのである。．．、一
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　しかし他方では，形成された諸組織が，それ自体の自立的展開を生む契機を内包するに至

っていない場合は，村落の枠組から容易に離脱できにくいことにもなっていた。このような

過程において形成された諸組織が村落的枠組に基礎に置いていることは，農友会が田所里1

区の農民だけを構成員としていること，また夕陽里での稲作共同作業組織が里内の農民を対

象としていたこと（他の区，里でも各々別個に生産，販売，購買組織が形成されている），そ

してまた村落内の農民のほとんどが加わったときに，農友会では村落の下部組織にその財政

を支える組織として組み込まれ，また夕陽里では稲作の共同作業組織が形成されていること

によっても示されている。このように，村落的結合それ自体は，組織展開の枠を限定するも

のとしても位置づけられることになるのである。

注

1）　伊藤氏は文化人類学の分野では「旧両斑層の有力な門中を基盤として成立した「同族部落」に関心

　が偏よ」っていると指摘している。伊藤亜人「韓国農村における契一全羅南道鵜島農村の事例」，

　　『東洋文化研究所紀要』，第71冊，p．168。

2）　谷浦孝雄「韓国における農村政策の展開一1970年代のセマウル運動を中心に一」，『アジア経

　済』，第21巻第10号，P．20。

3）　同上，p．20～21。

4）倉所里2区の分民選の概況は次のようである。世帯数は1975年から10戸増え，うち6戸は農家であ

　つた。人口も農家人口が22人，非農家人口が45人増加している（付表一1）。現在の世帯構成は，62

　戸が農業中心，23戸が非農業中心である。23世：帯の内訳は会社員（忠南紡績へ勤務）5人，商業（行

　商中心）が4人，その他（土工や大工）が14人となっている。農業生産では，施設園芸のラェイト

　が徐々に高まっている（現在施設園芸を行っている農民は約40％。2区では1区のように施設園芸

　が急増していないのは，日陰地や傾斜地が多く適地が多くないことと，当初畜産に比重がかけられ

　ていたことがある　　1970年頃は「小牛部落」と呼ばれれていた）が，稲作が依然として大きな部

　分を占めている（付表一2）。畜産は徐々に減少しつつあり，現在の飼養農家戸数は肉牛が24％，豚

　が36弩とならている。耕地面積規模別農家数では大きな変化は生じていない（付表一3）。

5）農特資金とは，玉968年から進められた農魚村所得増大特別事業による融資金のことを指す。なお，

　農特事業については，前出谷浦「韓国における農村政策の展開」p．11～12を参照。

6）　これらは部落内の農民，朴三信氏が私財でセメントの購入や作業する広場を作りながら中心とな

　って進めたものであり，朴氏は自願指導者と称されていた。なお，1950年代の後半から，既に小氏

付表一1　甲所里2区の世帯数と人口（戸，人）

年
世 帯 数

計隈叢記跡
人 口

．計 農刎非農家
1975 75 64 11 39・｝332 58

198・i 81 681 13 441 353 69

1983 85 70 15 447 354 83
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付表一2　倉所里2区の販売額田1位部門別農家数（戸，％）

年 稲 隣地野剰撮乱臣 産1 十二凹「
口

1975 41（64．1） 11（17．2） ・（1・・）i・（・・）164（1・・）

1980 43（…）113（1・・）1・・（…）1・⑫・）168（1・・）

1983 44（62．9） 14（20．0） 11（15．7） 1（1．4） 70（100）

付表一3　甲所里2区の耕地規模別農家数（戸，％）

年 1・一・・h・1・・一・・11・・一1・・11・・一・・【・・一
計

1975巨4（21・・）i13（…）［18（…）1・（1・・）111（1・・）［64（1・・）

1980 13（1・・）114（…）119（…）1・（1・・）113（1・1）168（1・・）

19831鵬・）巨5（21・・）121（…）1・（1・・）14（…）1・・（1・・）

　は次のような活動を行っている。まず1959年に乳を飲むことを広める意図でやぎを購入し，生まれ

　た子やぎを他の農民へ預けながら部落内の飼育頭数を増やそうとしている。最初，同調者はいなか

　つたが3年目から賛成者が出始めている。この一種の生活改善運動は徐々に広まり，1965年には部

　山内にまで広まった。また，この運動の過程で，朴氏への協力者が何人か生まれている。

　　朴氏は，このような運動と同時に，1960年より，小学校を卒業した15～20才の少年達を対象に勉

　二会を始めている。最：初は小数であったが次第に増え，多いときは30人になった。勉強会は，最初

　は朴氏の家で行われたが1962年に，朴氏が自分の敷地内に20坪の勉強会用の建物を造り，それ以後

　は，その建物が会場となった。この勉強会は常緑会と名づけられ，会場となる建物は，常緑会館と

　名づけられている。勉強会は，毎晩1日3時間つつ行われ，その内容は中学校の過程と農学の諸分

　野一稲や野菜の栽培法，家畜の飼育法など一であり，教師には三時の他，三山農学校の教師3

　人が協力し当たっている。

7）施設園芸でもプマシは播種期において行われている。この時期は，耕運，播種，施肥，覆土をセッ

　　トで行わなければならず多くの人数を必要とするが，家族労働力のみでは足りないので，プマシで

　作業が行われているのである。プヤシをつくる範囲は5戸前後であり，隣近所に居住する農民どう

　しで作られたものであるが，メンバーは大体一定している。

　　なお施設園芸で多くの労働力を必要とするもう1つの作業としては，収穫作業があるが，ここで

　は共同作業は行われていない。収穫時期になると，各々毎日収穫作業を行わなければならず，労働

　力を交換することにより作業を相互に扶助しあうという共同作業ができないのである。

8）　倉所里2区でも施設園芸農民が徐々に増えるに従い，1区と同様に販売や資材の購入を個別に対

　応ずるのではなく，集団的に対応しようとする動きになり，1982年に施設園芸に関する共同販売，

　共同購買組織である農心会が発足させられている。農心会の活動としては，（1）共同販売，②共同購

　入，（3）年1回の見学旅行一毎月1，000ウオンつつ積み立てている一（4）月1回の研修回一経験

　を積んだ人が中心となって開いている技術の勉強会。会費を毎月出している一を行っている。農

　心会の運営費には，以上のような会費の他，卸売商からめ還元金が当てられている。ここでも還元

　金はメンバーの間に分配されず会で積み立てられ運営費として使われている。しかし，構成員がま

　だ限定されているため，倉所里1区のように部落組織の中に組み込まれてはいない。
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9）倉所里2区でも1980年以後になる，と稲作の作業は大きく変化し，・新たに田植機，刈取機が入り，そ

　　れ斎での手作業から機械を使うた作業へ移り始めている。1985年では，’田植機は5人が各1台つつ

　　刈取機は2人が1台つつ導入レている。いずれも自分の作業だけでなく．，他の作業も請け負ってい

　　　　　　　　　　　　　　　し　　る、機械所有農民に作業委託μている農民は，施設園芸や畜産を中心としており稲作作業のプマシ

　　からは離脱している。作業を委託し；（いない農民は，従前通りプマシを形成し作業を行っている。

10）なお，三所里1区内にある他の主要な組織としては，青年会と4Hク．ラブがある。青年会は20才

　　から30才までの男子を会員とする組織であり，4Hクラブは20才までの男子を会員としている。青

　　年会は，道路の側面に花を植えるなどの環境改善，結婚や葬儀が生じたさいの住民への伝達などを

　　行っている。4Hクラブは，農業技術の習得を主たる目的にしており，農村指導所が指導を行って

　．い．る。これらは，いずれも部落を単位と．した組織であり，独自の役員をおき，独自の集会を開いて

　　いる。そして，それぞれにおいて世代別のリーダー養成機能もはたしている。

11）セマウル運動は分区後の倉所里2区でも始まり，前に述べた自願指導者朴氏は部落の中に新設され

　　たセマウル指導者に選出されている。そして，それにともない常緑会を核とした朴氏の農業生産，

　　生活の改善運動は停止し，それに代わり部落全体の活動であるセマウル運動へ向けられている。

　　　セr7ウル運動で取り組まれたのは，（1）排水路の改修，（2）橋の建設，（3）堤防の建設，（4）道路の拡幅

　　（5）屋根の改良などであり生活環境の改良を中心としたものであった。これらは1972年から1975年に

　　かけて行われている。しかし，屋根の改良を行う場合，個人がそれに必要な資材を拠出しなければ

　　ならず当初は70％程の賛成であった。協議は部落の会合で全員出席の下で行われたが，前述の活動

　　を行う合意が形成されるには3か月ほどかかっている。この協議の過程においては，規模の大きな

　　農民（5，000坪，1．7ha）以上で消極的な意見が多く，中規模層（2，000～5，000坪，0．7～1．．7ha），

　　小規模層（2，00σ坪，0．7ha以下）と規模が小さくなるに従い賛成者が多かった。朴氏の同調老は従

　　来から小規模層に多かったことと大規模層は改良の必要性をあまり感じていなかったこと，がその

　　原因と考えられる。このような下でも改良運動がなされるに至ったのは，行政からの資材の補助と，

　　それに加えて朴氏が個人的にかなりの資材を部落に提供したことにあった。

　　　なおセマウル運動の過程については，Park，　Jin　H，，　Saemaul　Ulldong　and　Korean　National

　　Development，　Instltute　of　Saemaul　Undong　Studies，　Seoul　National　University，1983，

　　p．18～52．を参照。

12）　分区した出所里2区の運営は次のような仕組みで行われている。部落の役員は里長，開発委員，洞

　　系長，班長からなる。部落の運営は里長が中心に行っている。開発委員会は，里長の意思決定の補

　　佐を行うものであり，班長は部落の決定を班内のメンバーに伝達する役割をもつ。洞二三は，哀慶

　　事のさいの行事の責任者となる。各々，部落のメンバーの互選により選ばれるが，任期はとくに決

　　まっていない。，メンバーに信任されている限り継続することになっている。

　　　部落の運営の経費は，年2回春と秋に集められる洞会費により賄われている。洞会費の額は年間

　　10，000ウオン，7，000ウオン，3，000ウオンの3ランクに分かれ，まず農家は7，000ウオン以上，非

　　農家は，3，000ウオンとし，次に農家のなかで収入に応じて7，000ウオンと10，000ウオンに分けてい

　　る。なお野土長，開発委員，里長の部落役員，それに要救護対象老（2人）については，洞会費が

　　免除されている。．洞会費（部落の運営費）は，里長への謝礼金と部落財産の維持費に支出されてい

　　る。里長へは，邑事：務所から年45，000ウオンが行政への協力費として支払われているがそれのみで

　　は不十分なので，部落としてその不足分を補っているのである。部落の財産の維持費としては，電

　　機料金，スピーカの修理費，会館の塗装費などである。創所里2区の財産は，部落会館（敬老堂が

　　中に設置されている）とスピーカー施設であるので，それらの維持費用が部落財産の維持費となつ

　　ているのである。
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　　　部落の大きな行事としては，道路と水路の清掃がある。この清掃には2種類ある。1つはセマウ

　　ル運動の一環として行っているものである。これは毎月1日と15日に全員が参加して行われてい

　　る。いうまでもなく1971年以後行われ始めたものである。2つは，セマウル運動の以前より行われ

　　ていた清掃である。これは秋夕の前と他の適当な時期に行われているものである。これも全員の参

　　加で行われている。参加できなかった場合の取り決めはない。やむをえず出れない人がある場合も

　　あったが，次にでてもらえばよいということでペナルイは課していない。ほぼ全員が参加している

　　ので，参加しない場合どうするかという問題はまだ生じていないのである。これらの清掃が終わっ

　　た後は，全員で飲食をするのが習慣となっている。その場合の費用は，部落内の有力者が拠出する

　　ことになっている。

13）　夕陽里は，1962年に輝部落に政府より指定されている。輝部落とは1960年代に他よりも進んでい

　　ると認められた部落に政府がつけた名で，各層，面ごとに1つづつ選ばれたものである。夕陽里が

　　選ばれたのは，高農業所得の達成と里全体での共同生活改善によってであった。

14）夕陽里の稲作の変化でもう1つ見落とせないのは，1979年秋から80年の春にかけて行われた水田

　　の耕地整理である。耕地整理は，不整丁田を40a区画にするものであり，実施された面積は17ha，

　　そのうち夕陽里の農民の所有地は14haと大部分を占めていた。耕地整理は，原則を耕地整理委員

　　会一里内の農民の代表により構成されている　　が立て，あとの実施案は委託した会社に任せる

　　という方式をとった。

　　　耕地整理委員会が立てた原則は，次の2つであった。1つは同一所有者が1か所にまとまった耕

　　地を0．3ha以上もっていた場合は，換地後もそれをもとの場所におくことであり，2つは耕地整理

　　以前に各農民の総所有農地価格を評価し，その価格と換地後の各農民の総所有農地価格を一致させ

　　ることである。ただし，換地の前後で，総農地価格に差が出たとぎは，金で清算するのである。

　　　耕地整理委員会の委員は，委員長と副委員長の他4つの部落から選出されている推進委員からな

　　っている。耕地整理委員会は，換地原則の制定のほか，換地案に対する農民の意見や苦情の調整，

　　換地清算金の授受をその任務としている。耕地整理自体は1980年の春までに終了したが，清算金の

　　支払いはその年の農業生産の収入を得た後に行うということにしたため，委員会の仕事は1981年ま

　　で継続した。

15）夕陽里ではこの他，里を単位としてつくられている組織がいくつかある。代表的なものとしては，

　　1つは4Hクラブでありこれには現在26名が参加している。希望者のみが参加する組織ではあるが

　　現在参加できる人は全員参加している。2つは青年団である。これは4Hクラブを終了した人で30

　　才未満をメンバーとしている。これにも参加できる人は全員参加している。3つは婦人会である。

　　これは40～50才の婦人を主なメンバーとしている。現在30名の人が会員となっている。4Hクラブ

　　や青年団が1971年以前につくられたのに対し，婦人会は1975年に結成されている。

16）里を単位とし全構成員が参加する活動としては，夕陽里ではこのような共有財産の形成のほか，秋

　　夕の前に行う道路や川の補修，道路の拡幅，橋の修理などがある。これらは以前より行われてきた

　　ものである。里においては，道路や川，橋などは，一種の共有財産と考えられており，これらは共

　　有財産の補修や改良の一種と位置づけることができる。

　　　また，里ぐるみでの共同活動としては，以上のほか，セマウル運動の一環として行われた環境改

　　善運動がある。この運動のなかでなされたことは，（1）71年に里へ入る道の舗装と橋をかけた，（2）

　　71年には下水道の整備を行った，（3）71～75年には里内の道路を改良した，（4）72～77年には屋根や垣

　　根の改修を行った，などである。これらは全員の共同作業として行われている。費用は，道路の舗

　　装や橋の新設は政府から支給されたセメントを使ったが，下水道や道路の改良に必要な資材や労働

　　は各自が提供している。しかし，屋根や垣根の改修費用の大部分一その一部は政府の補助であっ
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たが一の費用は各自が負担している。

　付記．小論は1985年2月に主として行った調査結果の一部をまとめたものである。なお，調査に

際しては余語トシヒロ，重冨真一両氏にお世話になった。記して感謝する。


