第八編 近 現 代

第一章 近代化への胎動

藩政の実権は、久光から下級藩士の西郷隆盛・大久保利通に移っ

ていった。長州征伐の途中から幕府軍艦奉行勝海舟らの意向を受け、

長州藩との協力体制を模索することに転換した。遂に、慶応二年
(

に不安を与えた。薩摩藩主斉彬は、対外防衛策に西欧科学技術の導

幕末列強の接近は、幕府・諸藩を問わず大きな政治・経済・社会

討幕に転換した。同年一〇月、徳川慶喜の大政奉還を受けて、一二

否し、幕府の征長策は失敗に帰した。ここに、薩摩藩の藩論は武力

薩長間に同盟の締結がなされ、幕府の第二次長州征伐への出兵を拒

第一節 幕末維新から明治へ

入による防備の近代化の集成館事業を展開した。政治体制としては、

月九日小御所会議による慶喜の辞官納地を強硬し、幕府の崩壊と王

一八六六）正月、海援隊坂本龍馬の奔走によって、尊王開国論の

国家統一の公武合体路線を唱えたが、急逝により大業半ばにして達

この決着に不満な幕府及び幕府側諸藩との武力対決が戊辰戦争

政復古を実現した。

であった。久光は斉彬の意志を継承して公武合体を推進しようとし

鳥羽伏見の戦いから函館戦争 となった。

成はならなかった。家督を継嗣したのは、斉彬の弟久光の長男忠義
たが、藩内にも尊王攘夷思想が広がり、情勢が混沌としてきた。

)

１ 戊辰戦争と郡山郷

(

斉彬逝去の翌安政六年（一八五九）、大久保利通・岩下方平・有
馬新七ら尊王攘夷派の志士一〇〇名が脱藩・倒幕のために結成した
精忠組は大きな存在となったが、藩主忠義と久光は諭達を発給し、

鳥羽・伏見の戦いに始まる戊辰戦争の薩摩藩の在京諸隊は、次の

側を説得し、徳川慶喜の将軍後見職、松平慶永の政事総裁職を実現

いて上洛、次いで勅使を護衛して出府のうえ、無位無官の身で幕府

の遺志である公武合体を遂行するため、久光自ら兵一〇〇〇名を率

桜田門外の変への同調は避け、遂に文久二（一八六二）年三月、斉彬

一城下七番乃至十二番隊、二番砲隊

一外城一番乃至四番隊、私領一・二番隊

一番兵一・二番隊

一城下一番乃至六番隊、一番砲隊

ようになっている（ 鹿
『 児島県史』第三巻 。

)

させ、公武合体体制の一歩を踏み出した。その間、京都伏見の寺田

一遊撃一・二・三番隊、兵具一番隊

挙藩一致を精忠組に説いて収め、時勢の推移を見極めようとした。

屋では、尊攘派の有馬新七以下の藩士を斬って決意のほどを示した。
翌年八月一八日の政変では、尊攘急進派の長州藩を京都から追放

る。同隊の隊長は有馬誠之丞、慶応三年一〇月出動し、鳥羽・伏見、

この中の外城四番隊は市来・伊集院・串木野郷の構成となってい

越後、米沢、庄内地方に転戦している。伊集院・郡山郷の参戦者が

した。さらに、元治元年（一八六四）には、禁門の変で会津藩と提

携して長州藩を撃退した。
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る。堀之内源太郎（中伊集院村）・徳永正蔵（同）・中馬嘉右衛門

者名簿から大正六年一一月現在の住所が伊集院村である人を摘記す

存者名簿」が収載されている。外城三番隊の中の伊集院郷従軍生存

大正六年十一月）がある。この史料には「戦死者名簿」と「従軍生

僅かにわかる史料として『戊辰役五十年祭典名簿』（祭典事務所、

の四島、三等・七島と、当該等級の在番が勤務した。

配置されている。一等・大島、二等・喜界島・沖永良部島・屋久島

離島には、一・二・三等の在番・巡察・筆者が島嶼の大小に応じて

地頭・同副役が置かれ、郷内の政治・軍事一切を管掌した。また、

諸職に替わり一新されたのである。地方政治機関として、外城には

糺明を五官とし、内務局を外局とする藩中央の本局体制が、従来の

(

幕末以来の兵制の変遷をみる。

２ 兵制改革

上伊集院村）・奥吉彦左衛門（中伊集院村）・上村勇七（従軍時
は上村平八郎、中伊集院村）・四元才之丞（上伊集院村）・永田幸
四郎（中伊集院村）・野村孫左衛門（同）・馬渡十蔵（同）・前田
隊」として七人があげているが、いずれも郡山村が現住所となって

文久三（一八六三）年、英艦隊の鹿児島湾襲来に備えた軍備体制

利平（同）が収載されている。郡山隊については、「伊集院・郡山
いる。大内田七兵衛・谷山直右衛門・前田平次郎・前田新之丞・郡

摩藩の後進性の特筆とされてきたが、幕末の武力闘争に際して大い

た。薩摩藩の外城（郷士）制度は、戦国時代の遺風ともいわれ、薩

この間薩摩藩は、常に政局の主導権を握って、情勢を有利に導い

所配置、防衛範囲は下方限須崎まで、郡山隊一組は福昌寺坊中陣所

東大史料編纂所所蔵）によれば、伊集院隊二組は南林寺坊中寺陣

郷・伊集院郷の出陣状況を記した「前之浜へ英船襲来後ノ手当」

諸郷及び私領二六四組・四四陣の構成とされた。薩英戦争後の郡山

は、七五人を一組とし、城下一八組組織し、六組を一陣とした三陣、

に貢献したといえる。戊辰戦争における外城勢力の活躍が知られる

配置、上方限担当となっている。諸郷隊では、近隣郷からの出陣は、

山愛助・有馬半左衛門・重久純孝、以上の七人である。

ところである。

)

市来一組、樋脇一組、山崎一手（一手は一組の半分 、鹿児島郡吉

(

戊辰戦争は明治二年（一八六九）五月には終結し、新たな時代の

慶応二年（一八六六）より英式編成に着手し、三年五月には陸軍

田一組・溝辺一手、姶羅郡山田一手、蒲生二組となっている。

の基礎制度の構築に入ることになる。まず、同年六月には版籍奉還

所に大隊長・教頭・教佐・小隊長・半隊長・分隊長の軍職が設置さ

幕開けとなった。新政府は、封建的体制の撤廃と新国家建設のため
に着手し、次に同四年七月には廃藩置県により、封建的領主制の諸

れ、諸郷にも同四年末頃には同様の軍事組織が開設され、戊辰戦争

明治元年（一八六八）九月の軍賦によれば、九〇人を一小隊、六

への対応から急速に改編が進んでいった。

制度は撤廃されていった。
一方、旧薩摩藩庁は、明治二年二月二〇日に藩治職制布告によっ
て職制改革の趣旨と要綱が示された。知政所、軍務、会計、監察、
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小隊を一大隊とし、城下三大隊、諸郷十二大隊、大砲隊は一大隊に
一座、砲六門宛てに配置された。
同二年には、歩兵制度が改編された。城下四大隊（二二小隊・一
)

小隊四〇人構成 。従来の八〇人・一小隊、六小隊を一大隊の体制
から、四〇人・押伍八人を以て一小隊とし、八小隊を一大隊とした。
戊辰戦争では、一小隊八〇人が一体となって戦うことがなく、ほと
んどの戦闘では半隊・分隊が単位となった経験を生かした小隊構成
となったのである。同三年の常備隊の兵部省届けによれば、常備隊
一五一小隊となっている。

３ 諸郷軍政の強化
明治二年（一八六九）三月諸郷軍政の強化に伴い、六月に従来の
噯・組頭・横目の郷役人が廃され、新たに小隊長（民政の長も兼務
・半隊長・分隊長が城下同様に俸禄を受給し、任命制度となった。
(

明治四年四月調査の「藩内軍備調書」 東大史料編纂所所蔵）
)

から、郡山郷・伊集院郷関係を抜粋する（表１―１ 。

＊印のある史料は「常備隊編成調書」（東大史料編纂所所蔵）に
よる違いを示した。「藩内軍備調書」には、大砲隊は城下四座とさ

備隊編成調書」の作成年代は、明治二年一二月以降、同三年五月以

前と推定され、同史料が「藩内軍備調書」以前に作成されたことが
わかる。

両史料から、諸郷常備隊は一郷一小隊が最も多く三二ヶ郷、次い

なが とし

)

郷名の変更では、明治二年一〇月に永利郷を永利郷に、同三年四

ながり

で一分隊が郡山郷を始め二二ヶ郷となっている。

山郷に「一砲車」とある。同史料の大砲隊のみ拾いあげると、鹿児

月に諸縣郡高城郷を三俣に改称、九月に上三俣とし、五月に川辺郡

れ、諸郷には大砲隊はない。しかし、「常備隊編成調書」には、郡
島・四座、阿久根・半座、出水・一座・予（予備隊）二座、牛山・

山田郷を勝目と改称している（ 鹿
『 児島県史』第三巻）。維新政府

は新国家建設の構想を実現するための大業である版籍奉還、廃藩置

常一座・予半座、郡山・一砲車、種子島・半座、綾・二砲車、高岡・

四砲車、上荘内・四門、下荘内・二分隊・予一知分隊となる。「常
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退助・江藤新平らが下野した。江藤が佐賀の乱に倒れ、板垣が自由

民権運動を展開する一方で、鹿児島に帰郷した西郷は、各地の士族

県を断行していった。版籍奉還は明治二年正月二〇日に長州・薩摩・
肥前・土佐の四藩主が版籍奉還の建白書を提出し、諸藩もこれに倣っ

西郷は、彼に従って帰郷した軍人・文官ら数百名に及ぶ青年達の

反乱には呼応せず、ともに下野帰郷した桐野利秋をはじめとする軍

そして、廃藩置県の実施である。同四年二月に、政府は薩長土三

指導教育のために、明治七年六月鹿児島に私学校を設立した。私学

た。旧藩主は藩知事に任命されたが、藩政府と知事家の経営の分離

藩に親兵一万の出兵をさせ、六月に完了した。この軍事力を背景に

校は篠原国幹が主宰する銃学校と村田新八が監督する砲隊学校から

人らの暴発を抑えて、ひたすら自重の態度をとっていた。

して、廃藩置県は進められた。政府は、藩を廃し、全国を直接支配

なり、市内や県内各郷に分校がおかれた。県令大山綱良は私学校と

が求められた。

することとなった。王政復古による天皇制の確立に続き、直轄地と

結び、区長や戸長、学校長や警察官に私学校関係の人材を登用し、

明治九年の秋頃から神風連の乱（熊本）や秋月の乱（福岡）、萩

直属軍隊を得たことになった。藩の消滅は、中央政府に対抗する勢
中央政府は絶対的権力をもつこととなった。廃藩置県は政府最大の

の乱（山口）など西国各地で不平士族の反乱が頻発する中、反政府

県下の行政・警察組織は私学校派士族がほぼ独占していた。

難事業といえる。以後、秩禄処分、税制、兵制、教育制度、土地制

勢力の最大拠点と目されていた鹿児島に対して政府の警戒は強まっ

力がなくなったことに加え、政府官僚の地位が安定したことになり、

度、司法制度など多岐にわたる改革がなされ、近代国家の実現のた

た。鹿児島からの武器弾薬の搬出や密偵事件などをきっかけにして

明治一〇年二月一五日、約一万三〇〇〇の兵が鹿児島を進発し

政府と私学校派との対立は決定的となった。

めの諸政策がなされていった。

第二節 西南戦争
１ 最後の士族反乱

(

開戦時の編制は、歩兵五大隊および砲兵二隊からなり、一大隊は

)

一〇小隊、一小隊は二〇〇人で構成 、九州各地の不平士族もこれ

に加わり、日本史上最後の内戦といわれる西郷隆盛を擁立した反政

西郷軍は二月下旬、熊本城の鎮台（司令官谷干城）を包囲する一

府戦争が勃発したのである。

後に数々の近代化政策を遂行した。近代化に不要な武士の特権階級

方で、南下してきた政府軍と激戦を繰り返し、田原坂の戦（三月四

明治政府は天皇制による中央集権国家の樹立をめざし、廃藩置県
の諸制度を廃棄し、近代諸策励行のために秩禄処分・徴兵令・廃刀

日～二〇日）では死闘の末、兵力火力で勝る政府軍に圧倒された。

三月一九日には八代に上陸した政府軍から背後を衝かれ、四月一五

令を実施した。その結果、士族の反政府運動の気運は高まった。
明治六年（一八七三）の征韓論をめぐる政変で、西郷隆盛・板垣
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日ついに熊本城の包囲を解いて撤退、戦局の大勢はほぼ決した。四
月二六日鹿児島が政府軍に占拠され、西郷軍は本拠地を失った。

郡山から西南戦争に出征した人の数は一七一名、そのうち戦没者

は四四名と確認されているが、正確な数は定かではない。
郡山郷出征（生還）者

熊本の戦闘に敗れた西郷軍は全軍を編制しなおして人吉盆地に転
戦し、四月二八日人吉を占領。以後豊後・日向・鹿児島各方面に別

氏名（年齢）

○明治一〇年二月一三日（旧正月元日）出征

働隊を放って政府軍を攪乱するなど抗戦を続けたが、六月一日人吉
陥落。宮崎方面に転戦するも兵力は激減し、七月二四日都城、三一

五番大隊（隊長池上四郎）五番小隊（小隊長園田武一）に編

竹内喜平次（三七）

長井村で全軍を解散した。西郷は精鋭数百人を率いて可愛岳を突破

入され従軍。熊本城・山鹿・植木の戦闘に参加した。

日宮崎・佐土原、八月一五日延岡を失い、ついに八月一七日宮崎県
し、九州山中を潜行して、九月一日鹿児島に突入、わずか三〇〇の

二月十七日鹿児島を出発。出水米ノ津より乗船、肥後松橋

(

川尻町、薩軍本営）にて治療。戦局の悪化に伴い御船に転
｢
(

)
｣

なお、末原喜助らの上申書によれば、竹内は西郷が城山へ拠っ

(

長崎に九州臨時裁判所が置かれた）として東京の市ヶ谷監獄をは

た際同志を川田村（鹿児島市）に募り、竹内自身は西郷の本

)

へ進軍、官軍と交戦。植木町にて休兵。二十五日山鹿へ進

兵で城山を占拠したが、九月二四日政府軍五万の総攻撃を受け、西
この半年に及ぶ戦争に動員された政府軍の兵力は陸海合わせて約

発し数日滞陣、官軍を撃退する。（月日不詳、三月三日か

に到着。二十二日熊本城を攻撃。二十三日木ノ葉（玉東町

六万名、西郷軍の総兵力は約三万名で、それぞれ政府軍約六八〇〇

山鹿布陣の薩軍諸隊南関へ進軍、自隊は間道より平山村

郷以下約一六〇名が戦死した。

名、西郷軍約五〇〇〇名の戦死者を出した。

山鹿市）に進出し、官軍を撃破する。翌日早天、田原口

で戦況急変との報を受け、退却し植木駅にて交戦、勝敗決

西南戦争に従軍した人たちはその貴重な体験を記録として残して

院するも疵は癒えず帰郷して治療し、九月上旬自首帰順す

２ 出征記録

いる。一つには各人が「陣中日誌」として自分たちの行動を記録し

る。 懲役人筆記 東京府

せぬまま三四日間連戦。この際負傷して川尻病院（熊本市

たもの、また公的な記録としては、戦中戦後に捕らえられ、戦犯
じめ全国一七ヶ所の監獄に収監され、そこで上申書として提出され

陣まで参陣している

(

)
)

などがある。

当時薩軍の本営が置かれていた川尻には、延寿寺をはじめとする

た「西南之役懲役人筆記」 『鹿児島県史料 西南戦争 第二巻』
(

所収 東京府を除く
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)

床の病床が用意された。なお同寺には三月二日から四月三日までの

傷者が収容されていた（ 川
『 尻町誌』によれば延寿寺には二八八四

寺院など百十余戸に薩軍の病院が仮設され、総計約四〇〇〇人の負

熊本市 にて官軍と交戦して負傷。宮崎より五月十五日

五日川尻敗戦により三ノ嶽より木山へ退陣の途中、新南部

本城・高瀬（玉名市）・田原坂・吉次越と転戦し、四月十
(

)

帰宅。 「懲役人筆記 新潟県」

)

(

)

私学校へ入校し、二番大隊（隊長村田新八）二番小隊兵士

薩軍戦病死者八五三名が埋葬されている 。
大迫与十郎（二〇）

として従軍。熊本城・松橋・植木・木山と転戦し、鹿児島

大山八之丞（四〇）
重久 純孝（二六）
私学校へ入校し、五番大隊五番小隊の伍長として従軍。

に戻った後、嶽村の陣にて罹病し、帰宅。 「懲役人筆記

(

二月十七日鹿児島を出発し、熊本城・木ノ葉・山鹿・南関を

｣
石川県 ）

私学校へ入校し、一番大隊二番小隊兵士として従軍。二月

末原 喜助（二五）

の後再び募兵に加わり参戦した。

二十二日熊本城攻略中に銃創を受け、三月十日帰県。十月

転戦し、三月六日田原坂の激戦の最中に負傷し、帰郷。療養
（ 懲役人筆記 秋田県 ）

前田 堅磐（三二）

前田彦右ヱ門（二一）

貴島甚兵衛（二四）

前田武五郎（二六）

河野畩次郎（二五）

寺尾 善助（二四）

白坂 宰蔵（二九）

大迫 友輔（二三）

大山 直助（四二）

川野太平次（二七）

大迫喜之助（不詳）

鬼丸 高光（二七）

木場甚之丞（四四）

向う。六月吉野雀ヶ宮にて戦闘、鹿児島敗走の後国分にて

矢部にて部隊の改編があり、行進八番中隊として鹿児島に

北部町）・木ノ葉・山鹿・田原坂・木山・御船と転戦。

として従軍。二月十六日鹿児島を出発し、熊本城・鹿子木

私学校へ入校し、四番大隊（隊長桐野利秋）六番小隊兵士

る。 「懲役人筆記 石川県 ）

九州臨時裁判所（長崎）にて除族の上懲役二年の刑を受け

｣

田代仲之進（一八）

鬼丸 角司（二七）

｢

上原 尚定（二〇）

(

｣

井上 吉継（二一）

腹痛により入院。八月十一日日向にて帰隊。延岡にて官軍

(

〇二月一五日（旧正月三日）出征

に包囲され降伏。除族・懲役二年。 「懲役人筆記 石川

(

成尾庄之丞（一九）

宅万平袈裟（二九）

県 ）

｣

一番大隊（隊長篠原国幹）二番小隊の兵士として従軍。熊
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から人吉・鹿児島へ進軍、十六日再び人吉から逆瀬口（五

吉次・原倉（玉東町）・三嶽・永峯・木山と転戦し、矢部

一番大隊二番小隊兵士として従軍。熊本城・高瀬・田原坂・

隊伍の編制替があり、奇兵隊（隊長野村忍介）に編入され

戦。四月十四日坂梨にて官軍の急襲を受け敗走。矢部にて

城を八幡山から攻撃。三月十六日南郷黒川村にて官軍と交

二月十五日鹿児島を出発、二十一日川尻着。二十二日熊本

豊後方面に移動。五月豊後重岡・竹田を占領し鶴崎を攻め、

木村）へと転戦し、八月二十四日帰還。 「懲役人筆記
新潟県

)
｣

(
)

延岡まで退き、赤松峠・宗太郎峠など山中に陣を張り交戦。

六月一日には臼杵を陥すが、官軍の反撃にあう。いったん

七月三十一日佐土原、八月十四日延岡陥落により鹿児島へ

小倉助次郎（二二）
二月十六日四番大隊九番小隊兵士として従軍。熊本城・山
(

)
｣

(

)
｣

(

)
｣

)
｣

)
｣

(

(

)

〇三月二三日出征（ 『（旧）郷土史』二月一五日出征）

し帰県。 「懲役人筆記 宮城県」

八番大隊一番小隊にて従軍。田原坂・植木にて戦闘。罹病

永田善之進（二二）

宇田 藤蔵（三四）

（「懲役人筆記 宮城県

わる。罹病し木山病院（益城町）に入院、帰県する。

八番大隊一番小隊兵士として従軍。田原・植木の戦闘に加

郡山矢一郎（二二）

〇三月四日（旧正月二〇日）出征

敗走。 「懲役人筆記 東京府

鹿・南関を転戦し、三月二十五日木留（植木町）にて負傷
し帰郷。懲役三年。 「懲役人筆記 福島県
帖佐 豊平（二四）
私学校へ入校し、二番大隊二番小隊兵士として従軍。三月
七日より田原台場を守衛、十五日銃創を受け、四月十二日
帰県。除族・懲役二年。 「懲役人筆記 石川県
郡山伊平太（二九）
五番大隊五番小隊兵士として二月十七日鹿児島を出発。二
十二日熊本城段山口にて負傷し帰県。 「懲役人筆記 宮
城県
木場須加人（三九）
三番大隊（隊長永山弥一郎）六番小隊兵卒として二月十六
日鹿児島を出発。二十二日熊本城攻撃。罹病し二十五日川
尻病院に入院。三月十一日帰県。「懲役人筆記 宮城県」

(

(
(

三月二十二日戸長より夫卒として出兵を命じられる。御船

前園二之助（二八）

二番大隊（隊長村田新八）五番小隊（小隊長鎌田雄一郎）

にて剣一番中隊、矢部にて振武十一番中隊に編入され、鹿

竹下 良助（二一） 『 旧）郷土史』四月一一日以降出征）
の押伍として従軍。
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児島県内加治木・志布志を転戦する。懲役二年。（「懲役
人筆記 石川県」

)

中馬新四郎（二六）
河野卯之助（二四）

中村 郷蔵（三六）

〇三月二八日（旧二月一四日）出征
野間彦兵衛（三四）

有馬直左ヱ門（二九）

河野弥之助（二五）

大内田佐右ヱ門（二六）

大迫矢之助（二二）

有馬半兵衛（三一）

大重 権角（二九）

川崎金兵衛（四五）

入佐 喜助（二〇）

加世田助次郎（二八）

)

満留 勇吉（二七）

有馬嘉之助（二四）

上原与一郎（四二）
大内田七兵衛（三八）

四月二十一日出立。人吉にて第十三番小隊に編入、加治木

より延岡に移動し、振武十一番中隊に編制され、左小隊分

隊長となる。西郷敗走の報を受け帰郷。（「懲役人筆記

末原金次郎（二八）

木場五右ヱ門（三二）

嶽次郎右ヱ門（二六）

藤崎次郎助（二七）

西 栄次郎（二一）

青森県」

肥後孫太郎（四二）

八木金次郎（二六）
(

)

(

)

大迫次郎助（不詳）

五月四日勇義十番小隊兵士となり、祁答院・宮之城・川内・

成尾甚之丞（二〇）

桑原 市蔵（二六）

末原喜納二（二三）

傷、二十四日帰郷。 「懲役人筆記 新潟県」

の進撃叶わず宮之城・川内・阿久根と移動し、二十一日負

勇義十番小隊兵士。六月四日鹿児島下伊敷へ出兵。城山へ

宅万弥之助（二七）

郡山喜平次 二〇

重久 利助（三一）

)

成尾 甚七（二七）
三十日大口にて十番大隊一番小隊に編入。熊本健軍・馬見
原・人吉・大口を転戦し、水俣にて負傷し帰郷。（「懲役

有川次郎太（二六）

桑原覚太郎（二三）

人筆記 新潟県」

桑原助次郎（二六）

〇四月一一目（旧二月二八日）以降出征
有馬嘉兵衛（二六）

｣

久保田休蔵（四七）

竹下四郎八（三一）

竹下 喜蔵（三四）

竹下勇四郎（三六）

大山 市助（二一）

肥後 伝吉（三一）

小倉四郎右ヱ門（二一）

鬼丸 平助（一七）

阿久根と移動、罹病し帰郷する。 懲役人筆記 新潟県 ）

｢
(

四月二十一日出立。人吉にて第十三番小隊に編入、加治木
より延岡に移動し、振武十一番中隊に編制され、右小隊分
(

隊長となる。西郷敗走の報を受け帰郷。 「懲役人筆記
青森県」
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)

八木彦次郎（三八）

永田郷次郎（二八）

森 市之助（三七）

井尻権之助（二六）

田代仲次郎（四三）

田島喜之助（二九）

木場仲之助（一七）

森 六之助（三五）

豊田助右ヱ門（二六）

桑原権之助（二四）

横山 直助（三〇）

加治木喜八郎（二六）

肥後 豊 （二九）

有川 市蔵（二四）

有馬 徳蔵（二五）

柳田半次郎（二八）

橋口岩次郎（二一）

寺尾太郎次（二六）

郡山 孝蔵（二四）

久保田早太（四七）

大井 〇八（二六）

山口宰次郎（不詳）

竹下仲次郎（二三）

川崎孝吉郎（一七）

郡山 六〇（不詳）

郡山 愛助（二一）

郡山 栄助（二一）

桑原栄之丞（三一）

大重与次郎（二〇）

松山善之丞（二五）

有川竹次郎（二〇）

山口仲次郎（二三）

永田徳太郎（一九）

竹下 喜八（二〇）

竹下友次郎（二四）

山口仲次郎（二三）

稲田 武輔（二三）

加藤 武二（二一）

谷山岩右ヱ門（二九）

谷山孫兵衛（三六）

白坂源之助（一七）

勝軍山淨勝寺地中葬

○
熊
郡
山居住

宅万 静（正）平（三六）

山口 栄市（一）（二三）

井尻 新蔵（造）（二四）

郡山市之助（二〇）

前田 栄七（一九）

小田原十郎（三三）

氏名（年齢）

崎山次郎助

崎山藤次郎

嶽からの従軍者

田原坂 熊本県

田原坂

山鹿

熊本県

崎山弥四郎

馬渡直之進

〃

【○熊…熊本県政資料「薩賊死亡姓名」】

【○田…田原坂記念碑】

植木

○熊

○
熊
郡
山士族

○田

○熊

○田

○
熊
郡
山居住

第二大隊二番小隊兵士 三月一四日戦死

田原坂 熊本県

第五大隊五番小隊 三月一〇日戦死

〃

田原坂 熊本県

〃

田原坂 熊本県

〃

段山

〃

熊本城塁

第二大隊二番小隊兵士 三月二〇日戦死

〃

第五大隊五番小隊 三月一七日戦死

白坂 文二（二〇）

第二大隊二番小隊兵士 三月一四日戦死

○
熊
郡
山士族（二九）

郡山 繁秀（一九）

戦没者

中馬七兵衛（四六）

肥後 善一（二八）

折田吉（喜）之丞（三〇）

場所

重久 泰蔵（三四）

永山 吉蔵（二九）

○
熊
郡
山士族

臼田伝之助（二四）

前田 萬 （三〇）
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木場直右衛門（二〇）

池田源之進（二〇）

大迫弥七郎（三七）

八木次右ヱ門（三一）

向坂

〃

〃

〃

熊本県

〃

〃

〃

溝口八之進（二二）

吉村畩次郎（不詳）

貴島 宰蔵（二六）

成尾袈裟次郎（三三）

都之城

武村

阿久根

出水

〃

〃

〃

延岡

○
田
成
尾弥之助（不詳）

鬼塚孫九郎（二九）

熊本市東部

○
熊
三
谷勇吉（不詳）

第三大隊六番小隊 三月二〇日植木戦死
健軍
植木西方

○
熊
郡
山士族

勝目 十郎（二八）
木留

肥後甚右ヱ門（四二）

成尾甚四郎（一九）

永吉

御船

人吉

木山

？

熊本市東南

八木弥之助（不詳）

成尾勘太郎（二一）

萩野吉次郎（二五）

末吉

健軍

深川

健軍

鹿児島市

鹿児島県

〃

〃

熊本県

○
熊
薬
師良介（二〇） 郡山農

有屋田
永尾金之助 四月一二日
桑野郷太郎 六月二〇日
嶽
西郷 郷助 四月六日

（ ○田にはなし）

第一大隊九番小隊 三月二一日鏡戦死

池田喜平次 六月一九日

海江田金太郎 六月一六日

熊本県植木町の田原坂記念碑には郡山からの従軍戦没者氏名として三
六名の名前が刻まれている。

死した日付や場所などが記録されており貴重である（同書の所在について

立図書館所蔵）には、熊本県内で死亡した薩軍兵士の出身や所属部隊、戦

また近年熊本県政資料中に現存が確認された「薩賊死亡姓名」 熊本県

(

木場 直八（二五）

武村

郡山士族 第三大隊九番小隊 四月六日為重創没

瀬戸山彦之進（二三）

川崎覚之助（不詳）
雀ケ宮 鹿児島市

第四大隊六番小隊 三月二二日戦死

河野 憲章（四三）
〃

○
熊
郡
山士族

永田源四郎（四六）
塩屋

〃

益城町

矢野庄之進（二九）
〃

木山病院 熊本県

森 直助 （一八）
前田直之進（二三）

有馬伝次郎（一八）

当郷

第一大隊六番小隊 四月六日為痘病没

白坂篤光 （二三）

龍名山 鹿児島県

○
熊
郡
山士族

有屋田俊成（二七）

)
は平田信芳氏に御教示いただいた 。
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第二章 行政

第一節 明治・大正・昭和初期
１ 戸長

明治四年（一八七一）七月一四日、廃藩置県の詔書が発布され、

鎌倉幕府以来七〇〇年の長きにわたった封建制度はここにその姿を

ちせいしよ

消して、中央集権の近代国家の基礎が築かれることになった。その

年一一月、薩摩藩は鹿児島県となり、知政所は県庁になる。翌年二

月に課を設けるなどして県庁組織が整備され、その後、地方行政制

度も新しい方向に移り変わる。鹿児島県が現在のような地域に決まっ

たのは、同一六年（一八八三）になってからである。

県は明治五年（一八七二）初頭から郡制を敷くことになり、数ケ

郷を管轄する「郡治所」が設置され、これに郡長、副長・里正・副

正、戸長、戸長助等の役人が配置された。当時、県内には七つの郡

治所が設けられ、郡山郷は、入来、樋脇、永利、隈之城、平佐、高

江、串木野、市来、伊集院及び甑島の各郷とともに、市来郡治所の

支配下に入った。同年九月、郡長、里正等の呼称を大区戸長、大区

副戸長等と改めた。翌六年（一八七三）七月、大区には戸長役所が

置かれ、同年八月郡治所を廃止し、代わって県下六箇所に支庁が置

かれることになる。この時点で、県庁―支庁―大区戸長役所（大戸

長）―小区戸長という編成が確立する。翌七年（一八七四）一月に

なると支庁の下に区長を置き、区長は県下一〇九の大区の数大区ご

403

近 現 代
第八編

次の記述がある。

所―戸長役所の三段階に変わった。郡山町役場の保存文書の中に、

間もなく支庁が廃止されたので、県の行政系統は県庁―区長事務

警察行政まで担当し、さらに地租改正事業を推進する任務があった。

とに一人が置かれ、区長事務所を持ち、管内の一般行政は勿論教育、

任には木場甚之丞が任命された。副戸長は河野万左衛門以外の人物

門は、高齢を理由に以前から出していた辞職願を漸く受理され、後

同一二年（一八七九）二月に行われ、ここで初代戸長の木場平左衛

ているが、事実上官選に近かったとある。新戸長・副戸長の任命は、

かかるが、『県史・四』に、この正副戸長は選挙で定めることになっ

明治五年戸長役場ヲ置ク。役場ニ左ノ諸役アリテ郷ノ統治ヲナ

)

２ 郡区町村制

は不明である 『（旧）郷土史・下』三八頁 。

(

シタリ。戸長・副戸長三名・書役一名 又村ニハ庄屋ヲ廃シテ
副戸長ヲ置ク。副戸長ノ下ニ名主、小布令、布令ノ世話役アル

政府は明治一一年（一八七八）七月二二日、太政官布告をもって

コト藩政時代ニ同ジ。
小布令は小触とも書き、門あるいは各戸に役所からの通達を知ら

いわゆる「三新法」を公布、地方行政組織の一大画期となる。三新

かど

せる役目の者をいう（『郡山郷土史・下巻』以下『 旧）郷土史・下』、

法とは「郡区町村編成法」「地方税規則」「府県会規則」の三法をい

(

あつか い

四～六頁 。郡山郷初代戸長には、最後の噯役の一人木場平左衛門

う。目的は地方自治体の振興と国家行政の円滑をはかることにあつ

)

た。

盛幸が明治五年四月に任命されたと、木場家系図に記されている。
明治一一年（一八七八）七月公布の郡区町村編成法により、郡山
第四小区 油須木村

長事務所の管轄下にあった日置郡は、それまではただ名称にしかす

行し、大区小区の呼称が廃止された。従来鹿児島市築町にあった区

鹿児島県は同一二年（一八七九）二月一七日をもって、郡制を施

第一小区 川田村

第五小区 郡山村

ぎなかったが、平安朝時代の昔に帰って行政単位として復活するこ

郷は第二一大区、六つの小区となった。
第二小区 東俣村

第六小区 西俣村

とになった。市来湊に新たに郡役所が設置され、日置郡・阿多郡・

第三小区 厚地村

当時の郡山郷の戸数がいくらであったか正確な数はつかめないが、

甑島郡の三郡を管轄下に置き、三郡の郡長には飯牟礼俊良が任命さ

郡制の設置と同時に戸長も改選されることになり、選挙は同一二

『薩隅日地理纂考』によると、一〇五八戸、四五三五人となってい
〇戸以上一二〇〇戸までが一人、副戸長は三〇〇～五〇〇戸が二人

年（一八七九）一二月に実施された。日置郡（串木野・市来・郡山・

れた。

とあるので、郡山は戸長一人、副戸長四人の割り当てになった。同

伊集院・日置・吉利・永吉の各郷）内五四ヶ町村で、三二人の戸長

る。『鹿児島県史 第四巻』（以下『県史・四』）には、戸長は四〇

一〇年一二月一五日新区長が任命されると、県は正副戸長の選任に
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が選出され、三二の戸長役場が設けられた。

村会法改正が行われ、戸長役場管轄区域の

下左 。同一七年（一八八四）五月、区町

に は 、 戸 長 役 場 管 轄区 域 の 改 廃が あ っ た

所管となった。翌一五年（一八八二）六月

役所は廃止され、日置郡は鹿児島郡役所の

郡役所の管轄区域の変更が行われ、市来郡

明治一四年（一八八一）七月になって、

下右 。

に 戸 長 ・ 用 係 ・ 書 役が 一 人 ず つ 置 か れ た

川田・油須木村、西俣村の五地域それぞれ

選出されたので、翌二三年（一八九〇）五月、川崎孝吉郎が採用さ

助・大内田七兵衛・前田矢之助が採用されたが、有馬純幸が助役に

同二二年（一八八九）六月付きで、有馬純幸・山口盛秀・木場善之

素一郎が、助役には有馬純幸が選ばれた。書記は初め五名が定員で、

統合して出発した。初代村長には、先の重久戸長の甥に当たる白坂

る厚地村・東俣村・川田村・油須木村・郡山村・西俣村の六ヶ村を

町村が一一四に合併されたのである。郡山村は旧来の郷の区域であ

の数は約五分の一に減少したことになり、鹿児島県の場合は六〇九

合併の一環であった。全国では旧町村が一万三三四七あったが、そ

県では一市一一四町村が誕生したが、これは全国的に行われた町村

明治二二年（一八八九）四月の「市制」「町村制」施行当時、本

３ 新郡山村の誕生と新日置郡

拡大と事務処理の円滑化を期して戸長を官

れた。

旧郡山郷では、郡山村、東俣村、厚地村、

選とした。日置郡内三二

(

)

郡山郷の両役場は合併し

の戸長役場は一一に激減、

て、同二九年（一八九六）になってようやく郡区画が決定し、新郡

になっていたが、従来の地域の変更問題等で紛糾し、紆余曲折を経

新しい郡制もまた同二四年（一八九一）四月から施行されること

)

て、役場は郡山に置かれ、

制はその上に立って、同三一年（一八九八）四月一日をもって実施

(

郡山外五ヶ村戸長役場と

日置郡は阿多郡を吸収して、新日置郡として発足し、郡役所は中

され、郡議会もまたようやく成立していった。

善次郎が任命され、間も

伊集院村（伊集院町）の下谷口に置かれることになった。郡には執

なった。初代戸長には紫
なく郡山出身の重久厚右

行機関としての郡長と、決議機関としての郡会があった。

は二四年を経た大正一〇年（一九二一）に廃止された。もっともそ

時代の進展に伴い、行政の能率化簡素化という点から、この郡制

衛門がこれに代わり、そ
の後同二二年（一八八九）の町村制成立まで足掛け五年にわたって

郡山郷の行政を推進してきた。
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の後、県の出先機関となって郡役所の名称は同一五年間で存続した。
『 旧）郷土史・下』七〇頁～七二頁

(
(

４ 役場移転と役場事務

場庶務規定と事務分担が示されているので、ここに引用しておく。

庶務掛―条例規則及び規定、吏員の進退賞罰並びに身分、役場印

並びに村長助役職務印管主、出勤簿及び宿直、文書保存、議員

選挙、会議、民籍、財産及び営造物、社寺、歳入歳出予算、褒

賞に賑恤救済、統計、各係の主掌に属せざる事項、以上十四に

)

衛生掛―衛生と衛生統計に関すること

関すること

は、大正元年（一九一二）

勧業掛―農林商森林水産、土木、土地、勧業統計に関すること

郡山村行政の整備・確立
の役場の移転改築が一大契

兵事掛―兵事、在郷軍人会及び兵事会、壮丁トラホーム及び花柳

移して、その跡を利用する

舎増築の敷地は役場を他に

場は校舎の隣にあった。校

地頭仮屋跡地にあり、村役

拡張であった。同小学校は

三年（一九〇〇）以来の大

ことになる。郡は単なる行政機関として存続するに過ぎなくなった。

る法律が可決され、かくして地方自治体としての郡の歴史を閉じる

一名で処理していた。同一〇年四月、第四四議会で郡制廃止に関す

以上の七つの掛と三〇に関する事務を助役、収入役以下九名計一

会計掛―現金出納その他の会計、歳入歳出決算に関すること

税務掛―徴税、土地台帳並びに名寄帳に関すること

学務掛―教育、学校衛生、学事統計に関すること

（第五章第二節１を参照のこと）

機となった。事の発端は郡

ほか手がなかった。役場移

同一五年（一九二六）六月に、地方官制改正により、郡長、郡役所

病に関すること

転を巡って誘致運動が起こっ

の制度は廃止となり、同年七月を期して郡役所の廃止が断行される

山尋常高等小学校の明治三

たが、結果は当時郡山駐在所のあった前役場跡（大字郡山小字岩崎

こととなった。

)

昭和初期に起こった世界恐慌は、我が国の経済にも深刻な影響を

５ 昭和初期―戦時下の行政

四六番地・賦合）に移ることで決着がついた。
移転事業は明治四五年＝大正元年（一九一二）度に竣工し、経費
は七五二円七六銭一厘であった（『（旧）郷土史・下』一五三～一
五四頁 。

役場所蔵の「郷土史料８」には大正六年（一九一七）当時の村役
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に編入する必要性が叫ばれた。同一一年（一九三六）九月、陸海軍

満州事変が勃発するや、特に軍部から地方自治制度を挙国一致体制

主義体制の方向に急速に傾斜していった。昭和六年（一九三一）に

及ぼし、国民生活は悪化の一途を辿った。その一方で、政治は軍国

三五頁 。

の一機関として位置付けられたのである 『県史・五』三三四～三

ていった。その下で地方の行政は基本的には戦争遂行と勝利のため

ことになる。こうして、日本は国を挙げての総力戦の体制に突入し

(

)

太平洋戦争が勃発した昭和一六年（一九四一）一二月八日以降、

的に整備された。同一八年（一九四三）三月に至り、地方行政をさ

の両大臣から、「中央行政機構の整備改善及び国運の進展に伴い、

昭和一二年（一九三七）七月、日中戦争が始まると、同九月には

らに中央統制の下に組み入れる必要から、地方制度の大幅な改正が

「国―県―地方事務所―市町村―町内会・部落会・各種団体・隣組」

「国民精神総動員運動」が内閣訓令によって進められ、鹿児島県で

行われた。地方団体の首長に対する国の監督権の強化、首長の職務

地方行政制度を刷新する」という趣旨の「諸政一新」の改革案が出

もその実行委員会が組織された。戦時統制経済も「臨時資金調達法」

権限強化、議会の発言権の抑制と事務の簡素化を図り、国策への即

といった縦の行政系列化が、一段と強化され、国防国家体制が本格

の制定によって、同九月からスタートした。続いて同一三年（一九

応体制の確立がねらいであった。

されたが、世論の反対にあって実現しなかった。

三八）三月、「国家総動員法」が成立し、「国防目的達成ノ為国ノ全
力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スル」
同法第一条）方針を固めた。同法に基づき、その後次々と戦時立

争に全面協力するための基盤として編入替えされた。住民生活は戦

以上のように、戦時体制下にあって、地方自治・行政制度は、戦

(

法が制定され、それに応じて地方公共団体の機構と職員が増大し、

時体制と固く、深く結び付けられていったのである。

」に日置地方事務所長が郡内各町村長に宛てた「官

)

令」（同年四月 、「国民徴用令」（同年七月 、「国民体力令」（同一

ある。「官庁の決戦態勢を一段と強化する為、決戦勤務措置」をと

庁ノ常時執務ニ関スル付 通牌」（昭和一九年三月二日）の史料が

)

五年四月 、あるいは軍事援護及び銃後施設の整備等、地方公共団

ることを通告している。具体的には⑴官庁では日曜日を廃止し、常

)

体において事務処理をしなければならない法律や勅令が公布された。

時執務すること、⑵休日は二週間に一回与える、というものであっ

「郷土史料

必要経費も膨張していった。
さらに経済立法以外に「警防団令」（同一四年一月 、「青年学校

ついで同一六年には大政翼賛会が生まれ、鹿児島県にも知事を支部

た。

69

長に支部が置かれ、民間における国防体制への協力組織が編成され

)

た。またそれに先立って、同一五年末には「部落会、町内会等整備

ニ関スル訓令」が発せられ、国の行政の末端機構が再編整備される
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第二節 戦後の行政

戦後の地方行政民主化の口火が切られた。戦前・戦時中の地方行政

制度は抜本的に改められ、地方公共団体の独自性を強化し、国の監

督権を縮小した。同年一一月には日本国憲法が公布され、新たに

などについて規定した。地方自治の民主的改革の基本線が定められ、

１ 改革の嵐
戦時下、市町村行政は多忙をきわめ、空襲、食糧難、疎開などの

同二二年四月、地方自治法が制定される。憲法と地方自治法では

「第八章・地方自治」の一章で、地方公共団体の組織、運営、議会
問題が加わって、混乱状態に陥った。そして、国民の多くは生命と

「地方自治の本旨」について規定し、
（一）住民の権利の拡充、
（二）

さらに、幾多の改革が村行政の上にも目白押しに並んでいた。農

の公正確保、以上の三原則を示している。

地方公共団体の自主性・自律性の強化、（三）地方公共団体の行政

生活の危機のもとで不安と恐怖の日々を送っていたのである。
三一〇万人もの国民の生命が失われる一方、日本軍はアジアの同
胞二〇〇〇万人余の生命を奪ってきたが、その戦争もついに昭和二
〇年（一九四五）八月一五日にピリオドをうった。新生日本がここ

理政策」が発表された。その内容は軍国主義の根絶、戦争犯罪人の

同年九月二二日、占領軍総司令部（以下、ＧＨＱ）から「日本管

三月には、「教育基本法並に学校教育法」が公布され、六・三制が

村の指定を受け、その年一二月に農地委員会が発足した。同二二年

設特例措置法並に改正農地整法」が公布され、郡山は農地改革指定

地改革の指令を具体化するために、同二一年一〇月に、「自作農創

処刑、個人の自由及び民主主義の助長をうたい、また経済面におけ

始まった。そして、翌四月には町内会、部落会、隣組が廃止される

にスタートしたのである。

る民主主義の浸透を要求している。改革の具体化として、新憲法の

ことになり、全国の末端行政が立ち往生した。

などに出されたもので、その内容は、家庭における神宮大麻の奉斎

基盤とし、その上に立った挙国一体の社会行政組織、さらには日本

ＧＨＱは、部落会や隣組が、先に廃止を命じた神社神道を思想的

２ 部落会・隣組の廃止

制定をはじめ農地改革、婦人参政権、公職追放、労働組合の結成、
財閥の解体などが断行された。
まず、昭和二一年（一九四六）一月、ＧＨＱのマッカーサーが、

は支障ないが、政府または公共の機関団体で、神道の後援、支持、

の今までの戦力を産みだした根源組織とみなしていた。そこでＧＨ

いわゆる「神道指令」を出す。この指令は地方事務所長から町村長

供金、管理及び弘布などは、いっさいこれを廃するというものであっ

Ｑは部落会などの廃止の指令を出し、昭和二二年（一九四七）三月

四日には、内務次官より各市町村長宛に「町内会・部落会の措置に

た。
同二一年九月、ＧＨＱの指令による市町村制の大改正が行われ、
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ついて」通牒が出された。
一、現在町内会長・部落会長及び同連合会長が行っている行政的

四、従来の配給機構は廃止する。今後配給については如何なる団

同二二年五月三日に公布された政令第一五号によって、同二〇年

体も必要とせず、消費者は直接配給を受けることができる。

二、行政事務を担当させるため必要がある場合は、適当な区域に

九月一日以前から翌二一年九月一日まで引き続き町内会部落会、ま

事務は、本年四月一日までにすべて市区町村に移管すること。
市区町村の駐在員を配置するとか、市区町村の出張所の如きも

たはその連合会の長の職にあった者、及びその補助職員は、同二二

主的土地所有の矛盾は一層深刻となり、我が国の支配層の間からも

終戦直後、政治的不安と食糧危機が日増しに深まるにつれて、地

３ 農地改革・農業協同組合

なくなった。

の罰金ということになる。該当する部落会隣組長は交代せざるを得

いてはならない。違反者は、一年以下の懲役か一万五〇〇〇円以下

年五月一日から起算して四年間は、従来のような事務を掌る職に就

のを置くとかの措置を講ずること。
三、住民の意向によって、自発的に適当な任意団体を結成するこ
とは差し支えない。
以上のような内容であるが、目の前に差し迫った四月一日までに、
急に町内会、部落会を解体して新たな任意団体を結成することは、
実際は容易なことではなく、郡山では従来の部落会をほとんどその
まま新しい任意団体とするケースが多かった。また、部落会長が村
の駐在員に嘱託され、物資の配給や転出入の証明など、従来とあま
り変わらない仕事を続けたものと思われる。
同二二年三月二九日、内務次官より各地方長官宛に「町内会・部

Ｑの経済民主化の基本政策に対応するものとして、昭和二〇年（一

農地改革の必要性が説かれるようになった。その結果、政府はＧＨ

一、町内会部落会隣組廃止後はそれらの長の職務は消滅し、この

九四五）一一月に農地制度改革要綱を発表し、第一次農地改革案と

落会の廃止並びにその後の措置について」通知があった。
種の強制的性格をもつ団体は許されず、後継団体もあってはな

この案を審議未了で葬り去ろうとしたが、これに対してＧＨＱは同

いわれるものを、農地調整法改正案の形で議会に提出した。議会は

二、今度の措置は改正憲法の施行に先だって、戦時統制機構を一

年一二月九日に突如として、いわゆる農民解放指令といわれた「農

らない。
掃することによって四月以降に行われる各種選挙の公正な実施

地改革についての覚書」を日本政府に通達し、その指示する諸計画

令は議会の審議に強い圧力となり、法案は一部修正の上、同月一八

を内容とする農地改革案をＧＨＱに提出することを求めた。この指

を確保しようとするものである。
三、今回廃止される町内会部落会などの長を、新たに設置される
出張所員や駐在員に委嘱することは絶対に避けること。

409

近 現 代
第八編

日に成立、公布された。
その後、第二次農地改革案が作られ、議会で激しい論議が繰り返
されたが、結局同二一年一〇月一一日に議会を通過、二一日に公布
され、農地調整法改正法は一一月二二日に、自作農創設特例措置法
は一二月二九日に施行された。農地改革指定を受けた郡山村では、
同年一二月、公選で一〇名の農地委員が選出された。郡山村農地委
員会は指定村の面目にかけて、他町村が二二年三月三一日以降に仕
事を始めたのに対し、二一年度中に早くも件数にして五二件、田畑
筆数七五八、面積にして五三町一反九畝一〇歩を買収し、その全地
積を四一三人に売り渡した。買収価格は田畑平均一反歩当たり六六
一円で、旧小作人への売渡価格も同じであった。
二二年度の買収は四三九件で、その数は二九年度に至るこの農地
関係法での取扱件数からいえば五八㌫を占め、郡山村の農地改革か
らみれば、二二年度でその三分の二近くを終えたといっても差し支
えない。解放地籍は九三町六反一畝二七歩で、その対価は五二万九
五六二円五八銭に達した。
同二三年度は一八一件、地籍二四町六反畝二七歩を買収したが、
二一年度からこの年度までで解放された在村及び不在地主の土地は
一七一町四反七畝二六歩となり、すでに郡山村における農地改革の
大半を終了したと言っていいだろう。二四年度は五六件、六町八反
五畝二二歩を買収譲渡し、二五年度は二八件、二町七反四歩を処理
し、実質的農地改革はこれで終わった。これまでに解放された地籍
は一八〇町九反九畝二二歩となり、郡山村田畑全面積の一一・八㌫
を占めた（表２―３）。

昭和二〇年（一九四五）一二月ＧＨＱは日本政府に対して、農村

の民主化の一環として、農地改革と並んで民主的な農業協同組合を
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)

ところが国内復員に引き続いて海外からの復員、引き揚げが始ま

五名となっている。これは人員の二割を整理したことになる。

組合法」が公布され、同年一二月二五日に施行されたが、同時に制

り、その復員事務、感染症対策、食料物資の配給事務、諸登録事務、

設立するよう指令し、それに基づいて同二二年一一月に「農業協同
定施行された「農業協同組合制定に伴う農業団体整理法」によって

それに財産税課税のための財産や所得の調査など、役場の仕事は増

(

)

県
『 史・五』六二一頁 。

告」によると、郡山村役場の行政機構は次のようになっている。

同年一〇月四日、「地方団体職員に関する制度・役場事務分掌報

二一名、嘱託雇い人八名であった。

て、役場が県内政部長宛に出した報告では、郡山村有給吏員の数は

同二一年二月二五日付で「市町村国庫補助調に関する件」につい

えるばかりであった。

従来の農業会は消滅することになった。
県下の農協設立は順調に進み、同二三年五月末の状況を見ると、
設立町村数一一七、総会を終了したのは一八六、認可済み一五二で
あった
郡山村農業協同組合は同二三年六月に設立された。役員は理事九
名、監事四名で、事業内容は、（一）営農事業、（二）信用事業、
( (

三）共済事業、（四）購買事業、（五）販売事業、（六）運送事業、

総務部長 助役

総務課長―庶務係 選挙係 労務係 復員係 厚生係 振興係

七）利用、となっており、事業所は郡山本所、東俣支所、川田出
張所の三ヶ所に設けられた。この郡山農協は、同五三年（一九七八
)
(
(

経理課長―経理係

経理部長 収入役

経済部長 助役―勧業係 配給係 統計係 農地係 土木係

税務戸籍課長 収入役―国税係 県税係 村税係 戸籍係

旧 郷土史・下』三七一～三七四頁

『

）

四月一日に伊集院、松元、日吉の三町農協と合体し、日置中部農協
が新たに発足した。

４ 役場職員の漸増

森林組合組合長

農業会会長

〃

村長

〃

〃

二

五

一

一

二

係 男三六 女一五

各種団体
響が及んだ。県は対策の一つとして同二一年（一九四六）の初め、

煙草耕地組合組合長 〃

一

終戦後の物価上昇、爆発的なインフレなどは、村財政に大きな影
行政整理をうたい、その一環として役場職員を減らすよう指導した。

〃

一三五

〃

隣保班

厚生援護会会長
三二

同二二年六月一九日付で増満村長が「昭和二一年度市町村職員待

部落会

同年三月一八日付で国分友睦郡山村長が「町勢の行政整理に関する
件」について、日置地方事務所長に宛てた報告書によると、郡山村

役場の職員は、同二〇年一二月五日現在で書記一七名、技手二名で

あったが、二月二一日までに書記三名、技手一名が退職し、総数一
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数が増加していったことがわかる（同二五年三〇名、同三一年四〇

数は二五名、同扶養家族八一名とあるから、郡山村では徐々に職員

遇について」県内務部長に提出した報告書には、郡山村役場職員の

することになった 鹿
『 児島県市町村変遷史』六一二頁 。
)
郡山村長と下伊集院村長が連名で県知事宛に提出した『下伊集院

請した。同月二七日県議会の議決を得て、三〇日合併及び町制施行

月一八日、合併案を提出、可決、県に申請し、併せて町制施行を申

村を廃し、郡山村に編入合併することについて・申請書』の中に

(

名 。)ちなみに県下の市町村職員数は、同二三年になると六五九五
名となり、同一四年の二七四〇名と比較すると、その二・四倍に膨

編入合併を必要とする理由及び経過」が記述されている。

｢

も経済的にもなおまた文化的にも同一環境に置かれてきた。…

古来郡山村と下伊集院村の大字有屋田、岳の区域は自然的に

れあがっている。

第三節 町制施行後の行政

また交通においても有屋田、岳の区域は神之川を隔てて郡山村

まな勧告を出した。昭和二七年（一九五二）ＧＨＱの廃止後も、小

自治体との行政事務の再配分と、町村規模の合理化を含め、さまざ

戦後、市町村財政は窮乏に追い込まれていた。ＧＨＱは国と地方

校に学んでいた有屋田、岳の住民が多かったということなどで

り縁故者も交流し、旧制尋常高等小学校時代には郡山村の小学

こと、その他人情風俗及び耕地、農産物生産の状態も同一であ

伊集院蒲生線、鹿児島水俣線によってその利便が保たれておる

の雪元、平原、西俣の各部落に接し、郡山村中央部との交通は

規模町村では財政上、行政事務を効果的に処理するのが困難となっ

ある。

１ 下伊集院村一部との合併

ていたので、小規模町村の合併は国や県の外部的な力に拠るまでも

係は早急に解決できないでいた。その中で、下伊集院村は郡山村以

併を図る動きもあって、その同時解決を試みたが、鹿児島市との関

郡山村に編入合併する気運を高め、かつ郡山村では鹿児島市との合

とになった。郡山村周辺では、下伊集院村の一部（岳・有屋田）が

年（一九五三）九月一日に公布され、一〇月一日から施行されるこ

町村合併促進法は自治庁が立案し、国会を通過させて、昭和二八

最も望ましいことであると期せずして両住民の意見が完全に一

の建設に努め、住民の繁栄を希望することが現段階においては

基本方針に従い進歩的に健全なる建設計画を樹立し、新自治体

の際大乗的にしかも円満に合併し、新市町村建設促進法制定の

としても現段階においては、郡山村及び有屋田、岳の区域はこ

に及んだ。…将来は共に大鹿児島市建設に決然として参加する

入を希望し陳情も続けてきたがその機が熟さないまま今日まで

従って、この区域の住民は遠く明治三十五年より郡山村に編

外の町村とも分割合併する関係上、同調する必要性が生じ、住民の

致したので、ここに下伊集院村の大字有屋田、岳の区域を郡山

なく、町村自体の内部的な面から必要に迫られていたのである。

意向もその方向に傾いた。郡山村議会では同三一年（一九五六）九
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村に編入することの申請をしたものである。
郡山町役場資料「関係村の住民の意向」から「郡山村の公聴協議
会顛末」をここに引用する。

政の飛躍的発展を期するため、喜んでこの区域を編入したいと

いう結論を得たので、議会もその後全員議会及び本議会を招集

し村民の総意として、下伊集院大字有屋田・岳の区域編入を異

の四校において公聴会を実施、約四七〇名の参加があり、諸問

町村合併促進法が公布されたので、この機会を逸する事なく、それ

「下伊集院村公聴協議会顛末書」には次のように記されている。

議なく可決した。

題において両住民の協議により、これまでの事情と村の施政方

ぞれ大字総会を開催し、自主的に集落合併委員会を設置し、本村議

郡山村では住民の意向を問うため、常盤・郡山・花尾・南方

針を了承、地方自治体の基礎を確立し住民の繁栄を祈念し、村

会にも編入促進の陳情を数回にわたり行い、議会も

採択その実現に努力していたが、最近にいたり、編

入合併の見通しがつき、数十年来の願望が達成され

ることになったので、全住民が賛意を表明し、円満

にしてしかも建設的な合併を心から期待している次
第である。

２ 町制施行と祝賀式

県に提出した先の「申請書」に「町制施行の理由」
が述べられている。

本村は県村道の整備と交通網の発達により、農業

経営にも産業経済面にも格段の変化が生じてきた。

すなわち都市近郊農村として特産物の造成、観光

資源の開発と中小企業の振興にしたがい、都市的

形態へ移行したことがその著しい特徴である。昭
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げるために、議会も町制施行を採択全会一致可決、この施行を

る行政運営の合理化と能率化により、強力な自治体制を築き上

湧き上がってきたので、社会経済の進歩に即応し適正規模によ

新の気風を注入し、行政水準の向上を図ろうとする気運が急に

ここにおいて町制を施行し、自治体住民の自覚と責任に徹し清

後の自治行政運営を種々検討する必要に迫られてきた。

有屋田、岳の区域を編入し、行政区域が拡大されるに当り、今

和三十一年九月三十日町村合併促進法に基づき下伊集院村大字

じられた。

水参議院議員外四〇余通の祝電が披露されて厳粛の内に式は閉

村議会議長会会長、鹿児島市長、その他の祝辞が述べられ、迫

村長の挨拶があり、県知事、県議会議長、県町村会会長、県町

の開式の挨拶があって町長の式辞、議長挨拶、旧下伊集院畠中

めた。町内外多数の来賓のご臨席のもとに式は開幕され、助役

開式の十時には町内老若男女を問わず全員が集合して会場を埋

町勢祝賀の気運もさらに深めていた。

に町制施行の祝賀会が郡山中学校運動場において挙行された。国分

昭和三一年（一九五六）一〇月一六日午前一〇時から合併と同時

各校区及び部落からは色採りどりの郷土民踊が繰出されて賑わっ

し町長の挨拶が述べられた。続いて祝宴と祝賀演芸大会に移り、

旗行列で式終了と同時に祝賀会場に帰り着いたので、これに対

町内の五小学校及び二中学校の生徒は両手に国旗を振飾し、

町長は『郡山町広報』第四一号

た。勇壮活発な花尾地区青壮年の太鼓踊りの最中には秋空から

申請した次第である。

に当日の模様を詳しく述べてい

は南日本新聞社及び瑞穂産業の祝賀飛行機が、「祝郡山町制」

と記した銀翼をはばたかせ、参会者の頭をなでんばかりの低空

る。
この日は一点の雲もなく、

寄せられた色々の旗が飾ら

街の軒下には各新聞社から

天気であった。郡山町商店

ヨナラを表現して空高く帰鹿して行った。こうした盛大な祝賀

賀会に一段の色彩を放ったりして、飛行機は町内を一周してサ

又は学校生徒が両手に持った国旗を打振り万才で応える等、祝

地上には郡山中学校生徒による祝郡山町の人文字が描かれ、

で花束を降下する等町制を祝福した。

れ、十文字の道路上には南

会も午後四時の予定時刻に滞りなく終り、一万一千の町民が生

秋空高く晴渡り恵まれた好

日本新聞社から寄贈された、

涯忘れられない十月十六日が盛会裡に終了した。

３ 行政の方針と諸計画

祝岳、有屋田地区合併、郡
山町制施行と染めぬいた布
旗が張られて道行く人々の
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町制施行後の行政の運営方針は、次の通りであった。

新町建設実施計画

業を主体とした生鮮野菜・畜産物の供給地域、（２）鹿児島市近郊

五月に策定された「過疎地域振興計画」の基本方針は、（１）農林

同五〇年から五四年までの後期五ヶ年計画を策定した。昭和四六年

一年遅れて過疎地域に指定され、同四九年度までの前期四ヶ年計画、

１．民意を尊重し住民の精神的融和を図り、相互扶助の精神の助長

促進すべく投資的経費の増加により産業経済の発展を期し、健全

４．消費的経費の節減を図り、農林道の整備拡充と土地改良事業を

３．社会福祉及び労働施設の強化拡充に努める。

２．学校教育、社会教育施設の整備充実を図り、その振興に努める。

上、教育の振興、広域市町村圏の位置づけ、以上の五つが柱となっ

基本施策として、交通通信体制の整備、産業の振興、住民の福祉向

ウンの誘致をはかり、住宅の供給と雇用の推進、以上五点であった。

福祉行政を進め健康で住みよい町、（５）職・住一体化のニュータ

代に対応しうる人間開発を目標にした教育文化の町、（４）衛生・

として天然資源を生かした観光・レクリエーションの町、（３）時

なる財政運営の確立に努める。

た。

に努める。

以上、四つを柱として進められた（ 申請書 。昭和三四年（一

｢

)
｣

九五九）から同四三年までの「新町建設実施計画書」では、具体的

営の合理化計画として七点明記している。（１）消費的経費節減、

連絡組織の整備計画、（４）消防水防施設整備計画。また、財政運

１）役場庁舎の整備計画、（２）行政機関の整備計画、（３）末端

の計画書に、「行財政の合理化等に関する計画」が示されている。

基本計画から成っている。基本計画は長期的視野に立って、恵まれ

までの前期基本計画に引き続き、五九年度から六三年度までの後期

七九）に第二次の振興計画が策定された。同五四年度から五八年度

引き続き情勢の推移に即応して修正を加えながら、同五四年（一九

昭和四五年（一九七〇）三月、「郡山町振興計画」が策定され、

郡山町振興計画

２）投資的経費の増加、（３）公債費、（４）税収の確保、（５）財

た自然的・立地的特性を最大限に活かし、「活気あふれる明るく豊

なプランが策定された。
「後期五ヶ年分―昭和三九年～同四三年度」

産収入の確保、（６）町有財産の造成、（７）国有林野払い下げの促

かな町づくり」を理念として、

(

(

｢

４．思いやりと生きがいのある福祉環境づくり

３．快適な明るい生活環境づくり

２．地の利を活かした活気のある経済環境づくり

１．調和のとれた住みよい生活基盤づくり

進、の以上が掲げられている（ 基礎調査書」郡山町、昭和三三年
一一月 。)

過疎地域振興計画
また本町は、昭和四六年（一九七一）四月、他の過疎市町村より
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の五つの基本目標を柱に、過疎地域振興計画などとの関連性を十分

ており、「南日本新聞」「鹿児島新報」を通じて広く募集、一〇〇通

なお、町制一〇周年を記念して郡山町の町章を制定することになっ

労者、永年勤続者が町長から表彰状と記念品を受けた。

考慮し、低成長期における社会経済情勢の変化を的確に把握しなが

近くの応募の中で、肝属郡佐多町郡中学校の角野恒明教諭の作品が

５．豊かな人間性と創造性を備えた人づくり

ら、町民一体となって計画遂行にあたってきた。

選ばれ、町議会の同意を得て「町章」が決まった。式典では製作者

町の進むべき方向と目標を定めるとともに、これを達成するために

平成元年（一九八九）から同一〇年度までの一〇年間における本

町章の発表が行われた。満場一致の拍手でこれを町章と決め、町旗

発展する姿を象徴したものであります」と製作意図の説明がなされ、

で、まわりを囲むことにより円満と平和を、山と左右の広がりで、

から「この町章は郡山町の『こ』と『山』の文字を図案化したもの

必要な基本的施策の大綱を明らかにしたのが「郡山町総合振興計画」

を掲揚した（口絵１頁 。

郡山町総合振興計画（三次）

である。本町が活力に満ちあふれ、たくましく躍進するために郡山

保健衛生の充実 、 ４ 豊かな心と創造性の育つ町づくり（教育文

産業経済の振興 、 ３）健康で生きがいのある町づくり（福祉・

都市基盤の整備 、 ２）地の利を生かした活力にみちた町づくり

基本目標を設定した。 １）快適で調和のとれた住みよい町づくり

町の将来像を「健康で活力にみちた住みよい町」とし、次の四つの

歌詞は資料編「故郷の記録」ふるさとの歌を参照 。

麓教諭から説明があり、中学校生徒によって発表され好評を博した

中の徳永教諭からそれぞれ作詞の意図を、作曲については南方小の

長から、小唄については同校の宇都教諭から、音頭については郡山

を制定し、式典の場で発表された。町歌については花尾小の榎園校

記念事業としてはさらに町歌と「郡山小唄」、それに「郡山音頭」

)

化の向上 。

( (

(

)

正午に閉式したが、午後一時、中学校の庭に特設された演芸場に

)

)
(
( ( (
) ) )

は、三〇〇〇人以上の町民が詰めかけ、盛大な祝宴が開催された。

による旗行列に始まり、式典は午前一〇時、花火を合図に郡山中学

式が挙行された。町内全小中学校児童生徒並びに幼稚園、保育園児

昭和四一年（一九六六）一〇月一日、郡山町制一〇周年記念祝賀

り」などの民俗芸能は、永らくその復活が待たれており、二〇年ぶ

俣下に伝わる「八丁杵踊り」などが次々に披露された。「八丁杵踊

鼓踊り」、花尾校区茄子田婦人会による「新花尾舞踊」、郡山校区西

校区大平の郷土芸能「獅子面踊り（獅子舞 」、南方校区西上の「太

)

校の講堂を会場に開かれた。町外来賓五十余名、町内約六〇〇名の

りの復活披露は、各方面から非常な好評をもって迎えられた。

４ 町制一〇周年記念式典・祝賀会

まず、「郡山音頭」を婦人会員と男女青年団員で披露、続いて花尾

賛助会員が参加、国分町長の式辞、宮田議長の挨拶に引き続き、功

416

庁舎落成祝いが挙行された。平成九年（一九九七）四月、町制四〇

る。昭和六一年（一九八六）一二月には町制三〇周年記念式典・新

１頁 。この時町内全世帯に「町制二〇周年記念誌」を配布してい

が郡山小学校体育館にて行われ、「町民憲章」が制定された（口絵

なお、昭和五一年（一九七九）一一月には町制二〇周年記念式典

で公職を退いたが、村民の要望により、昭和三〇年（一九五五）四

克服し、県会議員など、数多くの要職を兼ねて健闘してきた。終戦

村政の発展に尽力し、とくに戦時中は人手不足と食料物資の不足を

郡山村会議員に当選、次いで同六年には村長に就任、以来一六年間

称号が贈られた。同氏は、昭和四年（一九二九）に三三歳の若さで

そして、同年七月八日、第一号として前町長国分友睦に名誉町民

)

同三一年九月には下伊集院村の有屋田・嶽との合併を断行、翌一

月には再び村長として就任した。

周年を記念して、式典及び総合運動公園落成式が行われた。

５ 名誉町民・町民表彰

〇月一日町制を施行し、初代町長となる。以後三期一二年間にわた

「本町の発展、公共福祉の増進又は文化の進展もしくは、社会公益

本町では昭和四二年（一九六七）六月に名誉町民条例を制定し、

地方自治に精進した功績によって、同三六年（一九六一）一一月に

教育の充実と道路の整備である。また、在任七期二八年の長い間、

式典を挙げ、町民とともに喜びを分かち合った。氏の主な業績は、

り町政を担当、同四一年（一九六六）一〇月は町政一〇周年記念の

上に偉大なる貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町

町民表彰を受賞し、引き続き同四〇年（一九六五）一一月三日の勲

名誉町民・国分友睦

と縁故の深い者に対しその功績と栄誉をたたえる」こととした。

五等双光旭日章の受章につながった。

同四二年（一九六七）四月二九日の任期満了に伴う退任の日は、

病気で安静中のため町長の自宅で退任式を挙行した。七月八日に名

誉町民の称号を受けた後、病状が急に悪化し、同年七月一六日午前

二時五分永眠。翌日南方小学校で神式による町葬が行われた。
町民表彰

昭和四八年（一九七三）六月、郡山町町民表彰条例が施行された。
｢

この条例は、町民の福祉に貢献し、又は町政の振興に特に功績顕

著な者を表彰」するものである。表彰の部門は（１）地方自治、

417

近 現 代
第八編

(

(
)

)

住民、福祉、年金、国保等の係 、次には経済課（農業、畜産、林

(

２）教育文化、 ３）社会福祉、 ４）産業経済、 ５）一般篤行、

業 、たばこ耕作組合郡山支所、農業改良普及所、農業委員会、建

(

以上五部門。表彰は必要に応じ毎年一一月三日の文化の日に行う。

設課（土木、耕地、建築）となっている。

)

第一回町民表彰式は同四八年に行われ、一三人が表彰されている。

玄関は謄本、抄本など交付のための待合室、左側に収入役室（会

方々に町民表彰を授与している。ちなみに、昭和六一年（一九八六

助役、総務課、廊下を越えて町長室となっている。二階は左から議

計）隣り合わせに町民室（相談、連絡など 、次に税務課、企画室、

)

の第一四回の表彰式は町制三〇周年記念式典で行われ、最多二八名

会議事堂、議会事務局、監査員室、議長室、次に第一会議室、第二

以後、平成一五年（二〇〇三）まで二六回にわたり総勢一三七名の

に二企業を加え表彰している。

会議室、倉庫、第三会議室、図書室及び郷土館、教育委員会事務局

となっている。別棟は保健室、宿直室となっていた。

統合が実現、翌年四月から統

山、常盤、大谷の三小学校の

昭和四六年（一九七一）郡

続事業として翌年七月に造成工事が終わり、鉄筋コンクリート造り

の地権者の理解と協力により、昭和五九年度（一九八四）からの継

新庁舎は、本町中央公民館の隣接地（字大丸・茶円地内）の一六名

三〇日、町役場庁舎建築工事の入札が行われ、建築工事に着工した。

６ 郡山町役場新庁舎

合した郡山小学校が開校した。

の地下一階、地上三階（一部四階）建て、延べ床面積三七四六平方

この庁舎も老朽化が進んだため、昭和六〇年（一九八五）一〇月

町では統合後の旧校舎の利用

一階には収入役室・民生課・税務課・経済課・建設課・農業委員

㍍である。

とりあえず旧郡山小跡を一部

会が、二階には町長室・助役室・税務課・企画室・教育委員会、三

法について検討中であったが、
改築し、役場庁舎として使用

総工費六億三八九〇万円、工期は昭和六〇年一一月一日～六一年

階には議会議事堂・議会事務局・倉庫となっている。

末、改築も終わり七月一日か

一二月一〇日、郡山町が発足してちょうど三〇周年を迎え、役場新

することになった。同年六月
ら新しい庁舎で事務が始まっ

新庁舎前の広場に特設テントを張り、町内外から多数の関係者が出

庁舎の落成祝いと一緒に記念式典が行われた。午前一〇時から役場

新庁舎は、本館一階正面に

席し、町長が「今日を契機に心機一転、住民のために尽力します」

た。
向かって右に民生課（戸籍、

418

と式辞を述べ、議会議長の挨拶の後、町政功労者の表彰及び新庁舎

やま』№

)

アトラクションとして役場女子職員による郡山小唄の踊りと町消

方針、当面の措置事項、今後の検討事項、継続的な行政改革の推進

られ、同七年三月にまとまった。本大綱は、大綱策定の目的、基本

平成五年（一九九三）一〇月から「第二次行政改革大綱」が進め

防団ラッパ隊の吹奏があり、引き続いて祝宴では、郷土芸能の大平

向が示されている。これらは、概ね一年以内を目途に実施に移して

から構成されている。当面の措置事項は、自治公民館への行政事務

ちなみに、旧役場庁舎は昭和六二年（一九八七）三月中に解体さ

いく項目及び内容を示している。一〇項目を挙げておくと、 １）

獅子舞や各種グループによる踊りが披露され、盛会の内に記念式典

れた。なお本館は同二八年に建設され、郡山小学校校舎として同四

住民自治と行政事務委託の見直し、 ２）税金等の収納体制の見直

委託の見直しも含め、全部で一〇項目にわたり、改善策の基本的方

七年三月まで親しまれてきたが、昭和五〇年に郡山小学校が移転し

し、 ３）行事等の見直し、 ４）外郭団体の事務・運営の見直し、

(

(

( )

(

５ 定 員 管 理 と 組 織機 構 の 改 革 、 ６ 執 務 環 境 の 見 直 し 、 ７

(

(

)

(

(

(

住民サービスの向上対策、 ８）ＯＡ化の検証と改善、 ９）文書管
(

）施設の管理運営、これらの事項の他、引き続き

昭和六〇年（一九八五）四月、本町の行政改革を推進するために

しながら、大綱の見直しを行うことになった（『広報こおりやま』

残された課題の検討を重ねるとともに、一年ごとに進み具合を確認

理の適正化、
「郡山町行政改革推進委員会」が設置され、同年九月一四日に、第

)

を定めた。当面の措置事項として、 １）事務事業の見直し、 ２）

翌六一年四月、第一次答申の審議結果を尊重して「行政改革大綱」

対策緊急措置法」を制定する。同法は人口の急激な減少により、地

る人口の過疎化が進んだ。同四五年（一九七〇）四月、国は「過疎

昭和三五年（一九六〇）以降の高度経済成長の中で、農村におけ
(

(

(

(

(

(

ている地域について、緊急に生活環境、産業基盤等の整備に関する

組織機構の簡素合理化、 ３）定員管理の適正化、 ４）給与の適正

８ 広域市町村圏と一部事務組合

。

)

といえどもかなりつっこんだ提言がなされている（『広報こおりや

職員・住民に対する根本的な意識改革を基本に個々には基本的事項

№

10

一次答申がまとめられた。総論、各論七項目から構成されており、

７ 行政改革の推進

た後、役場庁舎として引き継いでいた。

が終了した。

落成に伴う感謝状の授与が行われた。

272

域社会の基盤が変動し、生活水準及び生産機能の維持が困難となっ

。

354

化、 ５）民間委託、ＯＡ化などの事務事業の推進、 ６）施設の設

ま』№
268

置及び管理運営の合理化、以上六項目を課題とした（『広報こおり

419
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)

基盤を強化し、住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与することを

ることにより、人口の過度の減少を防止するとともに、地域社会の

総合的、かつ計画的な対策を実施するために必要な税制措置を講ず

の七町で構成され、消防本部は伊集院町に設置され、北部分遣所は

日置郡内の市来・東市来・伊集院・松元・日吉・吹上、それと本町

昭和五七年（一九八二）四月一日に常備消防として設立される。

本部の管轄となり、同年一〇月一日から業務が開始された。一一九

市来町に、南部分遣所は吹上町永吉にそれぞれ設置された。本町は

本町も同年四月三〇日付で自治大臣から過疎法適用の公示を受け

番通報はすべて本部で行われることになり、消防本部では、地区内

目的としてできた法律である。
た。「過疎町」の本町は、翌四六年五月には同四九年（一九七四）

の各町からの火災通報を受信すると、本部から直ちに出動すること

になった。なお、平成一六年度同組合負担金は八一三六万円。

までの四ヶ年間過疎対策事業を行うことになった（『町報こおりや
)

号 。

◇ 日置地区塵芥処理組合

本町は鹿児島広域圏に入り、同四六年（一九七一）一一月に鹿児

加入負担金と運営費一億二四〇五万円負担）、施設が老朽化したた

て操業を始めた。その後平成五年（一九九三）に本町も加入するが

一般家庭から出るゴミの共同処理を目的に、昭和五〇年（一九七

島広域市町村圏協議会が設立されると、鹿児島市を中心に周辺の一

め、平成一一年四月一四日から松元町入佐地区に事務所と廃棄物処

うになり、同四四年（一九六九）五月、自治省によって「広域市町

九市町村が加わった。それまで運営されてきた隔離病舎組合などの

理施設を移し、「クリーンリサイクルセンター」として本格稼働し

五）に東市来・伊集院・松元・日吉・吹上町の五町で日置地区塵芥

一部事務組合を取り込む中で、各種の事業が計画実施されることと

ている。

村圏振興整備措置要綱」が制定、これによって同年から四七年まで

なる。現在は解散したものも含めた一部事務組合は次の通りである。

◇ 介護保険日置広域連合

処理組合を設立し、翌年一一月に清掃工場が伊集院町野田に完工し

◇ 日置地区隔離病舎組合

に全国で三二九の圏域が設定された。

一方、住民の生活圏も拡大、行政サービスの広域化を迫られるよ

ま』第
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一九九九）に解散し、日吉町の病舎も廃止された。

入したが、年を経てこうした感染症も激減したため、平成一一年

一六九九万六〇〇〇円で日吉町に病舎を新設した。その後本町も加

に市来・東市来・伊集院・松元・日吉・吹上町の六町で設立、工費

赤痢やコレラ等の感染症に備え、昭和四四年（一九六九）一二月

常駐、同年一〇月から開始された要介護認定事務（訪問調査、介護

に事務所を置き、各町から一、二名職員が派遣され、八名の職員が

「介護保険日置広域連合」が設立された。同連合は伊集院町妙円寺

同一一年（一九九九）六月一日金峰町を除く日置郡内の七町で、

が導入されたが、これに先立ち介護保険を効率的に運営するため、

高齢社会に対応して平成一二年（二〇〇〇）四月に介護保険制度

(

◇ 日置地区消防組合

420

(

｢

やすらぎ」を感じるまちづくりを行うことをめざしている。

になり、国や県から直接権限委譲を受け、構成市町村に対して必要

処理する事務については、構成市町村から独立した権限を持つこと

自治法改正で創設されたもの。同連合は従来の一部事務連合と違い、

なお、「広域連合」という制度は、平成六年（一九九四）の地方

適な生活、 ２）保健・福祉の充実した環境の中で、健康で安心な

らぎ」には、 １）道路や住宅などの整った環境の中で、安全で快

や活力、 ３）生涯学習を通じて育む心の豊かさ、を意味し、「やす

しさ、 ２）農業をはじめとする産業活性化による経済的うるおい

「うるおい」は、 １）甲突川に代表される自然のうるおい、やさ

(

な措置を勧告できるなど、構成市町村の意向にとらわれず、区域全

生活ができる、という意味が込められている。

認定審査会の設置・運営・認定）に従事することになる。

体の住民のニーズに応じた広域行政が期待されていた。ちなみに、

(

(

自然との調和を図りながら都市基盤の整備を進め、現代の生活様

１．水と緑に育まれた活力あるアメニティタウンづくり（生活環境）

まちづくりの基本目標としては五つ設定している。

(

)

。

(

同一一年六月現在、全国三三の地域で広域連合が誕生しており、
～

「日置広域連合」は本県では第一号の広域連合となった（『広報こお
・

結果、一部事務組合及び広域連合については、平成一六年一〇月三

議会の場で「一部事務組合等の取扱い」について協議された。その

推進します。

らせる環境の整備を進め、共に助け合う温もりのある地域づくりを

子どもから高齢者まで生涯にわたって健康で生きがいをもって暮

式に対応したうるおいのある生活環境づくりを推進します。

一日をもって脱退し、共同処理業務は鹿児島市に引き継ぐことを基

３．資源を活かした生き生き産業づくり（産業振興）

環境との調和を図りながら、地理的条件や恵まれた自然・地域資

源を最大限に活かした産業振興を図ります。

４．個性あふれるふれあいの里づくり（観光・交流）

資源や温泉を活かした観光地づくりを推進します。

個性豊かな魅力ある地域づくりを行いながら、自然・歴史的観光

平成六年度（一九九四）を初年度とし、同一五年度（二〇〇三）を

５．生涯学習のふるさとづくり（教育・文化）

人々がやすらぎを感じる郡山」とした。この理念は本町が将来にわ

生涯学習のまちづくりを推進します。

拠点施設の整備や学習内容の充実を図り、町民誰もが参加できる

目標年度としている。基本理念は「まちがうるおいに満ちあふれ、

第四次郡山町総合振興計画（以下「新総合振興計画」という）は、

９ 第四次総合振興計画（平成六～一五年度）

本に合併時までに調整することの確認がなされた。

ところで、後述するように本町は平成一六年（二〇〇四）一一月

りやま』№
403

２．優しさと気配りのぬくもりタウンづくり（保健・福祉）

401

一日に鹿児島市へ編入合併することになったが、鹿児島地区合併協

365

たって、町民はもとより訪れた人々がさまざまな「うるおい」や

421
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町民が心を一つにしてまちづくりを推進し、町外の人々には本町
をわかりやすく訴える言葉として、スローガンを設定している。

基本方向も合併後も継承される
見通しとなり、今後も新しい計
画に基づき、郡山のさらなる発
展と活性化が図られるものと期
待されている。
以下は平成一六年第一回町議
会定例会（三月九～二二日）の
初日に池山泰正町長が町政運営
の所信と同一六年度の主な事業
について述べたものである（『広
)
（１）快適なまちづくり（町民

。

五本の柱はさらに分野ごとに細分化し、体系的に主要施策、基本計

が快適な生活を送り若者が定

報こおりやま』№

画を示している。同時に、今後、重点的に取り組む施策として「戦

・土地区画整理事業（郡山中央地区）の推進 六億七二四〇万円

住するまちづくりのための生活環境の整備）

と職員一二名からなる策定チームの意見・提言をもとに策定された

・道路網の整備 三億四八六〇万円

・ごみ処理、し尿処理及び合併処理浄化槽の整備 一億五四〇〇万
円

平成一六年度（二〇〇四）は、郡山町として最後の年度になり、

にわたって健やかに暮らせる福祉と保健の均衡のとれたまちづく

（２）温もりのある地域づくり（子どもたちからお年寄りまで生涯

・消防防災対策の強化 一億二四七〇万円
町の将来の方向づけをする極めて重要な年度である。合併協議会が
その中に、本町の第四次総合振興計画と「地域振興マスタープラン」

・在宅サービスを中心とした高齢者福祉の充実 一億四四一〇万円

・障害者福祉及び児童、母子家庭等の福祉充実 二億三六三〇万円

り）

単年度に見る主要施策

ものである。

略プロジェクト」が提起されている。同プロジェクトは町民一二名

「新総合振興計画の概要」の図を見てわかるように、基本構想の

461

新市のマスタープランとなる「新市まちづくり計画」を決定したが、

10

の内容がほとんど盛り込まれ、これまで進めてきた事業や各施策の

423
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・温泉活用型施設等の活用による住民の健康増進対策 三一〇万円
応）

的確に対応するための行財政改革と情報公開及び市町村合併の対

地域振興マスタープラン

以上が平成一六年度の主な事業である。

〇万円

・職員の意識改革のための研修と徹底した行財政改革の実施 一〇

・市町村合併のための経費 七七九〇万円

（３）生き生き産業づくり（恵まれた自然環境や地理的条件を活か
し、若者の定住促進や企業誘致等による地場産業の振興）
・農業振興の積極的推進（水田農業の確立、各種農業団体の育成及
び補助、レイシの生産拡大、農業後継者の育成等） 二一三〇万
円
・畜産振興の積極的推進（繁殖雌牛・肥育系牛等の導入補助、畜産
振興会等への補助） 一一四〇万円
・林業振興の積極的推進（治山事業、間伐促進、たけのこ生産拡大、

三月に策定され、同一五年度（二〇〇三）が最終年度であった。こ

先述した「第四次郡山町総合振興計画」は平成六年（一九九四）

・農道基盤の整備（農道整備、河川応急対策、シラス対策整備）

こで取り上げる「郡山町地域振興マスタープラン」（以下、「地域マ

スタープラン」）は、これを補完するものとして策定することとし、

同一五年一月に設置された鹿児島地区合併協議会で協議策定された
｢

・観光関連イベントの開催や郡山町のＰＲの実施 三三〇万円

以降の計画を協議することになっており、「地域マスタープラン」

「新市建設計画」は、各市町の総合振興計画を基本に同一六年度

新市建設計画」へ反映させることを目的としたものである。

・温泉活用型施設等の活用による交流人口の増進 五〇万円

は、協議会での資料に資するものとして策定した。なお、「地域マ

・自治公民館活動の活性化 九八〇万円

づくりや各分野別の振興計画に反映させていくものと位置づけられ

整合をとり、次期総合計画の原案として活用するほか、今後のまち

スタープラン」は、現在の町の分野別計画やマスタープラン等との

・生涯学習の推進と地域社会教育活動総合助成 九六〇万円

１ 課題への対応の視点

まず第一に、「まちづくりの視点」として四点提起されている。

た。

（６）行政改革の推進と広域合併問題への対応（地方分権の推進に

・青少年の健全育成と読書等の推進 二六〇万円

・郡山町の歴史を編纂する郷土史の作成 四八〇万円

を活かした、誰でもいつでも学べる環境づくり）

（５）生涯学習の町づくりと青少年の健全育成（自然や歴史・文化

〇万円

・八重山公園やキャンプ村等の利用促進や観光基盤の整備 二七五

進するため、資源を生かした観光基盤の整備）

（４）魅力ある観光地づくり（交流人口を増やし地域の活性化を促

水源涵養等） 三一三〇万円

11
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・まちづくりの牽引役となる「まちの顔・拠点」づくり
・田園風景を生かした居住空間の質的向上
・生活圏におけるさらなる利便性の向上
・基幹産業の育成・支援（農業、商業）
・新旧住民の協調
・安定的な行財政基盤の構築
２ 特性伸長の視点
・県都隣接、都市近郊という恵まれた地理的条件の活用
・国道一線、県道四線の骨格による交通体系の活用
・貴重な自然資源の保全・活用
・歴史資源の発掘・保全と活用

・住民ニーズの多様化への対応

・少子・高齢化への対応

・住民生活圏の広域化への対応

・バリアフリー化への対応

・男女共同参画社会への対応

・地方分権への対応

・環境問題への対応

３ 時代潮流への対応の視点

・高度情報化への対応
４ 住民意向への対応の視点
・住民との協働によるまちづくり
・計画策定段階における住民参加
・事業実施段階における住民参加

第二に「今後のまちづくりの基本的方向」として五つの柱を標示し

ている。

〔バランスのとれたまちづくり〕
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まちづくりを担う住民の育成や、まちづくりに関する諸活動への

〔多様な人材が活躍するまちづくり〕

との調和を基調とする整備とを併せたバランスのとれたまちづくり

支援などを図るとともに、地域内外の人材等のネットワーク化によ

中心部における都市的整備と周辺部における田園環境・森林資源
を展開する。中心地域については「やすらぎと緑織りなす穣のまち、

り、多様な人材が活躍するまちづくりを展開する。

以上、まちづくりの基本的方向をもとに、分野別の振興方策を定め

郡山」を目指して、周囲の自然との調和を考慮しながら、道路等の
都市基盤整備や計画的な土地利用等による市街地環境整備を進め、
まちの発展を牽引し、優れた市街地の形成を図る。
｢

活用により地域振興を図りながら、のどかな景観の維持等につなげ、

域」を目指して、集落居住環境整備を進めるとともに、田園の保全・

たな顔づくりを目指す。また広域的な観点から、利便性の向上や

関連する道路整備、住宅整備、商業集積等を図ることにより、新

１ 社会基盤―中央地区の土地区画整理事業の早期完了を推進し、

ている。少々長い引用になるが、以下紹介しておこう。

都市のアメニティ空間として活用する。

多様な生活の実現のため、道路整備をはじめ、情報通信基盤整備

周辺地域については、 豊かな自然とゆとりある暮らしを導く地

〔自然環境への配慮を重視したまちづくり〕

を図る。

２ 生活環境―中心部については、中央地区の土地区画整理事業に

住民の参加と協力により、自然環境の保全に努め、国際的な課題
となっている環境問題に対する住民意識の高揚や、環境学習の拠点

伴い、
予想される人口増をふまえた住宅環境及び公園整備を図る。

策の展開を図る。環境衛生面については、町民の理解と協力のも

づくりなどを通して、自然環境への配慮を重視したまちづくりを展

森林、河川、田園風景、温泉などの自然資源のほか関連施設等を

とで、ごみのリサイクルの更なる推進、し尿や生活排水の処理を

周辺部については、平成一四年二月に策定した農業農村基本計画

活かした地域内外の住民の余暇・レクリエーション活動の受け皿づ

進めるため、効率的な施設の導入を図る。その他、同一四年度に

開する。

くりや、居住空間においても自然との調和のもとに整備を進めるな

策定した地域新エネルギービジョンに基づき、「環境に配慮した

に基づき、農業施策と連携して、農村環境の向上を目的とする施

どして、自然とのふれあいあふれるまちづくりを展開する。

資源有効型の新エネルギー」「環境教育に向けた新エネルギー」

〔自然とのふれあいあふれるまちづくり〕

〔地の利を生かした産業活力があるまちづくり〕
国・県道の骨格道路の充実とあわせて、都市住民を対象とした農

３ 産業経済―農業振興においては、肉用牛やレイシ・ソリダゴ、

期のスパンに分け、具体的な導入を図る。

省エネルギーを考慮した新エネルギー」について、短・中・長

｢

業・農村振興、観光・レクリエーション振興、中心市街地の商業を
基本に地の利を生かした産業活力があるまちづくりを展開する。

426

イチゴを中心とする重点作物の振興と併せて軟弱野菜等の都市型
近郊農業の確立を図る。また林業については、早掘タケノコなど
を中心とする徳用林産物の生産拡大を図るとともに、効率的な生
産環境の整備を推進する。併せて、除間伐材の積極的活用を促進
する。
近年、衰退がみられる商業については、集積化などにより、に
ぎわい空間の創出を図るとともに、日常最寄品の販売については、
地元購買を高める施策を展開する。工業振興については、立地協
定約、進出が遅れている企業の操業を早期に実現し、造成された
工業団地への企業誘致を推進し、雇用の創出を図る。また、都市
住民の余暇活動の受け皿として、八重山公園周辺や総合運動公園
周辺を位置づけ、他の観光・余暇資源との一体化を図りながら、
更なる機能を充実していく。
４ 保健・医療・福祉―健康づくり運動を展開するとともに、保健・
医療・福祉の連携によって安心できる暮らしを創造する。福祉サー
ビスについては、適正な受益者負担も含めて、多様なサービス提
供に努めるとともに、既存のサービスの内容充実を図る。
５ 教育・文化―児童生徒数の減少に対応した教育内容の充実を図
るとともに、学校と地域社会との協力・連携のもとで、明るい地
域づくりを進める。また、社会教育については、ライフステージ
に応じた生涯学習の機会の創出と併せて、まちづくりを担う人材
の育成を図る。

６ 行財政―今後のまちづくりの展開を充分ふまえて、中長期的な
視点での行財政運営を図る。また、住民参画によるまちづくりの
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展開を図るための仕組みを構築する。
第三は、一市五町（鹿児島市、吉田町、桜島町、喜入町、松元町、
郡山町）での合併による新たな市の将来像についてである。図２―
３は合併後の新たな市における本町の位置づけ等である。
第四に、「重点的に進めるべきプロジェクト」について、二つ設
定し、展開方向を定めている。一つは「第四次郡山町総合振興計画」

・地域の特性を生かしたまちづくり ・むらづくりの展開 ・新旧

住民の一体化 ・自治公民館組織等の機能の充実

４ 環境と共生のまちづくりプロジェクト

・環境学習の拠点の整備 ・環境保全・環境美化活動への支援

第四節 行政機構・組織

要がある、としたものである。前述したように「市街地振興プロジェ

について」の県に対する報告書では、郡山村役場の事務分掌は次の

昭和二一年（一九四六）一〇月四日「地方団体職員に関する制度

１ 役場機構の展開

クト」をはじめ「ひとづくりプロジェクト」まで六つのプロジェク

通りになっている。

における「戦略プロジェクト」を合併後も特に継続して取り組む必

トからなっている。もう一つは、合併後に新たに取り組む必要があ

総務部

総務課―庶務係・選挙係・労務係・復員係・厚生係・振興係

るプロジェクト（合併関係市町との一体性の確保、連携などに関わ
る事業）を設定している。以下、引用しておこう。

経済部―勧業係・配給係・統計係・農地係・土木係

税務戸籍課―国税係・県税係・村税係・戸籍係

・国道三二七号の整備促進 ・国道三号へのアクセス道路の新設

経理部―経理課・経理係

１ 道路・交通ネットワーク形成プロジェクト
・一般県道小山田谷山線の整備促進 ・主要地方道伊集院蒲生溝辺

よる水源涵養 ・河川浄化活動への支援の充実 ・水源保全基金の

・甲突川水質保全対策の強化 ・親水空間の整備 ・民間団体等に

２ 甲突川保全・活用プロジェクト

おける交通利便性の向上 ・山間部における交通手段の確保

名で全体の構成比率は二三・三㌫であった。なお、事務職員給与は

係が、そして税務課に会計と税務の二係を置いた。女子職員数は七

厚生係・消防衛生係が置かれ、経済課に配給・農産・土木の三つの

月）によると、総務課の下に庶務係・戸籍係・社会教育係・世話係・

定員は三〇名になった。手書きの「郡山村政要覧」（昭和二七年六

同二五年（一九五〇）には総務課、税務課、経済課の三課となり、

創設 ・甲突川流域住民の交流の推進

課長一万四〇〇〇円、最低九六〇〇円、平均一万八五〇円 「郡山

線の整備促進 ・主要地方道川内郡山線の整備促進 ・町中心部に

３ 地域自治（コミュニティ活動）活性化プロジェクト
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総務課

保健福祉課 保健係
福祉係

社会教育課 社会教育係
社会体育係

農林課

耕地課
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農地調整係
農地防災係
土木係
管理用地係
建築係
水道係

農業委員会
監査委員

事務局
事務局（兼務）

選挙管理委員会

事務局（兼務）

固定資産評価
審査委員会

事務局（兼務）

改め、保険衛生課と税務課が新設された。昭和四〇年（一九六五）

建設課

産業振興係
林務係

庶務係
学校教育係

村政要覧」昭和二六年一〇月）であった。

住民生活課 住民係
生活環境係

総務・税務・住民・保険衛生・建設・経済の六課プラス企画室が設

教育長
教育委員会

昭和三五年（一九六〇）一二月役場の機構改革が行われ、総務課・

町民税係
固定資産税係

事務局

けられる。平成八年（一九九六）七月一日の機構改革では、住民福

税務課

議長

経済課・建設課・厚生課の四つの課になり、同三八年（一九六三）

企画振興係 企画調整係
地域振興係

都市計画課 都市計画係
工務係
収入役
収入役室
会計係

祉課を住民生活課に、健康対策課を保健福祉課に再編、都市計画係

総務課

庶務係
消防交通係
財務係
電算係

には住民と執行部との行政の直結を目的として、厚生課を住民課と

図２―４ 役場組織図（平成16年10月）
町長
助役

を課に昇格させ、保健・福祉業務と都市計画事業の充実を図った。

階では五名の教育委員の内一名が教育長になる予定となった。かく

の長が議会の同意を得て選任する仕組みに改められた。市町村の段

員会の組織運営はそれ以後変わることがなかった。

たな教育委員会がスタート、女性教育委員もこの時誕生した。同委

て同年九月の村議会で同意された五名によって、一〇月一日から新

平成一六年（二〇〇四）の組織機構は図２―４のとおりである。

２ 行政委員会
農業委員会

合し、組織の簡素化と機能の総合化を図って農業の近代化を担当す

同二三年設置 、農業改良委員会（同二四年設置）の三委員会を統

れはそれまでの農地委員会（昭和二一年設置）と農地調整委員会

補充委員も四名選出され、欠員が生じた場合は順次繰り上がって委

採択する行政委員会である。委員は四名で、任期四年となっている。

民投票等を管理、さらに選挙・当選の効力に関する異議についても

選挙管理委員会は、選挙事務の管理・監督を行い、解職請求や住

選挙管理委員会

るにふさわしい恒久的な農民の代表機関として再組織されたもので

員に就任することになっており、いずれも町議会の選挙によって選

昭和二六年（一九五一）七月に農業委員の選挙が行われたが、こ

ある。同年三月に農業委員会法が公布施行されたが、第一条で、

ばれている。

(

)

（３）財政及び出納の状況、以上となっている。

は、（１）町の経営に係わる事業の管理状況、（２）事務の執行状況、

「郡山町監査委員監査規程」（昭和四六年八月）によると、監査事項

地方自治法の公布により、町村にも監査委員を置くことになった。

監査委員

「農業生産力発展及び農業経営の合理化を図り、農民の社会的経済
的地位の向上を図る」と目的をうたっている。
郡山村の農業委員会は一五名の構成で発足した。委員の任期は三
年。平成一四年（二〇〇二）七月に委員の改選があり、一四名（定
数一〇名選出の他、農協等推薦を加える）の委員が決まった。
教育委員会
教育委員会法の規定によって、昭和二七年（一九五二）一一月一
と、議会選出による五名の教育委員で発足したが、この制度は昭和

が議決され、同時に委員会規程も定められた。委員会は固定資産課

昭和二六年（一九五一）一二月、「固定資産評価審査委員会条例」

固定資産評価審査委員会

三一年（一九五六）六月に公布された「地方教育行政の組織及び運

税台帳に登録された事項に関する不服の審査決定を職務権限として

日から全国の市町村に教育委員会が設置されることになった。公選

営に関する法律」によって、選挙は行われなくなり、地方公共団体
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になっており、その任期は一年となっている。委員は三人で構成さ

定めることを目的としている。委員長は委員の内から選挙すること

おり、審査の手続き、記録の保存その他の審査に関し必要な事項を

い。したがって付属機関は、民間の学識経験者や専門家等の参画を

を提供することなどを職務とするもので、自ら行政権を行使できな

わば執行機関の行政機能を助けるため内部的に参与し、または資料

関で、執行機関の前提として必要な事務を担当するものである。い

行を確保するための制度である。

して民意を行政に反映しようとするもので、行政の公正、慎重な執

得てその専門的知識や経験を活用するとともに、一種の住民参加と

れていたが、平成一六年の合併前は二名である。
公平委員会
昭和二五年（一九五〇）に公布された地方公務員法の規定に基づ

を審査、判定し、必要な措置をとることがその内容である。委員の

勤務時間その他の勤務条件に関する要求や職員に対する不利益処分

（２）総合企画審議会 昭和三九年（一九六四）四月一日設置。町

町長が会長で、委員は一四名以内をもって構成、任期は二年。

（１）青少年問題協議会 昭和三七年（一九六二）九月二九日設置。

本町には次の機関が設置されている。

定数は三名、任期は四年である。同四二年（一九六七）一月、町は

長の諮問に応じ、町振興計画等一連の事業等に関し、必要な事項

き、翌年八月二〇日に郡山村公平委員会が新設された。職員の給与、

県人事委員会へ事務を委託している 『郡山村広報』第六号、『郡山

を調査及び審査する。町長が二五名の委員を任命、任期は二年。

（３）交通安全対策会議 昭和四六年（一九七一）四月一日設置。

町例規集一』七二〇一頁 。

)

会長は町長、委員一一名は町長の任命。他に教育長と職員の内か

地の秩序ある開発の推進、地域環境の保全等合理的な土地利用に

（４）土地対策委員会 昭和五二年（一九七七）五月一日設置。土

(

地方自治法第一三八条の四第三項は「普通地方公共団体は、法律

関し、調査審議、調整する。委員長は助役、委員は収入役をはじ

３ 町長・執行機関の付属機関

又は条例の定めるところにより執行機関の付属機関として自治紛争

ら町長が任命する。

調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は

め一一名の課長職。

組織され、任期は三年。

項について調査審議し、同委員会に建議する。五名以内の委員で

教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事

（５）文化財保護審議会 昭和五三年（一九七八）一〇月一日設置。

調査のための機関を置くことができる」と規定し、さらに同法二〇
二条の三で、必ず設置しなければならない付属機関が明記されてい
る。
付属機関は直接住民を対象として行政を執行する執行機関と異な

り、執行機関の要請により調査を行ったり、意見を述べたりする機
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画行政の円滑な運営を図るため設置。町長の諮問機関で、委員は

『郡山村広報』第九号 。

議事室で行われ、以下の一八項目について審議している。部落会長
の役割がどのようなものであったかがわかるので、引用しておこう

（６）都市計画審議会 昭和六二年（一九八七）七月七日に都市計
学識経験者から三名以内、町議会議員から四名以内、県の職員か

)

(

（任期は二ヶ年であるが、部落会長の期間評議員となっていただく）

村消防協力会評議員改選について。

春季清潔検査について。

赤十字募集について。

警察予備隊募集について〆切は四月末日限。

休閑湿田の鋤おこしを早くすること。

農作物に被害を及ぼす犬の放し飼いはお互いに注意する。

鶏は全部かこいに入れて放し飼いしないこと。

病害虫の防除班を設置して頂きたい。

ヶ年計画を。

畦畔茶園の台刈更新、婦人会が中心となって二七、二八年の二

水田深耕講習会。各校区別に一〇月頃実施する。

そさい品評会各校区別に一一月末頃実施する。

堆肥増産、菜種立毛水稲苗代、甘藷増収、各品評会開催のこと。

土地改良事業の推進について。各部落別に推進委員を選出する。

農村業経済自立化運動について。

本年度固定資産税について。

納税褒章規定制定について。

ること。

二七年度村民税申告課税について。四月末日限村民全部申告す

国民健康保険組合村公営の事について。

(

ら一名、町住民三名以内、それぞれ町長が任命し、任期は二年。
（７）行政改革推進委員会 簡素にして効率的な行政の実現を推進
するために、昭和六〇年（一九八五）四月一日設置。町長の諮問
機関で、委員は知識経験者、公共的団体の代表、住民代表、企業
代表から八名以内で組織され、任期は二年。
ほかに、法令審査委員会、防災会議、特別職報酬等審議会、町立
小学校区審議会、障害児就学指導委員会、国民健康保険運営協議会、
予防接種健康被害調査委員会、水田農業推進協議会、農業金融運営
協議会、話し合い運動協議会、町道認定検討委員会、がけ地近接等
危険住宅移転促進審査会、以上がある 『郡山町例規集一・二』

４ 新部落会・部落公民館・公民館統合
前述したように、昭和二二年（一九四七）四月に部落会は解散し
たが、実質的には大きな変更はなかった。部落会長の名称は好まし
くないとのことで、部落駐在員として任命嘱託してきたが、名称は
駐在員でも仕事の内容は戦前の部落会長の役とほぼ同様で、部落の
代表者として部落の世話をし、村の行政事務が円滑に遂行できるよ
う末端まで徹底する仕事を担ったのである。
昭和二七年（一九五二）四月五日、村議事室において新部落会長
を招集、辞令交付式が開かれた。同月二一日、臨時部落会長会が村

２ １
10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３
18 17 16 15 14 13 12 11
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)

第一回部落会長会議が開催、町長より辞令交付の後、町農協長、町

昭和三二年（一九五七）四月八日、郡山町議会議事堂において、

の説明会、座談会を開き、その後部落ごとに話し合いがもたれるな

館の統合整備計画が進められた。同年一一月以降、町として同計画

昭和四四年度（一九六九）から地域開発の推進のため、部落公民

らの挨拶があって当面の問題について協議した。

森林組合長よりそれぞれ連絡員としての委嘱状が交付された。当日

ど、年度末までに一〇ヶ所近くが統合する方向でまとまった。四六

)

年三月末達成を目途に、さらに各部落が熱心に検討を行い、最終的

号 。

１ 固定資産税は納期の四月三〇日迄に完納すること。

)
号 。

）内は以前の部落名、『町報こおり

(

・

６ 本年度における農業改良普及計画を報告。

雪平（西雪元、東雪元、平原）

大浦（大浦上、大浦中、大浦下）
常盤（上常盤、小浦）

西俣（西俣上、西俣中、西俣下）
有屋田（有屋田上、有屋田下）

昭和三五年（一九六〇）から本町においては、部落会長や部落公

郡山麓（郡山、馬場）

柿園（柿木平、上園）

甲突（清和、坪久田、中福良）
民館長、連絡員などといった名称を統一して、部落公民館長と改め、

賦合（賦合）
油須木（油須木）

部落の自主的な振興を図るとともに、町や農協、森林組合の事務の

でに申し出ること。

き政府の低金利賃金が貸し付けられるから、五月八日の定例会ま

８ 有畜農家創設に伴う役牛、乳牛、緬羊の導入については引き続

数料を森林組合に納付すれば、ＢＨＣ等は全部補助であること。

八重（上の丸、笹之段）

里岳（里岳上、里岳中、里岳下）

本岳（仕明、梨木野、大中、平、大東）

やま』第

い部落名は次の通りである（

きな組織の力でよりよい地域社会をつくることになった。その新し

の部落に生まれ変わった。新たに部落公民館長も決まり、一段と大

に、五二の部落がほぼ当初の計画通り統合に踏み切り、新しく一九

３ 厚生関係役員は各校区二名宛であるから、校区別に互選して、
早めに報告すること。
４ 新農村建設事業については四月中に各校区別に説明会を開催す
るが、できるだけ多数出席のこと。
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７ 山林のすぎたまばえの駆除は四月中に実施し、反当六〇円の手

５ 野焼きの届出を必ず励行すること。

142

け出る。

２ 自転車・荷車・犬の所有に異動がある人は、四月一五日迄に届

の主な決定事項は以下の通りである（『郡山町広報』第
42

一部を委嘱することとなり、四月一四日に辞令交付と町長、農協長
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川田（川田上、川田中、川田下）

東俣（西上、西下、白石）

東秀（永山、湯屋、宇都、有島）

大宮（大平、宮脇、大下、丸山）

花尾（久保山上、久保山下、向江谷）

厚地（峠、茄子田、岩戸）

決定している（『郡山村広報』第

一四目「鹿児島市編入郡山村促進委員会」が結成され、「会則」を

て編入合併に向けた活動を行っている。同三〇年（一九五五）六月

致、鹿児島市に編入することを議決し、村執行部、議会一緒になっ

六票）であった。また、投票日の翌日には郡山村臨時議会で満場一

効投票の八七㌫（二六三八票）が賛成票で、反対票は一三㌫（三九

委員長の四名連名で鹿児島市議会に陳情書を提出している（同前第

村議会議長、鹿児島市編入促進委員長、鹿児島市編入郡山議会特別

号 。同年九月二六日、郡山村長、

)

このしばらく後、甲突から中福良が新たに独立して計二〇になり、
これら部落は、昭和六〇年（一九八五）頃からは「（自治）公民館」

なかったが、翌三一年（一九五六）九月三〇日、下伊集院村の一部

このように大きく盛り上がった鹿児島市への合併運動は結局実ら

号 。

)

という名称で活動するようになった（第一編第四章第二節参照）。

第五節 市町村合併と閉町

大合併で、郡山村と下伊集院村の一部「岳」「有屋田」からなる郡

郷）となったこと。もう一回は、昭和三一年（一九五六）の昭和の

川田村、郡山村、油須木村、西俣村の六村が郡山村（かつての郡山

目は明治二二年（一八八九）の明治の大合併で、厚地村、東俣村、

喜入町、松元町、郡山町、三島村、十島村 の二つの研究会に加入

郡山町）と鹿児島地区（一市五町二村―鹿児島市、吉田町、桜島町、

市来町、東市来町、伊集院町、松元町、日吉町、吹上町、金峰町、

本町も県が示した合併パターンの日置地区（一市八町―串木野市、

また、町単独で「郡山町における市町村合併に関する調査研究」

)

九年（一九五四）三月一四日に「市町村合併に関する賛否投票」を

を民間のシンクタンク・鹿児島総合研究所に依頼して行った。調査

ることになった。

実施し、鹿児島市との合併の意志を確認している。その結果は、有

二回目当時の郡山村は、鹿児島への合併を熱望しており、昭和二

して関係市町との事務事業や合併後の将来像等について調査研究す

併パターンが示された。

村合併推進要綱が策定され、本町は鹿児島圏域に含まれ、五つの合

きが加速してきた。平成一二年（二〇〇〇）一二月、鹿児島県市町

そして五〇年の時を超え、日本全国で平成の大合併といわれる動

を編入合併し、郡山町が誕生する運びとなった（第三節１参照 。

)

１ 市町村合併へのあゆみ

36

山町が誕生したことである。

本町はこれまで二回の合併を経験している。先に述べたが、一回

38
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の内容は、日置地区と鹿児島地区のそれぞれの地区と合併した場合

数を占めた。町としては

三㌫で鹿児島地区が大多

村合併研究会において、

のメリット、デメリットや将来像等でその調査研究の結果をもとに、

平成一三年（二〇〇一）五月七日～七月一六日、町内全自治公民

鹿児島地区の枠組みに参

この結果をふまえて、八

館を巡回して町政座談会を開催、この中で合併問題を取り上げ、意

加することを表明した。

各種団体・住民への説明会の開催や広報誌などで周知を図るといっ

見の聞き取りを行っている。さらに、翌年の一月二五日には先の

理由として、（１）住民

月二六日鹿児島地区市町

「市町村合併に関する調査研究」結果のパンフレットを住民に配布、

の意向、（２）地域の一

た住民への情報提供を行ってきた。

同年二月一五日～三月五日、合併に関する住民説明会を六地区で開

体感、（３）安定した財
政基盤の確保、（４）地

催し、三七二名の参加があった。
同一四年（二〇〇二）四月に「合併に関する住民アンケート調査」
を行った。全有権者数六
七四二名を対象に実施し、
六〇六二名から回答を得
た。アンケートの回収率
は対象者の九〇・四㌫で、
その関心の高さを示すも
のであった。同アンケー
トは日置地区と鹿児島地
区のどちらと合併するか、
住民の意向を確認するも
のであった。
結果は、目置地区一二・

三㌫、鹿児島地区八二・
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域の発展性、以上四点を上げた。

への編入合併、（２）新市の名称―鹿児島市、（３）新市の事務所の

月二四日鹿児島地区合併協議会設置、同月三一日に第一回の会合が

鹿児島地区の合併協議に向けて、本格的に動き始める。翌一五年一

助役の薗田睦雄、議会議長の盛満一兵、議会代表東洋一、学識経験

はそれぞれ五人の委員が委嘱された。本町からは町長の池山泰正、

なお、合併協議会は会長を含め四〇名で構成され、関係五町から

位置―現鹿児島市役所、以上基本三項目を正式に決定した。

開かれた。会長に赤崎義則鹿児島市長がなり、会の事業・予算を決

者上野利男が参加。協議会の監査委員に鹿児島市・桜島町・郡山町

九月六日に一市五町による鹿児島地区合併準備協議会が設置され、

め、副会長の互選が行われ、その後、（１）合併の方式―鹿児島市

からの三人が承認され、郡山からは大迫義

圀が選ばれた。

第三回協議会開催（同年四月一五日）に

より、合併の期日は翌一六年一一月に決定

し、一〇月七日の第八回協議会では「町名・

字名の取扱い」が決定した。一一月一二日

～一九日までに町内六会場で住民説明会を

開催、二二〇名が出席した。平成一六年三

月三日、第一五回協議会で、一年余りにわ

たり協議・確認された市町村建設計画等四

八の項目について、協定書が作成され、原

案通り確認された。

来賓の鹿児島県知事をはじめ、一市五町

の議会議員らが見守る中、市町長が委員代

表の立ち会いのもと、合併協定書に署名さ

れ、調印式が無事終了した。

平成一六年第一回郡山議会定例会最終日

の三月二二日に合併関係議案四件が追加提
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案され、いずれも全会一致で可決。

標は図２―６にある通り。

都市像は「人とまち 個性が輝く 元気都市・かごしま」。基本目

期間は合併施行日から平成二六年度までの概ね一〇ヶ年で、新市の

ちづくりの基本方針を定め、総合的なまちづくり計画を策定。計画

第四次鹿児島市総合振興計画」をふまえ、一市五町が合併後のま

｢

四月八日県庁知事室において一市
五町の首長から県知事へ合併申請
書を提出した。その後、県議会六
月定例会で「新・鹿児島市の配置
分合（合併）」議案として提案さ
れ、六月一八日の県議会最終本会
議において賛成多数で可決され、
同日午後三時から県庁知事室にて
一市五町の首長が出席して、会長
の鹿児島市長へ県知事から決定書
が手渡された。以後県から国への
届出、総務大臣の告示という手続
きが進められ、一一月一日に合併施行を迎えた。
合併協定書の協定項目の中からいくつか紹介しておこう。
（１）議会議員の定数及び任期の取扱い―合併後、五町はそれぞれ
選挙を行い、一人の議会議員を選出することになる。任期は平成二
〇年四月二八日まで。
（２）事務事業及び機構の取扱い―五町の役場は支所となる。
（３）町名・字名の取扱い―五町の区域内の字を廃止し、新たに町
の区域を設定する。
（４）慣行の取扱い―新市の紋章・市旗・市民歌・市民憲章・名誉
市民・市木・市花は、現在の鹿児島市のものを用いる。
（５）市町村建設計画―五町の各総合振興計画を継承するとともに
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なお平成一六年（二〇〇四）一〇月二四日、町総合運動公園特設
会場において閉町式が行われた。式に先立ち午前十一時から植樹祭
が行われる。記念樹一本（桜）、各集落ごと一本（二〇本）が植樹、
閉町記念碑一つが設置された。午前八時五〇分からオープニングセ
レモニー（郡山保育園）があり、助役による開会の挨拶、そして池
山町長の式辞があった。
町長は「合併が整いましても、これまで郡山町の長い歴史の中で
先人が培ってきた歴史、伝統と郡山のもつ特性をどう活かしていく
のかが課題であります。
この課題解決のためには、行政と住民が一体となって、取り組む
必要があります。特にこれからは住民が行政に頼るだけでなく、地
域のことは自分たちが主体となって築きあげていくのだという意識
をもつことが大切であります。（中略）郡山町は将来に向かって、
夢と希望の持てる、魅力的な地域になるものと確信しております。
と四〇〇人を前に挨拶をする。
表彰（三人）及び感謝状（四〇人）の贈呈後、来賓挨拶、未来へ
のメッセージ（小中学生一人ずつ）があり、最後に町民歌斉唱、町
旗降納で閉町式典は幕を閉じた。
式典直後の午前一〇時三〇分より合併記念郡山町ふるさと祭が開

【参考・引用文献】
(

『 旧）郷土史 下巻』郡山町 昭和五八年

｣
役場所蔵「郷土史料」

『鹿児島県史 第四・五巻』鹿児島県

大抽選会等、サブ会場では農林業祭コーナー、町内企業コーナー、

郡山町行政資料

催される。メイン会場ではステージショー、町内の郷土芸能発表、
町内窯元コーナー、体験コーナーが設けられた。閉町・合併を記念
して大いに盛り上がった。
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第三章 財 政
第一節 戦後郡山村の財政
昭和二二年（一九四七）六月二日、郡山村が熊本財務局に提出し
た「市町村財政調」についての報告書は次のようなものであった。
同二一年度（一九四六）の予算であるが、従来の税法では歳入総
額一〇万二三一三円しか計上できなかった。物価は上がるが、収入
は同じというのでは自治体の運用は不可能である。そこで政府は、
同二一年九月地方税法を改正し、国税付加税法を改正し、国税付加
税の付加税率を引き上げ、地租及び営業税付加税は、本税一円につ
き二円であったのを三円に、家屋税は一円に付き二円を四円二〇銭
が四万六二六円、村民税が住民税になり、これが従来の六・六倍に

渡来し、日本税制改革について昭和二四年と二五年にわたって有名

地方財政はその後、シャープ博士を団長とするアメリカ使節団が

としたので、これで二万七五二一円の増収となり、地方分与税の増
引き上げられ、九九〇〇円の予定が六万六〇〇〇円にはね上がった。

なシャープ勧告を行い、政府はそれを踏まえて、地方財政の強化を
図ることになる。

これは納税義務者が一六五〇戸と見て一戸平均四〇円の割合にな
る。この税は翌二二年には更に改正されて一戸当たり平均一二〇円
また国庫補助金として、市町村職員給与改善補助として一一七六

約三〇倍、二五年には何と約一五〇倍、三一年になると二七六倍に

同二〇年の歳出決算は一一万八〇〇〇円だったが、二二年にはその

表３―２は郡山村の予算の推移を示したものである。終戦の年の

円を見込んでいたのが、その一〇〇倍に近い一一万四〇〇円に増額

急上昇している（『（旧）郷土史・下』三九六～三九八頁 。

となった。

され、生活保護補助に四万八〇〇〇円がつく等して、一〇万二〇〇

二一〇六万四三五五円で追加が一三八六万三二二〇円、計三四九二

同三〇年度の財政状況をその予算決算書で見ると、予算は当初で

)

〇円余の当初予算は二一年一二月一二日の追加更正予算では驚くこ

とに五一万七五八〇円というかつてない数字に膨れ上がった。

439

近 現 代
第八編

別交付金の六一万四〇〇〇円等である。決算は三三二一万三二〇七

一一七万、県支出金の一〇七万、村債の一六〇万、臨時地方財政特

万七五七五円。追加の主たるものは村税の二三一万、地方交付税の

ろもまた大であり、しか

税意識の高揚によるとこ

果でもあるが、村民の納

一二万四〇四二円の増徴

も予算に対して収入額は

歳入のうち村税の明細を見ると次表のようになっており、税種目

を示していることは健全

円となっており、歳出の決算額は三三一二万七九一九円である。
では電気ガス税、木材取引税、煙草消費税が加わり、金庫税、扇風

な歳入というべきだろう。

自主財源と依存財源の関

ところで歳入のうちの

村税の税収状況を見ると未収入額が僅か三万円余りで税収率が、

係を見ると、自主財源の

の自主財源率が

度の本県市町村

ちなみに二四年

に上昇している。

〇・七㌫と次第

年度になると六

五・九㌫、三〇

㌫、二九年度五

比率は二八年度五一・九

九九・七㌫を示しているのは、納税報奨金制度が地についてきた結

ている。

機税、広告税がなくなり、一六種にも上った県税付加税が一掃され

財政は健全化したと言っていいだろう。

(

四四・九㌫ 『県

史・五』二六八

頁）であるのと

対比すれば、村
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九万四〇〇〇円で予算執行率九八・六㌫であった。黒字は二六八二

万三〇〇〇円、残高二〇八二万三〇〇〇円を次年度へ繰越し。歳入・

町制施行の年である昭和三二年度（一九五七）歳入歳出予算は、

らの補助金や地方交付税、それに町が借金する町債等）が主であっ

み出せる金）に乏しく一七・八㌫の構成比で、依存財源（国、県か

第二節 町制施行後の財政

二五一八万八九三〇円であった。同三四年度（一九六一）、歳出額

た。歳出では消費的経費（人件費・物件費等）が、五八・二㌫、投

歳出を性質別に見ると歳入では自主財源（町税や財産収入等町で生

の減少又は歳入超過等により実質収支決算見込みは黒字約二五〇万

資的経費（土木費・道路橋梁費等）三〇・二㌫、その他二・六㌫と

同四六年度（一九七一）歳入歳出予算総額四億三一六七万八○○

た。

なっており四六年度統合小学校の校舎建築を控え、財源確保に努め

円となった。
同三五年度（一九六〇）の一般会計の総額は五七三七万一〇〇〇
円、歳出決算は五五八九万一〇〇〇円に対し、その九七㌫の五四〇
二万五〇〇〇円で三三四万円余りの黒字を生み出した。同三七年度

伸びや町税の自然増により七二四万四六九九円もの収入増があった。

で一七二万九〇〇〇円の収入超過。四二年度決算では地方交付税の

〇〇〇円、これに対し収入予算総額は一億三五六五万三〇〇〇円

〇円の増加となっている。四一年度歳入予算総額一億三三九二万四

二〇六三万五〇〇〇円となり一億の大台に達し、二五六七万一〇〇

四〇年度歳入当初予算九四九六万四〇〇〇円に対し決算では一億

万七〇〇〇円、四八年度五一五六万二〇〇〇円であった。四九年度

ともに大幅な黒字となる。四七年度歳入歳出差し引き残高四四四三

回った。同四七・四八両年度とも○円となり実質収支、単年度収支

三㌫、投資的経費四九・四㌫と初めて投資的経費が消費的経費を上

依存財源八三・七㌫と従来と変わらず。歳出では消費的経費四四・

六六九万九〇〇〇円の赤字となった。歳入で自主財源一六・三㌫、

二六〇九万三〇〇〇円で実質収支は黒字となったが、単年度収支は

○円に対し歳入決算額四億四七〇二万六〇〇〇円、歳出決算額四億

翌年の四三年度の黒字幅はさらに大きくなり、一般会計で一三七二

は実質収支で黒字だったが、単年度収支で一三六万八〇〇〇円の赤

黒字七一九万三九四三円、三八年度四三八万八二五円の黒字。

万四〇〇〇円となる。九七二万四〇〇〇円を四四年度に繰越してい

字となり財政的に苦しくなる。

)

は一〇・五㌫と財政力は相変わらず乏しい状況。

前年度に対し三〇・三㌫増で執行率九二・一㌫であった。自主財源

前年に対し六・六㌫の増加、歳出決算八億一八八九万三〇〇〇円で

同五〇年度（一九七五）歳入決算額八億八九一一万四〇〇〇円で

る。なお四四年一二月一二日決算議会が召集され、慎重審議を経て
同一八日「極めて適正な執行」と承認されている（『町報こおりや
号 。

同四五年度（一九七〇）一般会計では、歳入決算額二億八七六一

ま』第
134

万七〇〇〇円で、予算に対し八・八㌫の増、歳出決算額二億六〇七
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五七〇〇円、歳出一四億四四六七万九八〇〇円で差し引き残高五一

同五五年度（一九八〇）一般会計は歳入決算額一四億九六六一万
九八）経常収支で二

同一〇年度（一九

歳出の内訳は、農林

億七九三一万三〇〇

同六〇年度（一九八五）歳出決算額二二億二二二万三〇〇〇円

水産業費がトップで

九三万五九〇〇円で黒字に。依存財源が八一・一㌫を占め、自主財

予算に対し一二・五㌫増）、歳入二一億五四一一万円、差し引き額

全体の一七・一㌫を

〇円の黒字となった。

六四六七万五六〇〇円で実質収支は六四六七万五六〇〇円の黒字、

占め、次いで公債費

源一八・九㌫であった。

単年度収支一七万二〇〇〇円の赤字。

(

六㌫を占め、以下国県支出金、町債町税等の順となっている。依存

円の赤字。歳入状況を見ると、構成比では地方交付税が全体の三七・

基金の取り崩し額を控除した実質単年度収支は二六四六万八六〇〇

同五年度（一九九三）実質収支一億一六七五万九〇〇〇円の黒字。

八九七六万一〇〇〇

〇〇）実質収支一億

同一二年度（二〇

費四・四㌫である。

五・九㌫、災害復旧

一六・八㌫、民生費

財源が全体の八〇・九㌫を占めている。歳出の決算状況は前年度に

円の黒字。歳出総額

平成に入って、年度別・会計別推移は表３―６の通りである。平

対し三八・三㌫の伸びとなった。目的別歳出状況は、土木費一八・

は五四億一二〇万四

一五・六㌫、教育費

五㌫、災害復旧費一八・○㌫、民生費一二・三㌫、公債費一二・一

〇〇〇円で、土木費

成元年度（一九八八）歳入歳出差し引き額は七五六二万二五〇〇円

㌫、教育費一一・五㌫等の順になっている。対前年度伸び率では、

が再び一位で全体の

一二・七㌫、土木費

前年八・六水害等相次いで発生した集中豪雨の大災害復旧のため災

二四・二㌫、公債費

で経常収支は黒字。単年度収支の九五万五〇〇〇円赤字額一万二〇

害復旧費が二八二四・七㌫と大きな伸びを示し、また商工費はふる

一八・七㌫、教育費

一一・九㌫、衛生費

さと館の購入等により一九二・四㌫、教育費は総合運動公園の建設

一四・二㌫、民生費

〇〇円。

開始等により五二・七㌫と著しい伸びを示した。
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の年度からスタートした介護保険制度

一一・三㌫の順となっている。なおこ

円の順となっている。

木費一〇億八九二三万一〇〇〇円、民生費七億五四六八万八〇〇〇

○円で、地方債の公債費一一億八七七三万六〇〇〇円、次いで、土

たりの町税負担額は六万五三〇九円である。

町民一人当たりの町の支出額は、五七万五七五六円、町民一人当

に伴う認定業務や給付事業等が行われ
同年度末三七一人の認定、居宅介護サー
ビスや施設介護サービスといった給付
費等も支払う。要介護者の訪問介護、
通所介護等六六五五件、四億一六九八
万二〇〇〇円の保険給付費を支出。同
一三年度からこの介護保険業務が日置
広域連合へ移管されることになったた
め、歳入歳出差し引き額を○円で決算
し、介護保険特別会計は、同一二年度
末で廃止。
平成一四年度決算については詳しく
触れておこう。一般会計の決算状況で
実質収支一億六二九四万五〇〇〇円の
黒字となる。歳入総額は五一億一八七
五万六〇〇〇円で、その主なものは、
地方交付税が二一億七七九五万九〇〇
〇円、地方債九億三四四〇万円、国県
支出金六億五二三九万九〇〇〇円、町
税五億五二三八万円と依然として依存
財源に頼る構造となっている。
歳出総額は四八億六九七四万六〇〇
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平成一六年度当初予算
この年度は郡山町として最後の年度となるが、同時に本町の将来
の方向付けをする極めて重要な年度である。予算編成については、
経済状況の低迷等により、従来にもまして徹底した事務事業の見直
しを行うとともに、第四次総合振興計画に基づいた編成に留意して
いる。
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第四章 議会
第一節 戦前・村議会時代

一町または一村限りの町村費をもって支弁すべき事件および経費の

支出、徴収方法を議定するために開設するものを町村会とする。
② 議員の定数

町村会の議員定数は、旧規則では戸数段階別の定数を定めていた

が、これを一町村当たり五名以上七名以下とする。

我が国に地方議会制度が初めて成立したのは、前述したように明

④ 議員の選挙は戸長が管理し、投票日の一〇日前に公告する規定

旧規則の任期二年を六年に改め、三年ごとに半数を改選する。

１ 区町村会の開設

治一一年（一八七八）三新法（「区町村編成法」「府県会規則」「地

を設ける。

③ 議員の任期

方税規則」）の施行によって、府県会が開設されたときである。

⑤ 会議

町村会の会議は、通常会と臨時会の二類に分け、通常会は毎年一

鹿児島県においては、西南戦争の戦後処理の関係もあって、明治
一三年（一八八〇）五月、初めて県会が開かれている。その前年の

回四月に開き、その会期は五日以内とし、臨時会は必要の都度その

以上、地方議会制度は幾多の改革を経てその基礎が固められ、明

一一月には「鹿児島県町村会規則」が公布され、町村会の制度が生
二一年（一八八八）制定の「市町村制」、第二次大戦後の「地方自

治二一年（一八八八）四月に至り、「市制」「町村制」が制定される

事件に限って開会し、その会期は三日以内とする。

治法」へと時代の変遷に伴って変わっていくが、「会議公開の原則」

ことにより、我が国に初めて近代的な地方議会制度が確立されたの

まれた。この町村会規則は、明治一三年制定の「区町村会法」、同

過半数議決の原則」などの条項については後々継承されていくの

である。

｢

同一三年四月制定の「区町村会法」は同一七年五月に全文改正さ

治法」の施行前まで約半世紀にわたって我が国の地方制度の基本法

「市制」「町村制」は、施行以来昭和二二年（一九四七）「地方自

２ 「市制」「町村制」

である。明治一三年三月、鹿児島県は大島郡を除く各町村に対し、
速やかに町村会を開設するよう布達している。翌一四年四月までに
開設された県内町村会の数は、県下町村総数一〇四七に対し、八二

れ、それに伴い、同年九月に「鹿児島県町村会議規則」が、改めて

として位置していた。その間、明治四四年（一九一一）の全文改正

三町村で七割強に及んでいる。

制定された。その内容を要約すると次の通りである。
① 町村会の職務権限

(

)

第一次 など、数次にわたって改革がなされてきた。以下はその
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概要である。
① 議員の定数
市町村会議員の定数は、市町村の人口段階の区分に応じ、次の通

④ 市町村会の招集

市町村会の招集は市町村長が行うが、府県会のように通常会およ

び臨時会の区別はなく、会議の必要あるごとに招集、三日前に告示
することとする。

人口五千名未満の町村
議員一八名

議員一二名

はできない。議決は出席議員の過半数によって決める。会議は公開

会議は議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開会すること

りとする。
人口五千名以上一万名未満の町村
議員二四名

を原則とする。

⑤ 会議

人口一万名以上二万名未満の町村
議員三〇名

正一〇年（一九二一）、同一五年、昭和四年（一九二九）に重要な

以上の「市制」「町村制」は、明治四四年（一九一一）以後、大

人口二万名以上の町村
② 議員の任期
市町村会議員の任期は四年である。

入するなかで、同一八年（一九四三）の改正により、国家統制が強

改正がなされ、地方制度も拡充強化された。しかし、戦時体制に突

市町村会の議決すべき事項は、市町村に関するいっさいの事件な

まり、町村会の権限は著しく制限され、地方議会の地位は大幅に低

③ 職務権限
らびに法律、命令によって委任された議決権、選挙権、監査権、意

下し、終戦の昭和二〇年を迎えたのである。

挙の準備が始まった。有権者は一定の税額以上を納める者に限られ

で町村制が施行された明治二二年（一八八九）四月一日から議員選

新しい町村制では、町村長は町村議会が選ぶことになった。そこ

３ 村議会と郡役所

見書提出権および争議決定権等についてである。議決事件の項目は
次の通りである。
ア 市町村の条例および規則の制定・改廃
イ 市町村費をもって支弁すべき事業
ウ 歳入歳出予算を定め、決算報告を認定すること
エ 使用料、手数料、市町村税または夫役現品等の賦課徴収に関す
ること（法令によるものを除く）

郡山喜平次

郡山喜之進

山口才之丞

ていたため、今のように多くはなかった。郡山村議会議員は六月初
重久厚右衛門

有馬 純幸

オ 不動産の管理、処分および取得に関すること

白坂雄一郎

川崎孝吉郎

めまでに次の一一名が選出された。
肥後 善一

カ 基本財産および積立金等の設置、管理および処分に関すること

キ 市町村吏員の身分保障に関すること

ク 市町村に係わる訴願、訴訟および和解に関すること
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白坂素一郎

郡山矢一郎

前田 堅盤

議員が選出され、議会が成立し、村長が選出され、役場吏員が採
用の後役場の一応の形が整ったのは同年の六月になってからで、実

の許可が必要だったということである。さらに次のような事実もあっ
た。

郡山村は前述のように、白坂素一郎を村長に選んで発足した。時

タチ選挙執行候処、有効投票総数十点ニシテ 有馬純幸儀 其ノ全

本村有給助役有馬純幸、来ル十月三日ヲ以テ任期満限ニ付、之ニ先

有給助役選挙認可稟請

の町村長はすべて名誉職で、助役および収入役もまたほとんど名誉

数ヲ以テ再撰シタルニ付、別紙本人ノ履歴書相添へ 町村制第五十

際に動き出すには、なお月日を要した。

職で選ばれたが、郡山村は新しい第一回の議会で、条例の第一号

九条ニヨリ認可ヲ請フ

へきすう

「郡山有給助役条例」を制定した。理由は、町村制第五五条による
と、助役は名誉職であるのが当然だが、本村のような僻陬（奥深い

明治三十年九月

但来ル十月四日就職相成候様御認可相成度此段申添候、

めおのずと事務も多くなるということで、第五六条によつて有給吏

日置郡郡山村 村長 重久純孝

田舎）の土地では、名誉職では適任者に乏しく、また地域が広いた
員とし、広く人材を求めることにする、というのである。大正一〇

鹿児島県知事子爵 加納 久宣 殿

事の認可が必要だったということである。「稟」というのは上に申

ひん

町村長や助役が就任するのに、町村会の選挙を経た上、さらに知

年（一九二一）郡制が廃止されるまで、日置郡内で有給助役を置い
ていたのは郡山村だけであった。
庶第五八号

し上げてその命令を受けるという意味を持った字である。上部監督

認可してほしい、なお、一〇月四日から就任できるよう早く認可し

ある。右をみると、村会議員一〇名が満場一致で再選しているから

当村有給助役及収入役月俸 本年四月ヨリ左記之通リ支給致シ度ク
重久純孝

者である知事に申し上げ、その許可を請うので稟請としているので
日置郡郡山村長

村会決議致シ候条、御許可相成度ク此段上申候也
（略）

ていただきたい、とある。県はこれにしたがって九月一八日付で認

なお、現在では考えられないことは、役場吏員の採用が町村会で

可している。

四円、すなわち月俸四円五〇銭、収入役年俸五〇円四〇銭、月俸四

の選挙に拠らねばならなかったことである。吏員の数も少なかった

ちなみに明治二七年（一八九四）の予算書をみると、助役の年俸五
円二〇銭となっている。ここで注目すべきは、助役等の増俸も郡長
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高かったことがわかる。

ためであろうが、吏員の権威というものが今では想像しがたいほど

ついても、役場行政とは別個に監査委員会を設置する、というよう

う別に作られた行政機関が管理し、地方公共団体の行財政の監督に

していることをみたが、行政指導の面でも全く同じであった。議会

団体とその構成メンバーの公職追放を命じていた。それに応えて政

同年一月四日に、ＧＨＱはかつて翼賛会など戦争遂行に努力した

に全く今までとは異なる地方行政制度が規定された。

で議決された歳入出予算案等も日置郡長に報告、若干の漏れでもあ

府は二月二八日公職追放を公布し、五月六日には鹿児島県にも公職

日置郡役所の管轄町村に対する指導監督が、人事面において徹底

れば、再手続きをとることになり、また公文、上申書、稟請といっ

者適格審査会が作られ、公職者の審査を始めた。かくて翼賛会郡山

た。一〇月二三日、村長は辞表を提出し、翌日付で県知事はこれを

た形式の手続きが大変であった。以上のように村行政の内部にまで

大正末期には地方政治にも政党化現象が現れ、また町村長会の結

承認した。その前々日の一〇月二一日、国分村長は村会議長として

支部長であり、県の翼賛壮年団総務でもあり、また在郷軍人会村分

成等が推進された。昭和四年（一九二九）にも市制・町村制の全面

も最後の仕事として村議会を開催し、五名の選挙管理委員と四名の

深く立ち入った県や郡の指導監督は、大正一○年（一九二一）の郡

的な改正が行われ、市町村議会に発案権が認められ、国家の市町村

同補充員の当選を決定している。次の一般住民の選挙によって新し

会長の肩書きをもつ国分村長の公職追放は、もはや時間の問題であっ

に対する行政監督の一部が緩和され、府県に市町村の許可事項の権

い村長が決定するまで、村長代理は助役の山口盛孝が務めることに

制廃止まで続けられた。

限が移譲されるなどした。

総力戦体制下では、市町村議会及び市町村行政は完全に新体制運動

村行政が開始されたが、特に同一六年一二月の太平洋戦争開戦後の

を決め、村会議員等の報酬及び費用弁証等の条例を改正した。役場

を毎年二月、四月、六月、八月、一〇月及び一二月の六回開く条例

山口村長代理は一二月一二日村議会を招集し、郡山村会の定例会

なり、同二一年一一月一日事務引継を完了している。

の末端機構として機能した。市町村長の権限が強化されたのに対し

の資料によると「村会議長年額八〇〇円、副議長年額五〇〇円、議

昭和一二年（一九三七）の日中戦争の勃発から戦時体制下の市町

て、市町村議会の権限は大幅に縮小されたのである 『県史・五』

員年額三〇〇円、選挙管理委員長月額二〇円、選挙監理委員月額一

戦後の昭和二一年（一九四六）九月、ＧＨＱの指令による市町村

ぞれ一五円、選挙立会人、投票立会人、開票立会人それぞれ一〇円、

五円、監査委員月額二〇円、選挙長、投票分会長、開票分会長それ

(

制の大改正が行われ、首長は従来のように議会で選ばれるのではな

鉄道二等運賃・車馬賃（一㎞に付）一六銭、日当（一日に付）一〇

)

く、直接住民の選挙に拠ること、議会はそれ自体で議長をもち、そ

円、日当（一日に付）一〇円、宿泊料（一夜に付）三〇円」という
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一七〇～一七一頁 。

の権限は拡大されるということ、さらに選挙は選挙管理委員会とい
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ことなどが決まった。また新たに村長兼務でない初代村会議長とし
て、郡山源一が選ばれた。
本議会においてはまた前村長国分友睦に対し、一五年六ヶ月在職
した労に酬いるために、退職金一万円を贈ることが議決されている。
)
(

（『 旧 郷土史 下』三六〇～三六二頁）

第二節 町議会の組織・構成

議会には、議会が最終的に意志決定を行う本会議（定例会・臨時

会）と、議案を部門ごとに詳しく審議する委員会とがある。委員会

には常任委員会と特定の事件を審査するために期間を限って設けら
れる特別委員会とがある。

常任委員会は、任意設置で条例によって設けられている。県下の

町村段階では委員会設置数三委員会が全体の五一・二㌫（四二町）、

二委員会四五・一㌫（三七町）、四委員会三・七㌫（三町）となっ

ており、委員の任期は、二年が九三・九㌫（七七議会）、残りの六・

一㌫（五町村）が四年任期となっている。

は一四名、
（３）人口五〇〇〇名以上一万名未満の町村一八名、
（４）

名未満の町村は一二名、（２）人口二〇〇〇名以上五〇〇〇名未満

ている。改正地方自治法第九十一条によると、（１）人口二〇〇〇

全国町村議会の議員定数については、人口規模に従って定められ

五つに変わり、さらに町になった同三一年一〇月から総務、建設、

同三〇年（一九五五）五月、総務、教育民生、土木、農政、林政の

厚生の五常任委員会が設置されることになった。町制施行の直前の

たが、昭和二六年（一九五二）四月から税務・学務・土木・経済・

一緒に協議討論していたという。戦後数年間も同じような状況だっ

１ 議員定数、議会の組織

一万名以上二万名未満の町村二二名、（５）二万名以上五万名未満

経済の三委員会になる。同四六年まで三委員会ができて、五〇年

郡山の村議会時代は、常任委員会も特別委員会もなく、みんなで

の町村二六名、と五区分による定数規定が明記されている。
平成一五年（二〇〇三）七月一日現在、鹿児島県町村段階では、

建設の三委員会。そして平成七年（一九九五）は議員定数削減に伴っ

一九七五）以降平成六年（一九九四）まで総務、教育民生、経済

(

法定数平均一八・一㌫で現行議員定数平均は一七・九名である。
よる減員数は二名。現行議員定数一六名で、欠員はゼロである。議

各一名が選任され、その下で各議員が二つの委員会のいずれかに構

委員の任期は二年となっている。前述したように議会は正副議長

て総務教民と経済建設の二つの常任委員会となった。

員の任期は四年で、議会は運営上議員の中から議長、副議長を選挙

成員として選任される。一委員会は八名となっており、さらに必要

本町議会における法定数（平成一二年国調）は一八名で、条例に

によって選任することになっている（地方自治法第百三条）。議長

がある場合において特別委員会が設置される。

委員会は、委員長及び副委員長を各一名置き、それぞれ議会で選

及び副議長は「議会の秩序を保持し、議事を整理し議会の事務を統
括し議会を代表する」（同法第百四条）権限を持っている。
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する調査を行い、議案・陳情等について審査し、議会より付議され

任されることになっている。なお、常任委員会は役場の事務等に関
○㌫であった。

みの議会費は、町村平均で九四九九万四〇〇〇円で、一般会計の二・

計歳出総額の二・二㌫を占めている。また、平成一四年度決算見込

費の総額も減り、構成比率も下がっている。

八㌫となっている。平成一〇年度（一九八八）と比較すると、議会

あった。一般会計総額四八億四九七四万円に占める議会費構成比一・

本町の議会費は左記の表のように、平成一四年度八六一六万円で

た特定の事件については、議会閉会中も審査活動を行えることとなっ
ている。特別委員会の権限、運営方法等については、基本的に常任
委員会と変わりはない。
他に、議会運営や議長の諮問事項等について、調査や審査を行う
議会運営委員会がある。委員定数は六名で、任期は二年となってい
る。

２ 議会事務局・議会費
「市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くこと
ができる」（地方自治法第百三十八条二項）ことになっている。本
町議会事務局には、平成一六年度（二〇〇四）専任の局長一名と書
記二名がいる。
議会には議員の調査研究のため、図書室の設置が義務づけられ、
官報、県広報をはじめ必要な刊行物は、議会図書室に送付されるこ
とになっている（同法第百条十二項・十四項）。本町には図書室の
専用施設はなく、事務局・議長室・議員控え室と共用である。なお、
事務局には議会の会議録、議決録をはじめ、議会運営に関する諸資
料が収められており、議員以外の一般の住民も利用することができ
る。
議会費についてみてみると、平成一四年度（二〇〇二）、当初予

算の議会費は、本県町村平均は九五七五万円となっており、一般会
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町制施行の翌年昭和三二

ない。定例会は四六日、臨時会は三日、

りである。県平均と比べると、若干少

いる。本町議会は表４―３で示した通

年度（一九五七）の議会

合わせて四九日、県平均より七日間少

議会費の推移をみると、

費は一三六万九〇〇〇円

ない。本会議日数も四日間少ない。

上程され執行部等の提案理由説明があっ

められる。その後、付議された議案が

の際、まず議長の開議宣告によって始

後予定に従って会議が開かれるが、そ

議会は招集初日に会期を決定し、以

２ 会議・付議事件等審議

だったが、同四五年度一
一五〇万三〇〇〇円、構
成比四・四㌫に推移して
いる。構成比が三㌫を下
回ったのは同六〇年度のことで、平成一五年度は一・八㌫と鹿児島
県の町村平均二・○㌫より低くなっている。

第三節 町議会の審議・諸活動

た後、質疑が行われる。特に議会にお

いては議決権が最も重要な権限である。

議会は、定例会及び必要な場合に臨時会が招集されることになっ

２）予算の議決（３）決算の規定等

つ議決権を（１）条例の制定・改廃

１ 定例会・臨時会

ている（地方自治法第百二条）。定例会は、付議事件の有無にかか

一四項目にわたって列挙している。

地方自治法第九十六条では、議会の持

わらず、定例的に招集される会議であり、年四回と定められ、招集

(

年間の平均会期日数（平成一四年）は、定例会が五三・四日、臨時

まず、定例会及び臨時会の会期日数については、県下町村議会の

の双方にある。予算議決権も条例制定

である。条例の発案権は町長、町議員

九四条でも保障されている自治立法権

まず、条例の制定・改廃権は憲法第

会が二・六日で、合わせて五六日である。そのうち本会議開催日数

権と並ぶ重要な議決権であるが、予算

時期は三月、六月、九月、一二月である。

は定例会が一三・四日、臨時会が二・六日で、年間一六日となって
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案提出は町長に専属しており、予算が提出されてから、議会は予算

提出し審議しているか、表を通して見てみよう。注目すべき第一は、

九九八）、同一二年、同一四年に誰が、どのような議案を、どこに

議案の提出者が圧倒的に町長が多いということである。平成一〇年

案を審議して議決することになっている。
本町議会での具体的な事例を取り上げてみよう。平成一〇年（一

は付議事件数七六件中七〇件、全体の九二・一㌫、同一二年は七八

件中七三件（九三・六㌫）、同一四年は八一件中六五件（八〇・二

㌫）をそれぞれ町長が提出している。

第二に、町長が提案するなかで最も多いのは条例で、全件数の四

割前後を占めているということ、さらに条例発案の九割以上が町長

で、議員提案は過去一割に満たないということである。第三に、議

案の議決結果は、町長提出案件も議員提出案件もともに一〇〇㌫近

く原案が可決されているということ。第四に、定例会と臨時会の件

数を見ると、定例会は年間約七五件、臨時会は約六件となっている。

表には示さなかったが、審議方法についてみると、平成一四年、提

出案件八一件のうち、本会議審議は五一件、委員会付託審議が三〇

件、内訳は常任委員会二六件、特別委員会四件となっている。

３ 議会の諸活動

地方公共団体における各種の行政が、かなり複雑化し、専門的に

なってきたことに対応して、議会審議の能率化・合理化を図るため

に委員会制度が設けられている。委員会は全議員の合議体である本

会議の準備、ないしは予備手続きとして議会の審議を補助する役割
をもつ機関である。

本町議会の運営にあたっては、前述したように提案された議案等
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委員会付託となっている。

スが約六割強、残り四割が

は、本会議で審議するケー

を若干上回っている。

間の延べ人数が二五名、実人数が一二名となっており、県町村平均

一般質問を行った延べ人数、実人数を過去五年間でみると、一年

議会の傍聴についても触れておく。住民が議会に直接出向いて傍

傍聴の他に議会の審議内容等を知る機会は、議会広報がある。本

付託された議案については

本町議会における常任委

町では昭和五六年（一九八一）一一月に議会広報誌『議会だよりこ

聴することで、どんな議案が提案されているか、議案を廻る討論を

員会は、過去五年間、年平

おりやま』を発行している。それ以前は町広報紙『広報こおりやま』

質疑が交わされ、必要に応

均開催延べ日数は約二〇日。

を活用していた。形式はニュース解説形式で、要点を伝える「広報

通してその問題点はもとより、町の当面している状況、課題、争点、

議員運営委員会は年間平均

型」となっている。また編集体制は、議員と議会事務局共同で八名

じて町内外に調査・研修な

五日間開催されているが、

のうち、五名が議員という構成になっている。配布範囲は全世帯。

それに執行部や議員の意向が明らかになる。過去五年間を平均する

特別委員会は通常、決算、

発行時期は、毎定例会ごとの年四回である。議会広報費の決算見込

どを行い、最後に討論、表

陳情等を審査することになっているが、本町では毎年決算について

額は、平成一五年五三六万円となっている。なお、議会広報にあたっ

と、傍聴者の延べ人数は年間約七〇名となっている。一町村平均と

審査している。年間の平均延べ日数は四日であるが、平成一四年に

ては、議会広報編集委員会が設置され、会期中、閉会中それぞれ八

決を行って委員会の結論を

は「市町村合併に関する特別委員会」が設置されたため、例年より

日、延べ一六日間委員会が開催される。委員長、副委員長ほか三名

同じ数字である。

二倍強多く九日間開催されている。他にもう一つ、全員協議会があ

の委員によって構成されている。

出している。

り、開催延べ日数は九日間である。

【参考・引用文献】

については、過去五年間で年平均一町村で一八件程度。本町では二

『町村議会実態調査集計表』

『 旧）郷土史 下巻』『県史 五』

(

〇・五件を受理している。採択、不採択はともに二、三件。継続審

『広報こおりやま』『議会だよりこおりやま』

請願件数はゼロで、県町村平均でも一件を若干上回る程度。陳情

査が多い。
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第五章 選挙
第一節 戦前の主な選挙
１ 概観

については日本国民で満三〇歳以上の男子とされ、納税については

選挙権の場合の要件と同じであった。したがって、有権者は全国で

約四五万人で、当時の総人口の一・一㌫に過ぎなかった。

その後、明治三三年（一九〇〇）の「衆議院議員選挙法」の改正

により、納税要件が緩和され、納税額一五円を一〇円に引き下げ、
(

)

権者は全国で九八万人増加し、総人口で約二・二㌫になった。議員

期間については満一年以上地租を納める者とした。改正の結果、有
明治二二年 一八八九 二月一一日に「大日本帝国憲法」が発布さ

定数は六九名増の三六九名となり、投票も公開投票から現行の単記

大正八年（一九一九）の改正では、住所が一年から六ヶ月に短縮

れ、同時に同日付をもって「衆議院議員選挙法」が、翌年には「府
その後、明治・大正・昭和を経て、昭和二五年（一九五〇）の

され、納税額三円以上となった。その結果、有権者は三〇〇万人、

無記名投票の秘密投票制度に改められた。

公職選挙法」によって、各種選挙制度を統合一本化した選挙法の

総人口の五㌫以上となった。選挙区は原則として一選挙区一人の小

県制」が制定され、ここにわが国の近代的な選挙制度が確立された。

集大成をみるに至るが、この間において、各種選挙制度も度々改正

選挙区制が採用され、定員四六四名となり、鹿児島県は八選挙区で

｢

第二次大戦後、選挙法は大変革を遂げる。すなわち女性参政権が

(

２）一年以上当該府県内に本籍を定め居住したことがあり、（３）

認められ、選挙権は満二五歳から満二〇歳に、被選挙権は満三〇歳

から二九万三〇〇〇余名と増えた。

となり、鹿児島県でも大正一三年（一九二四）の七万二〇〇〇余名

年（一九二八）には有権者数が一二四〇万名で、総人口の約二〇㌫

歳以上の日本国民である男子に普通選挙制度が採用された。昭和三

成立した。選挙権の基本的要件であった納税額が撤廃され、満二五

大正一四年（一九二五）には大改正がなされ、「普通選挙法」が

定員一一名となった。

が行われてきた。
以下はそれらのうちから主な選挙について、その制度の変遷を概
括的に触れ、さらに郡山村での選挙の結果について述べる。

２ 衆議院議員選挙制度
第一回の総選挙は、明治二三年（一八九〇）七月一日に行われた。
選挙法による選挙権は（１）日本国民で年齢満二五歳以上の男子、
一年以上（所得税は三年以上）当該府県内で直接国営一五円以上を

から満二五歳に引き下げられたのである。このため総人口に対する

有権者の割合は五一㌫強となった。本県の場合、昭和一七年（一九

納めている者に与えられた。
被選挙権については、本籍及び住所要件を必要としないが、年齢
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四一）四月に行われた第二一回総選挙時の人口対有権者比率一八・
五㌫であったのが、同二一年四月の第二二回総選挙では四八・三㌫

になった。

役場所蔵の「郷土史料８」によると、大

昭和二五年（一九五〇）には「公職選挙法」が制定され、衆・参

で納税資格によって等級が三つに分かれて

５―１のように、国会議員から村会議員ま

正六年（一九一七）の郡山村有権者数は表

両院議員、地方公共団体の議会議員及び長の選挙について、従来の

いる。同一五年の改正で、この等級をなく

と著しく増加した。

各選挙ごとの法律が一本化され、現行の選挙制度となっている。

したので、村会議員の選挙権者は国会議員

も選挙することができるようになり、国民

大正一〇年一二月現在の有権者数は、衆

３ 府県会議員選挙制度
明治一一年（一八七八）に「府県会規則」が公布されたが、これ

議院議員五四九名、郡・県会議員四四七名、

の自治に参画する範囲が拡張された。
は我が国初の公選制度であった。選挙規程として、選挙権者は満二

村会議員八六六名であった。

〇名と定められ、翌年二月、議員定数の改正が行われる。その後、

第一回選挙は明治一三年（一八八〇）一月に行われ、議員数は四

会で選挙した議員と、大地主が互選した議

と同時に制定されたが、郡会は郡内の町村

郡制は、明治二三年（一八九〇）府県制

４ 郡会議員選挙

〇歳以上の男子で、地租五円以上を納める者、被選挙権者は満二五
歳以上の男子で、満三年以上府県内に居住し、地租一〇円以上を納
める者とされ、議員の任期は四年で、二年ごとに半数を改選するこ

同二三年（一八九〇）に「府県会規則」は全文改正され、新しい府

員とで構成され、郡会議員は名誉職であった。任期は町村会選出議

とになっていた。

県制が定められたが、同三二年（一八九九）にはまた全文改正され、

員が六年で、三年ごとに半数が改選され、大地主議員は三年で全員

その後、明治三二年（一八九九）に改正郡制が公布され、その選

さらに大正一五年（一九二六）の改正で、衆議院議員選挙の影響を
本県では明治一三年一月選挙のことが布達され、鹿児島県議会の

挙制度も郡内の各選挙権者の直接選挙に改められた。なお、鹿児島

を同時に改選する制度であった。

定員四〇名で、日置・阿多・甑島の三郡からは四人出すことになっ

県では同三一年に郡制が実施された。時代の進展に伴い、行政の能

受けて普通選挙が実施されることとなった。

た。翌一三年二月、規則の改正があって、日置郡から三名出すこと
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率化簡素化という点からこの郡制は二四年を経て大正一〇年（一九

の市町村の住民であり、かつ地租または年額二年以上直接国税を納

の公布により、議員の選挙権は満二〇歳以上の男子で、二年以上そ

めることを要件とした。しかし大正一五年（一九二六）納税資格を

二一）に廃止となる。
郡会議員は各村から、所有地価の総額一万円以上の地主が選出す

)

前述のとおり、大正一〇年（一九二一）有権者は八六六名であっ

撤廃して普通選挙となった。

め、他村は一名のところを三名選出することができた。しかし、明

たが、議員定数一八名を割ると、議員一人当の有権者数は四八強と

る議員で構成され、東市来、串木野両村は有権者の数が多かったた
治三二年一〇月の第二回選挙からは東市来は一名、串木野及び伊作

」によると、昭和九年（一九三四）九月現

なる。「郷土史料

より、木場貞義が一一票を獲得し当選している。郡制廃止までの郡

明治三一年四月の郡会議員選挙時、村内の有権者一二名の投票に

者数は八五名となる（「郷土史料

一二月現在の有権者数は一四四五名、現員一七名、村議一人当有権

在、有権者は一四三五名、議員定数一八名。昭和一〇年（一九三五）

・

が二名となり、議員の定員は一五名であった（『（旧）郷土史 下』 。

山村選出の郡会議員は次の通りである（『日置郡誌』、（ ）内は当

〇月の有権者は一四〇九名となっている。

16

選時 。

15

)

木場 貞義（明治三一年四月） 白坂金之丞（同三二年一〇月）

「衆議院議員及地方議会議員任期延長ニ関スル件」という通達が来

昭和一六年（一九四一）二月、県総務部長から市町村長に宛てて、

)

竹内 隆助（同三六年一〇月） 郡山喜平次（同四〇年一〇月）

体制の整備に邁進する必要があるので、衆議院の任期は一年間延長、

た。その後の通達によると、現下の国内外の緊迫状況に鑑み、選挙

右のうち成尾庄之丞は、大正四年からの一期間郡会議員七名で構

府県会議員の任期は昭和一七年四月まで、市町村会議員の任期は同

成尾庄之丞（同四四年一〇月） 同上（大正四年一〇月）

成する郡参事会員をも務め、木場貞義は明治三二年九月二五日、日

年五月二〇日まで延期し、選挙はその後行うというもの。すなわち

で国民の間に不必要な摩擦や競争の起きるのを避け、挙国一致国防

置郡から選ばれる四名の県会議員の一人に当選し、同四〇年まで二

６ 戦後直後の選挙

くろうという計画であった。

選挙で政府を支え援助する議員を選出して、挙国一致政治体制をつ

大政翼賛会を中軸とする新体制を向こう一年間でつくりあげ、翼賛

郡山 繁志（大正八年一〇月）

」 。昭和一五年（一九四〇）一

17

期八年間を務めた。

５ 区町村会議員選挙
区町村会は明治一三年（一八八〇）に「区町村会法」により設置。

その後度々改正され、明治二一年（一八八八）の「市制」「町村制」
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権）が認められること、首長は議会で選ばれるのではなく、直接住

住民の権利として議会の解散や首長、議員等の解職要求（直接請求

ＨＱの指令によって市町村制の大改正が行われた。女性の参政権、

戦後まもなく、昭和二一年（一九四六）九月、前述したようにＧ

三・六七㌫と、いずれも前回を上回り、平均は四月五日の七五・六

九名の計四九一八名であった。投票率は男子八七・八一㌫、女子七

が二二名となった。この時の有権者は男子二一九九名、女子二七一

われた。村会議員は復員、引揚等による人口の増加で、定員一八名

次の村長並びに村会議員の選挙は同二六年四月一三日に行われ、

一㌫に対し、七九・九九㌫という高率を示した。村会議員は身近な

戦後最初の選挙は、昭和二二年四月五日の第一回知事・市町村長

村長は増満前村長が無投票当選、村議二二名が選出された。有権者

民の選挙に拠ることなど、戦前とは全く異なる地方行政制度が規定

選挙である。郡山村長には四名が立候補し、増満喜吉が第一一代郡

は男子が二一二二、女子が二四三二の計四五五四名で、前回の二二

存在で関心が深かったと思われる。

山村長に当選した。有権者は男子二二三九、女子二六〇七の計四八

年より下回ったが、投票率については、男子が九九・一九㌫、さら

された。

四六名、投票率は男子が八三・一六㌫、女子が六九・一二㌫、平均

に女子が九九・三〇㌫と、今日まで例をみない高率を示した。

(

しました。ところが午後になってまたやって来て、記載にはいっている者

間に合わせに、近くの農家から煙草耕作用の天幕を借りて来て張りめぐら

者が丸見えにならないように幕を張れ、という注意です。係員達は応急の

を決定。町内各団体の代表者によって公開討論会をしたところ「町

町婦人会が総会の討議テーマに「公明選挙はいかにして行われるか」

初めての町長、町議会議員選挙が行われた。選挙の当たり年になり、

昭和三一年（一九五六）一〇月一日町制施行後、同三四年四月に

１ 各種選挙の結果

第二節 主な選挙の執行結果

七五・六一㌫であった。初めて選挙権を手にした女性の投票率は予
想以上に低かった。
『 旧）郷土史 下』に掲載された大渕脇強の興味ある思い出話
をここに引用しておこう。
この選挙の最中、南方国民学校（五月一日から小学校と改称）の投票

が外から全く見えない状態ではいけない、脚の部分が見える高さまで幕を

長、町議会議員の場合も立会演説会を開くこと」が決議された。そ

所に午前中進駐軍がジープで視察に来ました。記載所のことで、記載する

床から引き上げなさい、との命令です。そこでまた慌てて広い幕を指示通

こで町婦人会と青年団においては町選挙管理委員会並びに教育委員

な盛況であったという。有権者は候補者の政権を聞き、判断する機

会の協力を得て、町内六ヶ所で立会演説会を実施したところ、大変

り調整するのに一苦労、一汗かいた（三六二～三六三頁）。

同二二年四月三〇日、県会議員及び市町村会議員の統一選挙が行
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会を与えられ、町民の政治意識
を高める点や町制に対する関心
を深める点で有意義であった。
投票率による成果をみておこう。
○知事・県議選挙…有権者数男
二五六〇、
女三一〇二
計五六六
二
投票率男九
二・二八㌫、
女八九・〇
七㌫
無効票数
知事の分一
八六、県議の分九四
〇町長・町議選挙…有権者数男二五六九、女三一一四 計五六八三
投票率男九四・五九㌫、女九三・八四㌫
無効票数 町長の分四一、町議の分三一
投票率においても町長・町議選の場合は三・二七㌫向上しており、
また投票された票のうち、無効になった票も町長の場合は知事より
も少なくなっており、公明選挙運動はこの点からみても一応の成果

を挙げているものと思われる（『町報こおりやま』第

)
号 。
56

以下、平成に入って行われた主な選挙結果について触れよう。

（一九八九）

◇平成元年二月一九日 県知事選挙…投票率は六二・六七㌫で、前

回（六四・二三㌫）を一・五六㌫下回る結果となる。また県の投

票率は五一・六九㌫で、九六市町村の中で、本町は四七番目の投

票率となった。集落別投票率をみると、一位里岳七一・八四㌫、

二位本岳七一・五三㌫、三位厚地六九・三九㌫、最下位は有屋田

の五三・三〇㌫。年齢別にみると、最も高いのは七〇歳代（七七・

三六㌫）、次いで五〇歳代（七一・四四㌫）。最も投票率が低いの

は二〇歳代（四一・九五㌫）、それに三〇歳代も低い（五一・九

五㌫）。男女別にみると男性の投票率は女性よりも四・七七㌫低
（一九九一）

くなっている。

◇平成三年四月二一日 町長・町議会議員選挙…一二年ぶりの投票

になった町長選は、現職七期を目指す中村正と新人で元町議会議

長の岩戸良治との間で争われ、岩戸町長の誕生。一方一八議席に

対し、二〇名が立候補した町議選は、新人八名のうち六名が当選。

最終投票率は九〇・二三㌫で前回（九二・一四㌫）を一・九一㌫
下回る結果となった。

なお同年四月七日に行われた県議会選挙では、投票率七七・七二
（一九九三）

㌫で、前回（八一・三九㌫）を三・六七㌫下回った。

◇平成五年二月七日 県知事選挙…投票率五九・七八㌫で、県下四

三位という状況であった。投票所別投票率をみると、一位が第五

投票所の大中で六七・九〇㌫、二位が第四投票所の花尾地区で六

七・三〇㌫、最も低かったのが第一投票所の郡山地区で五四・七

四㌫であった。男女別でみると、女性が六一・二三㌫、男性は五
八・一三㌫であった。
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女子（五六・二一㌫）が男子（五五・二五㌫）を若干上回った。

◇平成五年七月二三日 参議院議員選挙…投票率は五五・七六㌫。

七・八六㌫、第五投票所（大中）八一・二三㌫、第六投票所（西有

四㌫、第三投票所（南方）七一・八六㌫、第四投票所（花尾）七

第一投票所（郡山）六九・四〇㌫、第二投票所（常盤）七二・四

)

◇平成一一年四月二五日 町長・町議会議員選挙…町長選では現職

。

◇平成七年四月二三日 町長・町議会議員選挙…投票率は八八・○

の池山町長が二期目の当選を果たす。なお、町議選において、初

里）七八・二〇㌫。

なお、本町の投票率は、日置郡内第七位、県下七二位という低さ
だった（『広報こおりゃま』№
○㌫（前回比二・三三㌫減 。池山泰正町長初当選。町議の定員

（一九九五）

391

は一八から一六名に減。

年七月に執行された参院選からより参加しやすい選挙になったが、

の女性議員が同時に二名誕生した。公職選挙法の改正に伴い、前

)

県議会議員選挙…投票率七三・三五㌫（同四・三七㌫減）。

投票率は前回を下回る八五・〇九㌫に留まった（表４―２・３・

（一九九六）

◇平成八年七月二八日 県知事選挙…本町の投票率は、過去最低の

)

位は常盤の五・三四㌫、最低が郡山の四・一六㌫であった。年代

間を午後六時までに繰り上げ、また第一投票所を分割し、第七投

◇平成一五年四月一三日 県議会議員選挙…今回の選挙から投票時

（ 二 〇 〇 三 ）

４ 。

別では六〇歳代六三・七㌫、七〇歳代六二・九㌫と高く、低いの

票所を新設した。県議選の投票率は六六・二〇㌫（前回七三・二

四七・九二㌫。投票所別でみると、一位は大中の六・一七㌫、二

は二〇歳代の二三・六㌫、三〇歳代三一・四㌫であった。

◇平成一五年四月二七日 町議会議員選挙…投票率は七九・七九㌫

一㌫）で、七・〇一㌫低下した。

査の投票率は、男女別では男子が五六・八四㌫、女子五六・五七

前回八五・〇九㌫ で、五・三㌫下回った。なお、町長選は無

◇平成八年一〇月二〇日 衆議院議員総選挙及び最高裁判所国民審
㌫であった。年代別で二〇～二四歳代の投票率が二七・九㌫とい

)

投票で池山町長が三期目へ。

(

うのは極端に低い。若年層の政治への無関心、政治不信の増大が
（ 一 九 九 八 ）

注目される。
◇平成一〇年七月一二日 参議院議員選挙…投票率は六七・三六㌫
で、前回に比べて一一・六㌫アップした。今回の選挙は不在者投
票や投票時間の二時間延長などの制度の改正が行われ、有権者自
ら政治に参加しやすい選挙になった。
◇平成一一年四月一一日 県議会議員選挙…本町での投票率は、七
三・二一㌫で、町内各投票所での結果は次の通りである。
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第六章 経済
第一節 近代の経済
安政五年、わが国は英米など五カ国との通商条約を締結し、翌年

全国的な流通秩序からは独立して、生産地の在郷商人や居留地に進

出した新興商人が、開港場と産地との直接取引きルートを開き、そ

の結果従来の流通ルートに依存していた江戸などでは、日常物資が

不足するなどの事態が生じた。物価が高騰し、生活困窮者が多数発

生して、一揆や打ちこわしなどの騒擾が頻発するに至った。徳川幕

経済は、あるいはより具体的には、貿易品に直接関わるような地域

まれた。開港により海外との貿易が活発になり、その結果、わが国

済の資本主義経済化は否応なしに郡山の人たちの生活と経済にも変

政治的変革を経て近代国家の建設に向けて行われた諸施策と日本経

このような動向が直接郡山を襲ったわけではないが、明治維新の

藩体制的封建体制が維持できなくなった。

の経済は様々な影響を被ることになった。地域の経済が世界経済の

容を迫ることとなった。

には神奈川・長崎・函館の三港が開かれて世界経済の一環に組み込

動向と無関係には存在できなくなったのである。
め、次いで茶が全体の二〇㌫、外には海産物や石炭・蝋・樟脳に陶

明治五年にかけて封建的身分制の廃止のような、社会を構成する人々

明治になって各種の封建的な諸制度が廃止された。明治二年から

１ 地租改正

磁器などであった。主要輸入品は金巾等の綿織物に毛織物・絹糸・

の地位が比較的平等なものになるとともに、経済的には、明治四年

わが国からの主要輸出品は、当初、生糸が全体の八〇㌫近くを占

金属などであった。原材料輸出・完製品輸入の典型的な後進国貿易

に士族、その翌年には農民の職業選択の自由が認められ、併せて居

住・移転の自由が認められた。農民については、明治四年に作付け

であったといえよう。
主要輸出品であった生糸・茶の生産地では、生産量の増大により、

郡山は無論のこと、日本全体で見ても、当時の人々は農民が圧倒

の自由が認められるなど社会の近代化・民主化が進んだ。

たが、横浜港の貿易額が断然大きかったので、その影響は関東・東

的であったから、これら多くの人々の生活に大きな変化をもたらし

一部にはマニュファクチュア経営を排出するなどの変化を生み出し
海地方に集中して現れた。輸入品の綿織物はわが国農村工業の主要

たのは、明治五年の田畑永代売買の解禁と翌年の地租改正、さらに

地租改正は、直接的には土地をめぐる租税の制度改革であり、近

生産物であっただけに、輸出品に比べより広範な地域に影響を及ぼ
が起きた。国内経済の発展がその足元を揺るがし始めていたとはい

代中央集権国家の財政的基礎を作り上げるための改革であった。財

は、明治一一年の分地制限の解禁であった。

え、なお、特権商人による幕藩制的な全国的流通機構がそれなりに

政を封建的な貢租制度から近代的租税制度へと転換する一大変革で

した。このような生産面の変化に加えて、流通機構にも大きな変化

機能していたが、開港はそこに大きな打撃を与えることになった。
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あったのである。同時に、租税の近代化に不可欠な土地制度の近代

から免れることが出来たから、地租収入は安定した。

た。旧地租がそれぞれの土地の収穫量に基いて課税されたのと大き

の収益還元方式により算定された地価に対して課税されることになっ

その内容を概略述べれば、一、地租は全国一律の基準に基いて土地

政府は明治六年（一八七三）七月に「地租改正条令」を公布した。

直ちに中断した。実際には、西南戦争が終結して後、明治一二年一

大山県令は定め地租改正準備を進めたが、西南戦争前夜のことで、

ることなどもあって、実施が遅れていたが、ようやく明治九年五月、

雑にしていた上に、士族特に鹿児島城下士に新しい制度が不利であ

国の土地で実施した。ところが、本県は門割り制度が土地所有を複

政府は明治六年から明治一三年ごろまでに、鹿児島県を除く、全

な違いである。二、税率は地価の百分の三と定められた。そのほか

月に岩村県令が着手を布告し、二月、各地に地租改正係派出所を置

化―近代的私有財産制度の確立という意義を持つものであった。

に付課税として村入り費が地租の三分の一宛て徴収された。三、地

いてからのことであった。

県は戸長役場を督促して事業の遂行に努力し、一般田畑宅地等は

租は金納となった。四、納税者を土地の所有者とし、地券を公布す
ることでその所有権を確認した。納税は土地の所有者個人の責任に

た純利益を利子率で除して得られた土地の収益価格に税率を掛けて

価を掛けて得られた粗収入から肥料などの費用を差し引いて得られ

これらのことから明らかなように、地租はその土地の収穫米に米

が完成したのは明治二一年のことであり、着手から実に一〇余年の

に再調査を実施することにしたので、正確な土地台帳が完成し事業

は明治一六年五月ごろまでに終わった。しかし、政府が明治一八年

治一五年までには終了し、それに対する地租を記した「地券」の公布

翌明治一三年五月頃にはほぼ終了し、山林原野など一切の土地が明

算出され、定率・金納であることから近代的租税であったわけであ

年月を要した。

なるというものであった。

るが、他方で、経済発展が未成熟な段階で、農業以外には課税対象
がないという状況下で、一定額の財政収入を確保しなければならな

(

地租改正作業の具体的進行について『 旧）郷土史』下に詳細な

日置郡・阿多郡・甑島三郡の地租改正事業を受け持つ派出所は市

紹介がある。それによれば、大よそ次のような状況であった。

にならざるを得なかった。それゆえ、地租改正条例第六条で、将来

来町湊町に置かれ、御用係伊集院周助が長に任命された。各町村の

いという事情が働いたから、結果として当初は旧貢租と同様の重税
における軽減を約束し、かつ、改正事業の進展とともに激しさを増
かんが

正副戸長がこれを助け、さらに、各村では村民代表として七人の総

そうじょう

した農民騒擾に 鑑 みて、早くも明治一〇年にはそれまでの税率三㌫

代が選出され、事業の遂行に当たった。

いわゆる売買地価方式を採用したのであったが、売買の実績がない

地租を決めるためには、地価を確定しなければならない。当初は

を二・五㌫に引き下げている。
このように地租が地価に対する定率租税化し、しかも納付が金納

であったことから、作物の豊凶から切り離され、米価の変動の影響
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人に譲ろうとしたが、近隣の人も同様であったから、土地の所有者

を決めるのに大変苦労したことがあった。」 小野武夫『旧鹿児島藩

(

え、土地の丈量に基き、その土地の等級を定めて、その土地からの

の門割制度』 という一般的な事情も働いた。

段階でこれは実効性を持たず、収益還元方式に改められた。それゆ
収穫米量を算定し、それを基に地価を算定することになったから、
三㍍ の竹竿を用い、七尺を一間と定めた。縄や竿の使えないとこ

村々に一筆ごとの図面（野取図）を作らせた。測量には七尺 二・

なわち旦那に上納する もすべて耕作者の所有とする。 給地高を

倉庫に納税する門地 も給地高 士族の持ち高で百姓はその士族す

所有者の確定は、百姓の耕作している門地は、倉入高 直接藩の

(

ろは足測で間に合わせたという。このようにして測量した帳面（野

もらっていた士族はその分だけ金録公債でもらった また、士族が

)

取帳）を作った。さらに、地価を定める基礎となる土地の等級を決

自分で耕作していた浮面地 税を納めなくてよい土地 、抱地 郷士

(

めた。地味や道路からの便不便などいろいろ要素が勘案された。

)

(

) )

)

( (

の開墾地で、高一石につき玄米八升一合を納める 、永作地 郷士

(

このようにして地価、ひいては地租額が確定されたが、他方で、

百姓の区別なく開墾者が耕作し、高一石につき玄米三斗九升八合を

(

納税者を特定する仕事がある。納税者＝土地所有者とした以上、そ

納める 、仕明地 開墾したばかりでまだ税を納めなくてよい土地

)

の土地が誰のものであるのか、国有地なのかそれとも市町村有のよ

などはその耕作者の所有地とするとされた。

)

うな公有地なのか、あるいは私有地だとしてそれは誰のものかなど

(

)

持ち主は同国同郡同村居住の仮屋休次郎。その地価は一二七円六

)

このようにして確定された土地の所有者や所有地の所在、さらに

(

を確定する必要があった。藩政時代には土地は領主の所有であった

は地価及び地租が記載され、納税者に公布された地券の事例が前掲

)

から、百姓や、抱地など開墾した土地を耕作している郷士なども、

書に掲載されているので、紹介しよう。

「門」で、門内の要夫 用夫 が納税できないような場合には、門の

四銭。地租はその百分の二・五で、金三円一九銭一厘であった。本

関する地券である。記載されている重要事項を摘記すると、

薩摩国日置郡東俣村一六三番地、字坂元にある田一反四畝五歩に

その土地の所有者ではなく、単に占有しているに過ぎなかった。一
土地一所有者の関係ではなく、一つの土地に重層的に複数の所有者
が存在していた。加えて、本県では、旧貢租のばあい納税の単位は
者の連帯責任で納付していたために土地所有を複雑にしていた上に、

状の発行は明治一六年五月であったから、すでに税率は二・五㌫に

島県鹿児島日置谿山熊毛馭謨郡長右松祐永の押印がある 当時は、

士族身分のものが他藩に比べ多数を占めていたから、納税者＝土地
土地所有者確定の際の困難な事情として、「土地をよけいに持つ

鹿児島郡、日置郡、谷山郡、熊毛郡、馭謨郡（トカラ列島）の五郡

下がっていた。発行者は鹿児島県である。直接の発行責任者、鹿児

と納税の責任が重くなる」と思い、自分が食っていけるだけの土地

に郡長一人を置き、事務所は鹿児島に置かれていたからである。

所有者の確定にはかなりの困難がともなった。

以外はなるべく土地を所有しないようにして、余分の土地は近隣の
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地券の裏面には土地の売買譲渡等自由にできることが明記され、
売買譲渡等で所有者が変わったときに、そのことを県が証明する欄

嘆願書なども出された模様で、次のような却下の達しが出されてい
る。

があった。地租が金納になったために、否応なしに、農民は商品経

ところで、地租改正が暮らしと経済に与えた影響には深甚なもの

令に及び置き候条、右相心得べく、もっとも本人共願書受取方

議に及び難き旨指令これあり、該旨趣に依り、本人共願書へ指

其郡下人民より地租貸与出願に付、其筋へ稟議に及び候処詮

丁第二八五六号

済・流通に巻き込まれた。また、作付け制限の撤廃などの措置が、

として一村より両名も当庁へ出頭致し候様、伝達方取り計ろう

が五行印刷されている。

農民の商業的農業への転換を進めるところとなった。米価など農産

べし、此旨相達し候也
明治十八年十一月七日

物の変動が農民経済を直撃することになった。明治一五年ごろまで
はインフレ気味で米価は上昇したから、自作農民の地租負担は軽減

日置郡長

有馬 源二 殿

下谷口村外五ヶ村

池田 休兵衛

された。地主は小作料を現物で収納し販売したから、小作料収入は
増加した。同時に、地主の地租負担も軽減された。一方、小作農民

戸長

(

原文有馬喜美氏
)
蔵・郷土史下五三㌻

は米穀の販売面からは遮断されていたから、米価高騰のメリットを
享受することなく、インフレによる生活費の増加に悩むことになっ

救済策にも拘らず、土地の売買は許可されていたから、農民層は

明治一〇年代半ばの企業勃興期から第一次世界大戦に至るまでの

２ 資本主義経済の成立・確立

分解して地主小作関係が広範に展開する結果になった。

た。
明治一四年から米価は下落し、同年の米価一一円二〇銭が明治二
〇年には五円になった。米価の下落の下、地租は定額であったから
その負担は重くなり、納税不能の農民が激増することになった。彼
らは土地を質入書入れして対応したが、結果として土地を手放すこ
このような農民の困窮に対する救済措置が県によってとられてい

で見て二・六㌫であった。人口の増加率は一・一㌫であったから、

での激しい景気変動に彩られていた。同期間の経済成長率は、実質

わが国経済の成長過程は、工業化の進行と日清・日露の戦争を含ん

る。明治一六年に、地租の半額を現物納、すなわち米で納入するこ

一人当り国民総生産は年率一・五㌫で増加した。この成長過程で、

とになった。

とを認めた。この措置は農村不況から脱却する明治二〇年代前半ま

輸出の成長率が最も高く、確実にわが国経済は国際経済に組み込ま

れたといってよい。しかし、国民総生産成長率に対する部門別寄与

で継続された後、景気回復により廃止された。この間、不況に加え

て、度重なる暴雨風にも見舞われたことから、地租貸与を願い出る
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率は、個人消費が最も高く七二・七㌫を占めていたから、国内消費
市場の拡大が経済成長をうながしたのであった。

かくして、大正四（一九一五）年には、産業別人口構成は第一次

産業六二・五㌫、第二次産業が一九・五㌫、第三次産業が一八・○

㌫になった。国内純生産の構成比では、それぞれ二七・六㌫、三二・

工業の発展が膨大な輸入によって支えられていたことであろう。明

製造工業成長率は五・○㌫、農業成長率が一・七㌫であった。工

松方デフレ以後の第一次企業勃興期に当る明治二〇年代前半にか

治四三～大正二年は経常収支の赤字が国民総生産の二㌫にも達して

四㌫、四一・五㌫であったから、この段階で漸く工業を基軸にする

けての時期は、会社総数が一七九三社から二三八九社へ、払込資本

いたから、その分に匹敵する投資収益勘定の支払いが必要であった。

業生産が増加したことは顕著であったが、同時に農業生産も、第一

金は一億六三二万円から一億九四六〇万円に増加した。鉄道・紡績・

国内産業の均衡ある発展が望めない経済の構造に転化したものとい

産業構造が形成されたと言えるようになった。問題は先述の重化学

銀行・保険・電灯等の移植産業で有力な株式会社が生まれた。農林

えよう。

次大戦以後と比較してかなりの伸びを示した。

業の成長率は高くはなかったが、同部門の比重が大きかったから、
日清戦争後第二次企業勃興が起こるが、明治三三～三四年には金

あった。経済のネットワークを形成する道路や鉄道などの各種イン

クターの立地から見れば東京、大阪など大都市圏に限定されがちで

日本経済の資本主義経済としての確立は、そのリーディング・セ

融恐慌による景気低迷、企業倒産等が起きた。とりわけ、紡績・鉄

フラの整備も十分ではなかったから、地域経済は引き続き相対的に

寄与は小さいものではなかった。

道・石炭業などの不振が大きかった。二度に渡る戦争により、政府

農村地域には潜在的に過剰労働力が堆積していたから、農村地域

独自に展開した。

する結果となった。しかし反面、戦争準備のための増税が営業税・

からの労働力排出圧力は働いていたが、重化学工業の成長が男子労

の歳出に占める軍事費の割合が急増し、経済成長に政府支出が寄与
登録税・砂糖消費税・相続税などを新設し、法人所得課税の実施や

働力を必要とし始めたとはいえ、その量には限りがあった。また、

年女子労働力の吸引・排出という循環を形成したが、なお、その吸

地租・酒税の増税などとして行われたので、個人消費支出が停滞し
日露戦後には明治四〇～四一年の恐慌を経験し、次いで明治四三

引力は微弱であった。本県を含む九州地域からの人口流出は、女子

産業資本確立期の二大産業であった紡績業と製糸業は、主として若

年頃第三次企業勃興が発生した。この時には製鉄・造船・車両製造・

労働力にあっては、かなり長期間に渡り、住み込みの「お手伝いさ

た。代って鉱工業・運輸通信業・公益事業の寄与率が上昇した。

電気機械製造・人造肥料製造などの重化学工業に近代的大企業が簇

ん」が重要な需要要因であり続けた。

『鹿児島県地誌』によれば、郡山六か村の戸数は一〇六六で、殆

生し、その分野に財閥系企業が見られるようになった。さらに都市
化の進行に合わせて電力や電鉄などの分野にも有力企業が誕生した。
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元年でも同じく九三㌫であった。さらに、五年後の昭和五年に若干

数は一三二二戸で総戸数の九三㌫、この農家比率は五年たった昭和

ど百㌫が農家であった。下って、大正一〇（一九二二）年、農家戸

製造業が二〇軒。合計で五六軒である。

東俣に八軒、川田に四軒、計三四軒。豆腐屋や鍛冶屋、桶屋などの

販売業は西俣に四軒、郡山に一三軒、油須木に二軒、厚地に三軒、

館業が一軒、売薬業、富山の薬売りかと思われるものが一軒、物品

仲介業 六人

製造業 四人（職工八人）
六人

行商専業 一人

物品販売業 三九人

める商工業者数の記載がある。郡山の商工業者は次の通りであった。

少し時代は下がるが、『日置郡誌』には大正一〇年の営業税を納

農家比率が低下したが、それでも農家戸数は一二八七戸で、総戸数
の八八㌫に上っていた。だいたいこの状況が終戦までつづき、本町
は純農村としての経済構造を保持したままで推移した。
ちなみに、社会的分業の展開の程度を大正六年の職業別戸数表に

代書業

二人

生活必需品を取り扱う商店と林業を素材とする加工業、樟脳生産な

広がりを見せていたのかは分からないが、日常生活を営むに必要な

あろうか。雑業の内容も分からないから、郡山の産業がどのような

でいたのかは分からないが、その大半は林産加工などであったので

ると九〇㌫に達した。一一三軒の兼業農家が、兼業として何を営ん

専業農家が全戸数の八四・九㌫を占めており、兼業農家まで含め

なり増加して、その内容も多様化している姿が窺えるようである。

てカウントされていたのであろう。そうしてみると、この雑業がか

は第三次産業に分類されるものがなかったから、これらは雑業とし

結、製材、染物並紺屋、石工、白炭焼などになろうか。先の分類に

造業に分類されるのは、製造業とされている四軒のほか、鍛冶、桶

なっている。しかし、物品販売業は五軒増えているに過ぎない。製

前掲の大正六年と比較すると、網羅されている業者数はほぼ倍に

よって見れば次の通りであった。

旅人宿

五人 畳刺 二人 傘張 一人

湯屋 一人 理髪人 三人 染物並紺屋 一人 大工 一人
石工 八人 木挽

死牛馬解剖 一人 桶結 五人 竹細工 一人 鍛冶 六人

茅屋根葺 五人 製材 一人 自転車修理 二人

どが営まれていたのであろうか。それにしても、商業と工業を専業

代書業六が目立つほか湯屋、理髪屋になど村民の日常生活に密着し

白炭焼 一人（ここは多い順に並べ替える）

で営むものはあわせても僅か五軒に過ぎない。純農村というにふさ

たサービス業の存立に加え、行商人などの宿泊に必要だったのであ

ろうか、旅人宿が二軒、それに何の仲介かは判然としないが仲介業

わしい姿であった。また、合計した数字は前掲の表と少し異なるが、

同年の記録に、農業以外の職業の職種別の軒数が残されている。旅
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くところは、製造業に記載された職工八人の意味である。これも製

が六あるなど外部経済との接点が垣間見える。もう一点注目してお

図が掲載されているので、再掲しておく。

たことなども記載されている。そこには昭和初期の商店街の簡略な

屋が終戦まで営業したこと、また、石神床屋が昭和の始めに開業し

ていたのかの実態は、次節に譲り、ここでは地租改正時に構想され

た。しかもその殆どが農業専業であった。どのような農業が営まれ

さて、この時期の郡山では殆どの人々が農業を営んで生活してい

造業の内容が分からないが、少数とはいえ雇用労働者を抱える事業
所と賃金で生活する社会階層の出現という点で、近代化の波が本村
にも忍び寄ってきていることを教えてくれる。
三九軒の物品販売業が何を取り扱ったのかはつまびらかではない

にかけて商店街が形成されていく状況が伝えられている。また、床

店があり、そのうちおいおい家が立ち並ぶようになったと昭和初期

に来たころには、田圃のなかに魚屋であった西園さんを含め三軒の

家作の豆腐販売店を開業した臼田実安さんの談話として、同氏が麓

の集積によって支えられていくものと考えられる。そのような観点

現しにくく、そういうことからも地域農業の発展は分厚い自作農民

規模を拡大して農業労働力を雇用するような大規模化はなかなか実

農業を営んで生計を立てているような人々のことをさす。農業では

自作農民は自らの所有する土地を手段とし、家族労働力を主体に

た農民的土地所有のその後の姿を確認しておこう。

屋は明治末期に麓の十文字、井上店のところに前田床屋が開業して

から、これら農家の自作小作状況を「郷土史料八」および「日置郡誌」

が、郡山郷土史下には、大正一三（一九二四）年に麓地区に魚と自

いた。宮内床屋が大正から昭和にかけて、さらにその跡地に郡山床

で確認すると、自作農民は大正元年で総数の二〇・五㌫、大正六年

も一九・二㌫にすぎなかった。大正一一年も一九・二㌫あったから、

自作農民が減少の一途をたどり、農民内部での構成比を低下させて

いるとはいえないが、どう見ても自作農が増加し、村の農業がこれ

らの集積によって担われるという状況は生まれなかったといえよう。

他方で、
小作農民は少しずつではあるがその戸数を増加させたが、

その構成比は五・三～五・五㌫であったから、地主小作的分解が一

気に進んだというものではなかった。農民の主たる存在形態は自小

作農民であった。この層には、農業で生計を立てるためには自分の

田畑だけでは足らず、どうしても小作をしなければやってゆけなかっ

たということもあるが、同時に、自作農民が規模拡大を図る際に、
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このような好況は他方で物価の上昇を招いた。大正五、六年頃か

学工業での高収益が実現した。

選択するということには合理的な根拠がある。したがって、いわゆ

ら始まった物価上昇は、大正七年には一段と激しくなり、賃金生活

土地購入代金を投入するということではなく、小作料＝地代負担を
る自小作前進といわれた農業経営の発展の姿がこの中には含まれて

者の生活を圧迫した。特に米価の上昇が著しく、米一升の値段が一

円にもなった。大正六年の大阪堂島の玄米一石一五円の相場が、翌

いる可能性がある。
大正一〇年の自作地小作地面積は、田においては自作地が二四五

第一次世界大戦が終結するや、大正八年には戦後恐慌に突入し事

七年七月には三〇円になった。小学校教員の月給が一八円から二五

県は大正一三年、自作農創設維持事業に着手し、「自作農奨励資

業破産が続出し、労働争議・小作争議が頻発した。追い討ちを掛け

町九反（五一・四㌫）、畑地においては四七四町○反（四六・四㌫）

金」の貸付をはじめた。また、市町村も公債を発行して資金を作り、

るかのように大正一二年九月には関東大震災に見舞われた。こうし

円の時代である。同年八月富山県で発生した米騒動は、たちまちの

自作農になろうとする農民に資金を貸すことにした。昭和元年（一

た状況から抜け出る暇もなく、対中、対欧貿易の不振も加わり、昭

であった。総耕地で見た場合には、七一九町九反（四八㌫）であっ

九二六）度に自作農創設資金債の元金および利子の支払い金が二〇

和二年には東京で貯蓄銀行などが支払停止に陥り、連鎖的に次々と

うちに全国に広がり一道三府三二県に波及した。

九八円二〇銭計上されたから、郡山においても自作農を創出する取

銀行が休業した。同年四月の株価暴落が引き金になって金融恐慌に

たから、ほぼ半分の土地は小作地として貸し出されていた。

り組みがなされたことが明らかである。

陥った。

政府は三週間のモラトリアム（金融凍結）緊急勅令を発して救済

に努めたが、事態の鎮静化は容易ではなかった。さらに昭和四年に

３ 戦間期の経済
明治四〇年代には化学、金属、機械などの重化学工業製品と綿花

は世界恐慌が発生し、わが国経済もその影響を受けたが、本県経済

かくして、昭和四年における労働争議は六千件を超え、参加者七

を始めとする繊維原料の輸入が激増していた。第一次大戦の勃発に
の不足から、海上運賃が暴騰して海運業が活況を呈するとともに、

万八千人とそれまでの史上最高を記録した。昭和五年八月の内務省

にとっては難波銀行の閉鎖が打撃を与えることになった。

大量の船舶の発注によって造船業とそれの素材を提供する鉄鋼業が

発表によると失業者は三八万六千余、中小企業の倒産も相つぎ不況

よって、前者は輸入が困難になったから、輸入代替が進んだ。船舶

成長した。さらには、アジア市場への綿製品輸出がイギリスにとっ

が深刻化した。昭和六年は全国的に豊作で、米価は暴落して、白米

一升が一五銭にまで低下し、大正六年以来の安値を記録した。また、

て代り、アメリカの好況に支えられて生糸輸出も増加した。その結

果、日本は純債務国から純債権国に転換し、製造業、とりわけ重化
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主要な換金作物であったから、その影響は甚大で、農村は激しい不

生糸は明治一九年以来の安値となった。養蚕は本県農家にとっても

アメリカ経済の低迷が、生糸輸出を激減させ、生糸価格も暴落した。

本村の直営事業として継続し、完成後は県に移管することとされた。

をかけ、総延長七六〇㍍のうち二四〇㍍開通した。昭和八年度に、

木から蒲生村までを昭和七年度に県の直営事業として、三六〇〇円

県道は伊集院町中川から郡山までは既製道路であるが、本村油須

予定地に達しなかったので、昭和九年度まで続行するとした。

また、村道の伊敷村から厚地の一部までは工事が終わったが、なお

況に見舞われた。「米と繭の経済構造」が直撃されたのであった。
きょうきゅう

時局匡救土木事業 政府は農村不況対策として時局匡救土木事業を

)

昭和七年度 林道大浦線の改修工事が行われた。総予算八三八六

円から補助額を差し引いた三三八九円は起債を認めるので、早く所

六六六円、補助額合計一〇一六六円が決定した。工費一万三五五五

この事業については県と十分な打ち合わせが行われていて、昭和

円で開始し、二三〇〇㍍を完工した。年度末支払いの結果一六〇〇

定の手続きをせよとの通告があった。この起債分は、借入金利率年

実施した。この施策を受けて郡山でも昭和七年から八年にわたり道

円が余ったので、その金で更に五〇〇㍍を昭和八年度で改修するこ

三分二厘の低利で五年間据置、十五年賦返済という好条件であった。

八年六月、県内務部長から、この匡救土木事業については、県道の

とにした（農村匡救土木事業林道大浦線開さく工事報告書・役場蔵 。

したがって、二線に関わる総工事費は一三五五五円であった。そ

路の拡張及び延長が行われた。本村の土木事業は、国分友睦村長の

林道が改修されたことで、郡山村の部分林の管理を容易にしたとし

の内訳は県道の場合、賃金七一七〇円、敷地買収費一一〇二円、諸

一万円に対して国の補助額が七五〇〇円、村道の三五五五円には二

て、「毎年二百円内外ノ管理費ヲ投ジテ、村造林委員之ガ監督ニ当

材料費三五二円、監督費一二〇〇円、雑費一七六円。村道は、賃金

もと着実に進められた。

リ、管理状況極メテ良好・・・」と匡救土木事業が村に与えた効果

二一二〇円、敷地買収費七二五円、諸材料費二二九円、監督費四二

終わるものであった。

工事はいずれも昭和八年九月一日に着工し、翌年三月三十一日に

六円、雑費六三円になった。

が評価された。
昭和八年の事業計画は
県道 伊集院・蒲生線（郡山村大字油須木字門松より同大字東俣
字打添まで。道路延長七六〇㍍ 幅員五㍍五〇）

人夫として出勤し、賃金を得て農村不況の苦しい生活を凌いだ。工

しの

当時このような土木事業が各地で行われ、
農民は本業に近い形で、

迫まで。道路延長四二〇㍍ 幅員四㍍六〇）

事の賃金は、昭和七年の大浦林道工事では、人夫賃一日平均五七銭

村道 国蔵田・松尾迫線（郡山村大字厚地字国蔵田より同字松尾
の二線とし、これらの事業に要する費用は、それぞれ一万円と三千

六厘。常傭夫・普通土方といった本職人夫は一日八〇銭であった。

どかた

五五五円であった。
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昼食持参で男六〇銭、女五〇銭であったという。

「一之宮神社夏祭買物帳」によれば、昭和一〇年の農業人の日当は

〇〇円が見込まれたから、村費は合計三五〇〇円を要することになっ

崩壊したので、復旧工事をしなければならないが、その費用は二一

円を取り出し、県の補助金と合わせて二〇〇〇円の土木事業を計画

補助することにした。そこで、郡山村は村災害基本財産から五〇〇

三三七万円を計上し、郡山村の旱害救済土木事業には一五〇〇円を

ばつに見舞われ、飢えた人はさらに激増した。県は対策費として、

よれば、事業の最終年であった昭和九年の夏に、南九州は空前の干

昭和九年の大干ばつ 救済土木事業にも拘らず、『鹿児島百年』に

農村不況への対応とした。

た。政府はその代わりとして「臨時町村財政補給金」を支給して、

求め「財政調整交付金制度」の設定を要望したがかなえられなかっ

たので、県下の市町村長は政府にたいし、国民負担の不均衡是正を

ままに、昭和七年に始められた農村匡救事業が打ち切られそうになっ

種の自然災害との戦いの日々であった。農村不況の克服は出来ない

戦間期の本村の状況は以上垣間見たように、農村不況に加えて各

た。

した。同資金は次の村道二線の拡幅拡張と道路延長に当てられた。
村道 国蔵田・松尾迫線―郡山村厚地字国蔵田より同字松尾迫に至

した村道国蔵田―松尾迫線は延長約一〇〇〇㍍にわたって所々崩壊

水害 昭和一一（一九三六）年六月に大水害に見舞われ、前年構築

日に着工し、翌年三月三一日に竣工するとされた。

一二〇〇円の予算であった。以上二線はともに昭和一〇年一〇月一

り同字郷戸に至る延長三二〇㍍、幅員四・六㍍。同じく直営とし、

円であった。また、村道 中迫尻・塩田線―郡山村厚地字中迫尻よ

から軍需拡大を見越した輸入の急拡大があり、国際収支は悪化した。

て、日本資本主義は急速に景気を回復した。同時に、昭和一一年末

再禁止や日銀による赤字公債の引き受けなどの財政・金融政策によっ

一四年まで待たねばならなかった。他方で、昭和七年以降、金輸出

わったのは、自作農でも昭和一一年の事であったし、小作農は昭和

ず、長期の農村不況に喘いでいた。実際、農業所得が生活費を上回

昭和七年から農村では農村匡救土木事業のてこ入れにもかかわら

４ 戦時経済

し、復旧工事をしなければ通行が出来ない状態になった。さらに同

政府の有効需要政策はわが国工業の重化学工業化を一気に進めたの

る延長一五二㍍、幅員四・六㍍。村の直営事業とし、予算は八〇〇

年七月には台風が本県を襲い、死者四一人を出すという大きな被害

で、国内資源の制約から勢い輸入を激増させたのである。特に、昭

そのため、従来の為替管理による輸入統制に代えて、昭和一二年

なった。

和一二年の日中戦争の勃発は輸入を激増させ、貿易は大幅な赤字と

にあった。
本村では、国庫補助による災害復旧事業を申請し、一一〇〇円の

国の補助を得たが、工事費は二五〇〇円を要するため、一四〇〇円

は村費を支出しなければならなかった。村道の厚地線と常盤線も所々
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軍需以外の輸出入を制限・禁止し、重要物資を軍需に振り向けるた

九月、帝国臨時議会は「輸出入品等臨時措置法」を制定公布して、

このようにして国民経済の戦時統制経済化が本格化した。国家総動

政府に強制的に統制措置を実施する権限を付与するものであった。

この頃には鹿児島でも軍需インフレの波がおし寄せ、軍需景気で

員法は一三年末になるとほぼ全面的に発動され、国民経済は年と共

図り、軍需資材の獲得のための外貨入手を可能にする輸出品への資

意気高揚の状態であったという。『 旧 郷土史・下』に「鹿児島百

めに、それに関わる生産・流通・消費に関わる制限に踏み切った。

金手当を狙った。また、民間会社の船舶を軍需用に調達できるよう

年」からの引用がこの間の状況を伝えているので、そのまま引用す

に戦時経済の色を濃くし配給制、切符制の物資が増えていった。

に「臨時船舶管理法」を制定し、「米穀応急措置法」、「臨時肥料配

る。

同時に「臨時資金調整法」を制定して資金の軍需産業への集中を

給統制法」など必要な法律を可決した。ここに、貿易・物資・金融・

)
(

夏シャツ、スボン下二十万着の注文が鹿県に舞いこんだ。・・・

・・・昭和一三年の正月を迎えて間もなく、陸軍々需部から

大正七年に制定されたまま発動されることのなかった「軍需工場

また鹿児島市洋服組合には、水平の夏服一万着の発注があった。

設備投資・肥料統制・船舶管理が開始された。
動員法」を実効あるものにする「軍需工場動員法の適用に関する法

物価は上昇したが深刻な失業の世界が影をうすくしたので、

応じられなくなった。昨年の春頃までは、職にあぶれた失業者

鹿児島市南林寺町の労働職業紹介所の窓口は求人の申し込みに

ずいぶんと暮らしやすくなった。昭和一三年の春を迎えると、

律」が制定され、これに基づいた「工場事業場管理令」でもって、
陸海軍は民間重要軍需工場を直接管理するところとなった。
さらに、戦争終結に至るまでを一会計年度とする臨時軍事費特別
会計が設定された。

の悲惨な姿が耐えなかったが、昨今はこれと打って変わる好景

(

)

気・・・。

昭和一二 一九三七 年一〇月には企画院が設置され、翌一三年
一月には物資供給を陸・海軍や民間需要に振り分ける物資動員計画

他方で、政府は飛行機・船舶用の燃料確保のために、「国家燃料

統制令」を出したので、県もこれに応えている。昭和一三年三月に

が作成された。
昭和一三年三月の第七三帝国議会において「国家総動員法」が可

含ム）ニ際シ 国防目的達成ノ為 国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシ

で「本法ニ於テ国家総動員トハ戦時（戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ

一戸一品献納、必要なものも買わない、総てを軍事費捻出に向けて

日、人々は一汁一菜など華美な生活を廃すことは勿論のこと、全国

国家総動員体制は国民精神総動員でもあった。昭和一三年七月七

揮発油、重油が、五月にはガソリンが切符制になった。

ムル様 人的及物的資源ヲ運用スルヲ謂フ」と規定し、戦時に際し、

奮闘するという内容の運動が始められた。同日は、全国金属回収週

決成立し、四月一日公布、五月五日から施行された。同法は第一条

物資・生産・金融・物価・労働など経済のあらゆる分野にわたって、
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間が始められた日でもあった。貴金属や銅製品などの無償供出が進

一週一日節米運動の展開を、各道府県国民精神総動員本部に示達し

児島県史によれば、昭和一五年五月、東京の国民精神総動員本部は

下の学校、団体等に「報国農場」の設立を指示、あわせて空き地の徹

節米、供米、増産を督励した。さらに増産対策として、七月には県

た。県はこれを受けて、六月に「戦時食糧報国運動」を市町村に指示、

められた。
５ 大戦下の経済
昭和四年九月、第二次大戦が勃発した。交戦国からの輸入が困難

生産力拡充に果たした統制会の役割は大きかった。昭和一七年一

底利用をはからせた。

が激減した。政府は物価統制の根拠を輸出入品等臨時措置法から国

月、臨時生産増強委員会を設置し、五大産業、航空機、船舶に、素

になり、海外の物価や運賃が高騰したため外貨不足が生じ輸入物資
家総動員法に移し、価格等統制令により一般物価を九月一八日の水

材部門としての鉄鋼、石炭、軽金属が指定されて、その緊急増産が

りに昭和一八年までに二三業種、三三統制会の結成を見た。統制会

準に固定した。地代家賃等統制令、賃金臨時措置令、会社職員給与
物価統制を強める一方で、戦時経済を支えるための生産力の拡充

の役割は、物資動員計画の中で、生産や労働力などの割当状況や生

図られた。統制会そのものは昭和一六年一一月の鉄鋼統制会を皮切

が政策の柱に据えられた。また、そのための精神的な統合を目的に

産状況などをモニタリングすることであった。

臨時措置令などの勅令を交付した。

した新経済体制運動が展開された。

かくして、重化学工業化率は昭和一一年（一九三八）の五〇㌫か

食料政策 本村の産業は農業が中心であったから、食料政策の推

生産力の拡充は一五産業の三六財を対象に、個別企業ごとに生産

「生産」拡充へ、さらには「生産増殖」計画へと、戦争を直接遂行

移が直接影響した。昭和四、五年以降の農村不況に対応して、政府

ら昭和一九年の七九㌫へと飛躍的に上昇したが、わが国の産業構造

するための物資の増産に比重が移っていく。後者に付いて言えば、

は昭和八年三月「米価統制法」を公布した。米価が政府の公定する最

計画を立案するという徹底したものであった。そのために個別法と

昭和一五年以降の新体制構築の過程で、さまざまな要綱が決定され、

高または最低価格を超えて変動した場合、無制限に買入または売り

は重化学工業一般の展開ではなく、航空機生産に特化するような形

精神面から増産体制を支えた。これらの動きは主要産業団体令を経

渡しを行い、米価の維持をはかろうというものであった。同年は大

して、自動車工作機械軽金属製造事業法や重要鉱物増産法などが制

て統制会の成立に行き着いた。昭和一五年（一九四〇）一一月閣議

豊作であったから、大量買付けが行われたが、翌年は凶作であった

で、機械工業化が進んで達成された。

決定の勤労新体制確立要綱、同年一二月の経済新体制確立要綱、翌

から、大量売渡を行って米価の騰貴を抑えた。しかし、市場操作だ

定・運用された。しかし戦争の本格化により、「生産力拡充」から

年の科学技術新体制要綱、財政金融基本方策要綱などがあった。鹿
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配給統制規則、いも類配給統制規則等により主食的食糧全般につい

年度からは米だけでなく、次々に公布した麦類配給統制規則、雑穀

昭和一一年五月には「米穀管理法」を制定し、内地米だけでなく朝

て政府が直接介入し、従来の間接統制は全面的な直接統制へと移行

けでは完全に抑制は出来ず、依然として米価は上昇した。
鮮・台湾米をも統制の対象とした。翌年には軍用米の確保の必要性
した。

昭和一七年二月、食糧に関する統制対策を法律的に体系化して、

から、「米穀応急措置法」と「臨時肥料配給統制法」が制定され、
朝鮮米は満州に進出する国民や軍隊に、台湾米は中国に進出した軍

設置され、供出と配給に関して一元的管理を行うことになった。供

整理統合した「食糧管理法」を制定公布した。同年九月、食糧営団が

昭和一四年四月には米穀配給統制法が制定・公布され、一〇月一

出によって集められた政府米は成人一日二合三勺の基準で、食糧営

隊用に振り向けられた。
日から施行された。米穀取引所が廃止されて日本米穀株式会社が設

団を通じて公定価格で消費者に配給された。昭和一六年二月には県

その下部組織となった。農家以外の消費者はすべて、配給切符で米

立され、米穀商の許可制が導入された。その前年に公布した「農業

同年は、夏季の渇水に石炭不足も加わって電力の供給制限が行わ

を買うか、または所定の食堂で切符を出して食事をする事になった。

下の精米所、配給所は統合され、政府の食糧管理機構に組み込まれ、

れるほどであったから、西日本を中心に旱害がひどく米は減産だっ

農業生産統制令は、主食食糧作物の植付を第一とし、不急の作物

生産統制令」と共に、生産から消費に至るまでの総合的な管理体制

た。朝鮮も旱害に見舞われたから、移入米は激減した。朝鮮米の移

は強制的に作らせないようにした。蜜柑畑も麦畑となりソマ畑とな

昭和一七年九月鹿児島食糧営団が発足すると、郡山の米穀配給所も

入は、昭和一三年産米では一〇一五万石あったものが、昭和一五年

り、西瓜の代わりに陸稲を植えるようにとの指導が行われた。養蚕

が確立した。

は四〇万石に激減した。このような事態を受けて、統制が本格化し

も軍需用に限られたので、桑畑はなくなり、昭和一八年になると、

制度には様々な工夫が凝らされた。さらに同年には農家の共同体的

た。昭和一四年一一月に、米の強制買入制度が導入され、消費も規

昭和一五年一〇月には、米穀管理規則が制定され、市町村の農会

な連帯責任制が供出制度に導入された。昭和一九年からは、増産イ

県の養蚕組合は解散した。しかし、郡山の養蚕実行組合は軍需品生

十八年以降は市町村農業会 をして生産者・地主の自家保有米以

ンセンティブを与えようと、作付け前に供出の割当量を決め、その

制された。すなわち、米穀搗精制限令によって、七分搗以上の搗精

外を供出させるという米穀国家管理が始められた。いわゆる供出制

割当量の九割以上の供出をした場合には、集落単位で奨励金を交付

産として残った。その後、米穀生産を増加させることを目標に供出

度である。また「臨時米穀配給統制規則」を公布し、米穀管理規則と

した。

は禁止された。同制限令は昭和一五年三月実施に移されている。

相まって、統制価格による米の供出と配給を断行、更に、昭和一七
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(

)

朝名で、「生活必需品切符制実施費用トシテ左ニ通リ公布ス」という

の通帳配給制が実施された。同年五月には、鹿児島県知事 薄田美

生活必需品切符制 昭和一七年二月に衣料配給切符制と家庭必需品
た。

らに同年一一月一四目、第二・第三回交付金として金五〇円を贈っ

大政翼賛会県支部長名で郡山村支部長に活動費金五〇円を贈り、さ

衣料が配給制になると、昭和一七年五月、原料である桑皮の集荷

が大政翼賛会の運動として示達された。これには部落会・町内会を

書類が郡山町役場に届いた。金額は二一五円以内。その内容は
本補助ハ、砂糖・マッチ・衣料品等の生活必需品ノ切符制実

油の原料になる「ヒマ」の栽培もあらゆる空き地に植えるよう指

初め学校の生徒も参加させて、その供出の量に従い学童用衣料を還

本補助ハ生活必需品ノ切符制ニ関スル事務ヲ担任スベキ職員

導が強化され、種子の配布集荷に農会が当った。ヒマ栽培は終戦時

施ニ関スル市町村職員（雇員ヲ含ム）ニ要スル経費ニ対シテ補

ヲ増置スルニ要スル経費又ハ既ニ増置シタル経費ニ対シテ補助

まで続いた。

元することになっていた。

スルヲ原則トスルモ、現在此等ノ事務ヲ担任スル職員ニ対スル

自作農創設

助スルモノトス。

手当其ノ他給与ニ要スル経費ニ対シ補助スルモ差支ヘナキモノ

の法は「県・市町村に農地委員会を設け、小作関係の調整・処理・

小作権の強化は昭和一四年一二月に「小作料統制令」が出され、

意味合いを持つと同時に、自作農創設を方向付けた。

事項を自治的に解決させること」が規定されたから、小作権強化の

自作農創設維持・未墾地開発・農地交換分合等農地に関する各般の

昭和一三年四月、「農地調整法」が施行された。こ

トス
というものであった。
本村役場はこれに対し、十月、郡山村長国分友睦名で、書記末吉
時義を生活必需品の切符制に関する事務担当者として雇い、そのた
めに月額給料三八円、その四月から九月までの六ヶ月分給料二二八

に、生活に迫る必需品配給切符制度実施に対して、経済面生活面の

切符の配布は部落会長、隣組長の仕事であった。その事務ととも

納入する仕組みに変更された。事実上の代金納制度が出来たのであ

行したので、地主の小作米を小作人が直接供出し、地主には代金を

九月には米穀管理実施要綱が改正され、米穀の全量買い上げ制に移

小作料は同年九月一八日の水準に固定化された。また、昭和一六年

裏打ちとして、精神面の昂揚をはかる翼賛運動が翼賛会鹿児島県支

る。さらに同年一二月には、米穀生産奨励金交付規則が制定され、

円に充当したと報告した。

部長の鎌田知事から発せられた。これは全国的に昭和一七年二月三

生産者は一石当り五円の奨励金を受け取ることになった。その結果、

ゆる二重価格制が成立した。その後、奨励金の価格が引き上げられ

生産者＝小作人の販売価格と地主の販売価格には格差が生じ、いわ

日から九日まで行われた経済道義昂揚運動の一環であった。
部落会長や隣組長は、この精神的運動の推進と生活に即した行政

事務処理で大変であった。これを見越して、昭和一七年二月二日、
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郡山町農地委員会に対して毎年五〇円から六〇円の県費補助があ

料率はおよそ四九㌫であったが、昭和二〇年には三〇㌫に低下した。

で、その集荷増進に一層のご協力をお願いしたいという内容の依頼

で、時局益々重大の折柄、屑紙の使命も戦力増強の一端を担うもの

る。昭和一九年三月二日、九州紙原統制株式会社取締役永浜太一名

必要な物資が欠乏した。古紙供出の依頼書にもその一端が現れてい

り、昭和一八年からは農地交換分合斡旋費補助二〇〇円、農地調整

書が役場に届けられた。

たから、小作料率は確実に低下した。ちなみに、昭和一六年の小作

補助八〇円の県費補助がついたので、これらも農地係の仕事になっ
自作農創設維持政策は、
大正末年から戦後の農地改革に至るまで、

のになってきた。全国製紙工場では軍納塵紙すら製造に支障をきた

代用として古帳簿、古官公報、古雑誌、伝票などの古紙が重要なも

依頼書によれば、木材の関係でパルプの生産が少なくなり、その

農地政策の中心をなし、小作人の数を少なくし、自作農家を多くし

している状況で、役場や会社、銀行の不用帳簿等の供出をお願いし

た。最も大きな事業は自作農創設維持であった。

て農村振興の基盤を作り、更には農産物の増産を図るのが主旨で、

また、同年三月九日、役場は県経済部長からの「事務用紙ノ割当

たく、量の多少に拘わらず、ご一報次第参上するということであっ

貸して小作化を防ごうとするものであった。昭和一三年から事業の

ニ関スル件」通達を受け取った。それには、本年一月から三月分ま

事業主体には市町村若しくは産業組合があたり、小作者に小作地を

拡大がはかられ、とりわけ一八年からの皇国農村確立運動との関連

での郡山村役場に対する事務用紙の割当量は三貫 一一・七五ｋｇ

た。供出の連絡先は鹿児島市銀座通り、永浜商事。

で第三次自作農創設維持事業が開始され、格段に規模が大きくなっ

であるが、用紙の需給状況が相当逼迫しているので、今期の割当量

購入する資金を貸して自作農家となし、自作農家の転落にも資金を

た。

七年には九四〇〇円を貸し付けている。昭和一五年度には、以前に

村債二八九〇円を全額自作農創設資金に貸し付けた、さらに昭和一

昭和一五年の郡山村予算決算書では、自作農創設維持転貸資金の

畳三間 を建設中であるが、畳がないので「特別ノ御詮議ヲ以テ配

の特別配給申請を出した。災害復旧で役場の小使室及び宿直室 八

られていた。同年五月十五日、郡山村長は県知事宛に畳表二十四枚

は前期の二割方減少している。極力消費規制に努められたいと述べ

(

)

夜間警備用に公共団体が必要とする乾電池の配給割当について、

県から役場に照会があったらしく、郡山村長は昭和一九年七月十七

日、二〇〇個を要求している。あらゆる生活必需品が配給割当制に
組み込まれていたといってよい。

)

貸し付けた自作農資金の償還金が六一三一円五四銭に上り、昭和一

給相成度」と要望した。

(

六年には五五五七円五八銭が、昭和一八年には七〇五〇円九八銭、
昭和一九年は七〇五三円と順調に償還され、それらは借りた公債の
元金や利子の支払いに充てられた。
物資窮乏 軍需中心の経済が長期に続いたため、様々な日常生活に
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雇い入れて技術の向上を計った。明治十九年に熊本県から農業教師

を雇って米作の改良に当らしめたところ、成績がよかったので、各郡

工業一四㌫、水産八㌫であった。蚕糸業四㌫、畜産四㌫を農業に加

明治末年の鹿児島県の産業を生産額の点からみると、
農業六二㌫、

し、三四年には県下各村はすべて、一度は教授人の指導を受けるこ

には三〇人、二七年には四五人に増やして、一村に三ヶ年ずつ配置

にも配置するようにした。配置を希望する町村は多く、明治二六年

役所に農事教授人を置いて指導に当らせた。明治二四年以降は町村

えると農業生産は七〇㌫に達した。「本県産業上農業の占むる地位

とができた。

１ 農業振興

は圧倒的に大であり、本県が農業県たる所以である。」と県史（四巻

農業教授人は主として熊本県から来て貰ったが、明治二九年に本

一方県は二八年から米・麦の改良、湿田の排水工事、馬耕の伝習

六九〇頁）が述べているように、県そのものが農業県であった。明

農業従事者一○○㌫に近い郡山の場合、農家経済の盛衰は最も切

等に補助金を出すことにし、農業教授人はそれらの事業の指導にも

県農学校が設置されてからは、その卒業生が漸次これにとって換わっ

実な問題であった。明治末年から大正にかけて農業指導センターで

あたった。

治二一年の本県農事調査によると、農業戸数は一七二八三五戸で、

ある農会、これは国、県、郡市、町村と系統化されており、その指

農会 農業振興の機関として「農会」が設置されることになった。

た。

導の下に農事実行組合の育成強化が進み、各種農産物の生産が目覚

本県では「明治二十七年十二月始めて県は農会規則を発布し、県・

総戸数の八三・五二㌫を占めていた。

しい勢いで向上した。

して重要なものだったが、大正末にかけては画期的な増産を見て、

は明治一〇年代の倍以上になった。煙草、養蚕は農家の換金作物と

県史四巻六九五頁

即ち翌年四月に至り、右に基く鹿児島県農会規則は認可された。」

て成立せるものも、凡て之が組織下に統一することとした。

郡・市・村の三級農会を系統的に設置せしめ、従来知事の認可を経

本県農家を潤した。郡山においてはこのほか良馬の生産が目立つが、

「日置郡誌」に日置郡農会についての記述がある。

中心作物は水稲であった。馬耕、正常植等技術改良の結果、収量

これは昭和四、五年頃から減少し、代わりに牛が増えた。
らしいものが生まれたが、それは農家の潤いを根底にしたものであっ

大正末から昭和にかけて、郡山にもようやく商家のならぶ町並み

年四月一日より其事務を開始す。」とあり、そのことから、「郡山村

第八六号農会規則の下に成立したる各村農会を以って組織し二十八

「本会は初め日置阿多二郡農会と称し、明治二十七年十二月本県令

)

た。

農会も明治二十七年に組織されている筈」だと推測されている。そ

(

農業教授人 中心作物の水稲作の振興に当り、本県では農業教師を
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の後阿多郡は日置郡に吸収されたので、日置郡農会となり、鹿児島
県農会の系統下に属した。
明治三二年六月、国は農会法を公布した。明治三四年四月一日か
ら施行された。同年、産業組合法も公布・施行され、農会の下部組
織として農事改良の担い手となった「農事小組合」も発足した。

明治四五年は二九九円六〇銭となっている。煙草の所で述べる煙草

技手や、会長、書記等の人件費は、はじめの頃はこの補助金をたよ
りにしていたと思われる。

農会は農事の改良発達を図ることを目的とし、次のような事業を
行うことになっていた。

発した。明治三六年に日置郡農会が実施した事業は、水稲競作会、

一 果樹栽培、蔬菜園芸の奨励普及

一 各種農作物の種類及び耕作法の改良奨励

一 農事小組合の活動督励

麦競作会、馬耕競犂会、繭品評会、種蚕共同飼育所、水稲選種田、

一 畜産

農会法の実施にともない、郡・村農会もまた装いを新たにして出

共同苗代田品評会、堆肥品評会、農事功労者表彰等が実に多様であっ

一 防虫害防除
一 種子斡旋

一 農具改良

た。
郡の競作会、品評会に出場もしくは出品するためには、まず村段
階で予選が行われ、出場者や出品物が決められた。
の競作審査日当一日三〇銭宛八日分を審査員白坂金之丞が受け取っ

一 農談会

一 農作物の俵装、調整、乾燥、販売上に関すること

一 農事統計

た領収書が、同じく同人が水稲競作会、粟堆肥審査に当たった八日

一 競作会、品評会

明治三七年度、日置郡郡山村農会「支払領収書」綴には、同年度

分の日当領収書、大淵脇半助が水稲競作、大豆及び苗代田麦畑審査

一 勤倹貯蓄

右の外、今森林組合がやっている「造林及山林保護」もその事業の

に当たった延べ一二日分の日当領収書があり、郡山においても以上
のような競作会が行われていたことがわかる。

いたが、農会長になって月三円の報酬があるようになったので、役

費の中で村教授人として明治三二年には八円五拾銭の月俸を貰って

との兼任が普通だった。郡山村農会長の桑原登之丞は、役場の勧業

た。これにもとづいて郡山村農会は次のような「奨励規程」を定め、

たので、県では同年三月農事奨励要綱を発布して農業の推進をはかっ

年の日露戦争の開始は軍需産業と並び食料農産物の増産が課題になっ

郡山農会 郡山村農会は明治二八年には設立されていた。明治三七

中に組みこまれていた。

場の方からは六円を支給された。村からの農会補助金は年によって

優良なものには賞金を与え、改良増産をはかることにした。

農会には会長、副会長、評議員、技術員が居り、技術員は村技手

差があるが、明治三一年は一三〇円、明治三八年は一三三円一七銭、
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郡山村農会農事奨励規程
第一条 本規程ハ農事ノ改良ヲ期シ、農事小組合ノ発達ヲ圖ルヲ
以テ目的トス
農業の改良農産物の増大は農業の第一線部隊である農事小組合の
発展進歩にあることをこの第一条は明確に示しています。

第七条 賞与金ハ可成組合ノ基本金トシテ之ヲ貯蓄スベシ
附則

第八条 本規程ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
（前田委員蔵文書による）
歴代農会長は次の通りである。

至昭和五年

自明治四十五年 至大正七年

桑原登之丞 自明治三十二年 至明治四十五年
竹内隆助

自大正七年

第二条 各組合ニ於テ左ノ各項ヲ実行シ、成績良好ナリト認ムル
モノアルトキハ、村農会長ハ第三条ノ規程ニ依リ之ガ調査ヲ遂ゲ、

木場貞義

至昭和一八年

郡農会長ニ褒賞申請ヲナスモノトス

動状況を見よう。

次に、大正一二年の郡山村農会歳入歳出決算書から本村農会の活

（昭和十八年農会は農業会に吸収された）

自昭和六年

至昭和六年

一 苗代整地
一 桑植栽倍

国分友睦

多丸善太郎 自昭和五年

一 煙草栽培

一 堆肥場設備及製造

一 麦種子塩水選

一 貯金

一 稲正常植

一 籾種子塩水選
一 緑肥栽培
一 選種田

第三条 第二条各項ノ成績ノ標準ヲ定ムルモノ左ノ如シ
一 小組合戸数二十戸以上五十戸以下ハ成績九歩以上

歳入予算は三一一八円、
そのうち会費が三〇一五円を占めており、

大半が会費でまかなわれていた。会費は、会員戸別割が会員一人に

一 同五十一戸以上百戸以下成績ノ八歩以上
一 同百一戸以上百五十戸以下ハ成績ノ七歩以上

付き三〇銭、会員一九五〇人で五八五円、さらに地租割があり、地

租一円に付き三〇銭が割り当てられ、その総額が二三三二円、しめ

一 同百五十戸以上ハ成績ノ六歩以上
但シ二十戸以下ノ組合ニ在テハ連合スルモヨシ

て三〇一五円であった。これに前年度繰越金一五〇円と茶業組合か

会費制になったのは大正一一年からで、大正一〇年までは村費補

第四条 賞与金交付ノ割合ハ各村ノ農家戸数ニ依ル
一等交付金 惣額ノ四割

助が一七一三円、郡農会から四七二円、郡費から一〇〇円と合計二

らの補助金二三円があり合計三一八八円であった。

二等交付金 惣額ノ三割

二八六円の補助があり、これを中心に二三〇六円という予算が組ま

第五条 賞与ハ一等二等三等四等トシ、其ノ金額ハ左ノ例ニ依ル

三等交付金 惣額ノ二割

れていた。郡制が廃止され、郡からの補助がなくなり、また、農会

もひとり立ちをしなければということか、村費補助も打ち切りとな

四等交付金 惣額ノ一割
第六条 成績調査ノ方法ハ別ニ之ヲ定ム
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施したところ、土地をよけいに持ち、それで農業も手広く経営し、

の郡・村からの補助金二二八六円に見合うものになった。これを実

に付き一八銭二厘であった。それで二二五八円の歳入があり、前年

同年（大正一一）は戸数割が一戸に付き七〇銭、地租割りは一円

草は二二年まで品評会を開催していたが、大正一一年の農会予算に

会（三〇円 、手芸品評会（三〇円）にも賞金が組まれ、養蚕と煙

にも力を注ぎ、その品評会の賞金代は一三三円。このほか桑園品評

一三一円が組まれ、堆肥増産に力を入れていることがわかる。畜産

賞金が与えられた。小組合の一等賞金は一五円と金額も高く、総額

堆肥品評会は小組合別と個人別の部があって、それぞれ四等まで

収入の多い地租納入者が会費をよけい負担すべきだとの議論が起こ

は経費を計上していない。

り、大正一一年から会費徴収ということになった。

り、戸数割は翌年は半分以下の三〇銭になった。

)

四人の小組合長個人にも五円の賞金がついた。

優良小組合の表彰には一等五円、二等四円、三等三円、四等二円

円台に上昇した。ちなみに大正一一年は二三〇六円、大正一二年が

歳出項目で注目を引くのは、事業費の第一〇項に「婦人会指導費」

その結果、大正一二年の歳入は二〇〇〇円台から一挙に三〇〇〇
二二九八円であった。

郡農会は管轄下の町村農会を指導し、
その活動を盛んにするため、

二〇円が組まれていることである。前年は二五円であった。指導費

事務所には専任の書記が一名おり、月俸三〇円で年一〇円の賞与

すでに述べたような色々な競作会品評会講習会等を開催した。また、

歳出は、会長の報酬が月一円五〇銭、副会長が一円、評議員が五

が付いた。小遣いが一人、給料は月一円。忙しいときには臨時を雇

明治二九年以来、毎年優秀な成績をおさめた農会を表彰し、名誉褒

というのは婦人会の総会費で、農会は戦時中農業会になり、戦後農

い、その予算は一日一円の三〇日分であった。そのほか事業費のな

賞旗を授与した。この名誉褒賞旗は明治二九年、当時の日置阿多二

人おり、一人三円であった。そのほかに、会長には年三〇円の、副

かに、雑給として緑茶練習所教師二人分の手当てが三〇円、蚕業技

郡農会長上床吉の献言によって、加納知事が大日本農会総裁小松宮

協になるが、婦人会の指導援助は一貫して引き継がれた。

手の手当てが三六円、煙草と普通農業の技手がそれぞれ一二円宛て

にお願いして、国本の二字を書いてもらいそれを染め出したもので

会長には年一〇円の賞与があった。

組まれ、また各種品評会の立会人や害虫駆除監督に当たった人には

郡山農会は大正五年水稲競作会、麦競作会、葉煙草品評会、桑園

あった（日置郡誌――名誉褒賞旗ヲ授与スルノ趣旨）。

水稲競作会において優良者に賞金が与えられた。一等が一点で三

品評会、繭品評会の各種目で優等の成績を収め、農会長竹内隆助が

一日一円四〇銭の日当で七五日分が計上された。
円、二等は二円宛で二点、三等は一円宛で一三点、四等は五〇銭宛

この名誉褒賞旗を授与された。

農会は大正一一年の法改正によって、従来の生産改善に加えて農

で三〇点であった。麦の競作会には三〇円、陸稲のそれは二六円が
計上された。
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家の経済に直結する農産物の販売斡旋にも踏み出すことになり、一

春秋二回とし、臨時総会は必要に応じ組合長之を招集す。

て、農会の手足として組織強化した。これに戦時における将兵の緊

農事小組合 農事小組合は日清戦争後、加納知事が郡市町村長と謀っ

な連絡をとりながら、次第にその機能を発揮していった。

面的に結成されていなかったので、農会は成立した産業組合と密接

これらの新分野は産業組合の主たる仕事であったが、産業組合が全

五 教育に関する事

四 租税に関する事

三 貯金に関する事

二 勤労の増進に関する事

一 農事の改良発達に関する事

決議事項を実行する義務あるものとす。

第一四条 本組合員は左の各項に付き、別記必行事項の外組合会の

張した精神と統率ある訓練を植えつけ、報効の二字を先頭に立て、

六 兵事に関する事

方肥料や農具其の他農業資材の共同購入にもあたることになった。

農業の開発に一層の効果を挙げようとしたものが報効農事小組合で

七 衛生に関する事
八 風紀に関する事

ある。
賦合報効農事小組合規約 （つもりあい部落）

知能の啓発に関する事

九 精神修養に関する事
一〇

公共事業に関する事

第一条 本組合は教育勅語・戊辰詔書の御趣旨を奉戴し、組合員協
同一致して農事改良の実行を期し、農家経済の向上を計り、自治

一一

(

副組合長 一名

)

に署名捺印す。

第二三条 本組合員は本規約を遵守し、之が実行を誓約する為、左

あるべし。

を実行せざるときは、役員会の協議により、違約処分をなすこと

第二一条 本規約に違犯し、または組合会において決議したる事項

第一九条 本組合の規約は郡長の許可を受くるものとす。

第一六条 本組合の経費は組合員の負担とす。

の発展に努め、以て報効の実を挙るを目的とす。 戊辰詔書は日
露戦争の勝利に酔って国民精神の弛みが感ぜられた明治四十一年
十月に、勤倹自彊の精神作興のため発せられた詔書である。
第六条 本組合は村及び村農会の監督指導を受くるものとす。
組合長 一名

五人組長 五名

第七条 本組合に左の役員を置く
相談役 三名

第九条 役員の選挙は通常総会に於て投票によりこれを行ふものと

業生産は飛躍的な増加を見た。

郡山村農会は右のような小組合を基礎に活発な運動を展開し、農

第一〇条 役員の任期は三ヵ年とし、再選するも妨げなし

「日置郡誌」によれば、明治三二年の日置郡の米の総生産高は六万

す。
第一一条 組合会は通常総会臨時総会の二種とし、通常総会は毎年
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であったが、大正一一年に経営不振で解散し、常盤組合も昭和初期

郡山産業組合は郡山麓の十文字の位置にあって、二階建ての建物

た。二二年間に五万五二七五石、八五・八㌫増加した。実はそれよ

には倒産してしまった。東俣産業組合は創立以来種々の難関を乗り

四三七八石であったが、大正一〇年になると一一万九六五三石となっ
り三年前の大正七年に一一万六九五四石を記録しており、煙草にし

越えて継続運営され、戦時中農業会に吸収されるまで続いた。

大正六年の調査と思われる『郡山史料八』によると三組合の区域

ても養蚕にしても、この期の躍進は目覚しいものがあった。
郡山村の場合は、明治一五年ごろの資料である「鹿児島県地誌」で

度にわたり大改正を加えられた。信用組合の多種組合との兼営や中

合制度の中枢的地位を占めた。同法は明治三七年、明治四二年の二

産業組合法が公布された。同組合は、重要物産同業組合法と並び組

産業組合 県史第四巻によれば、明治三十三年（一九〇〇）三月、

八八五八石、大正一〇年が八〇七八石と八〇〇〇石台を上下した。

たった大正元年には九一九二石を記録した。それ以後は大正五年が

中福良

坪久田

常 盤

同 上

同 中

西俣下

二七

二六

三二

二六

一三

一九

三二戸

郡山産業組合

宮 脇

丸 山

川田下

川田上

永 山

白 石

湯 屋

同

二一

二五

四四

四二

四七

一二 下伊集院村嶽 六二

四二

四二

下 四八

東俣西上 五七戸

平 原 二四

雪 元 二八

大浦上 三三

及び戸数は次の通りであった。

央会、連合会組織を結成するなど組織上の改善をすすめた。

柿木平

三三

大 平

二三

は、郡山郷六か村の米の産額は三四一〇石であり、それから三十年

本県における産業組合は、明治三四年、日置郡串木野村に有限責

上 園

二六

向 谷

一九

常盤産業組合

任串木野水産信用組合が設立されたのが初発であった。同年大島郡

馬 場

二二

久保田

東俣産業組合

に三組合、明治三五年川辺、日置郡に各一組合が設立された。

油須木下 一八

賦 合

八

一八一

常 盤 三四戸

で全ク設立ヲ見ルニ至ラズ。漸ク四十一年ニ至リ一組合設立、以下

同

三〇

日置郡誌に拠れば、串木野水産組合ができてから「以来四十年ま
次表ノ通リ」としており、四十三年に五組合、四十四年に三組合が

茄子田

上

設立され、従来の組合と併せて郡内に一〇組合が設立された。

四二二

九
三一一

産業組合の活動内容は、日置郡誌によれば次の通りであった。組

計

岩 戸

郡山村では明治四三年に有限責任郡山信用販売購買生産産業組合
が、翌年に有限責任東俣信用購買販売生産利用産業組合、そして大
正三一年に有限責任常盤信用販売購買生産利用産業組合が設立され
た。
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業の取り扱い品目は、肥料、農機具（鍬、鋤、鎌、三股、山鍬、噴

農業の発達に関する施策

農業の指導奨励

のことである。農業会の事業は

霧器、稲扱、足踏用回転脱穀機の類である 、石油、塩、砂糖、煙

農業の統制に関する施策

合事業のうちの信用事業は貯金受入と金銭貸借である。購買販売事

草、焼酎、醤油、酢、種油、ソーメン、衣料品等であった。

)

会員に必要な農業資金の貸付又は農業用設備の利用に関する施策

会員の販売する物の売却又はその加工に関する施策

を設け、大正一〇年には茄子田支店を設けた。また大正一四年から

会員の貯金に関する施策

東俣信用販売購買生産利用組合は大正八年から川田と花尾に支店
は製茶工場を開設した。当時の組合長は吉村畩市であった。郡山産

等などで、従来の農会、産業組合、各種農業団体の行っていた事業

昭和一九年元旦、郡山村農会と産業組合を合併して、郡山村農業

業組合の解散時の組合長は勝目藤吉で、解散に当っては赤字補てん

前田中次郎理事を初代組合長に選び、理事一〇名幹事七名をもって

会が発足した。『 旧）郷土史・下』には、編纂に当たった福田調査

をすべて引き継ぎ、これを統制して、戦力増強に資することを目的

運営を開始した。大正六年には水利権を得て水車を始めた。水車の

委員の聞き取りに基き、当時の農業会の様子が記載されている。聞

に家財道具を売り払って鹿児島市に移住されたということである。

仕事は精米・精麦・精粉・骨粉製造であった。事業は水車のほか木

き取りの相手は当時農業会に勤務していた大渕脇強氏である。それ

とした。

炭の集出荷もやった。水車の作成には低利資金を借りられたが経営

によれば、郡山農業会の会長は、国分村長であった。それまでの農

常盤産業組合は常盤地区と本岳地区の住民を組合員として結成され、

不振となり、水車が組合の命取りとなった。

農業会 政府は昭和一八年三月、農業団体法を制定し、従来の農会、

かったから、名実共に解散したのはこの時である。

に対する赤字は村から借金して払い、その返済は昭和一八年まで掛

茂善吉に貸していたが、昭和九年に譲渡した。組合員個々の出資金

昭和四年三月の総会決議によって解散を決め、水車はしばらく下

ル件」に、同年四月一五日現在の職員数は、町村役場が二〇人、農

に付報告書類 郡山村長から日置地方事務所長宛 「職員調ニ関ス

確であったことは次の資料に明らかである。昭和一九年四月二十一

たからかなり多かったと述べられている。この聞き取りの内容が正

れた。職員数は六〇人くらいで、その当時、役場職員が一〇数名だっ

会事務所は役場にあったが、農業会事務所も引き続き役場内に置か

(

産業組合、茶業組合、畜産組合、養蚕組合など農業関係団体組合を

業会は六〇人で、計八〇人と記されていた。

直宿直も一緒の割り振りであった。当時部課長会は役場の課長と農

引き続き、聞き取り内容を追うと、朝礼も役場職員と一緒で、日

統合した農業会を作ることにした。食糧増産、食糧統制は戦時体制
確立上ますます重要な課題になっていたからである。
県農業会の発足は、県史年表によれば、昭和十八年一二月二一日
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業会の部長との会合で、農業会の仕事は村政と一体でしあった。
組織は指導部と経済部。指導部はもとの農会系統で、農業経営、
農業振興の技術面の指導と増産に当り、普通農業、養蚕、煙草、畜
産、竹林、蜜柑などがその対象だった。
( )

)

(

経済部はもとの産業組合系統で、金融 貯金貸付 、購買 農家の
)

(

(

必需品購入 、販売 農家の生産物の販売 、利用 精米、製粉、製
)

茶、松根油等 などの事業を行った。
支所が郡山と東俣にあり、川田に出張所を置いた。

２ 農産物生産の動向
煙草

明治初期における煙草の主産地は国分や指宿であった。そのほか

に姶良郡、揖宿郡、川辺郡、出水郡、垂水、根占、桜島などがあっ
た。

郡山でも藩政時代から耕作していたが、畑の一隅に厩肥や下肥で

自家用を作る程度であった。 「郡山郷土史料９」

(

)

政府の全量買取制に成っ

明治三〇年、葉煙草専売法が実施された。これにより煙草の葉は

の一番要求した、切実な問題であったという。これらのほか、関係

たので、煙草の自家製

記憶によれば、米の配給、地下足袋の配給、肥料の配給が、村民
外と思われる医療事務も実施していた。常盤と東俣に診療所を作り、

造はできなくなった。
政府の買い取り価格は

東俣の診療所には看護婦が五人もいたことがある。
人事は、発足当初から昭和二〇年三月末まで、指導部長は吉村進

ある換金作物になった。

よく、品質のよいもの

農業会職員の六〇名というのは、統合した産業組合の組合長、常

明治三二年ごろには、

氏、経済部長は永田清義氏であった。二〇年四月から指導部長に永

務理事、支所長、その他の職員、東俣産業組合から村農業会に移管

郡山でも栽培面積が二・

ほど高く売れた。農家

された診療所、国民健康保険関係職員、農会所属の各種部門の技手

三町歩になった。従来

田氏が、経済部長は大渕脇強氏がつとめた。書記は初め有馬秀夫氏

などが皆農業会職員として登録されたから、多数になっているが、

から名声を博している

にとって、煙草は魅力

農業会本部に常勤するものは数名に過ぎなかった。以上が、聞き取

町村が技術品種共に改

で、その後を谷山静雄氏がつとめた。

りの内容である。

良を加え、多額の収入
を得ているのに刺激さ
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倍になり、さらに明治四四年には耕作人は七倍の七三二人になった。

の結果、表１に見るように、耕作者数は急増し、明治四〇年には三

る人物を招き、苗床から栽培、調理にいたるまで指導を受けた。そ

れて、明治三六年、耕作者達が話し合って、出水から伊藤伊兵衛な

七五円であったから、第一次大戦後の農村不況の時期に、当時とし

一二万一三八五円と増加した。同年の郡山村の歳入総額は九万五九

万円の大台に乗り、一〇万〇九七八円になった。さらにその翌年は

総賠償金額は、大正一〇年に八万七九一三円、同一一年には一〇

このように煙草は優れた換金作物として本村に普及し、生産の拡

ては莫大な葉煙草代金収入があったことになる。

たが、明治四四年には四〇町歩を越え、一〇倍以上に増加した。そ

大を見たが、それだけではなく、本県の第一回葉煙草共進会に於い

作付け面積も伊藤技術指導員を招聘した頃は、四町歩に満たなかっ
れ以上に、一反歩あたりの賠償金は増加しており、技術の進歩向上

ては一等賞に東俣の井上庄助、二等に同じく井上市郎の二人が入賞

県史四巻は本県の情勢について次のように述べている。「本県に於

葉煙草産業の隆盛は、郡山村に限ったことではなかったらしく、

の栄冠を得て、煙草生産の質の高さを立証した。

が窺われる。
その後も、伊藤氏の後に曽山氏、五領氏など連続して技術者を招
き、農会に常置した。一般に煙草技手といったが、「史料」記載の
技術員の氏名と任期は次の通りである。

ける主要産物のひとつたる煙草は、欧州大戦後一般経済界の好況と、

煙草以上の有利なる換金作物を有しなかったことにより、大正・昭

和の交に於いて全盛期を現出し、耕作反別約七千町歩、其の人員七

(

万人を数へ、賠償金亦一千二百五十万円を獲得した。」 県史四巻
九九一頁

)

ところで、郡山の人たちは、生産した葉煙草を収めるには伊集院

駅の近くに設けられた市来煙草専売出張所の伊集院取扱所まで行か

ねばならなかった。東俣や花尾あたりからは二〇㎞余もあって道路
明治四五年には耕作者、作付け面積ともに半減したが、その後再

院の町に宿泊せねばならないこともあって、かなりの費用をかけね

風雨の時など荷ごしらえや運搬に困難を極め、場合によっては伊集

は悪く、牛の引く「ダシゴロ」や大八車などで運ぶと半日かかった。
び増加して、大正一五年には耕作者数は七五八人を数え、明治三七

ばならなかった。そのため、どうしても郡山に取扱所を設けてもら

おうと、当時の下伊集院村の嶽、有屋田の人々と申し合わせ、大正

年以降では最大になった。また、作付け面積も七一町三反と過去最

高を記録した。総賠償金額は一〇万円を超えた。

485

近 現 代
第八編

一三年九月から専売局に対して取扱所の設置を要望したが、なかな

です。昭和六年からは在来種反別は毎年減反を余儀なくされ、一方

では賠償金の引下げとなりました。

従来の上等品質生産の耕作法は、中級品多産の耕作法に指導が変

か取り上げてもらえなかった。昭和三年になって漸く許可が下りた
ので、耕作者達は一万四〇〇〇円を投じて、郡山の上園に葉煙草取

らなければ割当反別も安定せず、今までの育苗は地床苗を以って耕

り、今までで見たことも聞いたこともなかった達磨種の植付けとか、

ところが、「昭和四年来、上級品の需要全く地に落ち、嗜好は口

作していたのに、中級品多産と新品種の植付けで、前からの習慣は

扱所の建物を建設し、昭和四年産からそこで収納することになり、

付きより両切に変転し、・・・本県の如き上級品産地は非常な打撃

廃して、昭和七年からは全部揚床苗を設置せねばならんことになり

乾燥方法が違う米国種の耕作とか、昭和六年からは毎年種類も定ま

を受けることとなった」 『県史』 とあるように、上級品の需要減

ました。

愁眉を開いたのであった。

退に対応して、専売局は上級品の生産割当てを減らしたから、鹿児
島県は大きな打撃をこうむったというのである。それに加えて、煙

分の建設費が二百四・五十円の多額を必要とし色々と複雑なことは

さらに米葉の乾燥室として初年度三七棟を建設しましたが、一棟

)

草は専売局の認可によって生産すれば、賠償金制度で必ず買上げて

今に忘れることができません。

(

くれるから、新生産地が全国的にあらわれ供給量が増加し、それも

米葉の生産には、昭和五年以来その耕作上の徹底的改善が要求さ

米葉 の需要が急増したのでそれへの作付転換がはかられた。

達磨種であったが、これもまもなく廃止され両切煙草原料の黄色種

在来種は「丸葉」に代表され、それにかわって奨励された中級品は

と著しい急変を見た」とし、煙草関係者のこの危機に対しての非常

町歩 の内、在来種二千四四一町歩、黄色種 米葉 二千四六二町歩

県史は「昭和十年現在県下総反別四千九〇三町歩 全盛期は七千

非常時代といえましょう。」耕作者の苦労がよく分かる話である。

を併せて四十四町歩でありますが、煙草耕作者の受難期で、煙草の

今は在来種の反別も、ほとんど全盛時代の半分足らずで、米国種

れ、また乾燥に特別の建物を必要としたから、相当の資金とエネル

な努力の結果を述べている。「地床苗から揚床法への改良は、着手

鹿児島県の煙草生産に大きく影響した。

ギーと勉強が要請された。

(

)

(

)

表６―１および表６―３によって、昭和元年から昭和八年の郡山

)

思われる一文がある。「古来薩摩煙草の銘葉の産地であったのに、

煙草耕作の推移を考察してみよう。表６―３には耕作人は煙草の品

(

｢

今はそれは夢となって、再びその時代が巡ってくるとは思われませ

種ごとに計上されているから、表６―１との直接の比較は出来ない

以来実に両三年で普及徹底させた」という。

ん。まことに情けない時代となったものです。その原因は嗜好の移

が、それにしても表６―３に示された四年間の推移から推し量れば、

郡山郷土史資料九」に、おそらく耕作者か耕作組合当事者の話と

り変わりと、一方は経済不況によって丸葉が生産過剰となったこと
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には六万五〇八六円、さらにその翌年は四万五九七六円と落ち込ん

に減少した。総賠償金額も昭和五年には七万五九五九円、昭和六年

町三反から昭和六年には六二町二反に、さらに昭和九年には四四町

かなり急速に減少したものと思われる。作付け面積はピークの七一

ばすことが出来た。

は減ったものの、昭和八年には賠償金総額を六万五千円近くまで延

新しい技術方法を習得し、反当量目を増やすことにより、耕作反別

て新しい煙草の耕作に奮闘せねばならなかった。その努力の結果、

だ。

「日置郡誌」の沿革大要によれば、養蚕は明治の初め頃は日置郡の

養蚕

れた。それゆえ、育苗から耕作法までちがう達磨や、価格は安い上

南部諸村に飼育されていたが、天然の桑を利用し、特別な育蚕法と

丸葉は依然反当量目も貫当り価格もよかったが割当反別が減らさ
に乾燥法まで難しい米葉を、少しでもお金を取るために四苦八苦し

てなく、自家のまゆを取るぐらいであった。「県史第三巻第四章」

によると、明治八年には県は群馬県から畑中源左衛門を連れてきて
養蚕を指導させたとある。

下って、明治十七年頃に日置郡内でも桑の優良苗を栽培するよう

になって、蚕業の系統的経営がなされるようになった。各村の士族

の間に蚕業熱が浸透し、製糸会社創立の気運がおこったそうである

(

)

が、生糸貿易が不振となって頓挫した。 「日置郡誌」 しかし、日

清戦争後から立ち直り、明治三三年頃から、生糸好況時代を迎え生

産額は向上した。ところが大正三年の「桜島爆発の災害ハ折角四十

ヶ年星霜ヲ積ミ築ケル本郡蚕業ヲ根本的ニ破壊」した。

郡山の蚕業については明治一五年頃の調査である
『鹿児島県地誌』

には何も述べられていない。「郷土史料八」は大正元年から大正六

年までのものであるが、そこから表６―４に春蚕之部の推移を示し
た。

飼養戸数は大正三・四年と減少したが、その後増加に転じた。算

出数量、価額ともに大正三年はひどい状態であったが、飼育戸数同
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様増加に転じ、大正六年にはいずれもこの期の最高を記録した。
「秋蚕」の飼育戸数が大正四年以降は「春蚕」より若干多くなり、

この蚕種製造の技術指導は東市来町湯之元の蒲地金定氏が、宅万

家に住み込みで昭和八年頃まで行った。その後は技術を修得した村

内の処女会員が行い、昭和六年企業整理のため片倉製糸宮之城工場

がこの事業を一手に引き受けることになり、郡山における蚕種製造
は閉鎖になった。
馬

「日置郡誌」には「本郡ノ馬匹ハ総数六千ヲ数ユト雖モ、生産地

トシテハ郡山、東市来ヲ主産地トシ、伊集院地方之ニ次ク。」とし、

「古来郡山ハ相当ノ馬産地トシテ知ラレ」とある。郡山は藩政時代

藩政時代は馬は軍用にも重要であったから、藩は各地に牧場を設

から「花尾馬」で知られていた。

この年の春繭は一二六・六石、七一七二円であったから、春秋合わ

け優良馬の育成維持につとめていたが、明治になってそれらはみな

大正六年には数量も二〇〇石、売上金額は一万四四二円になった。
せると売り上げ金額は一万七六二四円、大正元年（一九一二）の四

本県が本格的に馬匹の改良増産に努めたのは、加納知事時代、す

廃された。

「日置郡誌」によれば、大正一〇年の郡山村は春、夏、秋の三回

なわち明治二年からである。其の後の指導奨励、施設の拡充、洋種

倍強になった。
飼育で、売上額は五万三七〇六円となり、煙草の八万七〇〇〇円に

の導入等で本県は昭和に至ると北海道に次ぐ全国有数の馬産地になっ

郡山での馬の先覚者は西園喜八、折田権之丞等で、明治一〇年代

た。

迫る勢いであった。養蚕農家数も四七八戸になった。
はきたて

でそこから購入していたが、昭和二年（一九二七）に寺下の郡山村

に私種馬を持って自由種付けをして優良馬の生産に寄与した。其の

「稚蚕」は大正の半ば頃、伊集院の石神家が掃立飼育を始めたの
上原尚定が種卵と稚蚕飼育を思い立ち、次男宅万尚熊に研修させ、

後も私種馬での種付けが自由であったから、鬼丸喜代二、田中三畩、

(

)

その頃の飼養頭数を「鹿児島県地誌」 明治一五年頃の調査 によっ

一頭について五〇銭であったという。

中園某の諸氏が優良馬を購入して繁殖に努めた。其の頃の種付料は

翌年春から宅万政弘氏宅で開業した。
品種の育成は日本種と支那種の交配、一代雑種を育成し、郡山村
だけでなく、市来、東市来、上伊集院などの近村を主とし、遠くは
種子島まで配達した。
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厚地村 三〇三頭
西俣村 一〇九頭

郡山村 二九二頭
あった。

右の種付所使用料をもって馬匹改良奨励費に充てようというもので

大正九年七月、村議会は「産馬奨励補助規程」を可決した。これは

料を徴収している。

東俣村 二一二頭
油須木村 六〇頭

て見ると

九五頭

ケ村では一〇六一頭、嶽・有屋田を入れて一二二〇頭を記録する。

ちなみに嶽は一一七頭、有屋田は三二頭を飼育していた。郡山六

産品評会に入賞したものであると答えている 牡馬ヲ購

は日置郡長の照会に対し、この入賞とは村農会主催の畜

第一条 生産ノ目的ヲ以テ村内産ノ優良ニシテ入賞シタル 役場

(

明治三二年五月二十七日、村議会は村長郡山喜平次が提案した「村

入シ、又ハ生産者自ラ飼育セントスルモノニ対シ、三十

川田村

有種牡馬一頭購買ノ件」を可決した。購入資金は本県農工銀行から

円以下ノ補助金ヲ交付スルモノトス

)

(

)

此場合ハ村長ノ承認ヲ受クベシ

後略

但、生産用トシテ優良ナルモノニ売替ヲナスハ此限ニアラス、

コトヲ得ズ

第三条 補助ヲ受ケタル牡馬ハ満六歳マデハ之ヲ村外ニ売却スル

第二条 補助金ハ国有種馬種付所使用料ヲ以テ之ニ充ツ

但当分ノ中一等賞及二等賞ヲ得タルモノ二頭ニ限ル

年賦償還の方法で金二三五円を借りてこれに充てた。村が改良馬の
増産に踏み出したのである。 明治三二年五月二十八日の郡山喜平
次村長から日置郡長池田正義宛報告書。役場保有。

明治三九年一二月、政府は「種牡馬検査法施行手続」を改定し、
自由種馬の検査を行い、不合格となった不良馬の種付けを禁止した。
この検査に合格するような優良種馬は郡山村が購入した種馬代を見
ても、個人では容易に買えない価格であった。そこで郡も購入する
ようになったものと見え、明治四〇年には日置郡で買入れた岩手号

(

ところで、大正一〇年の日置郡内町村馬飼育並生産頭数 『日置

所の厩舎一棟（小板葺平屋建、間口六間奥行三間三尺 と、牧夫の

に設置された。翌大正七年一一月、村長木場貞義は、国有種馬種付

郡山ニ国有種牡馬種付支所ノ設置ヲ見」るに至り、中福良の瀬戸山

以上のような郡山村の馬産熱と実績が土台となって、「大正六年

「日置郡誌」に大正一〇年の定期市場における子馬の成績表がある。

数では東市来村をも凌ぎ、郡内第一の地位にあった。 表６―５

洋種の飼育頭数と生産頭数では他町村を圧していた。また、生産頭

分の一程度であり、その他の村のなかでも特に多いほうではないが、

郡誌』 によれば、本村の飼育総頭数は東市来村などと比べると二

)

居家（間口三軒奥行二間）一棟を購入（代金七七二円五〇銭）し、

郡山の子馬の最高価格は他町村を引き離し、優良子馬生産をしてい

という郡優良馬が郡山村に配置されている。

ここに国有馬の種付所が出来た。村はこの「村営造物」の使用につ

)

)

たことが判る。昭和元年の郡山村予算決算書によれば、特別会計の

(

いて条例を作り、種馬利用者に対し「馬匹一頭ニ付金二円」の使用
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中に「国有種馬

するのに扱いやすい特徴がある。

耕耘にはほとんど牛を使いました。また馬の糞は牛とすると肥料に

ところがだんだん焼畑は作らなくなり、また大正の末からは金肥

種付所費」とし
て一九七円を

このような取

かっている。

所の活用をは

になった。」 前郷土史編纂委員前田氏による白石三畩氏からの聞き

高くなり子牛の値段もあがってゆくので、牛に切り替えていくよう

管理が悪いと病にかかり易く、牛は飼いやすい上に需要がだんだん

馬は牛に比べると管理が面倒で、運動不足になったり厩舎の衛生

を使うようになって、馬糞の必要度が減りました。

り組みの成果

取りによる）ことに加え、道路の改良による貨物自動車への荷物運

計上し、種付

といえよう。

(

「郷土調査資料

の飼育状況は

建築費は四三〇円。また同年五月には種付所に配置する試情馬 六

事務所として木造瓦葺平屋一二坪の建設を議会に提案、承認を得た。

飼育頭数が減少していく昭和八年三月、国分友睦村長は種付所の

搬手段の移行も与かっていた。

九」に拠れば、

〇円 を購入した。

その後の馬

年々減少の一

〇〇頭を切っ

和四年には二

途を辿り、昭

千円の厩舎を新築した。背景に優良軍馬の生産という国家的要請が

関係団体個人から五百円の指定寄付を受け、国庫補助と合わせて一

上回る収入を上げた。種付所の維持は重要視されていて、この年に

昭和一〇年度の決算書を見ると、種付所使用料は予算を二〇円も

(

た。明治一五

あった。

)

年頃に千頭を

たにしても、決算額で四五七円五七銭は内容の充実を示した。吏員

それで、種付所費は昭和元年の一九七円から、物価の騰貴があっ

馬の飼養がこのように減少したのは、「大正の半ば頃までは大抵

は兼務と思われる年俸六〇円と同じく四五円の助手、見しまり人の

越える飼養があったことからすれば、隔世の感がある。
の農家が馬牛それぞれ一頭を飼っており、少し耕地の多い家では馬

人夫費が計上されている。

それにしても、
産馬熱高揚のために計画された牝馬購入費補助が、

は二頭が普通でした。丘に焼畑を持っている農家は収穫物や肥料の
運搬に馬が必要でした。勿論平地での運搬に使用しますが、水田の
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るを得なかったのである。

に示されるように、馬の飼養は時代状況を反映して大きく後退せざ

この年は一五〇円計上されながら、ひとりも申し出がなかったこと

〇頭、川田村二六頭、厚地村

頭、西俣村五七頭、東俣村六

山村一七三頭、油須木村二〇

八三頭で、合計が四一九頭で
あったから、これと比べれば
｢

昭和八年が成牛飼育頭数、

牛
百ニ及ビ、時代趨勢ニ従ヒ近時長足ノ発達ヲ遂ゲ、県下揖宿ニ次グ

飼育戸数共に最高を記録した。

やや増加している。

ノ産牛地」 目置郡誌 となったのが、大正一〇年前後のこと。「産

大正一〇年の飼育頭数六六四頭の倍近い。これまで五頭以上飼育農

本郡ノ牛ハ総数六千七百ニ達シ、内生産用ニ供スルモノ二千五

地トシテハ串木野ハ古来ノ産地タリト雖モ、郡山近年著シキ進捗ヲ

家はなかったが、昭和八年には三頭以上が一三七戸、五頭以上は一

(

)

(

)

四町歩で合計一三二九・四町歩であった。そのうち人工造林は六町

林が四八三町歩、村有林一一町歩、神社有林五町歩、私有林八三〇・

林業は農業に次ぐ産業であった。大正一〇年の森林面積は、国有

３ 林業・林産物

よるものであり、当時の深刻な状況が窺われる。

六年と減少していったのは、農村不況の中で、売却が進んだことに

昭和四年まで毎年のびてきた飼育戸数及び頭数が、昭和五年、同

一位」となったという。

「昭和八年度産牛の全国における地位は、総頭数、生産頭数共に第

ものの外、肥育牛として県外へ移出するものが毎年数千頭に及び、

ば、本県牛の体格、資質の改良が行われ、枝肉用として飼育される

仔牛生産も年を追って伸び、「県史」 四巻 一〇一四頁 に拠れ

五戸に及んだ。

来シ、伊集院其他郡内汎ク其ノ生産ニ着手スルニ至レリ。」と牛生

産の躍進を語っている。表６―６に、大正一〇年日置郡内各町村飼
育頭数を表示した。
本村の飼育頭数は最も多かった串木野の約半分、六六四頭で日置

郡内五番目であった。「鹿児島県地誌」の数字が、郡山六ヶ村で郡
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七反であったから、伐採跡地の造林が行われず、林業経営が未成熟

以下、そのときの「栽培奉公者」になった白石三畩氏から当時の

「村の林業技手玉利氏が「栽培主任」に、白石三畩が「栽培奉公者」

思い出を聞いた前田委員の報告の要約である。

同年の民有林伐採実績は、杉が二五八石で二三二二円、松が四八

に任命された。任命されるまでには、それぞれの家族全員の健康診

な段階にあったことを物語っている。
一石で三六〇七円、計七〇三石で五九二九円であった。特に薪炭材

断を受けさせられた。田植上がりの七月初めのある日、村内全部の

周りにはずっと竹垣を結回し、人の立ち入りを禁じた。準備がすっ

その上に藁や青草を敷き、土で覆った。

約三畝くらいの竹林を設定して清掃し、一面に肥料の大豆粕をまき、

と白石の二人は測量竹串打ちを行った。そのあと引き続いて栽培地

郷軍人がいた。だから作業は一日ですんだ。それより前、玉利主任

余りの山道の拡幅整備作業が行われた。其の頃はほとんど各戸に在

在郷軍人が奉仕して、新山氏の家の門から栽培竹林まで、約二キロ

が七五八〇石で三万〇三二〇円を占めた。
竹林が五二〇町歩あり、竹材の販売額が二〇〇〇円。竹は郡山の
名産のひとつであった。
たけのこ
ここで紹介するのは産業としてのたけのこ生産のことではない。
早掘りたけのこの技術が芽生えたにも拘らず、産業化には繋がらな
かったのであるが、たけのこを特産物とする本町の面目躍如たる

村内各部落代表者、それに白石部落は各戸及び婦人会員が参列して、

かり完了した七月の半ば、県林務課からも見えて、村長はじめ議員、

昭和一〇年度決算書 歳出臨時部のなかに「御料筍栽培費」とい

厳かに神事が行われ、そのあと国分村長宅で盛大な直会の宴があっ

「事件」の記録である。
う費目があって、二八五円計上され、決算で二八四円七二銭が支出

た。

白石は数日おきに栽培地を見回り管理に当りながら、うまく筍が

されている。これは昭和一〇年の陸軍特別大演習が鹿児島、宮崎両
県下で行われ、鹿児島市加治屋町の当時第一高等女学校、現在の中

の話が持ち上がり、四月初めに生える孟宗竹のたけのこを一一月初

されることになった。その際に、天皇の御膳に鹿児島名産の筍をと

農林学校其の他への行幸のほか色々な行事のため前後十一日間滞在

大演習御統監は勿論、霧島神宮等への御親拝、第七高等学校、高等

ズックといういでたちで採取に

白衣に白のズボンを着け、白の

利、白石の二人はともに清浄な

て筍を採取する日となった。玉

いよいよ十一月に入り、そし

生えますようにと祈った。

めに採取するというこの難題を国分村長が引き受けた。それに掛か

かかった。玉利主任が鉄の細長

央高等学校が大本営にあてられた。天皇陛下が一一月八日御来駕、

る経費の支出である。

492

い棒で探り掘りをして、一〇本ほどの筍を掘ることが出来た。
掘りあげた筍は用意された白木の箱に納め、白布で包み、それを
白石が両手で捧げるようにして持って山を降りた。今の白石バス停
から南方小学校手前の曲り角まで、路上には村内各小学校の児童及

計木炭生産事業収入一万三六五七円四五銭であった。村の事業とし

ての木炭生産は昭和一五年度に見られるだけであったから、あとは

村木炭組合への委託であったかと思われる。

村は木炭組合に昭和一〇年に三〇円の補助金を出し、昭和一一年

このような産業関係に関する補助は一〇年は三八〇円であったが、

からは五〇円に値上げして、爾後同額を終戦時まで補助した。

それから自動車に乗って鹿児島に向ったが、鹿児島でも道端に並ん

以後二四〇〇円台に増額された。郡山村勧業補助費の推移によれば、

び白石部落婦人会員がずらりとならんで見送る中を歩いて行った。
だ人たちの盛大な出迎えを受けた。そのあと玉利主任がその筍を持っ

煙草耕作組合と農会への補助が補助費の大部分を占めた。農会は食

し、煙草作りは郡山村農家の経済を支えているので多額の補助がな

糧の集荷配給という戦時下の重大な役目を担っていたためであろう

て献上した。」当時の様子が生き生きと蘇る思い出話である。
木炭

あった。木炭生産は自家用燃料源としての重要性は勿論のこと、本

けた。補助金額は一三年度が三〇四〇円、一四年度は五三二〇円で

そのことにより、県からの補助、経済更正特別助成施設費補助を受

木炭組合、竹林組合等への補助が次々と打ち切られていった。養蚕

僅少になった。村財政の逼迫も背景にあるのだろうが、柑橘組合、

要の作物は減産ないし不作の方針に転換した。そのためか補助額は

昭和一九年になると、労力不足や食糧増産が第一になり、不急不

されたのであろう。

村経済にとり重要な生産物であったから、一四年度には、この補助

実行組合への補助が続くのは軍需品としての生糸の生産割当てが行

昭和一三年、郡山村は「経済更正特別指定村」の指定を受けた。

金からそれぞれ五〇〇円宛て支出して、郡山と東俣に木炭集荷倉庫

われていたからである。

かんきつ

を作った。郡山には同年農家共同利用施設も作っている。さらに翌

森林組合

森林組合へは昭和一五年度に一度だけ四〇円の補助金が出た。県

ひっぱく

年木炭倉庫を二ヶ所、集荷所三ヶ所などが作られた。
ところで、国は農山村生産拡充の一要素として木炭生産を要請し

が、昭和一三年まで、県下では一六組合しかなかったというから、郡

史によれば、森林組合は明治四〇年の森林法によって制度化された

昭和一五年の追加予算は、木炭生産事業費として一万三四〇五円

山村にはこの時点までなかったのかもしれない。同年、森林法が改

ていた。県は郡山村にも計画的に木炭を生産するよう要請した。
を計上した。木炭七三三三俵の生産を見込んで、その運搬費一俵に

正されて、昭和一六年から県内各市町村を一地区として、強制設立・

強制加入の組合が組織された。昭和一五年度補助金はこの結成準備

つき一六銭、倉庫料一俵につき二銭という予算であった。生産結果

は木炭売払代金一万三三七七円四五銭、木炭生産助成金二八〇円、
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及樟脳油製造営業仕来リ候処、就テハ其期限内ニ於テ該製造済ニ付

私儀明治廿六年一月十六日ヨリ仝年十二月卅一日迄御許可ノ上樟脳

郡山森林組合の出資は昭和一六年一一月頃から開始された。昭和

今般東俣村社一之宮神社境内楠木弐本払下御許可相成候ニ付、来ル

のためだったのではないかと思われる。
一七年一二月現在で組合員は六四二名、口数は一五七三口、組合長

剛殿

山田 久就

月間延期製造仕度候間、

廿七年三月一日ヨリ同年十二月卅一日迄
右

は国分村長であった。森林組合の仕事は、造林、間伐、平木作りな

日

御許可被成下度、此段奉願候也
月
警部 宍野

市来警察署伊集院分署長

年

どにも従事したが、主として軍用木材の供出であったようだ。
４ 製造業
樟脳製造
樟脳は楠木の多い鹿児島県の特産といってもいいほどで、藩政時

原料

明細書

となった。明治から戦前にかけてたいした規模ではないが、県下の

日置郡郡山村東俣字川原崎村社一之宮神社境内

代から製造され、輸出品にもなっていた。明治三六年には国の専売
町村に樟脳釜が何箇所かあって樟脳を製造した。
則」が明治二七年一月に改正された。規則の第一条は、樟脳及び樟

製造釜床

一、同

一、楠木 壱本 但長三間目通回壱丈七尺

脳油を製造しようとする者は、属籍、住所、氏名及場所を記し、明

日置郡郡山村東俣字川原崎六拾壱番乙号

明治二二年八月に県令で出された「樟脳及樟脳油製造営業取締規

細書等の書類を添えて、所轄警察署巡査派出所へ願出で、免許を受

一 此釜数 一枚

壱本 但長弐間目通回八尺

くべしとあり、原木や焚子、また釜の設置場所等も詳しく報告し、

製造期限

明治廿七年三月一日ヨリ同年十二月卅一日迄

警察の許可が必要で、駐在巡査の検査も行われ、規則違犯には罰則
が定められていた。

焚子姓名
辻

二十七年

市太郎

日置郡郡山村東俣廿九番戸寄留

次の書類はこの規則によって作られたものである。
樟脳及樟脳油製造営業期限延期願
日置郡郡山村厚地三拾番戸
士族 山田 久就
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日置郡郡山村東俣廿九番戸寄留
花倉 市之丞
二十五年
日置郡郡山村字東俣四拾壱番戸
八木 彦次郎

（前田委員蔵）

田中 彦四郎

同郡同村同廿八番戸

製糸工場
養蚕の展開を背景に製糸工場が設立された。
創業者は仮屋重二氏、
昭和三年頃のことであった。工場が設立された処は、東俣九四八番
地、東俣公民館の場所にあたる。工場は敷地面積が七五坪位で、建
物は三〇坪程度であった。
郡山には本格的な工場はこれとてなく、この工場を評して「郡山
にもたった一本ではあるが煙突が立った。それは東俣の製糸工場だ。」

は昭和八年ごろには閉鎖された模様である。建物はしばらく放置さ

れていたが、後に西下公民館に金一〇〇〇円で売却された。

四、五人の女性従業員を雇用して、それに家族労働が加わった規

模のものであったらしい。工員の日給は四〇～五〇銭で、月の手取

りが一〇円から一三円位、夏にボーナスとして浴衣一反が支給され

た。技術指導には鹿児島の繭検定所から大根占出身という二〇歳を

少し超えたくらいの若い女性の先生が来て、月給は二二円であった
という。
機械精米・製粉

精米・製粉の原動力として、古くから水車が利用されていた。た

とえば、次のような記録がある。いずれも水車設置の為に、公有水

面の使用と提塘の使用を願い出て許可されたものである。

明治三二年二月、白坂宰蔵が大字郡山字免田の甲突川支流筋使用

を願い出た。翌年四月には、柳元庄助が大字東俣字百田川流筋の使

用を、さらに同年同月、鶴村仁左衛門が大字東俣字小原永山川流筋
使用を願い出ている。

その当時は、金融恐慌の真只中、世界恐慌に巻き込まれる時期と

高い機械精米製粉が始められた。大正六年頃には常盤産業組合が

したりする古いものであったが、この水車を動力源にして、効率の

これらは水力を利用して臼の中の籾を搗いて玄米にしたり、精米

あって、農村は不況に喘いでいた。生糸の主要輸出先であったアメ

これに取り組み、大正一三年頃に東俣で東善之助が開始した。

と言われたという。

リカが世界恐慌から脱却するのは、いわゆるニューディールの登場
以後のことで、本格的な景気回復は戦争経済への転換を待たなけれ

故障が多く能率が上がらなかった。そこで鹿児島の電気会社に話し、

吉村忠五郎が大正の末、木炭発動機を使って、精米を始めたが、

動力線を東俣に引いてもらい、電動機を使ったのが昭和三年ごろで

ばならなったから、製糸工場の設立は当初から荒波に船を漕ぎ出す

の態であった。さらに、人造絹糸が開発されたこともあって、工場
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あった。

(

昭和四年正月、徳留長吉 後述の乗り合い馬車の草分けでもあっ
)

た が、東俣に鮮魚店を開業した。それまで同地に魚屋はなかった。
大正一一年一一月、二五歳であった淵脇正一が、東俣の湯之元に

多いでこぼこ道を重い荷をつけて自転車で往復するのは重労働であっ

魚を何十キロと積んで、一日二往復。時には三往復もした。坂道の

自転車で鹿児島の納屋馬場まで仕入れに行った。一回に氷詰の鮮

借家して菓子の製造を始めた。当時はようやく郡山の道路整備が本

たに違いない。東俣の人が塩付けでない「無塩のいお」を買えるよ

菓子製造

格的に展開し始めた時期に当り、このあたりにはまだ新道もなく、

うになったのはこのときからである。

和一〇年頃、東俣に大渕脇市二が自転車屋を開業した。

は吉村操と相ついで店を開いた。それからかなりの時を置いて、昭

郡山麓に自転車屋が開業した。大正一二年に中俣友次郎、翌年に

自転車屋

田んぼ道沿いに数軒の家が立ち並ぶだけであった。しかし、その数
軒が、徳留長吉の乗合馬車、寺光三四郎の床屋、それに銭湯という
人の集まりやすい店のほか桶屋、豆腐屋などであったから、なんと
なく新しい時代の活気を漂わせていた。
鹿児島から菓子職人を雇い、自分も雇用主兼見習い職人として営
業を始めた。主製品は、飴・せんべい・カステラ・もなか・八百屋

自転車は日露戦争前頃に移入され、明治三五年には自転車取締規

(

)

則が県令で発布された。「日置郡誌」によれば、郡山村の自転車台

饅頭・もしこ 落雁 などだったそうである。
五年ぐらいの研鑽で菓子職人として自立し、その後は一人で製造

数は、大正一〇年に四八台、同一一年は一二一台と急速に普及して

記されている。いずれにしても、その後も自転車の所有台数は、大

販売を始めた。販売は、開業間もない頃からにない棒で担って、永
白飴が一銭で一五個くらい、一日の行商売上げが四円五〇銭くら

正一四年に一八四台、昭和五年には三五三台にと年を追って増加し

いたから、同年には二名の自転車修理を業とするものが居たことが

いであった。自分で売り歩く行商を続けながら、仲買行商に卸した

た（表６―８ 。こうした状況をいち早く察知して、二人は自転車

山・丸山・吉田・比志島・小山田など行商して回った。

りして次第に繁盛した。ここが終戦後まで東俣唯一の菓子屋だった。

八〇円くらいだった。これを昭和元年の村長の給料、月五五円、助

自転車の価格は、当時の新高級車プライムが一四五円、アサヒが

らは、所有台数は横ばいになっている。

しかし、不況を反映したものであろうか、昭和五年台になってか

屋を創業したものであろう。

)

５ 商業
魚屋
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役の四六円、書記の平均給料が三三円と比べるとな
かなか簡単に購入できる金額ではなかった。そこで、
毎月一口五円の自転車摸合いを掛けて新車を購入す

国道が本村を直接通過することはなかったが、村の南辺を現在の

国道三号線が通過した。明治二二年の事であった。

明治一四年、政府は道路を三種に分かち、国道、県道、および里

年、旧西目街道が国道三等に指定された。旧西目街道は鹿児島から

道とした。さらにそれぞれを一等から三等の等級に分類した。この

これに比べると中古車はうんと安く、一台一四・

水上坂を越え、伊集院、市来、川内、出水へと通ずる参勤交代の道

る者が多かったという。
五円であったからよく売れたと言うことであった。

路であった。この道路は明治一六年に国道三七号線となったが、こ

ていた。ようやく明治一七年一一月、渡辺知事が大規模な道路開さ

輸送に甚だ不便で、平坦な幹線道路を作ることが早くから要望され

の国道ですら起伏や曲折が多い上に道幅は狭く、人馬の交通物産の

パンク修理代は十銭であった。
また、自転車屋には貸し自転車があり、半日の借
り賃が三銭であったという。
昭和元年一〇月一五日発行の郡山村々報「汗と愛」

下宿には負担が大きかったから、鹿児島や伊集院の

ある。従来であれば徒歩で通うことは容易ではなく、

八、九名もある。片道の時間数は大抵三〇分。」と

商業学校等へ、自宅より自転車にて通学するものが

の記事が掲載された。「近年一中、二中、伊集院中、

日二百人ぐらいずつ出勤奉仕したという。中川峠の大掘割や、野田

先して退庁後あるいは暇を見ては工事に奉仕し、沿道村民もまた毎

七メートル）道路の開さくであった。知事以下県庁役員、警官が率

甲突川に沿って北上する、当時としては驚くべき幅員四間（七・二

号線の開削が始められた。これは当時下伊敷村であった草牟田から

明治一八年四月から国道三七号線に代わるものとしての現在の三

く五か年計画を県会に提出し、可決された。

中学に通うことは難しかったが、自転車であれば三

トンネルの掘さくなどの難工事を、工期二年、工費二一一万八〇〇

第一二号には、〈村内雑事〉欄に自転車による通学

〇分で通学できるというのだから、郡山の姉弟にとっ

〇円余を以って完遂した。

れていた郡山街道であった。村内を通過する唯一の県道である。小

明治一〇年頃の村内幹線道路は、県道三等の一名肥後別路と呼ば

村内道路

還を容易にしたので、本町経済発展にとり重要な基盤となった。

この国道の開通は、その後の県道の整備とともに鹿児島市との往

て、教育を受ける機会が格段に開けたということで
あろう。

第三節 生活と産業のインフラ

１ 道路
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山田から郡山麓を通り、油須木から厚地を経て入来に向かう、道幅

地一部共有の土地を売却してその費用に当てたいという厚地人民の

り、智賀尾神社前を経て郡山麓に達し、それから油須木、東俣を経

他に里道一等に属するものとして、伊集院の中川から有屋田を通

提案し、議決された。さらに、明治三九年五月二日、村長郡山矢一

め、村は東俣、油須木、川田、郡山に持っていた村有林の売却案を

また、明治三六年一〇月の村会に、村道の修理及び橋梁架設のた

願出である、というものであった。

て吉田村に通ずる吉田往還道があった。道幅は一間である。もうひ

郎は、大字厚地及東俣全体に関係のある橋梁数か所が、明治三四年

は一間（一・八一メートル）であった。

とつは比志島村から川田、そして東俣厚地を経て蒲生町白男に通ず

の洪水で流出したのでこんど架設したいが、多額の費用がいるので

大字厚地及東俣が共有している土地（原野一町二反九畝二六歩、畑

る道路で、これも幅一間であった。

一反八畝）を売ってその代金に充てたいという議案が村会を通過し

これらの事例から明らかなように、この頃の村道里道、それに架

これ以外に村内を経過して各地に通ずる道路があったが、せいぜ

頭にかけて教育費に予算の半分以上を食われて、ほとんど土木費を

けられた橋の大修理等は、明治二二年以前の村（大字）が昔からやっ

い道幅一メートル若しくはそれ以下の道幅で、人が通ることができ

計上することが出来なかった。時々村道の修理費が出るくらいで、

てきたしきたりを踏襲して、大字が自分たちの共有している山林を

たので、その許可願を日置郡長中山春美に提出している。

県道以外は道路の維持管理は地域住民の奉仕作業によっていたもの

売却し、村有林の売却によって維持管理を行っていたのである。

るだけというものであった。郡山村は明治一〇年代から二〇年代初

と想定される。

た。

このように、村道以下についてはその維持がやっとという状態であっ

「大字厚地一部共有土地売却案」を了承議決した。これは橋梁の架

道路の拡張整備

明治三〇年三月一七日、郡山村議会は村長重久純孝の提出した
け替えに関する事例ではあるが、当時の村財政並びに道路整備のあ

常小学校の生徒の通学路なのに、雨天のときは全く通れなくなった。

で修理や架けかえをしてきたが、古くなって今は牛馬は勿論南方尋

厚地の人たちの耕作路線の橋で、昔から板橋で旧厚地村一村の負担

議案の内容は、大字厚地のうち字川添及び宮田川線に架設の橋は

年に改良工事の対象となり、幅員二間余（四・五メートル）の大道

来、宮之城に通ずる郡山街道は、県道三等に属していたから、九二

沿って北上、大字厚地の西部茄子田を通過して、土瀬戸を越え、入

ら分岐し、甲突川の本流沿いに北上して麓方面に至り、油須木川に

道一四路線の更正工事に着手した。国道の鹿児島郡伊敷村小山田か

県は明治二五年から道路の拡張整理第二期計画を開始し、主要県

そこで板橋に架けかえようとしたが、適当な用材がないので石橋に

路になった。これに対し、先述の時期に限らず、明治期には土木費

り方がよく示されている。

するほかはない、ところがそれには多額の費用がかかる。それで厚
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の予算はほとんど計上されなかったから、村の道路の整備は殆ど手
付かずの状態であった。大正期に入ってようやく村道の整備も軌道
にのり、道路の改修、開設が進んだ。
県は明治三〇年に市町村土木費補助についての規則を定め、昭和
三年からは工事予算総額がその市町村の地租の十分の二及び戸数一

橋梁が二か所という状況であった。

村は大正一四年から昭和四年にかけて五年計画の下に、毎年一万

八〇〇〇円の巨費を投じ、村道の開さくを進め、三〇年代にも継続

して開削に努めたので、整備拡張が進んだ。「郷土調査資料九」に

よって主要村道、里道を整理すると次のようである。

昭和四年から八年に掛けての道路の拡張状況を見ると、この時期

昭和四年には厚地線が四三七二㍍、翌年、同じく厚地線が一一九

戸について一〇銭の標準を超過した場合は、その超過額に対して百

救土木事業」を起こし、町村事業に対しては四分の三を特別補助す

二㍍延長された。この年は集中的に工事が進められ、外にも東俣西

に急速に道路整備が進み、車馬交通の便をもたらし、農村経済発展

るなどしたので、本村の土木費計上額は昭和七年から一〇年にかけ

線が五三五㍍、花尾社参道が二二五㍍延びた。さらに、六年に常盤

分の三〇ないし五〇を補助することとした。また、国は昭和七年下

て、百五〇円から一挙に七百円台、九百円台に膨張した。

線の五〇七三㍍、七年の大浦線が三四二〇㍍、八年には花尾線の四

の基盤となったことが明らかである。

「郷土資料九」は昭和九年の道路状況について「本村に国道はなく、

三一㍍と東俣西線の七六〇㍍が延長された。総延長㌔は一六㌔に及

半期から三年間に渡り、農村不況による疲弊救済のために「時局匡

県道が二線、村道及び里道があるのみ」と伝えている。

た。本村に係る長さは二里一九町二五間（九キロ九九〇メートル）

て、明治二五年から五年間掛けて完成した「伊敷宮之城線」であっ

から川田―東俣間を皮切りに工事が進められた。また、昭和五年に

塚田から川田、東俣、厚地を経て入来街道に通じていた。昭和二年

整備された主要村道の一つには厚地線があった。これは伊敷村の

んだ。

であった。もう一つの県道は、伊集院から有屋田、西俣を通り、麓

完工を見た常盤線は本村麓から常盤、平原を経て下伊集院村嶽に至

県道の一つは、先に述べた県の第二期道路開鑿計画に組み込まれ

に至り、それから賦合を経て東俣へ越え、姶良郡蒲生へ通ずる「伊

4

．松尾迫線

．同上

．丸山線

り、将来薩摩郡樋脇町に通ずるものであった。

．岩戸線

．永山線

そのほかに、枢要里道として次のものがあった。
．久保山線

3

．中福良線

8

2

．西俣線

12 7

．東俣西線

トル）であった。「郷土資料九」では、昭和九年の時点では、「此道

．大平線

6

これらの村道里道は道幅大よそ三メートルないし四メートルで、

．上之丸線

10 5

．東俣・小山田線

路は今なお工事中であるが、ほぼ完成に近いから、完成の暁には、
本村の交通は一層便利になるであろう」と述べている。
県道二線の本村における総延長は四里三五間（一万六七六三メー
)

トル）となり、道幅は広いところで、三間（五・八メートル弱 、
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11

9

1

集院・蒲生線」で、本村に係る長さは一里二七町（六キロ八七二メー

近 現 代
第八編

長さは八里三五町一五間であった。
２ 交通手段

た。ゴム製に代わったのは昭和になってからのことであった。昭和

になると、自動車、バスに押されて衰退の道をたどった。本村の乗

合馬車は大正一三年から昭和二年までの四年間は八台を数えたのに、

翌五年は四台に減り、六年には廃業に追い込まれた。この間の経緯

あたり道路が未整備で車の運行に支障がある段階では、馬車が多用

道路整備の進展にともなって、各種の交通手段が発達した。さし

車に取って代わられた。しかし、昭和一五年頃になると再登場し、

ら営業した。昭和二年に掛けて新道が開通し、乗合馬車は乗合自動

とを八木秀雄が引き継ぎ、外に高尾善助、畩吉の親子が大正末年か

について、前田氏は、徳留は昭和二年に現役兵として入隊、そのあ

された。県史によれば、乗合馬車が明治二一年に四台導入されてい

速度は遅くとも時々エンコする木炭自動車よりも確実さが買われて、

乗合馬車

たが、便利で手頃な中距離交通機関として発達し、明治四四年度に

戦時中大いにその面目を発揮したと述べている。

年五月一日から鹿児島と谷山間に乗合自動車の営業が始まった。所

自動車も自転車と前後してあらわれた。県史によれば、明治三七

乗合自動車

は県下で七〇六台に達したという。
郡山では明治末頃に、麓から鹿児島市の千石馬場まで、一馬車一
往復、甲斐どん隣の乗合所から出ていた。後には油須木からも運行
(

されるようになったので、台数は三台に増えた。 日置郡誌 大正
一〇年）

ことであった。その頃はまだ花尾・塚田間のいまの道路がなくて、

で乗合馬車の草分けは徳留長吉であり、その開業は大正九年前後の

児島ナンバー一二のプレートをつけた車が、麓の有馬旅館から鹿児

郡山だけで、それぞれ一台ずつであった。郡山では、大正九年に鹿

「日置郡誌」によれば、大正一〇年に自動車のある村は串木野と

要時間は四十五分であったとある。

馬車は湯之元から川を渡り 馬車の通れる橋がなかった 、西下か

島の千石馬場まで走るようになった。営業していたのは、有馬盛之

ところで、先の郡山郷土史編纂に携わった前田氏によれば、東俣

ら大正八年に開通したトンネルをぬけて小山田に出て、鹿児島に往

丞、久保田伊衛門の二人であった。一日二往復し、片道の運賃は四

(

)

年には梨木野まで延ばし、更に一一人乗りバスを鹿児島・郡山間に

時崎清彦がこの車体番号一二を引き継いで、一日一往復した。一〇

大正一四年に久保田万畩がこの車を引き継ぎ、
さらには昭和六年、

〇銭であった。

復したのだという。
明治末期において、鹿児島までの馬車賃は三〇銭か四〇銭、これ
が大正一〇年には六〇銭になった。この頃の伊集院西鹿児島間の汽
車の運賃は二九銭であった。
車輪はゴム製ではなく鉄輪であったから、砂利道を音を立てて走っ
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昭和二年、塚田・花尾間の新道が開通するや、東俣西下の馬場勇

て、鹿児島に往復するようになり、郡山・木下

郡山、小山田と郡山村を南北に走る県道を走っ

自動車が一四回も、土瀬戸、茄子田、油須木、

吉が営業免許をとり、花尾・鹿児島間を六人乗りのシボレーで二往

自動車の八往復と合わせて、郡山中央部村民の

四往復走らせた。

復の定期便を始めた。同人は鹿児島市原良町に大正八年に建設され

両自動車は郡山東部村民の、また安楽自動車は

生活に至大の便宜を与えた。また馬場、山田の

花尾から鹿児島の千石馬場まで、料金は最初は四〇銭、東俣から

西俣、有屋田の住民の広域的な行動を支える足

た薩摩製糸工場の自動車運転手を勤めていた。
は三〇銭であった。一日平均一〇円くらいの収入があり、その当時、

の役割を果たした。

四往復

菊水館自動車

木下自動車

郡山自動車

日置郡四番目にあたる。自動車交通が盛んになるにつれて、トラッ

〇台、伊作町八四台、東市来町七二台に次ぐ、

増えた。六六台という台数は同年の串木野村九

馬車は大正六年が四九台、一〇年には六六台に

荷物運搬はほとんど荷馬車依存であった。荷

は乗合自動車は廃業に追い込まれた。

ず、木炭自動車に故障が多く、昭和一八年以降

第二次世界大戦下でガソリンの手当てが出来

の表６―９の通りであった。

郡山における自動車の年次的台数の変遷は下

校長先生の給料が月一〇〇円だったから、その三倍はあった。
馬場は、三年後に一二、三人乗りのマクロバスを購入し、定期便
にあて、外にタクシーを一台常置し、これには運転手をひとり雇用
した。昭和四年には、川田の山田為次郎がフォードの六人乗りで乗
合自動車の営業を開始した。
昭和九年頃には、左に見るように、郡山の乗合自動車はかなりの
一 鹿児島・郡山間
四往復

安楽自動車

クに押されて昭和八年には三七台に減少した。

活況を呈していた。

三 市比野・鹿児島間 一往復

同

四 鹿児島・宮之城間 一四往復 林田自動車

二 同

四回半

馬場自動車

貨物自動車

六 伊集院・郡山間

三往復

山田自動車

五 鹿児島・伊集院間 四往復
七 鹿児島・花尾間

三往復

送は大正一〇年頃に西 省三がナンバープレート三八号のトラック

は道路整備が不可決であった。郡山で最初のトラックによる貨物輸

貨物輸送の主役が荷馬車からトラックに取って代わられるために

八 同

菊水館自動車は市比野、安楽自動車は伊集院が本拠であった。林田
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明治三年にポストが作られて、近代的郵便の制度が発足した。そ

郵便

トラック台数は昭和三年まで一台だけであった。四年頃、東俣で出

れまでは、飛脚屋に各自持参していた書状などを、「切手売下所」

で輸送を開始したことに始まる。先の表で明らかなように、郡山の
来盛熊がトラック運送業を開業したように、開業するものが増え、

で切手を入手して、「書状集め箱」に投函する仕組みが出来た。

郵便局の前身は「郵便取扱所」と称されたが、明治八年に郵便局

便葉書が発行された。

全国どこに出しても均一料金になった。さらに、同年一二月には郵

料金が明治六年四月からは二匁（七・五㌘）当り二銭と決められ、

それにつれてトラック台数が増えた。客車もトラックも同じ時期に
増加し始めていて、道路整備が進捗したのと照応していた。その後、
一〇年には六台になった。
３ 生活インフラ

柿木平、上園、そして賦合の役場まで道路に沿って電柱が立てられ、

郡山で始めて電気の灯がともったのは、
大正八年のことであった。

各地の名望家を郵便取り扱い役に任命し、その自宅を取扱所にして

すべてを国費でまかなうことが出来なかった。したがって、多くは

ころに設置することが、住民の便益を増進させることになったから、

と称するようになった。この郵便取扱所は全国あまねく、いたると

電線が引かれたからである。道路沿いでは電灯の利用が出来るよう

業務に当らせた。

電燈

になった。
本県の電気事業は、郡山初の電灯に二〇余年も先立つ明治二九年

設置された。郡山近傍では、六年四月、伊集院郷麦生田に開局され

本県最初の「郵便取扱所」は、明治五年七月に鹿児島の大黒町に

)

十一月に祁答院重義等により、鹿児島電気株式会社が創設されて開
始された。翌三〇年八月には会社事務を開始し、九月、鹿児島郡伊
敷村小山田の発電所建設に着手した。三一年七月に竣工し、鹿児島
市及び付近村落に電燈・電力の供給をした。 県史第四巻七七三

(

近傍の小山田に発電所を有していたにもかかわらず、東俣、川田、
花尾の一部に通電したのは大正一〇年頃のことであったし、岩戸、
茄子田、大浦では大正一二年に蒲生発電所から電線を引いた。
最初の頃は殆どの家が一燈、五ワットのほの暗い明かりではあっ
たが、近代を実感させる明かりであった。

502

三年からであったことを考えると、ずいぶん長いこと不便を囲った

電話は大正一四年に郡山郵便局に設置されていたが、その二年後

た。局長は宅万直定であった。同時に、郡山の東俣に一か所、花尾

それぞれに郵便箱が置かれた。同局は明治一八年一〇月からは郵便

には郡山役場にも設置され、一般の商店や事務所に電話が設置され

ことになる。

貯金の取り扱いを開始した。また、二八年に局長が上原尚志に代わっ

たのは昭和五年以降のようであった。

に二か所、それに大浦に一か所、「郵便切手売捌所」が設置され、

た。三〇年七月、小包郵便を取り扱うようになった。
大正四年九月、麦生田郵便局は郡山村郡山麓馬場に移転した。そ

（ここまでの一節、二節、三節は『 旧）郷土史』下に依拠して、

(

かし、電報の取り扱いを開始したのは大正一三年からだったから、

それに、若干の加筆修正を加えたものである。したがって、文章の

の結果、郵便物の集配が迅速になって、住民の便益が高まった。し

それ以前は伊集院か鹿児島まで行かなければ利用できなかった。急

引用に際して引用符をつけて叙述していない）

れている。長期にわたる戦争による消耗により疲弊していたことに

戦争直後の日本経済はあたかも農業国の様相を呈していたといわ

推することにする。

こでは、『県史』五巻などを手がかりにして、当時の経済事情を類

第二次世界大戦直後の郡山の姿を統計的に知ることは難しい。こ

⑴ 厳しい生活困窮

１ 戦後復興期の経済

第四節 現代の経済

を要する電報であるだけに、その不便さはいうまでもなかった。翌

の通りで

年八月には電話が取り付けられ、生活と経済に大きな便宜を提供す
ることになった。当時の郵便物などの取扱状況は表６―
あった。

電信・電話

明治一〇年一〇月であった。この時から官報の取り扱いに加えて加

熊本から大口、加治木を経由して鹿児島までの敷設が完了したのは

鹿児島県の場合は、
西南戦争が電信線の敷設を促進した趣がある。

信線架設工事が着工した。

明代役所と横浜裁判所間で送受信が始められた。同年、東京への電

わが国における電信は、明治二年八月にスタートした。横浜の灯

10

治木電信分局での私報取扱が開始された。郡山の電信取扱は大正一

503

近 現 代
第八編

金の扱いを受け、自由に払い出しを受けることができなかった。ま

は空襲により焦土と化していたし、昭和二〇年九月、一〇月と相つ

村は直接的な破壊を被ったわけではなかったが、隣接する鹿児島市

老朽化によって、工業生産能力が極度に低下したからである。郡山

とされ、代わりに新日本銀行券 新円 を発行して、二月二五日か

の日本銀行券 旧券 は三月三日以降になると通用力が失われること

三月七日までは金融機関に預入を認められ、封鎖預金となった。こ

た、現に流通していた十円券以上 後に五円券も の日本銀行券は、

)

いで枕崎台風、阿久根台風が襲来し、更に翌年には櫻島の降灰にあ

ら三月二日までのあいだに、個人についてはひとり百円を上限とし

(

うなど農業を主体とする郡山であっただけに、その被害は甚大で生

て新円と引き換えられた。 以上、『県史』五巻下）その事情を『旧

加えて、相つぐ空爆による生産設備の壊滅的打撃や設備そのものの

産活動は困難を極めた。

)

郷土史』下巻は「郡山役場には二十一年二月三〇日、日銀鹿児島支

(

経済復興を困難にした事情としては、すでに戦時中に進行してい

店長から、今般緊急勅令で現在流通している日本銀行券を新円に引

(

たインフレーションが、終戦と共に一層激しく吹き荒れ、昭和二〇

き換えることになったから、村内の銀行、農業会、郵便局でその引

)

一九四五）年末には悪性インフレとなったことから物価が急上昇

き換えの取扱をするので、時局柄この事務がスムースに且つ確実に

(

したことも挙げられよう。
戦後インフレは軍人軍属などに支給された俸給や終戦により退役

いので、なにぶんご高配くださいとの文書あり。郡山ではこの事務

実施されるよう、町内会、部落会、隣組等に格別のご協力を仰ぎた

(

するものへの退職金、軍需会社への未払い金や補償金などの支出が

は農業会と郵便局で取り扱った」とのべている。

インフレ対策は更に臨時財産調査令、食糧緊急措置令、隠匿物資

一気に膨らんだことに加え、経済復興に向けて活発化した民間資金
需要やインフレにより生計費が増篙したことに対応して個々人の預

等緊急措置令、物価統制令などとして、いわば総合的に実施された

昭和二二年一月開業の復興金融金庫による復金債を財源とする融資

貯金の払い出しなどに民間銀行、日本銀行が信用創造で応えたこと
これに対し政府は昭和二一年二月「金融緊急措置令」「日本銀行

が再びインフレーションを惹き起こすところとなった。これが沈静

ので順次通貨供給量が縮減され、物価も沈静化した。しかしながら、

券預入令」を公布施行した。預金などの金融機関の債務は封鎖され

化するには、二四年のいわゆるドッジ・ラインによる「超均衡予算」

により加速された。

た。通貨膨張を権力的に押さえ込もうとしたわけである。
た。たとえば、生活資金の払い出しの場合は、世帯主には月額三百

に徴税強化や財政緊縮、復金融資の停止、補給金の減廃などにより、

インフレの収束、経済の安定が図られたが、逆に、デフレを基調

の導入まで待たなければならなかった。

円、その他世帯員はひとり百円が限度として認められた。定期給与

物価暴落、滞貨激増、中小企業の金融難・整理倒産、失業増大、農

封鎖された預金は特定の場合にだけ払い出しを認めることとされ

は一人月額五百円が現金で支給されたが、それを超える分は封鎖預
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鮮戦争勃発が、事態を一変させた。「特需」と輸出増加によって、滞

村経済悪化などいわゆる安定恐慌が発生した。昭和二五年六月の朝

四五世帯。朝鮮、台湾、中国、南方からの引揚者は割に早く、

引揚者給付金を請求した郡山町在住者名簿による世帯数は 二

月であった。引揚地と引揚世帯数は、支那 五四、台湾 三四、

ソ連占領下に抑留された人たちは遅く、最終引揚者は二八年四

本県でも、昭和二三年度には主要金融機関の預金・貸付ともに著

北鮮 一四、南鮮 二七、満州 一一五、南方 一 計 二四

貨は一掃され、生産が拡大した。
増したが、翌二四年度には、預貯金純増額は前年に及ばず、農業関
五

戦前期おおむね七千人台

係の系統金融機関では残高の減少を見た。他方貸付金は増大し、農
村でもこの年に相ついだ台風被害もあって、預金とは逆に増加し、
中小企業関係金融機関でも同様に増加していたが、なお、資金難を

は昭和一六年（一九四一）の七割程度に減収し、麦も甘藷も過去最

たといわれた。県史五巻によれば、本県の米の生産は昭和二〇年に

より水田の水没や減収もあって、米の闇値は定価の一三二倍にもなっ

料・農薬も不足したから、食料の供給力は急速に低下した。台風に

て食糧危機があった。戦争の長期化により人手も、農業資材も、肥

インフレーションと並び、当時の経済事情を悪化させたものとし

ず、人々の食生活は「冬野

農村地帯であったにも拘ら

短期間であったとはいえ、

ような事情であったから、

一人に膨れあがった。この

一万人を超えて一万〇三八

〇年調査によれば、一気に

で推移した人口は、昭和二

低を記録したという。翌二一年二月には、食糧緊急措置令が施行さ

菜の乾燥貯蔵、野蒜や芹、

訴える声が高かった。

れ、食糧供出について強権発動が用意された。鹿児島県では、二一

藷の茎など、アメリカ輸入

土筆や蕨、食べられるもの

農業生産力の低下に加え、復員・引揚者などによる人口急増が、

の家畜飼料用の麦粉やふす

年六月、臨時県会を開催し、食糧危機突破対策を講じ、県内食糧の

食糧事情を更に危機的な状況に置くことになったのである。『 旧）

まなどに混ぜて食べ」たと

は何でも集め南瓜の花、甘

郷土史』 ３５３頁）に、当時の郡山町への引揚帰郷者に関する記

いう、いわば飢餓線上をさ

高度利用、供出の強化などが議せられた。

載がある。

(

まよう有様であった。二一
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(

年秋の甘藷の収穫によって、ようやく危機を脱したという。
供出割当は二一年から甘藷についても行われ、二二年からは麦も
加えられて二六年まで続けられた。強権的な供出といっても、現場
での供出督励の努力を抜きに、その実効性は期待できない。農業会
及び役場吏員がその任にあたり、その苦労は並大抵のものではなかっ
たという。

（２）自作地は原則として強制買い上げの対象とはならないが、請

負小作地や不耕作地は買収される。

（３）土地の買収・譲渡は市町村農業委員会が当り、その構成人員

は地主三、自作農二、小作人五の割合とする。

（４）土地取り上げを制限し、新たに最高小作料率を定めた。田で

は総収穫米代金の二五㌫、畑ではその主作物の代金の一五㌫
以下とする。

こうしたことから、自作農民は高額小作料（地代）負担から解放

二三年七月、食糧確保臨時措置法が制定され、従前の末端からの
申告に基づいた供出割当の作付け計画を立て、それにより行う事前

されて、労働意欲が喚起された。増産に励むインセンティヴが与え

二二年三月には買収開始が指示された。買収は三〇年に終わった

割り当て制度に変えて、割当の合理化をはかった。追加供出には特
糧配給公団を作り配給統制の一元化をはかった。こうして、食糧生

が、本県では、二五年の第一六回買収をもって実質的に終了した。

られたので、順調に食糧生産は回復・発展することが出来た。

産は増加し、輸入食糧の増大もあったので、ようやく二六年ごろか

当初計画より四九三一㌶を上回る買収実績を示した。その結果、全

別価格を支払い、生産者米価はパリティ方式で算定した。更に、食

ら食糧事情が緩和され始めたので、米は漸次統制からはずされた。

国的には小作地が二八・五㌫から五・一㌫に減少し、自作地は三二・
食糧生産物の増産による食糧事情の好転には、米価政策やいわゆ

「封建的色彩の強かった 本県の 地主的土地所有は崩壊した。」と

二㌫になり、自作地は六四・四㌫が九〇・八㌫に達した。県史は

八㌫から六一・九㌫に増加した。本県では小作地三五・六㌫が九・

る傾斜生産方式に基く産業政策に加えて、農地改革による農村の変

述べている。

⑵ 生産の回復と農地改革

化が大きく与かっていた。

(

)

一町歩、北海道では四町歩をこえる分、及び自作地と所有地

（１）不在地主の所有地、在村地主の所有する小作地で内地は平均

た。農地改革の具体的な内容は、

た。このような大事業が、本県で見れば法制定からわずか四年で遂

していた仕組み、寄生地主制が根本的に変わるという大事業であっ

たわけであるが、戦前期の日本社会で圧倒的な人口がその下で生活

農民になることでもあった。そしてそれが食糧増産の基盤でもあっ

農地改革は小作農民が有償であるとはいえ土地を手に入れ、自作

合計が内地では三町歩、北海道では一二町歩をこえる分の小

行されたことになる。県史五巻では、農地委員会は買収計画に追わ

昭和二一年（一九四六）一〇月二一日、農地改革関連法が成立し

作地は強制買い上げとなる。
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た小作地八〇㌫解放を達成するためには、三万二〇九五町歩を強制

かったということである。なお、本県の場合はＧＨＱが強く要請し

および農地所有権者の申告書を買収計画の基礎資料とせざるを得な

れて農地の実情を調査する余裕はなく、既存の土地台帳や名寄帳、

郡山村における農地改革の大半を終わった。

在村及び不在地主の土地は一七一町四反七畝二六歩となり、すでに

一畝二七歩を買収したが、二一年度からこの年度までで解放された

九五六二円五八銭になった。二三年度が一八一件、地積二四町六反

八㌫を占めた。解放面積は九三町六反一畝二七歩で、対価は五二万

)
(

柳田 繁志

芦谷 清志

野下 孝吉

井上 重二

委員 鬼丸 清治

白坂 昇

渕脇 為吉

前田 兼行

野下 孝吉

請園 作次郎

末吉 直次郎

昭和二四年度は五六件、六町八反五畝二二歩を買収譲渡し、二五

吉永 栄

会長 西 盛吉

会長は引き続き西が努めた。

昭和二四年度に農地委員の改選があり、次の十人が選出された。

買収せねばならなかったので、先掲 一 の在村地主、不在地主に
認められた小作地所有限度は七反歩に減らされ、自作地と貸し付け
地合わせて三町歩まで認められたのが二町歩を限度としなければな
らなかった。
郡山の場合をみると、
農地委員は昭和二一年一二月に公選された。
畠田 仲畩
福元 喜吉

委員は以下の一〇人であった。
西 盛吉
横山 勇一
前田 兼行

白坂 昇
鬼丸 清治

年度は二八件、二町七反四歩を買収譲渡した。農地改革はこれで実

田畑筆数七五八、面積にして五三町一反九畝一一歩を買収し、買収

日以降に仕事を始めたのに対して、二一年度中に件数にして五二件、

四一町四反二畝二七歩 の一一・八㌫を占めた。最も買収面積の大

畑全面積 大正五年村長報告、田四八七町四反六畝二八歩、畑一〇

解放された地積は、一八〇町九反九畝二二歩であった。郡山村田

質的に終了した。

した全地積を四一三人に売り渡している。買収価格は田畑平均一反

きかった地主は、一八一筆、一一町五反二畝一三歩である。

会長を西とし、指定村の面目にかけて、他町村が二二年三月三一

歩当り六六一円で、旧小作人への売り渡し価格も同じであった。
昭和二二年度には、田が反当り八〇〇円位、畑が三〇〇円前後で、

円二〇銭。その後農地法による農業委員会が農地を取り扱った三一

二一年度買収値段は田が一反当り、六九一円九六銭、畑は二三〇

)

平均五六二円となり、二三年度が五七六円、二四年度が五七八円、

年ごろは、公定価格も田一反当り七二四七円九五銭、畑は一六五三

(

二五年度が四九六円で、田一反清酒一本代、畑一反焼酎一本代とい

円二三銭にはねあがった。

農地の買収譲渡はその後も行われ、五〇年九月からはポツダム政

われた。
買収件数は二二年度が四三九件で、二五年度までの取扱件数の五
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第

表は戦後の産業別就業

人口の推移を見たものである。

令により、農地関係法の改正もあったが、講和条約発効後はポツダ
ム政令は廃止され、五二年七月一五日に代わって農地法が制定され、

いる。その点を考慮すれば、第一次産業従事者が圧倒的であったこ

の比率が少なめに計上されて

ことによって、第一次、二次

業七五二人が計上されている

類されている中に分類不能産

二年の数値は第三次産業に分

四・五、一三・○である。二

三〇年で見ると、八二・四、

〇、三・二、九・八に。また、

が二五年にはそれぞれ、八七・

が二〇・二㌫であった。これ

差業が一・五㌫、第三次産業

次産業が七八・二㌫、第二次

産業別就業人口構成は、第一

それによれば、昭和二二年の

⑶ 経済復興期の産業状態

一〇月二一日から施行された。

11

(

とがわかる。 ただし、この数字はいささか正確ではないと思われ
)

る 。第一次産業と言い状、そのほとんどが農業就業者であった。

この時点で鹿児島県の就業構造を見ると、第一次産業が七八・二

㌫、第二次産業が一・五㌫、第三次産業が二〇・二㌫であったから、

それと比べても圧倒的に農業を中心とした構造であったといえよう。

戦後復興期にあっては、郡山町は文字通り、過剰人口を抱えたま

ま、農業の町としてのスタートを切ったのである。
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をもたらすことになる、またこれらの臨海工業地帯は、東南アジア

位を高めることになるであろう」とした。近代的臨海工業地帯形成

２ 高度成長期の経済
わが国経済は昭和三〇年ごろからいわゆる
「もはや戦後ではない」

による経済的浮揚を狙ったもので、そこには本県経済構造が、「あ

諸国等との原料輸入や製品輸出を通じて本県の国際交流における地

という段階を迎え、その後は文字通りの高度成長に突き進むことに

まりにも農林業に偏している」との認識に基づき、工業開発による

⑴ 町経済を取り巻く環境

なった。昭和四八年の第一次石油ショックによる成長減速まで、年

本県経済構造の後進性の脱却が目指されていた。

郡山に近いところでは、鹿児島市に臨海工業地帯を形成して、機

率一〇㌫を越す成長を続け、「日本経済の奇跡」といわれた。本県経
済も比較的順調な発展を遂げ、国民体育大会が開催された一九七二

市近傍の郡山では、就労の機会が増加すると共に、拡大する労働需

械金属、住宅産業、造船などの多様な工業を立地させようという計

よく知られているように、高度経済成長は重化学工業化を通じて

要に対応する人口流入が生じ、また、これら需要に対応する食糧生

年度には一四・五㌫の成長を見た。これは、同年度の国の成長率七

達成された。そこでの主導部門は鉄鋼、造船、石油化学工業に自動

産の拡大がはかられたかもしれない。しかし、現実には昭和四八年

画が注目された。仮にこのような開発が実現したとすれば、鹿児島

車・電気機械など組み立て加工型産業であり、これらの産業は産業

の第一次オイルショックや公害が大規模開発を不可能なものにし、

㌫余に倍するほどの勢いであった。

インフラ整備の進んだ地域に集中して立地し、いわゆる太平洋ベル

その実現は見なかった。

郡山町を含む鹿児島県経済がこうむった外部経済からの影響は、

ト地帯を形成した。ところが、本県はこれら地域とは遠隔にあった
上に、経済は農山村として農林業を軸に展開していたから、都市向

基本法農政下で本県が食糧供給基地、畜産基地とされたこともあっ

本県をそして本町を全国的な労働市場からの吸引の嵐に翻弄させる

確かに、本県も昭和四三年の『二〇年後のかごしま』において、

て、先の構想にもかかわらず、農業関連工業として配合飼料の安定

けの農産物や労働力の供給地という性格を帯びて国民経済に組み込

「工場の大型化や原料の海外依存の増大などによる工業立地動向の

的供給が実現したことで、大規模畜産の条件が整ったといえる。後

結果となった。

変化に伴ない、船舶の巨大化に即応しうる大型港湾と広大な臨海用

述するように、生産と肥育の分離を通じて、それなりに規模拡大が

まれた。

地、用水を確保できる鹿児島湾、志布志湾には国際競争力を備えた

進んではいく。

が飼料製造を開始してはいたが、昭和三〇年代前半までは、北九州

昭和三一年に三光飼料（有）鹿児島工場（五六年に光産業と改称

近代的臨海工業地帯を形成しようとするものである。この新しい臨

海工業地帯は、関連の第三次産業の展開をも含めて本県経済を飛躍

的に発展させるための起動力となり、雇用機会の増大、所得の向上
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)

紅飼料（株）鹿児島工場、日清製粉（株）鹿児島飼料工場、河田飼

島工場、南日本グレーンセンター（株）鹿児島事務所、四八年に丸

出来たのである。四七年に南九州くみあい飼料、日本配合飼料鹿児

社の飼料工場が立地し操業を開始した。配合飼料の安定供給体制が

年鹿児島市臨海工業団地の整備に伴い四七年から四九年にかけて八

合飼料（株 」、四五年「鶏協飼料（株 」が操業を開始した。四七

の工場からの移入に依存していたといってよい。四二年「鹿児島組

基本方針となった。

いる。これらは昭和四五年制定の『 第一次）郡山町振興計画』の

ないが、町の基幹産業としての水稲という位置づけに変化が生じて

の道路整備が意識されていた。この段階ではまだ米の減反は始まら

谷山の宅地化をにらんで鹿児島市への供給を可能にする基盤として

立が掲げられ、普通園芸、施設園芸を推進するとされており、吉野、

のであったようである。実際に産業振興の柱に、ヤサイ供給地の確

(

昭和四四年には「わが町も例外なく過疎の現象が現れつつある」

)

料（株）鹿児島工場、三光飼料（株）鹿児島工場、四九年に、全国

との認識が示されたが、なお、施策は抽象的で、「交通手段の改善、

)

酪農業協同組合鹿児島飼料工場、日和産業（株）鹿児島飼料工場の

年度国道に昇格するという見通しが立った（昭和四五年四月一日に

公共施設の整備、生活環境の充実などと併行して、社会開発に努力」

昭和三七年（一九六二）の町議会において、国分町長は町政運営

は県道鹿児島出水線が国道三二八号として正式に昇格した）ことに

各々が操業を開始している。

の基本方針を「住民の福祉の増進におき、・・・・限りある財源が

より、農業については一層鹿児島市との関係が強調され、鹿児島市

したいと述べるに留まっている。他方で、県道鹿児島―水俣線が今

最も有効適切に消化されるよう努力」するとした上で、「町民の八

近郊という地域的特性を生かし、畑作の重要性が高まりつつあるが、

⑵ 本町の振興計画の性格・方針

九㌫が農業であり、農業振興はきわめて大事」であると述べた。具

極両面から・・対処」していくとして、具体策が掲げられるに至っ

畜産、園芸など大型経営の近代化促進に努力したいとのべている。

昭和四三年の施政方針も町民の福祉の増進に努めるとされたが、

た。ここで、消極的というのは部落公民館の整理統合、本来の公民

体的には、早期水稲、特産物としてのアスパラガス、葉タバコ、の

その内容は『産業、教育、交通』が重点とされて、道路整備、ヤサ

館活動を通じて地域社会の開発を進める。更には学校統合を進める

翌四五年には、「経済の高度成長は人口の過疎、過密現象に更に拍

イ供給地の確立、畜産の振興、人づくりのため社会教育の充実の四

というもので、人口減少による部落の空洞化に現実的に対処しよう

育成に努め、畜産の振興を図ることとした。特にアスパラガスにつ

つを柱としているが、道路整備の筆頭に上げられたのが宮之城―郡

というものであった。この段階で五二あった部落が二〇に再編統合

車をかけることが予測され、人口の過疎化の対策として、積極・消

山線の国道編入を推進国道三号線のバイパスの役割を強調すること

された。また、積極的というのは、企業誘致を全力ですすめるとい

いては、本町の基幹作物にすると述べている。

であったから、生活道路の整備というよりは経済機能に着目したも

510

うことであり、その受け皿としての住宅団地を作るというものであっ

な住みよい街づくりに、あせらず、じっくり検討してまいる」つも

させることは夢ではないので、乱開発を防止しながら魅力ある豊か
りであるとの所信が表明された。

た。
鹿児島県や郡山町において過疎問題が現実のものとなる中で、県
は四七年、第一次県勢発展計画の見直しを行った。そこでは、過疎

経済の発展方向として、引き続き工業化の積極的推進が目指されて

のある生活を実現することが基本目標に掲げられた。そこでは産業

画は自然保護と人間尊重を基調として、県民等しく豊かで生きがい

する自然破壊、公害問題の深刻化について触れ、第二次県勢発展計

三㌫に上った。この傾向は四九年まで続き、五〇年には三五年から

五年にかけて更に減少して、減少数は一〇二八人、率にして一一・

昭和三五年から四〇年にかけて人口は九〇九人（九・一㌫減 、四

人口移動を伴ないつつ実現した。本町からも大量の人口流出を見た。

高度成長は日本規模で「民族の大移動」と称されるほどの大量の

⑶ 人口流出＝過疎問題の深刻化

いるものの、保養・レクリエーションの場の整備などが掲げられ、

見ると実に二五㌫の減少であった。

問題が予想以上に深刻化しているとの認識と並んで、全国的に進行

開発政策の転換が示されている。

政策への反省が語られている。翌四九年には「本町も簡易水道の完

ちつつ、積極的な施策、事業などの推進をはかる。」とされ、成長

計画を中心に広域市町村県計画、過疎計画などと有機的な連携を保

町の発展を支える交通通信網の整備・・・・を重点目標に、町振興

改めて、生活福祉優先の立場にたち、新時代に対応する産業の振興、

り、自然環境保全と福祉充実が強く要請されるようになった。・・・

た。それでも、本町でも「最近長年の高度成長政策への反省が高ま

かったし、いわんや、大規模開発方式が標榜されたことなどなかっ

そも町経済の発展方向として工業化が正面から課題になることはな

郡山の場合、工業化の歴史的蓄積はないに等しかったから、そも

味し、その面から「過疎」を強制したといえるものである。

様相を呈していたから、将来の地域社会を支える労働力の喪失を意

てはいた。しかしながら、この流出は若年労働力の根こそぎ動員の

いう可能性は非常に低かったから、一面過剰労働力の性格をも有し

吸引された労働力が地域内で希望する職業を選択し、それに就くと

ある合理性を有していたといってよい。高度成長によって都市部に

してそれは、在村する農業経営の存続を可能にしたという意味で、

工場で働く小作農の子女問題はまさにそのことを意味していた。そ

得ないものである。寄生地主制化の農家の次三男問題や紡績・製糸

剰人口は、なんらかのメカニズムを通じて地域外に排出されざるを

ところで、一般的に言って、ある地域のもつ扶養能力を超える過

)

成、あるいは国道三二八号線の整備、県・町道の改良整備や通信施

号は郡山中学の卒業

ここで、その一端を、「町報こおりやま」から紹介しよう。昭和

三五年三月三一日発行「町報こおりやま」№

511

設の完備など、ようやく後進性から脱却しつつあるとき、この恵ま

れた自然を有する郡山町を、鹿児島の衛星町として今後大きく発展
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の中学校卒業者の就職率は四四㌫で、その内、実に七五・九㌫が県

ら多くの新卒者が都市部へと集中していたときである。本県の同年

三五年といえば、高度成長が本格的に展開して、全国津々浦々か

減少＝高校進学率の上昇と、県内求人の伸びも重なって、集団就職

あることに変わりはなかった。この求人の減少とともに、就職者の

一次石油危機に至るまで四万人を超える求人があり、売り手市場で

卒にシフトしたことがその原因のひとつである。それでもなお、第

たが、この年をピークに漸次求人数は減少していった。求人が高校

外への就職者であった。昭和三一年（一九五六）以来、いわゆる

列車は四九年に一八年の歴史を閉じた。この間都合二四六回の列車

生の就職壮行会が開催されたことを伝えている。

「集団就職の列車」が特別仕立てで運行されて、毎年の春の風物詩

号では、郡山中の中野秋美先生の職場訪問

が若者の夢を乗せて旅立った。
同年の九月の町報№

となったが、郡山中学校でも、近日中に出立するこれらの県外就職
者に対し、町教育委員会と中学校が共同で壮大な壮行会を催したと
いうわけである。注目すべきは以下のことである。記事を要約する

記が、もう一つの事情を伝えてくれる。県公共職業安定所の職場訪

訪問先の社名を掲載順に記すと、岡山では、鐘紡、加古川の日毛、

問基本方針に基づき、同先生が大阪、名古屋を中心に、二三の会社

六㌫で県平均を上回っている。このうち町に残って自家の経営に

大阪の染色工場、大阪天王寺区では自動車工場、尼崎ではビニール

「郡山中学校の昭和三五年度卒業生は一九六人。そのうち就職す

従事するものは男子五名、女子四人で計九人であった。県外から

製造工場、泉南では日本化学、大機紡、彦根の東洋繊維、岐阜大垣

に一一〇人の卒業生を訪ねた際のものである。

の求人の増加はかってないほどの規模に膨れあがり、就職を希望

の帝国繊維、近江絹糸、和興紡、名古屋瀬戸の山定製陶、愛知紡、

豊田市の加藤鉄工所、知多郡の山宗職布、一宮の浅井ペイント、浅

いる。主な就職地を見ると、男子は愛知一七人、大阪一二人、東

田市の大心紡績で働く大谷出身の北美智子さんの職場通信が載った。

もうひとつ、昭和四〇年二月一〇日の町報九二号には、愛知県半

田紡の名が並ぶ。

京三人。女子が愛知二五人、大阪一二人、滋賀・岐阜ともに五人、

先の中野先生の紀行文にも、「町報や郷土の便りなどが一番うれし

五）には八万人に達し、いわゆる「金の卵」と喧伝される騒ぎになっ

本県の中学卒業者に対する県外からの求人は昭和四〇年（一九六

紹介している。また、友人が退職する一方、四月にはまた郡山中卒

が、集まって郷里の話をしたり、町報を楽しんで読んでいる姿」を

い」との卒業生の声が伝えられていたが、北さんは「郡山中卒業者

兵庫四人などであった。」

県外が九三人（八五・三㌫）に上った。ここでも県平均を超えて

就職地は県内が、男子一○人、女子六人の一六人（一四・七㌫）

する生徒は希望するところにすぐに決まるという。

るものは男子四五人、女子六四人の計一〇九人だった。就職率五

と、
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域振興計画や広域市町村圏整備計画などを作成し、施策の指針とし

わが国の諸情勢の中で、郡山町の自然的、社会経済的条件をより高

が入社することに触れられていて、この期の集団就職が先輩の後に
勿論、この時期の人口流出は中学や高校の新規学卒労働力に限ら

度に活用し、特色ある町づくりを推し進めるため」として、五項目

た。四六年の過疎地域振興計画の目標では、基本目標を「激動する

れていたわけではない。産業別就業人口の推移に現れたように、主

に集約し未来像とした。その五項目は

後輩がという形で、受け継がれていたことがわかる。

として農業労働力の離農転出という形で、その基幹労働部分をも流

① 農林業を主体とした生鮮やさい、畜産物の供給地域

② 鹿児島市近郊として天然資源を生かした観光、レクリエーショ

出させて、地域と産業を危機にさらすことになった。
このような人口減少は郡山町に特有な現象というわけではなく、

③ 時代に対応しうる人間開発を目標にした教育文化の町

ンの町

したのは鹿児島市、谷山市、名瀬市の三市だけで、三島村や十島村

④ 衛生・福祉・行政を進め健康で住みよい町

県内に限ってみても、三五年の県内九八市町村のうち、人口が増加
のように三〇㌫を超える激しい人口減少に見舞われたところもあっ

⑤ 職・住一体化のニュータウンの誘致を図り、住宅の供給と雇用
の推進

た。さらに、このような現象は全国的に進行したから、政府は四五
(

年四月、「過疎地域対策緊急措置法」 五五年までの時限立法）を制
の対策として、生活環境におけるナショナル・ミニマムを確保しつ

盤の整備におかれたから、勢いその施策は総合的にならざるを得ず、

過疎への対応策は生活環境における最低限度の条件確保と産業基

というものであった。

つ、開発可能な地域には産業基盤等を整備することにより、人口の

郡山においても計画の目標はかなり総花的である。

定公布した。同法では、「人口の減少が進行中の地域に対し、緊急

過度の減少を防ぐとともに、地域社会の崩壊及び市町村財政の破綻

たから、過疎法による過疎地としての規定、同期間に一〇㌫以上の

郡山町の人口減少率は、当初の五年間で見れば、九・一㌫であっ

が、ユニークなのは（５）広域市町村圏の位置づけであろう。これ

（４）教育の振興、（５）広域市町村圏の位置づけの五項目である

（１）交通通信体制の整備、（２）産業振興、（３）住民の福祉向上、

このような目標を実現するために準備された具体的な基本施策は

減少からすれば、取りたてて大きな減少ではなかったが、集落単位

までも、産業振興を考える場合、鹿児島市近郊に位置することを意

を防止すること」を目的にしていた。

で見れば、「地域社会の崩壊」を思わせるような事態が進行してい

い静かな自然環境のもとに中核都市鹿児島市の近郊としてのニュー

識して都市近郊農業の発展を志向することはあったが、「公害のな

本町が過疎地域振興計画を作成したのは四六年五月であった。四

タウンと観光的週末休養地として位置づける」と、一層広域の中に

たといえよう。
五年に策定した『郡山町振興計画』の基本構想にもとづいて過疎地
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本町を位置づける姿勢を強化したのである。
３ 安定成長期以降の動向

世界的資本の移動拠点化であったから、管理中枢的機能を担う専門

的従事者への需要であった。また、経済のサービス化による専門的・

技術的労働力へのそれであったから、地域経済に及ぼす影響は高度

による省エネルギー・省力化などの徹底した合理化投資によって国

分裂した。とくに、五五年代に入ると、同成長分野はＭＥ機器導入

電気機械工業に代表される組み立て加工型工業などの成長業種とに

門は、鉄鋼、造船、石油化学などのいわゆる構造不況業種と自動車、

業を主軸にする経済にしてみれば、輸入品価格の低下による脅威に

進出見合せなどとして現れた。あるいは、本県や、本町のように農

となった機械の廃棄や企業の倒産に至る事態や、石川島播磨重工の

の減退と相まって奄美の地場産業である紬の需要不振をうみ、過剰

本県においても、高度成長の終息による景気の低迷が、和装需要

成長期のそれとは異にするものであった。それゆえ、農村地域から

際競争力を強化し、主としてアメリカ市場を中心に輸出ドライブを

さらされることになった。加えて、アメリカの貿易赤字を農産物な

高度成長の終息は単に成長率の低下に留まらなかった。それはわ

かけたから、ジャパンバッシングに象徴される日米貿易摩擦を激化

どの輸出によってカバーしようとする動きが強まり農産物輸入の自

の労働力の大量流出という事態を惹き起こすものではなかったといっ

させた。その結果、いわゆるプラザ合意が形成され、円高が急速に

由化圧力が強化される結果になったから、全体としての経済成長の

が国経済に構造的な転換を迫ることになり、俗に、重厚長大型から

進んだ。六〇年には一ドル二四五円であったものが六二年には一五

鈍化による農産物需要の低迷に加えて、直接的な影響が現われた。

てよい。

〇円にまで上昇している。また、このような円高の進行と貿易摩擦

たとえば、昭和五九年の畜産・果樹の自由化のもとで農産物価格は

軽薄短小型への転換と称された。高度成長を主導した重化学工業部

の激化はわが国経済の一層のグローバル化を推し進めることになっ

本町を取り巻く経済環境のこのような変化は、すでにＵターン・

低迷を余儀なくされた。また、バブル期にはゴルフ場開発や不動産

の高い商品である土地・株式・為替にシフトした。いわゆるバブルの

Ｊターンとして話題となった流出人口の還流（絶対数のピークは四

た。自動車・電気機械工業部門の国内工場の閉鎖・縮小と雇用調整、

発生である。国内における製造業関連投資は、なお、自動車や電気

七年）を一層顕在化させ、人口流出にも歯止めがかかり、人口は二

投機の横行を生み出した。

機械・電子機械部門を中心に主として東京圏で活発であったから、

四年以降増加に転じた。その人口増加の地域特性に本町のベッドタ

海外進出が進められた。かくして、余剰資金は物づくりから投機性

再び大都市圏での労働力需要を生み出し、労働力の吸引が行われる

、

ウンとしての性格が出ている。

人口の増減を都市計画地域とそれ以外とに分けてみると表６―

に至った。しかしながら、そこで必要とされた労働力の質は展開す
るＭＥ関連の雇用の増大であり、東京の「世界都市」化にともなう

13
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市計画地域が三六八増加したのに、それ以外では一五減であった。

それ以外の地域で二一九人減少したことの結果である。世帯数も都

口の増加は、都市計画地域が八四一人の増加であったのに対して、

女子が三二七人であった。世帯数は三五三世帯の増加であった。人

五〇年から六〇年までに人口は六二二人増加し、男子が二九五人、

花尾、常盤、大谷地区の人口は微減若しくは横ばいという状態にあっ

るが、それ以外の地域ではほぼ横ばいであったことの結果であった。

地区だけである。南方地区の場合都市計画地域の人口は増加してい

の多かった地域であった。それ以外に人口が増加した地域は、南方

郡山地区は全域が都市計画地域に指定されており、最も人口増加

たが、それぞれの地域内をみると、都市計画地域以外では人口が減

少したのであった。本町における住宅団地開発が比較的鹿児島市に

近い郡山、南方地区においてすすめられ、そこには家族単位の流入

があって、世帯数の増加を惹き起こしているものと思われる。鹿児

島市のベッドタウン化が進行していると見てよく、そのことは、逆

に通勤による昼間の域外流動として結果することにもなった。
政策転換

高度成長が終って周りを見渡してみると、経済社会の情勢は大き

く様変わりしていた。この間の変化を昭和五三年の『鹿児島県総合

計画』は次のように把握している。「大都市地域では、人口、産業

の集中により過密の弊害が顕在化した反面、地方圏では、若年層の

流出により地域の活力と魅力が失われ、過疎問題が深刻化した」。
(

)

しかし 高度成長は 「結果として地方分散のメカニズムをはぐくみ、

人口、産業の地方への分散、地方都市での集積の兆しが現れはじめ

てきた」、「このような動きを踏まえて、国はそれぞれの地域につい

て、自然的・社会的・歴史的条件に沿って居住環境を総合的、計画

的に整備しようとする定住構想を国土政策の基本」に置いたという。

五一年の「第三次全国総合開発計画」である。

本町に於いても、五四年には、「国・県及び広域市町村県の諸計
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脱却と公債依存率の引き下げをスローガンに、節減・合理化と財源

経済運営を彩った行政改革がそれである。特例公債依存体質からの

定している。そこでは、計画の時代背景として、「人口は近年減少

の重点配分が標榜され、昭和六〇年には自治省から地方行革大綱が

画、施策との整合性を保つよう配慮し」つつ「郡山町振興計画」を策
が鈍化し、県立甲陵高校の設置にともない住宅団地の建設がはじま
示された。

本町でも、これらを受けて地方行革推進のための行革推進本部が

り、今後人口は増加するもの」とされる一方で、「人口の高齢化が顕
在化し・・・・、非過疎市町村との格差はなお解消されず、財政力

基幹作物である米に加えて、都市近郊の性格から園芸・畜産を重点

備を第一義的に追及するとした。産業振興にあたっても従来からの

の労働力供給町としての性格が強まっているので交通通信体系の整

ゆえ、「活気あふれる明るく豊かな郡山」を作るに当り、鹿児島市へ

たり、各種団体への補助をカットしたりすることが行われたが、実

組んだ。さらに、これらの直接的な行政改革と並び補助金を見直し

きるようにＯＡ化を勧め、人減らしによる人件費の抑制などに取り

電話交換のパート化などのほか、さらに多くの業務を民間に委託で

ごみ収集の業務や学校給食運送業務などを民間に委託することや、

設置され、そのために委員会が置かれて取り組みが始まった。

産業に据える一方で、先に触れた就業機会の不足を補うために、大

際にはなかなか削除できずに終わったようである。

は脆弱であり、町民の就業機会も乏しい」との認識を示した。それ

規模な工場誘致の条件はない 土地と水 としながらも、多量に水

(

)

を使わず、公害のない雇用型工場の誘致をはかることを重要課題に

ある。平成二年（一九九〇）に過疎地域活性化振興特別措置法の指

この期の振興の考え方を示す「自立自興」が登場するのがこの年で

の傾向が強まる中、ふるさと創生事業「自ら考え自ら行う地域づく

生させた。同時に、第四次全国総合計画が策定され、東京一極集中

昭和六三年の国による積極財政への転換は、いわゆるバブルを発

４ 平成不況期

定要件から外れたように、「郡山町の発展の兆しが見えた」として

り事業」がスタートする。

据えた。

町の発展は町民自らの手で図ることとされ、その手法としての住民
なお、この「自立自興」を促す背景には、いわゆる「地方の時代」

わせた。生活バブルであった。これは、いわゆる土地神話にも支え

し、値段の高いものから売れるという珍現象が発生し、新聞をにぎ

内需拡大を合言葉に、かってなかった活況が訪れた。消費も拡大

と表現された思潮の変化があった。これは本県においてはサンライ

られて、日本人の生き方が変わったのではないかと思えるほどのバ

との話し合いが強調された。

フ運動や農村振興運動の実践として具体化された。しかし他方で、

ブル状態が現出した。

バブル期に膨れ上がった信用の急収縮が起こり、株価や土地価格

この五五年以降に顕著となった「地方の時代」には、財政困難によ
り国からの援助が期待できないという客観的な状況があった。国の

516

の変化はむしろこの時期に

しかしながら、本町の外観

しくは低下すらしている。

長をマクロで見ると停滞若

述のように、本町の経済成

とに奇妙な感じがする。後

の状態を観察すると、まこ

況を前提にこの時期の本町

このような日本経済の状

平成不況期の本町経済への影響

である。

局面が長期化し、設備投資は停滞した。一〇年を超える不況の継続

としてあらわれたのである。同時に、実物経済面における生産調整

期に本町の場合も百十億円から百七十億円へと六十億円の増加を見

は四兆四千億円から五兆四千億円に十年間で一兆円増加した。同時

う特徴をもっている。長期不況化にあっても県内総生産は絶対額で

イナスの幅が大きいという特徴が見られた。振幅の幅が大きいとい

率を高め、九四年には突出した成長を記録した。④二〇〇二年のマ

れに比し振幅が大きい。②マイナス成長がある。③九二年から成長

以降はとうとうマイナスに転じた。本町での動向を見ると①県のそ

の経済成長率は、おおよその傾向は県のそれに近いが、二〇〇〇年

一進一退を繰り返しながら平成一三年にはマイナスに転じた。本町

には二㌫台になり、その後低下して平成七年には○・八㌫になり、

る平成三年には、県の成長率はまだ四㌫台にあった。九〇年代前半

名目）を見たものであるが、それによれば、バブル期の余韻が残

成長率は急速に低下した。図６―３は県ならびに本町の経済成長率

この様な見かけ上の変貌にもかかわらず、バブル崩壊により経済

建設、また賦合公営住宅の新設・建替えなど、各種事業が展開され

現出しているのであり、一

た。しかし、県の場合には平成一三年（二〇〇一）にマイナス成長

の急落、いわゆる金融恐慌が発生した。日本長期信用銀行、北海道

見不況とは無縁の経済運営

になるまで、低い成長率ではあったがプラス成長をつづけたのに対

て、町の外貌は一変する。

が見られたのではないかと

し、本町は平成七～九年の三年間にマイナス成長を記録した。

拓殖銀行、山一證券の倒産などなど、不良債権の処理が当面の課題

さえ思われる。

最も特異なのは平成五・六年の動きで、実に三一・四㌫の成長で

小さく、それだけ動きが極端に成るということは避けられない。

経済の規模が県では四～五兆円であるのに比べ本町は百億円台と

(

詳しくは後段で見るが、
この時期、先のふるさと創
生事業による「八重山公園

ある。この年、前年の総生産額百二十四億円が百六十三億円に、実

に三十九億円の増加であった。この三十九億円の増加は、第一次産

事業」をはじめ、西俣工業

団地の完成や総合運動場の
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億円、それに第三次産業の五・九億円

ら、多目的陸上競技場、多目的広場、テニスコート、グランドゴル

同公園の設立目的は「人・物・情報三つの拠点づくり」にあったか

期事業分は「まちづくり特別対策事業」で賄われた。

の増加の総和である。八割が第二次産

フ、児童公園、いこいの森、ジョギングコース、駐車場などと総合

業の一・四億円と第二次産業の三十四

業によって生み出された。

題は高齢化の進行、あるいは、人口は

このような特殊事情を除いて、政策課

事業費の増大が、反映したものである。

た「八・六水害」からの復興に関わる

すでに民間企業による温泉掘削事業が推進されていた。 この施設

に着手している。 本町には、温泉の湧出があちこちで確認され、

図された。九年には健康増進対策の推進のため保健センターの建設

を掘削し、町民の健康増進の施設としての機能を強化することが企

平成八年度には体育館などの着手と共に、総合運動公園内に温泉

的機能を持つように計画された。

増加するが、働き場がないことに対応

は平成一〇年温泉施設建設の着手に結果した。

ここには、一〇〇年に一度といわれ

して、交流型地域社会の創造に力点が

)

平成九年五月、町制施行四〇周年記念式典とかねて総合運動公園

(

移った。

とになった大規模プロジェクトが取り

この時期の町の動きを特徴付けるこ

公園オープン記念事業＝サッカー招待試合が行われ池山町長が始蹴

舞道部による太鼓や踊りの披露などがあった。午後から、総合運動

本町出身者の紹介、花束贈呈などがあり、また、神村学園高校の鼓

の落成式が挙行された。オープニングセレモニーでは招待チームや

組まれた。

式を行った。

特徴ある政策

（１）総合運動公園
)

招待試合には九州高校サッカーの名門東福岡、国見高校のほか、

(

平成五年 一九九三 に、東俣に総合

八年度の温泉掘削から始まった温泉活用型施設が一二年七月に竣

地元からは鹿児島実業、鹿屋体育大学、鹿児島高等専門学校などが

実施設計を終え、平成六年一〇月には

工した。同時にオープンされ、総合運動公園の陣容が整った。それ

運動公園を建設する事業が開始された。

起工式が行われた。総額三六億五九〇

に先立って、総合運動公園と温泉活用型施設の名前が「スポランド

招待された。

〇万円に上る事業費は、一期分が「ふ

郡山」、人々がスポーツレクリエーションを通じて交流するゾーン

同年度内に総合運動公園の用地買収、

るさとづくり事業」、また、二期、三
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の総称・「スパランド裸・楽・良」スポーツ交流基地の核、心と体

たすことになったが、同時に、造成工事が郡山町造成工事共同企業

さらには調整池工事（第二工区）が南生・片平建設工事共同事業体

体に、調整池工事（第一工区）は鮎川・石嶽建設工事共同事業体に、

総合運動公園の多目的陸上競技場は、町内大運動会をはじめ各種

に発注されるなど地元企業を基本に実施されたから、その当初から

のリフレッシュゾーンに決まった。
競技会の開催場所として有効に活用され、また、多目的広場は「ふ

町経済にとって大きな効果を発揮した。

よ

るさと祭り」の会場として、また、地元の新鮮な野菜が並んだら・
ら・ら良かもんまつりが開催されるなど、まちおこしに一役買って
つに健康で楽しく充実した人生づくり：「ら・ら・らカルチャース

ゼーションの進展が旧来の狭い道路など、いわゆるインフラ整備の

郡山地区は旧来からの中心市街地ではあったが、近年のモータリ

（２）郡山中央地区土地区画整理事業

クール」の開設がある。同スクールは平成一二年一一月から一二講座

遅れなどを嫌って、なかなか市街地としての発展が難しくなってい

いる。スパランドもまた多彩な催しに利用されてきたが、そのひと

がスタートした。平成一六年一〇月町報のららら告知板によれば、

た。ところが、平成五年の「八・六水害」によって手痛い被害を受

町は地域の合意形成に関しては、平成六年八月から地域住民との

画作りが進められた。

あわせて、八・六の経験から、水害に強い市街地造りに留意する計

よって宅地の利用を進め、商業集積を作り出して市街地を形成する。

道路・公園・河川の改修などのインフラ整備、居住環境の改善に

ることとした。

けたので、土地区画整備を進めることで、商業地としての復活を図

の通りであった。

ら・ら・らカルチャー講座の開設状況は表６―
平成一四年三月、
スパランド前に「悠遊
館」がオープンした。
高齢者の交流や青少
年のふれあいの場と
して活用し、高齢者
の生きがい作りや社
会参加を促進する目

)

まちづくり案の検討を始めた。同年九月には、郡山麓 一三人 、

(

的で設立された。

)

り 委 員会 」を 発 足さ せ、 説 明会 や勉 強 会を 延べ 五 〇 回 を重 ね た

柿園（八人）、中福良（六人）、賦合 四人 の四地域に「まちづく

(

総合運動公園の建
設は、その目的の通

)

(

)

「郡山中央地区まちづくり連絡協議会」を設置した。同組織は九年一

カッコ内は委員数 。翌年八月には四地域代表 各二人 からなる

(

り、町民の交流の拠

点としての機能を果

(

月からは、土地区画整理審議会 メンバーは選挙で選ばれた八人と
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15

学識経験者二人、それに審議会の同意による委員三人の計一三人）
に移行した。
一方、平成六年度には国の基本計画承認を受け、翌七年三月、鹿
児島県都市計画地方審議会で郡山都市計画道路及び中央土地区画整
理事業区域が、決定・承認された。さらに翌年三月に、計画概要と
事業計画が県知事の許可を受けて決定され、事業に着手した。
この事業は、施行面積 四五・八㌶、当初の計画では施行期間の
予定は平成七年度から一六年度で、概算の総事業費は六七億六三〇
〇万円という大型プロジェクトであった。その後、平成一〇年三月
に、国との実施計画協議により施行期間や総事業費の見直しが行わ
れた結果、施行期間が九五（平成七）年から平成一六年の予定から、
平成二〇年に延長された。また、総事業費も六七億六三〇〇万円で
(

)

あったものが一一〇億円 補助基本額は五二億三〇〇万円 に増加
した。事業内容も公園種が四箇所から五箇所に増加するなどの変更
が行われた。
現時点での計画の内容を見ると、「区域内現在人口は八二七人
(

)

(

一八人／㌶ 、市街化率五一・八㌫、計画人口は一九六〇人 四三
)

人／㌶ 」である。また、「権利者の総数は三六六人、建物戸数は
(

)

(

)

二八七戸 五八九棟 で、うち要移転戸数は二八一戸 五七三棟 で、
移転率九七・三㌫」である。「平均減歩率は二七・六㌫で、保留地
面積が一九九三〇平方㍍、主な公共施設として、都市計画道路四本、
三七三一㍍、区画道路等八七一七㍍、公園五箇所、緑地六箇所の一
七五九三平方㍍、関連事業として、県が国道・河川整備事業を併行
している」とある。
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一三㍍ 両歩道 へと拡幅され、ファミリーレストランやコンビニ

片歩道 から二〇㍍ 両歩道 に、県道幅員が七㍍ 歩道なし から

三四・七㌫である。いずれにしても、同地域は、国道幅員が一三㍍

その進捗率は、一六年度末現在、事業ベースで四一㌫、建物移転が

このようにして、大掛かりな区画整理事業が実施されているが、

東秀（永山、湯屋、宇都、有島）東俣（西上、西下、白石 、川田

久保山上、久保山下、向江谷 、大宮（大平、宮脇、大下、丸山 、

賦合（賦合 、油須木（油須木 、厚地（峠、茄子田、岩戸 、花尾

和、坪久田、中福良 、柿園（上園、柿木平 、郡山麓（郡山、馬場 、

俣上、西俣中、西俣下 、有屋田（有屋田上、有屋田下 、甲突（清

大浦（大浦上、大浦中、大浦下 、常盤（上常盤、小浦 、西俣（西

) )

エンスストア、スーパーマーケットにマンションなどが計画的に配

川田上、川田中、川田下 。

)

備された市街地に姿を変える途上にある。

)

)

)

)

(

) (

(

)

(

)

)

)

)

(

) )

)

)

(

)

(

人々は早く昭和三五年には「農民祭」 第一〇回に当る昭和四六
)

年から「町民祭」に改称 を開催し、三七年からは八重山を舞台に

ハイキング・夏祭りなどを毎年実施してきた。このような継続する

（３）まちづくり事業
むら・まちづくりあるいはまち興しは、自らの地域の置かれた客

力が、平成二年以降になって町行政を中心に各種事業として取り組

おこ

観的条件にいわば受身で対応するという営みから生まれるという場

一方では、平成二年一〇月に発足した町特産品協会のように、町

まれたものと、住民の自主的な活動とが分かちがたく結びついて一

長の過程で過疎が本格的に展開する中で、住民生活の視点からも、

の観光・特産品の発展を図る、産業としてのまちづくりを生み出し、

合がある。本町における受身に見えるできごととして、昭和四四年

行政の効率的運用の面からも改変が迫られた出来事であった。五二

他方では、平成六年七月の「魅力あるまちづくりシンポジュウム」

気に開花した。

あった集落が一九に統合された。集落は生活の基礎単位であり、運

に二五〇人が参加するという結果を生み出したように、不特定多数

に始められ四六年に終了した公民館の統合があった。これは高度成

動会であれ敬老会であれ、各種行事の基礎単位でもあったから、い

平成二年七月、大平の老人クラブが中心となって「花尾瓢箪村」

の住民参加型のまちづくりを生み出した。

大事であった。それが大きなトラブルも無く短期間に実行された背

を開村した。瓢箪村の誕生には町の異業種交流振興会の「花尾イキ

わば人々のアイデンティティの拠って立つ基盤を改変するという重
景に、そこに住む人々の自発性や地域にかける期待がマグマとして
(

) )

ふるさと自慢に出店するなど、いずれも多用な活動を展開した。

つまいも館」との交流・連携し、花尾の瓢箪村は、むらづくり自慢・

が「里岳の餅が丘観光農園」を開園した。同園は、鹿児島市の「さ

イキ班」が深く関わっていた。翌年九月には、里岳地区老人クラブ
内は旧集落名

存在したことを抜きには語れない。
その結果は次の通りであった。

本岳（仕明、梨木野、大中、平、大東 、里岳（里岳上、里岳中、

里岳下）雪平（西雪元、東雪元、平原）、八重（上の丸、笹之段）、
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来の業務である都市計画の推進なども重要であったが、ここでは、

齢人口比率七㌫は三五年には超えていたの

もともと、高齢化社会の目安としての老

している。

むしろソフト面での行政のかかわりに注目しておきたい。平成二年

だから、高度成長期にも高齢化は進んでい

住民参加型のまちづくりに果たした行政の役割も大きかった。本

の「町観光レクリエーション基本構想」の策定 「自ら考え自ら行

た。実際、表６―

会」を地域公民館で実施して町長と住民との直接対話を実現し、ま

の策定を皮切りに、平成七年には、「ひと・水・わくわく地域懇談

年には二四㌫、四人に一人は高齢者という

を超えた。その後も上昇を続け、平成一二

人口比率は上昇し、昭和四五年には一〇㌫

(

に見るように漸次老齢

う地域づくり事業」や「水から考え水から行う地域づくり事業」）

た、八年以降は、地域の各種団体や同好会・スポーツクラブとの懇

従属人口と老齢化指

社会になった。 表

一方、従属人口指数を見ると、三五年の

(

郡山町地域活性化推進協議会「わくわくネット郡山」が設置された。

九〇・四㌫から低下して五五年には五二・

)

平成一三年には、概ね二〇年後の郡山像を描く「都市計画マスター

六㌫になった。この間人口流出も進んで、

数の推移

プランづくり」に着手して、翌年一一月に「まちづくりアンケート」

生産年齢人口も減少する中で、老齢人口は

増加したものの、幼年人口が激減して、従

指摘された高齢化の問題は、年を経るごとに深刻化した。総人口の

脱却したといえる。しかし、同時に、昭和五四年の長期振興計画で

は僅かながら増加したから、町総体としては過疎地域の要件からは

深刻になるにつれて、重点は移行したといってよい。実際、総人口

過疎問題の解決が政策課題から退いたわけではないが、高齢化が

も減少することになり、（出生率には大き

産年齢人口は一層減少し、その結果出生数

た。この年齢層が域外流出するに及び、生

り、その後の水準とは段階をことにしてい

を構成したから、絶対数では三千人台にあ

までは、戦後ベビーブームがまだ幼年人口

属人口指数は低下したのであった。四〇年

増加に高齢化が寄与するという、まことに奇妙な社会現象が生じて

と半減した。この間、老齢人口は増加した

な変化がなくとも）五五年には一六五三人

高齢化問題に重点が移行

を実施した。

「町長と語る日」が毎月一回設けられた。この延長上に、一一年、

談を進めて、その意向を把握することに努めた。同様の趣旨で、

16

16

いた。
町は、昭和六三年に町報№ 号で「高齢化社会を考える」を特集
289
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のだが、幼年人口の減少を埋め合わ
せるには至らず、従属人口の減少に

増の結果であるから、本町の高齢化はかなり深刻なものになった。

層の流出の停滞が重なって幼年人口

降昭和の末期まで、還流人口と若年

踏まえながら、それに本町がどのように対応しつつ、町経済の発展

これまで１から５を通じて、戦後の本町を取り巻く環境の変化を

町総合計画の描いた未来像と現実の姿

５ 郡山町経済の特徴

の絶対数は横ばいで推移したのだが、

を図ろうとしたかを述べた。

結果したのであった。昭和五〇年以

平成二年に入り、生産年齢人口の変
動が小さかったにも拘らず、幼年人
口は激減した。結婚年齢が上昇し、
未婚者の増大がある中で、いわゆる
少子化が急速に進んだことが原因で
あった。他方で老齢人口は絶対的に
増加し、七年にはとうとう幼年人口
を上回ってしまった。その結果、従
属人口指数は昭和五〇年代半ばに反
転して上昇し始め、平成一二年には
昭和四五年と同水準になった。
ところで、高齢化を示す指標としての老齢化指数を見ると、三五
年では、本町のそれは鹿児島県、全国のそれと同水準にあった。そ
の後の展開は、本町の老齢化指数の上昇が先行し、県とは五年、全
国と比較した場合は一〇年先行し、老齢人口が幼年人口の一・七倍
に達している。
生産年齢人口比、従属年齢指数が共に昭和四五年と平成一二年が

ほぼ同じ水準にあるが、その内容は幼令人口の半減、老齢人口の倍
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くのズレが見られた。この間は人口が漸増する傾向にあったから、

方向性に問題があったわけではないが、期待するほどの人口増加を

次に、本町経済の特徴を考える一端として、計画と現実を比較し
てみる。町が策定した各種「振興計画」書から、未来像として数量

人の予測をしているが、それとても「希望」に過ぎず、平成一六年

見ていない。第四次振興計画はそれまでの計画よりやや慎重に一万

次表はこの関連をまとめたものである。

でなお、八五一〇人に留まる結果となった。

化された、人口予測を中心に比較した。
まず、昭和三四年の新町建設計画書は、基準年の三〇年の人口
)

就業人口についてはどうだったか。予測は四三年が五一二一人、

(

これには嶽、有屋田集落が含まれていない 九三四三人をスター

六三年が五二〇〇人、平成一〇年には五八三〇人とされた。人口の

計画の成果を評価する必要は感じられるものの、あるいは、計画は

トとして、四三年の予測人口を一〇万四〇〇人と推定した。四〇年

第二次振興計画では、それぞれ七九〇〇人から一万〇二〇〇人と

仮に実現しなくとも、未来像を示してそれに向けて頑張る目標とい

将来予測に比し、よりシビアな未来像である。結果は四五年が四四

三八五七人から五二〇〇人へ、第三次振興計画の場合は八一三一人

う性格も持っているから、ただ、シビアに現実の前にひれ伏すとい

が一万〇四六〇人。また雇用計画に関しては労働人口を三〇年の五

が一万〇五〇〇人、四二六一人が五八三〇人に増加するものとされ

うわけにはいかないということであろうか。どのような将来予測を

八七人、平成二年が三七七五人、平成一二年が三九四八人であった。

た。第四次振興計画の予測は、人基準年人口は八三一七人でありこ

立てることが望ましいのかは地域住民の思い方に掛かっている。こ

二一〇人が四三年には五一二一人になるものと予測している。

れが平成一五年に一万人と予測したものの労働人口の指標は掲げら

うしたひとつの考え方なのか、第四次振興計画では、人口以外の予

測は数値としては示されなかった。

れなかった。
人口に関する予測と現実の関係は、新町建設計画の場合、予測年
実との間にはかなりのズレが生じた。計画の見通しも、漸次人口が

のかを概略知るために①産業別就業人口の推移 ②町民生産所得の

本町経済が、戦後六〇年の間に、どのような変化をたどってきた

経済構造の変遷

減少するものとされてはいたが、この時期の人口減少の程度はその

推移 ③労働力の流出入の推移の三項目について検討する。経済の

に先立つ四〇年に九一〇二人まで減少していたから、未来予測と現

予想をはるかに上回った。第二次振興の段階になると、人口増加が

姿を人の活動の結果として覗いてみようというわけである。

表６―

は国勢調査によって一五歳以上人口の労働力状態を見た

〈産業別就業構成の変化〉

予測され、一〇年間で約二三〇〇人増と見積もられた。確かに人口
は昭和四八年以降増加に転じてはいたのだが、実際は予想年の二年
後が八一一〇人で、予想よりも二〇〇〇人以上も少なかった。同様
に第三次振興計画も予想に比べ実際のほうが、やはり二〇〇〇人近

18
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でに回復してしまった。その後もずっと増加を続けている。これに

三五年から五〇年の一五年間に減少した人数が、次の五五年にはす

で減少した。その後は減少率よりやや高い割合で増加に転じている。

本町における一五歳以上人口は緩やかではあるが、昭和五〇年ま

力人口が減少することが、直ちに経済的な問題を生じさせるわけで

らいの比率になっている。勿論、一般的にいって、その社会の労働

労働力人口のほうはほぼ一貫して増加し、平成一二年では四対三く

グしているとはいえ、傾向的には減少している。それに対して、非

たまたまいま仕事についていない人＝失業者を加えたもの）ジグザ

らかの職業に現に就いている人＝就業者と働く意欲はあるのだが、

は出生と死亡、流出と流入というその地域の人間の増減を左右する

はない。これも一般的にいって、生産力の上昇があれば、より少な

ものである。

要因が働いているわけであるが、細かい説明を省けば、少子化と高

の比率や労働力人口の絶対数がストレートに問題を示すわけではな

い人数で多くの人を養うことが出来るからである。そうでなければ、

仮に、
若年労働力がほとんど流出してしまうようなことが続けば、

い。さらに一五歳以上人口の数が少ない昭和五〇年までの時期のほ

齢化に結果するような事情が働いて、期間を通じて自然増が若干な

その地域社会に若者がいなくなり、その結果子供も生まれないなど

うが、その後の人口が増えた時期よりも労働力人口が多いのである。

いわば、それ以前の社会では、働くことを強制される年齢層が、学

という極端な場合も考えられなくもない。さらには、今日問題になっ

もうひとつ、労働力人口の内部での変化が注目される。労働力人口

りともあったと見ることが出来るから、昭和五〇年までの一五歳以

ているいわゆる出生率の低下による少子化が極端に進めば、人口の

のうち、実際に働いているものは三五年以降絶対数で減少し、五〇

生などとして、一方的に寄食する時代を過ごすことは許されないこ

絶対減が起きるわけであるから、そのことも考慮しないわけにはい

年には三五年と比べると、一一〇〇人余も減少し、四分の三程度に

上人口の減少は社会的な移動を主因にして惹き起こされていたもの

かない場合もあるが、いずれにしても、少子化の影響で一五歳以上

なった。その後増加したものの、増加傾向が維持されたわけではな

とになる。その意味では、社会における労動力人口と非労働力人口

人口が絶対的に減少するにはかなり長い時間を要するから、この期

く、傾向的には減少がつづいた。その一方で、労働力人口のうち実

である。

間には一応考慮しなくてよい。それゆえ、一五歳以上の人口の増減

ての働く意欲のあるものは何らかの就業につくものであるという状

際に働いているものの比率は昭和三五年ごろの九九・六㌫、殆ど総

次に、この人たちが何らかの職業について働いているかそれとも

態から、少しずつではあるが失業者が増加している。働く意思を持

は、主として社会的な移動のあり方に関わっているといえよう。
働いていないかを基準に見ると、勿論労働力人口のほうが多い。い

つものが、その近傍に希望する職種や労働条件の仕事の機会がなかっ

たり、仮にあったとしてもその絶対量が希望者の量よりも少ないな

ずれの社会にあっても、人は働いて生きることからは基本的に逃れ

られないものだと考えてよい。ところが、労働力人口は（実際に何
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地域社会の経済問題といわざるを得ない。大雑把に言って、四五年

どの事情で、生じていることが考えられるから、この場合は、その

失業者を顕在化させてしまう構造が形成されたことが窺えるように

時に、その両期間を通じて、本町の産業構造が大きく変化し、潜在

況がその事態を深刻化させ、かつ顕在化させたものと思われる。同

町の労働力人口が減少して非労働力人口が増加したり、就業者数

～五〇年ごろ、人口の急激な流出期には失業率は上昇せず、逆に五
年には五㌫近くにまで達した。人口流出がとまり、還流人口を迎え

が減少して、失業者が増加するなどの現象が起きる原因は複雑であ

思われる。

入れることになった時期には、いまだ本町の産業はその受け皿を準

る。まず、前者の原因を図５を手がかりに尋ねてみよう、同図には

五年以降、とりわけ平成に入ってから、失業率が上昇し、平成一二

備できなかったことを想像させるとともに、平成に入っての長期不

男女別に見た労働力率の推移を示した。労働力率が急速に低下して

いることがわかる。特に女性のそれが急速である。男性もすでに二

人に一人しか働いていない状態に近づいているが、女性がそれをも

下回るに至ったことが、全体として働いているものの割合を下げて

しまった。したがって、仮に一五歳以上人口が増加したとしても、

労働力人口は減少するわけである。労働力率を低下させるひとつの

要因として、進学率の上昇が考えられる。また、高齢化にともなう
なか

事実上のリタイヤもそのひとつであろう。さらに加えて、時代の考

え方、中でも、女性の就労に関する意識の問題がある。進学率の上

昇や高齢化は比率を低下するよう働き、就労意識の変化はどちらか

といえばそれを上昇させる方向で働いた。

高齢化によるリタイヤや就業意識の変化を動かす人々のありよう

を検討

は、職業に関する選考のあり方と深く結びついている。そこで、こ

のような事態を生み出した事情を見るために、再び表６―
する。
〈就業者数の推移〉

就業者数の推移は男性の場合、
昭和五〇年まで緩やかに減少した。
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に転じた。一方女子の場合には、三五年から五〇年にかけての減り

以降はほぼ同じ水準にあった。しかし、平成一二年にかけ再び減少

その後五五年にかけて三五年を超えるところまで増加したが、それ

などによる引揚者が当面農業者として生きていたことを示すもので

でに指摘した、焦土と化した都市からの帰村人口と海外からの復員

から、やや詳細にその動向を見よう。戦後の急激な就業者増は、す

ていたから、そこには農業を基幹とする郡山経済が確かにあったの

あった。その後、この膨張した従業者は、多様な経路を通じて、農

まず、おおよその検討をつけるために、クラーク・ペティ法則を

だが、もはや農業を基幹産業とするとはいいがたいものに変化した。

方が男性よりも激しく、三五～四四年代を通じて絶対数では男性を

確認しよう。経済の発展とともに、第一次産業人口が減少し、第二

このような大変化は昭和五〇年まで二〇㌫を超える減少を続け、そ

外に排出されて急減した。すなわち、昭和三五年の三八八四人が平

次産業人口が増加する。しかる後に第三次産業人口がさらに第二次

の後一〇年間は減少率が若干緩やかになったものの、昭和五五年ご

上回っていたものが、昭和五〇年には逆転し、それ以降は男性との

産業人口を凌駕していくというものである。クラーク・ペティの法

ろからはさらにその速度を速めて、五〇パーセントを超える減少率

成一二年には三九六人になった。その減少率は実に九割に達する。

則の意味するところは、地域外との流出入をともないつつ、第一次

を示したことで実現した。当初は農業・農村の過剰人口の排出とい

差を拡大して平成一二年の男女比は一対○・七五になった。ちなみ

産業従事者が、経済の発展とともに進展する産業構造の変化に対応

う、健全な性格を含みつつ、域外労働力需要に対応する形で労働力

農業就業者は全就業者の一割に過ぎないものになった。三五年ごろ

して、転職するということにある。一方、第一次産業の生産性が上

の減少が進行した。しかし、昭和五五年以降は、就業者に占める農

に昭和三五年ではそれは一対一・一で女性のほうが多かったのであ

昇する。さらには、経済の発展と共に生活水準の向上による対個人

業者の割合は三割を割っており、労働力の農業からの離脱が農業の

には、郡山の就業構造はその全就業者の七八㌫が農業者で占められ

サービスの展開と、第二次産業を支える企業群に対する対事業所サ

解体と共に進行した姿が示されている。

る。

ービス需要の増大がいわゆる経済のサービス化を引き起こして、第
この点では、本町の推移はやや特異な展開を示している。確かに、

〇年以後男子の減少が緩やかになったのに比し、女性のほうがさら

が多いことを除けば、昭和五〇年までほぼパラレルに減少した。五

本町における農業からの離脱の過程は、絶対数こそ当初から女性

第一次産業人口は昭和三五年代以降激減し、平成に入って、第二次

に急激な減少をしたから、絶対数においても平成に入って同じ水準

三次産業従事者を増大させていくということが想定された。

産業人口がこれを上回った。しかし、第二次産業人口は一貫して少

になった。総数を減少させつつもなお女性の就業者数がかなり男性

に比べて多かったから、いわゆる三ちゃん農業の姿があったように

なく、一度として第三次産業人口を超えたことがなかった。
本町の場合、第一次産業従事者はその殆どが農業従事者であった
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せば、西俣の昭和五〇年創業のアサヒ物産株式会社の場合は、食肉

)

の製造加工販売を業としており、平成一三年の従業員数九三人中男

思われるが、平成に入ってからは、もう老齢農業と称することにも
無理がある。ただ、後に触れるように、ごく少数ではあるが、本町

せとぐちでは全従業員四八人のうち女性は二二人の正社員とパート

性が三一人、女性が三五人で、そのほかに女性によるパートが二七

老齢リタイア農業者を除く転職者の受け皿はどのようなものであっ

一一人で七〇㌫に達する。パートを含む従業員の女性比率が高い職

農業の特性を形成する、若年層に担われた農業従事の姿が浮かび上

たのだろうか。再び、同表にかえると、第二次産業での就業者数は

場があるがゆえに、生じたものであり、進出企業がすべて女性労働

人だという。また、南九州一を誇る仏壇メーカー、郡山の株式会社

三五年には二六三人（五・三㌫）に過ぎなかった。第三次産業は同

力向けの企業であったわけではないが、その就業の形態を含めて女

がることにもなった。

時期に、七七四人（一五・六㌫）であった。それが、平成一二年に

性の職場進出の機会が増大したことに間違いはない。

)

男子の場合、昭和二〇年代には製造業が主たる就業先で、建設業

はそれぞれ、一二九二人（三二・七㌫ 、二二五四人（五七・一㌫
になった。構成比から言えば、就業構造の近代化が進んだといえよ

はその半分程度であったが、その後は一貫して建設業従業者数が多

次に第三次産業の動向に触れよう。ここでも男女ともに従業者数

う。第二次産業では製造業と建設業がほぼ期間を通じて二分する形
造業従事者を凌駕するが、昭和六〇年頃からは、行革・財政再建の

を増加させていることは先に見たとおりであるが、女子の増加率が

く、女性の場合には、常に製造業が建設業のそれを上回った。

中で公共事業の見直しが進む一方、本町での企業誘致が漸次実効を

男性のそれを上回ったので、平成一二年には殆ど変わらないところ

であった。四五年から六〇年ごろまでは建設業の伸びが大きく、製

挙げて製造業が進展したことなどから、再び製造業の従業者数が上

ところで、男性の職場としての第三次産業はサービス業、卸小売

まできた。特に男性の場合には、平成に入ってからはほとんどその

年ごろまでは男女の差は大きかったが、その後男女ともに従業者数

業が双璧であり、それに運輸業が続く。女性との対比で言えば、前

回った。ところで、この動きを性別に観察すると、製造業と建設業

は伸びたが、女性の伸びの方が大きかったので、その差は縮小し、

二者が中心であることに変わりがないが、それぞれに男性より女性

数に変化がない中で、ひとり女性のみが増加を続けたことがその原

平成二年には女性の従業者数が男性のそれを上回るに至った。その

のほうが集中度が高く、女性の場合にはほぼこの二業種に就業の場

の合計を比較すると、男子が二倍以上になる。しかもその差は少し

後再び男性のほうが多くなったものの、その差は僅かなものに留まっ

が限られている。他方の男性では、公務員の比重が高いという特徴

因となった。

ている。こうした動きを、製造業の雇用者増を体現した誘致企業を

が見られた。

ずつではあるが拡大してきた。これを製造業に限ってみると、四五

中心とする本町主要企業の男女別雇用の様相としてかいつまんで示
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双璧をなす両業主で見れば、近年卸小売業での従業者数は停滞若
しくは減少しているのであるが、サービス業が男女共に伸びて、こ

低下、五五年ころになるとほぼ横ばいとなった。再び所得は増加す

るが、平成九年をピークに絶対額での減少が始まった。

と額では低く、率では高いという結果になった。実のところ本町の

このような推移は、一人当り町民所得を見ると一層顕著なものが

本町経済の特徴を所得面から考えてみよう。高度成長末には日本

所得は県と比べ、額においては常に下回っていた。昭和四五～七年

の間の第三次産業の伸びを支えた格好である。都市計画事業などの

全体でかなりの所得の増加を実現した。本県の春闘の妥結状況は昭

頃には本町町民所得は、県民所得の八二～八三パーセントであった

ある。四八年から四九年にかけて、名目で、一一万三千円あまり、

和三五～四四年代を通じ年々上昇し、賃上げ率は一〇㌫台とかなり

ものが、その後平成四年の九五・二㌫までその格差を縮小させ、そ

進展はあるものの、いわゆる商店街の形成力の弱い本町第三次産業

の高率であった。四八年には妥結額が遂に一万円を超え、さらに翌

れ以後は再び格差を拡大させ、平成一四年に八六・八㌫になった。

率にすれば二二・九㌫の増加を見た。このとき県民所得は額にして

年には二万三千円に達した。したがって、賃あげ率はきわめて大き

この間の本町産業構造の変化、具体的には、農業を中心とする構造

の姿が浮かび上がっている。

く、四六年には二〇㌫台に、そして最も高かった四九年には三六・

からの脱却、農業従事に典型的に展開していた自営業主、家族従業

一三万四千円、二二・四㌫であったから、本町の場合県と比較する

六㌫にもなった。勿論この時期は四八年の「物不足」に端を発した

者が雇用者へと就業上の地位を変化させたことなどが、そうした

町民所得の推移

パニックに示されたように、異常な価格上昇に見舞われた。ちり紙

ところで、町民所得は町内生産所得と町外純所得からなる。前者

結果を生んだと思われる。

暴騰した。同時に、電気やガスなどの公共料金も上昇したから、実

は町内での経済活動の結果が示されるのに対して、後者は町外での

から砂糖、灯油、洗剤に至るまで、消費生活に直結する商品価格が
質の所得の伸びは数字に示されたほどの意味はないが、それでも生

向を示すものとはなっていないが、高度成長期には賃金上昇を反映

経済活動の結果を反映したものとなる。この両者の関係は明瞭な傾

高度成長の終焉によって、賃金の伸びは一気に鈍化し、年々額、

して、町民所得の七〇㌫が町外からの所得であるという状態にあっ

活はかなり改善された。
率ともに低下し、賃上げ額も一万円を割り千円台に、また、賃上げ

るという結果をもたらした。

和五〇年代半ばには再びその比率を高めたが、平成不況下で低迷す

弱くなったこともあって、その比率は五〇㌫台にまで低下した。昭

た。その後、景気が低迷し所得が伸び悩む中、町外との結びつきが
である。それによれば、

率も三～四㌫と一桁台前半にまで落ち込んだ。
本町町民所得の推移を見たのが表６―

四八年から四九年への変化は八億五五〇〇万円、率にして、二三・

19

二㌫の増加であった。その翌年は八億三二〇〇万円、一八・三㌫に
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人の流出入から

本町経済の特徴を人の流出入という点から眺めてみよう。経済の

町民所得の増加は町内生産所得の上昇による面もあるが、その寄
与の度合いは町外純所得のほうが大きく、かつ、町外純所得の変動

いパイプが形成された。高度成長後にはこのルートは細くなりつつ

高度成長期に新規学卒者を中心に、農家の基幹的労働者も含めて本

次に、生産所得から見た本町経済の特徴を概観しよう。絶対額も

も、なお継続していたが（過疎の継続 、本町と県外他地域との人

が町民所得の増加の程度を左右してきたことが読み取れる。この間

さることながら、ここでは、所得を形成する産業分野の構成比に目

的交流の問題は別の機会に譲り、ここでは、主として県内で展開さ

町から若年層が大量流出したことはすでに述べたところである。そ

を向けよう。昭和四五～五〇年には、第一次産業から二二㌫、第二

れた人の交流のうち、公務員などの転勤を含む居住地の変更による

の町外純所得は、ほぼ賃金収入と見てよいから、収入面から見た本

次産業から四一㌫、後の三七㌫が第三次産業からという構成であっ

流出入の問題も然りながら、日々繰り返し行われる人的交流の一形

の流出先は、一般労働者は主として関西方面に、学卒労働力では中

た。最も大きかったのは建設業で、ここだけで四分の一を占めた。

態として、通学・通勤による町域を超えた流出入の問題を考えてみ

町経済の特徴のひとつは、鹿児島市への通勤に依存した経済である

そのほかではサービス業が一九・四㌫、農業が一七㌫で続き、製造

る。勿論そのほかに、日々の買い物を中心とする商圏の問題もある

学卒が関西、高校卒が東京その他に集中して流出し、人的交流の太

業は一割程度に過ぎなかった。その後短期的な増減はあるものの、

が、それも後段に譲る。

ということになる。

傾向としては第一次産業が三㌫前後に、第二次産業が三〇㌫半ば、

町民所得に占める雇用者報酬の割合を見ると、平成二年以降で見て

を占めた。町内での産業の変化が如実に示されている。さらには、

長して、建設業とほぼ同じ所得形成をして、サービス業に次ぐ位置

業であったことは言うまでもないが、金融不動産業が二割弱まで伸

位低下の結果であったし、第三次産業の増加を支えたのはサービス

心の所得構成になった。第一次産業の比重低下はもちろん農業の地

第三次産業が六〇㌫代前半にまで伸張した。かくして第三次産業中

児島市近郊であることの強調と、薩摩半島の中心に位置し、国道３

ていたことを先に見たところであった。繰り返し述べておけば、鹿

ある。そして、この点こそが本町における発展計画の核に据えられ

体系整備の問題がクリアされなければ、日常的な流出入は不可能で

町域を超えた流出入を可能にする条件として道路の問題と公共交通

の問題も無視できない。というのは、いずれの形態をとるにせよ、

までもなく通勤である。しかし、より広く交流圏を考えると、通学

さて、通勤・通学という流出入で、経済的に意味のあるのは言う

)

も、一〇㌫ほどの上昇があり、本町の経済が雇用賃労働関係の浸透

２８号線など、空港を含め一時間の時間距離の中に周辺を組み込む

交通体系の整備がその重点課題とされたのであった。

過程であったことを物語っている。この点では、県経済全体の賃労

働雇用関係の浸透度に比べても数㌫高くなっている。
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入の差は常に流出超過ではあるが、その絶対水準には大きな変化が

こと、増加率から見れば、流入者が四五年

は、流出入ともに時を追って増加している

他方で、通勤者の動向から明らかなこと

見られない。しかしながら、総人口に対して流出若しくは流入によ

の八五人から平成一二年の七七八人へと、

に流出入人口の推移を示した。それによれば、流出と流

り町域を越える人々の動きを示す流動率は確実に高まった。同比率

およそ九倍強になり、一方、流出は二倍に

表６―

は昭和四五年には二〇㌫であったが、平成一二年には四五㌫弱とな

出が流入の三倍を越える水準にある。その

なったに過ぎないから、流入の増加が急で

まず、通学者の動向を見ると、県立甲陵高校の設立が推移に大き

結果、通学流入の超過を通勤流出の超過が

り、ほぼ倍増した。すなわち、四五年の流動量は一六一一人であっ

な影響を与えている。同校の設立以前は、当然のことではあるが通

上回って、昼間人口が夜間人口の八五㌫程

あったといえようが、絶対数においては流

学流入はない。設立後の

に明らかで

度に留まったことは、表６―

学流出数は減少する。し

地元通学も生じたから通

学者が八〇〇人程度あり、

代）を通じて同校への通

さを示すと共に、町域を越えた「経済圏」

敵する水準にあり、町内の雇用機会の少な

用者から流入者を差し引いた雇用者数に匹

の殆どを雇用者と仮定してみると、本町雇

とりわけ、この通勤流出者の水準は、そ

ある。

かし、平成に入ると通学

の成立を、少なくとも労働力移動の面で確

次に、この流出入が作り出す「経済圏」、

流出数が増加し、通学流
る。平成一二年にはかな

に示した。最大の特徴は通勤・通学の流

「交流圏」を考えよう。この動きを表６―

る。

数が流出数を上回ってい

が、それでもなお、流入

りその数が近接するのだ

認できるものではないかと思われる。

20

入者数は減少に転じてい

昭和五五年以降（八〇年

動きはやや複雑である。

たが、平成一二年には三六七六人に上ったのである。

21

ることであった。この関係をそれぞれにつ

出入が鹿児島市との緊密な関係を持ってい

21
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(

であるから、殆ど鹿児島市からの流入者で占められていたといって

からであった。以下、吉田町から三・五㌫、伊集院町から二・四㌫

まず、通学圏であるが、平成二年の流入者の九〇・九㌫が鹿児島

たる通勤圏は鹿児島市と伊集院町に集中した形となっている。流入

干流出率を上昇させているが、二～三㌫程度を占めるにすぎず、主

を高めた。そのほかに、東市来町、川内市、入来町、吉田町など若

ここは平成二年の一二・六㌫から一三・二㌫、一五・六㌫へと比重

的拡散が見られた。しかしながら、なお、町域外通勤者の七割近く

よい。そして、この傾向は基本的に変わらなかった。すなわち、平

の場合は、通学圏とはやや異なり、むしろその集中度は小さかった。

いてやや仔細に観察してみよう。 他市町村との関係は平成二年以

成七年にも、鹿児島市からの流入率は九一・八㌫、一二年には若干

鹿児島市からの通勤者の比重は六割を割っており、伊集院町の比重

が同市への通勤者であった。同市に次ぐ通勤圏は伊集院町であり、

下がるが、それでも八八・三㌫が鹿児島市からの流入であった。次

が一七㌫と高かった。その他の市町村は二～三㌫に過ぎないものの、

前は把握できない）

位に吉田町、伊集院町が続く点も変わらない。ただ、この間吉田町、

いずれにしても、以上のことから明らかなことは、本町から見た

松元町や姶良町など一層その圏域は広がっていった。

らの流入者数は減少している。同期間に県立松陽高校と武岡台高校

場合の交流圏は鹿児島市との関係が著しく際立っており、商圏をも

伊集院町からの流入者の絶対数には変化がないものの、鹿児島市か
とが開設され、鹿児島市の入学定員が増加したことがその減少の一

考慮すれば、鹿児島市との合併を選択する客観的な条件が形成され

第五節 産業の動向と振興政策

ていたといえよう。

因である。
次に本町生徒の流出先であるが、平成二年には鹿児島市が七七・
六㌫であった。鹿児島市の占める割合は、七年は七二・六㌫、一二
年に七五・一㌫であったから、流入ほどの鹿児島市との関係はない
ものの、その集中度は高い。伊集院町、串木野市、入来町という隣

１ 農業の概況

(

昭和二〇年代の農業生産の実態を、
『新町建設計画書』「新町資料」

接市町村が次位に来るのだが、いずれもその割合は一桁のオーダー
にしつつ、鹿児島市との一体性の高い圏域を構成していたのである。

によってうかがい知れる限りにおいて述べれば次のような姿が浮

戦後の農業

町経済の特徴という点では、通勤圏がより重要である。ここでも

かんでくる。大雑把な言い方をすれば、地主的土地所有の制約から

であった。このように、本町の通学圏は本町立地の甲陵高校を基軸

同様に鹿児島市との深い関連がその特徴である。道路整備や交通体

解き放たれた「自由な」農家により担われ構成されるという点では、

大きな変化が予想できるとしても、なお、農業生産に関してみるな

系の整備が進展し、かつ、モータリゼーションの進展の結果、本県

居住者の鹿児島市への通勤は年を追ってその比重を低下させ、地域
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)

これら生産物はそ

あった。しかも、

藷が主力生産物で

ある。米麦及び甘

六㌫が普通作物で

したがって、七二・

四四六万二千円。

この合計は二億六

四六万円、果樹が五四万六千円、蔬菜四三二六万円となっており、

農業生産額は普通作物が一億九二一一万円、特用作物が二億八五

産動向が計上されていることであろう。同年が五〇反、六五石、そ

産量を伸ばしている。新しい動きとしては三一年からビール麦の生

収を増加させつつ、面積も拡大したので、昭和三一年まで順調に生

二七年の小麦収量は異常であり、誤記であろう）馬鈴薯だけが反

うことであろう。したがって、生産量の動向も基本的に変化はない。

たのに対し、馬鈴薯が少しずつではあるが面積を拡大しているとい

ことに違いはなかろう。この間の変化といえば、甘藷が若干減少し

の間の構成に変動があるが、基本的にこの両者が大半を占めていた

る。昭和三〇年から三二年の陸稲が異常に大きく出ているため、そ

次いで小麦の三〇㌫。しかし、稲と麦類がほぼ同じ面積を占めてい

まず、作付け面積であるが、水稲が全体の四〇㌫を占めて最大、

当時の作付け面積と生産量を図にして示した。

の七二㌫が自家消

の翌年は七〇反で四〇石の生産をあげたことになっている。

らば、戦前期農業・農村の姿を色濃く残したものといえようか。

費に当てられてお

わせるのは特用農

的農業の展開を思

消費である。商品

その八一㌫が自家

り、普通作物では

大麦では在来種、裸麦は白麦八号、改良膝八、紅梅が、小麦は農林

一号が四割であったが、順次岩手くるみが増えてきている。麦類は、

るぎばに取って代わられている。陸稲粳米は新葉冠が六割、農林一

農林一八号・瑞穂につるぎばがついでいたが、漸次農林四〇号がつ

占め、以下瑞穂が二〇パーセント程度ありこの両者で八割を占めた。

当時の米麦の主要品種は、水稲粳米では農林一八号がほぼ六割を

(

産物であったが、

六〇号、四五号に江島神力が主力品種であった。
(

特用作物が逆に八
販売に回されていた。 果樹は自家消費が六一㌫、三九㌫が販売に

で、反当り所要労働量は人力二三四三人、畜力二・二頭が必要とあ

い以下を含めても三五台、石油発動機が一ＨＰ以下を含めて一八台

主要農機具を見ると、電動機が三ＨＰ農家数と比べて極めて少な

向けられているが、町内での販売である。蔬菜も同様に約三割が販

るから、畜力人力に依存した農業の姿が浮かぶ。したがって、「田

二㌫が町外向けの

売にまわされている。これはその八六㌫が町外に販売された）
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とされている。

穫まで雇用する」

藷等の作付から収

は田植、収穫、甘

面積の大きな農家

る」とされ「経営

イ』が行われてい

等により大半『ユ

戚間または各班別

植時に於いては親

としても、子牛は販売に繋がるものであるから、一定の貨幣収入を

が一般的であった。しかしながら、役用牛としての飼育ではあった

労働力として、あるいはまた自給食糧として飼育していたというの

いは小さく、役用牛一頭と鶏四～五羽を飼育する農家が、あるいは

なものであった。それゆえ、畜産といっても、産業としての意味合

にアヒルなどの飼養があるが、戸数としてはいずれも少なくマイナー

準に過ぎす、一般的とは言いがたい。そのほかに緬羊や、山羊、兎

目的であろう。豚はこの段階では飼養農家割合は一割を前後する水

五羽くらいの庭先養鶏であった。鶏卵と何かのときの鶏肉が飼養の

されていた。勿論、企業型養鶏が行われていたわけではなく、平均

な農家の姿は、次

て。当時の一般的

次に畜産につい

『前掲書』三五頁

まっている。「畜産の郡山」に一歩踏みだした感があるが、後に畜

らには、まだ金額は少ないとはいえ乳牛が導入されて生乳販売が始

和三〇～三一年頃から豚や鶏の飼養等羽数が増加し始めており、さ

金額にして一千万円を超える生産額を生み出している。他方で、昭

もたらした。この期間に年間およそ五百頭ほどの子牛生産があり、

)

のようなものだっ

産業の柱の一つになる肉用牛の飼養はまだ動き出してはいない。逆

(

たであろう。先に

このような家畜飼養の一般化は飼料基盤の形成を問題化する。飼

に、兎やアヒルが飼養農家戸数、飼養羽数共に減らしてきており、

どの家でも一頭程度の飼育をしていたものであろう。実際、この頃

料作物栽培はほとんどの農家が実施しているが、レンゲ、麦、大豆

述べたように、機械化段階以前における稲麦と甘藷作を中心とする

の役用牛飼養農家は農家のほぼ七割を占め、平均的に見て一・二頭

を中心にコンモンベッチや青刈りエンバクなどを合わせて二一六一

商品化の浸透が予測される展開となっている。

程度。一年間の農業における牛の必要量は平均で二・二頭であった

反で行うと共に、大豆粕が一万一〇〇〇貫、養鶏飼料が一万〇六〇

本町農業にあっては、役用牛が重要な労働力を構成していたから、

から、一部牛の貸借を前提としていたに違いない。実際、豚や鶏な

〇貫などかなり部分購入飼料に依存していた。

減少傾向にあったものの、なお一〇〇戸ほどの養蚕農家が存在し

どとは違い、大型家畜の飼養は容易ではなかったから、多頭飼育は

考えにくかった。それに比べると、鶏はほぼ一〇〇㌫の農家で飼育
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面積は一反前後で、農家一戸当り総収繭量は八五〇〇貫位で、春繭、

して五二戸、二・七㌫になってしまう。養蚕農家一戸あたりの桑園

たが、四二年米の自給率達成により生産調整＝減反と農産物輸入自

生産額では全国第四位（昭和六三年 、農業所得は第六位に位置し

の核は畜産であった。「全国有数の畜産生産県になったが、農業粗

本県のこの時期の位置づけは、南の食糧供給基地であったが、そ

初秋繭、晩秋繭あわせて二百万円の収入であった。貴重な現金収入

由化の進展によって農業をめぐる情勢はきわめて悪化した。」

た。総農家に占める割合は七～八㌫、すでに昭和三二年には戸数に

源ではあったであろう。

)

遠隔な地である本県の場合、労働力供給地域としての性格を刻印さ

なインパクトを与えた。高度成長を主導した産業部門立地地域から

高度経済成長に象徴される資本主義の発展は、農業・農村に大き

本主義の発展の中でそこに組み込まれつつ形成された本町農業・農

在という本県農業の構造的脆弱性が際立つことになった。以下、資

業所得は全国でも下位に位置した。大量の零細農家、高齢農家の存

進、更には農村の過疎化がこれに拍車を掛けた。農家一戸あたり農

低成長期に入っても、農業の担い手不足や高齢化・婦女子化の高

れたことはすでに述べたところである。農家の基幹的労働力の流出

村のあり様を素描することとしたい。

資本主義の発展と農業

が農業・農村に変質を迫ることになったことについては後に見ると
おりである。

農地基盤を整備し農業の機械化を進めることにより「近代的農業」

そこで描かれた農業の近未来像は、農業構造改善事業を展開して、

調査によると農業世帯数が一四七七であったから、おおよそ一五〇

和二〇年一一月一〇日現在、新町資料 、また、昭和二二年の国勢

終戦直後、本町の農家戸数は一五一一戸であったとされる。 昭

(

「企業的農業」を実現するものとされた。本県では畑地灌漑による

〇程度であったものと思われる。当時の混乱からして正確に把握す

農家数の推移

基盤整備と牛馬耕から農業機械への転換、化学肥料の導入と農薬利

ることは難しかったらしく、二二年国調でも、全世帯の一三・六％

高度成長が本格化した昭和三六年六月、
農業基本法が制定された。

用などによる農業生産性の上昇がはかられた。

た。都市生活者の食品需要の多様化に対応する農業・農村像といえ

る事態の進行に対応して、米麦作からの転換を図るということであっ

提供すること（たとえば、食品加工業）と食生活の洋風化と称され

組み入れることであり、同時に、都市工業に良質安価な工業原料を

農業近代化とは、言ってみれば、都市工業の生産物市場に農村を

三三年には農家世帯数が一九八四に上った。 前掲資料 。

集落の町への編入などによって農家戸数は三五年頃まで増加した。

家の創設に向かい農家数が増加し、また、昭和三一年の有屋田、嶽

いたものであろう。復員その他の外部からの流入者が開拓を含む農

帰郷したものの安定的職業従事を果たしえない人々が多数存在して

に当る二五八世帯が職業分類不能世帯として計上された。とにかく

)

ようか。
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(

)

ら七年の五年間には一六・五㌫に達し過去最高を示した。その後も

むしろ、昭和五五年以降減少率は八㌫台に上昇し、更に平成二年か

ていたのであり、ここには時間的な差異が見られた。本町の場合、

減少率は本町では四㌫であったが、県レベルで見れば一四㌫に達し

高度成長のもっとも著しかった昭和四〇年から四五年に掛けての

高かったとはいえない。県全体の減少率はこの間五割に達していた。

四割に達したが、それでもなお、県内他地域と比較して、減少率が

九〇二戸と一〇〇〇戸を割り込むところまで減少し、戸数減少率は

数に占める割合は比較的高い水準を維持していた。平成一二年には

出が続き、農家戸数は漸減したものの、なお、平成七年までは総戸

昭和四〇年以降の高度経済成長の過程で、労働力の農業からの流

あるが、同時に高齢専業農家の

農家の創出が予測される様でも

り、そこには、専門的商品生産

むしろ増加すらしていたのであ

後減少に転じている。絶対数で見ると、平成七年までは専業農家は

主とする兼業農家の場合も五五年までは増加していたものが、その

あるが、これらの就業形態が減少したことによっている。雇われを

兼業種類が出稼ぎや日雇いなどの不安定就業の場合が多かったので

いう第一種兼業が急減したことがある。農業を主とする兼業の場合、

なかでも主として農業に従事しつつ、農業外の仕事にも従事すると

るように、兼業農家の減少が専業農家率を高めたことが原因である。

しながら、その内部で専業農家率が増加しているのは、よく言われ

この点は、農家人口の年齢構

減少率は二桁と高水準を記録した。高度成長期には農家労働力の流
その下で進行した農家人口の高齢化がここに来て大量の離農を生み

成に如実に現れていたし、規模

増加が窺われる。

出した結果と思われる。農家数の推移から見て、本町の農業は平成

別農家数の推移を見ることでそ

出という要因が、そのまま農家戸数の減少として現れることなく、

に入って、かなり深刻な状況に立ち至ったといえよう。

の一端が窺えよう。

専兼別農家数の推移としてみると、専業農家は昭和三三年の七四・

農家戸数の減少は、その質的変化を伴なっていた。この点をまず、

昇していた。専業農家が減少し

ら、五〇年の九六・四㌫へと上

一㌶未満の比率が八三・四㌫か

まず、昭和二〇年であるが、

六㌫から四〇年に二二・一㌫と激減した後、五〇年の一三・一㌫ま

兼業化が進む過程であったから、

専兼別農家数の推移

で減少したが、五五年には一六・一㌫、平成二年には二〇・一㌫、

零細化の進行はある意味では当
然であった。ところが、専業農

七年には更に二七・七㌫まで上昇した。その後再び減少して平成一

二年は一五・九㌫となっている。昭和五〇年代以降農家総数は減少
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規模の拡大を通じた自立農家の形成が見られなかった。

農業の増加にもかかわらず、その経営規模は零細なままであり経営

九、九五・九、九五・八、九四・八であったのであるから、専業

家の比率は五〇年が九六・五㌫であり、それ以後五年毎に、九六・

家が絶対数・比率ともに増加した五〇年以降において、一㌶未満農

は、農業の基幹的労働力の空洞化を招く可能性を持っていた。確か

が減少するということではなく農業就業人口が減少するという過程

な、過剰人口の排出圧力によって農家人口、ひいては農業就業人口

終了した後に、すなわち戦前期に於ける農家の次、三男問題のよう

分ろう。先に触れた一時的に囲い込んだ過剰人口の排出過程は一応

に、農業労働の機械化が労働力を過剰にする可能性を開いていたし、
国勢調査による、農業就業者数の推移を見ると、戦前は終戦まで

ろ零細化を深めていたのであるから、農業からの転職の急速な進行

ではあったが、すでに見たように、この間、農家の経営規模はむし

農家数の漸減は、個別農家にとって規模拡大の可能性を与えるもの

一貫して農業就業者数が減少している。大正九年からの一〇年間は

があったといわざるを得ない。

農業労働力

一一㌫の減少率であったが、次の一〇年は、一五年戦争の時期を含

昭和五五年までは、第二種兼業農家の増加傾向が見られた。鹿児島

ただし、
この間の農家戸数の減少は労働力の減少ほどには進まず、

戦争が終結するや大量の還流人口があり、かつ、先に見たように

市と近郊に位置している郡山の有利性が働いていて、在村兼業を可

んでいるも関わらず二㌫に達せず比較的安定していたといえる。
農家戸数も増加したので、就業者数は急増して一気に戦前水準を越

能にしたものといえよう。

ところで、郡山町における農業就業者は一貫して女性の就業者が

えている。郡山の場合、この特殊事情による就業者数の急増はその
ろには戦前水準に回帰した。人口が戦前水準に回帰するのが概ね五

男性のそれを上回っていた。ほぼ戦前水準に戻った三五年の男女比

労働力の老齢化・婦女子化

〇年頃のことであった事と比べ、かなり早いといえよう。最も、総

はほぼ一対一・五であった。これが五〇年には一対二・二に拡大し

後昭和三〇年に掛けてかなりのスピードで修正され、概ね三五年ご

人口のほうは高度成長が労働力を吸引して、過疎が問題視される段

昭和五〇年以降も女性の就業者減は緩やかに進むが男性はほぼ横

た。男性の農業からの離脱がさらに進み、農業労働力の婦女子化＝

それはともかく、三五年以降の就業者の減少は急であった。五〇

ばいであった。六〇年から再び男女ともに減少し、平成一二年には

階でなお、戦前よりも多くの人口を抱えていたのであるから、総人

年までの一五年間に、実数にして二三〇三人、率にすれば五九・三

実数では男性二一五人、女性一八一人の合わせて三九六人に過ぎな

三ちゃん農業と喧伝されたところである。

㌫である。この間の総人口の減少はそれぞれ一九三七人、一九・三

い。ここには、かって喧伝された、農業労働力の婦女子化の姿はな

口そのものの水準が特段の意味を持つわけではないのかもれない。

㌫の減少であったことと比べれば、いかに急激なものであったかが
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い。
が三五㌫であること

)

と比べれば良好とい

人いることからして

次に、農業労働力の年齢別構成を見よう。ただし、この統計はす

それは農業就業者のうち主として農業に従事したものについての

も安心できる状態と

えようが、一方で六

センサス調査結果であるが、それによれば、昭和六〇年の二九歳以

はいえない。

でに、大量の労働力の農業離脱が明瞭になった五〇年センサス以降

下が一六〇人（九・一㌫ 、三〇～四九歳が四五一人（二五・六㌫ 、

農業生産額と農業所

〇歳代の認定者が二

五○～六四歳が六一五人（三五・○㌫ 、六五歳以上が五三五人

得

分しか利用できない。

三〇・四㌫）であった。これが、平成七年にはそれぞれ、三一人

)

)

に示した

( (

)

)

)

六四人（五二・四㌫）になった。これだけでも高齢化の進行は相当

によれば、農業粗生

農業粗生産額の推移

表６―

深刻なものであったといえようが、平成一二年にはとうとう二〇歳

産額は基本法農政が

〇・一㌫ 、二〇二人（一四・○㌫ 、二四〇人（三四・五㌫ 、三

代がゼロになった。六五歳以上は一五二人（三八・五㌫）と比率は

本格的に展開し、食

果樹・畜産ヘシフトす

下がったが、これはむしろ高齢者の農業離脱が進んだ結果である。

この間、町全体の老齢化が県より五年先行し、全国とでは一〇年

る過程で、昭和四〇

生活の変化も働いて、

から一五年も先行していたから、 国勢調査、年齢別人口の推移に

年代を通じて急成長

六○歳以上ということで見れば、八七・八㌫に達しており、超高齢

よる）農家・農業に特有の現象ではないとしても、驚くべき姿では

をしたものと思われ

耕種農産物中心から

ないか。

化農業の姿がそこにはある。

22

度として施行された。平成一六年の認定農業者一五人の年齢構成を

のひとつの帰結が、農村経営基盤強化促進法に基く認定農業者の制

このことから、当然農業の担い手の育成が政策課題となった。そ

六一年までは緩やか

構造不況に直面する

クの後、経済が円高

る。二度のオイルショッ

(

見ると、四〇歳代までが七人、全体の六〇㌫を占めて、日置郡全体
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四六㌫に過ぎない。農業純生産＝農業所得も同様に減少傾向にあり、

る。平成一五年は一〇億四三〇〇万円であったから、昭和六一年の

ところが、同年を境に平成一五年までほぼ一貫して減少を続けてい

大きかったのだが、これには、振興計画で言う「都市近郊やさい供

率を高めている。確かに、昭和五五年に掛けて、野菜生産の伸びが

の五一・二㌫を占めており、これが平成一五年には五六・二㌫と比

対額で首位を占めるとともに、昭和五五年の米の構成比は耕種部門

比重が大きい。生産額そのものは減少するわけではあるが、なお絶

すでに昭和五〇年ごろには、減少過程に入っているが、粗生産額の

給産地」としての郡山がイメージされたわけだが、五五年以降急減

に上昇を続けた。同年の粗生産額は二二億七〇〇〇万円であった。

急上昇にも拘らず所得が減少したのは、粗生産額の構成が変化した

成に入って再び増加したものの、五五年以降の水準には遠く及ばず、

して、生産額は半分以下になり、それ以後横ばい状態が続いた。平
によって見れば、六一年に

ことと関係していた。
農業粗生産額の構成比の変化を、表

生産額の増加を支えた、畜産がかなり急速に低下して、平成一〇年

のである。平成期を通じて、耕種部門は横ばいであったのに対し、

大きく所得率は小さいから、農家の所得はそのようには増加しない

け上は粗生産額は増加していたものの、畜産は生産に掛かる経費が

生産額を押し上げることになっていたのである。したがって、見か

部門が減少する中で、その減少を上回る畜産の増加が、結果として

の米の比重が、平成期には一層際立ったこと。⑤本町農業の期待の

であった六一年でもその比率は四〇㌫に満たなかった。④耕種部門

㌫）を占めて、首位の地位にあること。ブロイラーがもっとも盛ん

は平成一二年以降の段階では、ブロイラーが畜産全体の半ば（四六

え、畜産の郡山といった畜産部門で急であったこと。③畜産部門で

の生産額の減少が激しかったこと。②総ての部門で減少するとはい

かくして、本町の農業生産額から見た特徴は①平成に入ってから

傾向としては伸び悩んだ状態にある。

以降には耕種とほぼ同様の水準に低下してしまう。それに合わせる

戦前期日本農業が「米と繭」の農業構造と評されたことはよく知

稲作

（耕種農産物）

２ 農業生産物の動向と振興施策

ぼ同等の比重を占めた構造を持つに至ったことなどである。

本町農業は、ブロイラー、肉用牛、豚の畜産三部門合計と米とがほ

星であった、野菜の伸びがはかばかしくないこと。したがって、⑥

耕種部門では全国的あるいは県の動向とは異なり、一貫して米の

同年ブロイラーは四六・七㌫、肉牛が二四㌫であった。

でも豚の減少幅が大きく平成一五年にはピーク時の一二㌫になった。

年には肉用牛がピークを迎え、それ以後は三者共に減少した。なか

加したが、五八年にはブロイラーが、平成元年には豚が、さらに二

五五年以降についていえば、ブロイラー、肉用牛、豚の三者共に増

ところで、この生産額増大を実現した畜産の内容であるが、昭和

形で農業純生産もほぼ横ばいで推移している。

掛けての増加期において、これを主導したのは畜産であった。耕種

22
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二六〇㌶であったから、本町では「米麦と甘藷」の農業構造という

五〇〇㌶、陸稲がおよそ八〇㌶、麦類が五〇〇㌶、甘藷が一六五～

られている。昭和二五～三四年、水稲の作付面積はおよそ四五〇～

は三〇〇㌧程度であったものが、四〇年代中葉以降には四〇〇㌧を

判断である。実際、本町の水稲生産量は、三〇年代には反当り収量

を補うことで対応する。個別農家に即してみれば、これは合理的な

ば、作付面積は減らしながら、反当り収量を増加させてその減少分

超えたことから作付面積の減少にも拘らず昭和二〇年代の一二〇〇

べきか。
こうした構造に転換を迫ったのが、昭和三六（一九六一）年の基

る。しかし、他方では、本県の四二年に始まる「稲作総合改善」の

ルで言えば、米の生産量は早くも三八年をピークに減少し始めてい

始まっている。その都度生産調整面積が拡大されるとともに、その

田総合利用対策」を、ついで、五三年には「水田利用再編対策」が

政府は五一年には「転作作物作付け奨励金制度」を導入して「水

㌧から四〇年代の一六〇〇㌧へと増加した。

ように稲作回帰への動きが活発化する。加えて、この時期米価の算

実現を図るために、五九年の再編対策第三期には他用途利用米の導

本法農政であった。本県農業もこの影響下に転換を迎える。県レベ

定方式が「所得生産費補償方式」に変更され、政府の買入価格は三

入が始まるなど様々な工夫が模索された。そのこともあって、水稲

キロ

の作付面積は（五〇年ころになるとますます減少のテンポを速め、

から四五年には二万〇六八一円

五年の一万〇四〇五円／一五〇
グラム

へと米価は急上昇した。佐賀を中心に平均反収の増加

キロ

五六年四〇八㌶から平成六年には三〇〇㌶へ、さらに平成一六年に

／一五〇

もあって、大豊作が続いた。しかし、他方では食生活が多様化して、

は二六八㌶へと減少した。その結果、反当り収量は引き続き増加し

グラム

米の消費量は減少し、肉・乳製品の消費が急増した。ちなみに、日

たものの、総収穫量は漸次減少し、平成六年に一三二三㌧、一六年

な生産調整に入った。このとき郡山では三六㌶の割り当てに対し、

政府は四四年に稲作転換政策を採用し、更に四六年からは本格的

を実施してこれに対応したが、転作実績は三〇㌶程度に留まって、

拡大されてきたが、町では、米生産調整推進会議や集落説明会など

ら、五九年には六六㌶へ、さらに平成五年には一四〇㌶へと大幅に

この間の本町実績を見ると、生産調整の対象面積は当初三六㌶か

には一二七〇㌧になった。

本における米の一人当たり消費量は大正九～昭和の初めには一六〇
キロ

がピークであった。か

キロ

グラム

に達したが、戦後は三七年の一一八

グラム

四〇㌶強の転換の希望が出て目標面積を若干上回る転作実績を上げ

いわば、政府方針を受動的に受け入れ、「割り当てられた」面積を

くして、四三年には米の過剰が一気に顕在化した。

た。これは都市近郊という地域性を生かし、園芸作物の増産に主眼

消化するという結果に終始し、稲作を柱に農業の総合的な展開を図

とは言いがたい。本県の稲作生産の発展方向を特徴付けた、早期栽

るという意味での「本格的な構造改善」への取り組みが実施された

点を置くべきだと考える町の後押しを受けてのものであった。
しかしながら、転作作物の経済性は米に遠く及ばず、転作作物の

伸びは芳しくなかった。農家の対応は生産調整を面積で規定されれ
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培の動きは本町では定着していない。ちなみに、転作作物は特例作
甘藷

それをも下回るにいたって、ほとんど消失してしまった。

昭和二八年、国は農産物価格安定法を制定した。これにより甘藷

物である野菜が一二～一三㌶で最も多く、一般作物である飼料作物
と地力増進作物がこれについでいる。

麦は県による早生種への転換指導などにより作付面積を拡大し、生

㌶から二五〇㌶へと減少させ、生産量も減少した。一方、大麦、裸

は六〇〇㌧を超えた。三〇～三四年代以降小麦の作付面積を三五〇

麦類の作付面積は二五～三四年代には五〇〇㌶に達した。生産量

減少気味であった。本町の作付面積も終戦直後の食糧難の下で増産

り有利でない商品作物という位置に置かれ、作付面積、収穫量共に

格の変動幅は大きくなった。したがって、農家から見て甘藷はあま

から、でんぷん、加工原料さらには飼料用へと変わる中で、甘藷価

持機能を持つことになった。実は、甘藷の需要が食用であったもの

でんぷんの政府買い上げが行われたので、原料である甘藷の価格維

産量も増大した。しかし、麦の輸入自由化が進んで大量の小麦が輸

に努めていた状況から、食糧事情が安定するのにともない二四年の

麦類

入され、同時に、需要変化が大麦・裸麦の需要を減退させたので、

二五九㌶まで拡大していたものが、二七年には一三四㌶に急減して

町のように畜産の町を標榜し、都市近郊農業としての園芸作物を重

昭和三五年ごろになると国は「麦生産合理化事業」により他作物へ

四五、六年の食糧危機は、小麦の国際価格は三倍にまで引き上げ、

視することから言えば、畑地利用の高度化、輪作体系の一環として

いた。二八年以降この施策の効果も出始め、耕作面積は増加に転じ

四九年には、輸入小麦価格が政府買い入れ価格を上回るという事態

の甘しょの増産は重要であった。それにも拘らず、農業基本法に基

の転換を奨励するようになった。その結果、小麦・裸麦は作付面積

にまで発展した。政府は麦価の大幅引き上げで国内供給量を増加さ

づく選択的拡大政策によって、畑作物の甘しょ生産は減少の一途を

た。しかも、国は、甘味資源自給力強化の方針に基づき、三九年

せ、国際的な需給逼迫に対応できるように、生産奨励作に転じた。

たどり、五〇年の作付面積は四〇㌶、五五年代以降も年々減少して、

を減らし、生産量も減少した。本町でも昭和三〇年ころからはビー

しかし、本県の作付面積はそれ以降も減少を続け、本町においても、

平成一五年には五㌶になった。生産量も五二年の九六〇㌧が平成一

に甘味資源特別措置法、その翌年には「砂糖の価格安定等に関する

政府の買入価格を引き上げた五二年には麦類の総作付面積は二四㌶

五年には一一〇㌧になった。しかし同時に、県は四七年から特産物

ル麦の生産が開始され、大麦の増産がはかられていたから、大麦の

にまで減少していた。その後も作付面積に大きな変動は無く、政府

生産育成事業を導入し、翌年には青果用甘しょ生産拡大対策事業を

法律」を制定して、甘藷の保護対策を実施した。さらには、本来本

の価格引き上げ効果は働かなかった。平成に入ると、本町の麦類の

実施し、でん粉用の栽培を基本としつつ、新たに青果用、加工食品

作付け面積と収穫量はむしろ増加傾向にあった。

生産は、たとえば、平成六年には僅か一㌶になり、平成一六年には
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は早生品種の「フクワセ」などが次々と改良され登場した。のちに

二号」、食用の「農林七号」、「ナカムラサキ」、「農林九号」、さらに

品種は昭和一七年にアルコール原料用の多収性を特徴とする「農林

量二一㌧に達し、ほぼでん粉用と拮抗するところとなった。 栽培

果用甘藷への取り組みが進み、平成一五年には栽培面積一㌶、生産

用などに向けて生産を拡大する政策を進めた。本町でも、漸次、青

一万㌔に拡大したが、その後順調に伸びたとはいいがたい。

げた集荷目標四万㌔の十分の一程度に過ぎなかった。翌三五年には

四年の集荷量は僅かに四八〇六㌧に留まり、アスパラ生産組合が掲

て出荷した農家は僅か五六戸に過ぎなかったという。それゆえ、三

組んだが、百戸は出荷せず、出荷した農家でも全収穫期間にわたっ

ることを目的に振興が図られた。同年三九六戸の農家が栽培に取り

に採用されると共に、その高でん粉・多収性が評価され、急速に普

は、化学肥料対応能力に優れた「コガネセンガン」が県の奨励品種

するとともに、指定消費地域への出荷体制について規程し、交付金

「指定産地における指定野菜の生産と出荷の近代化を計画的に推進

昭和四一年、国は野菜出荷安定法を制定公布した。この法律は、

(

及した。奨励品種としては、昭和五〇年に「ミナミユタカ」があり、
)

都市的生活様式が普遍化する過程で野菜の需要は増加した。このよ

にあった。一般的に言って、所得水準が上昇し、食生活の欧風化、

宮崎から」移入されたものであり、「ゆゆしき事態」といわれた状態

二五年ごろの本町の実情は、「村内店舗に並ぶ蔬菜は遠く熊本・

実施された。県は三八年に施設園芸奨励事業を、また四一年には施

つつ、九産地と六種類の野菜が指定された。さらに県独自の施策も

六年までに秋冬さといも、春にんじんにピーマンなど種類を増やし

切りに、指定消費地を京阪神及び北九州とする地域指定が昭和四五、

人町が冬春トマト、東串良町が冬春キュウリの指定を受けたのを皮

制度によって、生産者の経営の安定と野菜の価格安定をはかるもの

うな動きを政策的に下支えしたのが国による農業基本法であったし、

設園芸緊急対策事業を実施した。スイカやトマトの共同育苗施設や

六〇年の「シロユタカ」など

本県でも野菜は基幹作物の一つとされ、振興の対象になった。さら

共同集荷場を設置するなどして、産地集団化、共同管理体制の確立

であった」。県内では、指宿市と出水市が冬キャベツ、国分市と隼

に、本町の場合は、都市近郊農業としての発展の一環に位置づけら

などに努めた。その結果、スイカ、メロン、えんどうにタマネギ、

野菜

れたことが預かっていたことは言うまでもない。それゆえ、野菜生

本町では、トマトが三九年から、イチゴは四二年から導入された。

キュウリなど多様な品目に主産地が形成された。

当初本町が本格的に振興を図った野菜はアスパラガスであった。

四三年に宮脇、川田、西俣、常盤、賦合の各生産グループが、水田

産は昭和三五年ごろに入って急速に増加した。
吉留食品工業郡山工場の進出が生産を始める契機となった。三四年

の前作として南瓜の早熟栽培に着手した。また同年、ビニールハウ

スによるキュウリ栽培が始められている。キュウリは五二年に産地

四月の名古屋での全日本アスパラカンヅメ協議会において、同社の

国内産第一号のアスパラ缶が高い評価を受け、それに原料を供給す
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れ始めた。平成三年、町の重点品目野菜に指定され、労働力を要せ

ず、高齢者でも取り組める上、収益性も高い商品として推奨された。

指定を受けた。
イチゴは当初、二五〇〇平方㍍程度でスタートしたが、昭和四八

町が広報誌を通じて積極的に栽培農家を募集し、通年販売を目指し

平成四年度からはパイプ棚への補助もつき、七年度にはＪＡさつ

年頃にはビニールハウスでの栽培に主力が移行し、五一年には西俣、
栽培面積は一万七八〇一平方㍍、ハウス数は八九棟を数えた。新た

ま日置農協が「県単村づくり補助事業」でレイシ選別機を導入するな

てハウス・露地栽培を組み合わせた産地作りが推進された。

に加わるものもあらわれ、共同で選別、販売を実施するなど、イチ

ど経営支援の体制も順次整えられた。さらに一〇年には、町とＪＡ

有屋田地区のビニールハウスでのイチゴ栽培に二二人が取り組み、

ゴ団地の基礎が固まりつつあった。

分を取り寄せ、試験栽培の結果、一〇㌃当り販売額二〇万円（純益

に先駆け昭和五〇年、長崎県から加工苺（露地苺）の苗一〇アール

子の品質安定化が実現した。こ

バイオ技術によって成功し、種

いた優良種子の採取が、同校の

さつま日置農協が優良品種確保事業として市来農芸高校に委託して

一五万円）と、水田裏作としてはすばらしい成果を得た。しかし、

の年以降、継続して同校から優

他方で、西上、里岳、有屋田では水田裏作として、県内全市町村

昭和三七年に導入した先発組、伊集院町や東市来町では団地化に成

良種子の提供を受けている。
栽培面積も漸次拡大した。四

功して産地の形成が進んだが、それに比べて、本町では、五一年に
は栽培面積は一・五㌶、六〇年には栽培面積は一㌶と減少を続け、

年は露地物を中心におよそ二㌶

一㌶に拡大し、九年にはハウス

平成元年には本町イチゴ栽培農家は八戸に減少し、生産量も、二〇

本町の野菜生産は水田の生産調整における転換作物として最大の

四八㌃をふくむ七・二㌶へと順

の栽培面積であったが、六年に

作物であったことなども手伝って、昭和四〇年代後半にかけて拡大

調に拡大した。町をあげて一〇

㌧を前後する水準に留まった。生産農家の高齢化や近年の価格の低

した。生産額は年々増加した。露地野菜や施設野菜に認定農業者を

㌶、販売額一億円を目標に掲げて取り組んできたが、その後若干栽

は、ハウス一三㌃、露地物五・

輩出するなど、活性化している部分を生み出したのではあったが、

培面積を減らし、一〇年には七㌶、販売額七六〇〇万円になり、一

迷がこのような傾向に拍車をかけた。

昭和五五年以降は生産量が激減して、平成一二年代には昭和四〇年

一年以降は一五年まで六㌶であった。面積当たり収量も若干低下気

味で、価格もやや低迷して、一五年では生産量が一七六㌧、販売額

代後半の一割にも満たない水準に後退してしまった。
他方で、昭和六〇年ごろより本町ではレイシが販売目的で栽培さ
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ミナ料理野菜として好評を博し、特に初値は一ケース 三㌔㌘ が二

マーケットは主として鹿児島と京阪神市場で、夏場におけるスタ

など整備された。五八年には「鹿児島フラワーセンター」が新設さ

同時に流通過程も、四九年には、二つの地方卸売市場が認可される

半には各種施策も講じられて本格的な花き生産の段階に突入した。

県外産花きが移入されるほどであった。かくして、昭和四〇年代後

千円前後の高値で取引された。平成七年の七月から八月にかけての

れ、花き生産の指導的役割を担った。

が五六〇〇万円と伸び悩んでいる。

県外キャンペーンや、大阪でのテレビ生出演など宣伝活動も展開さ

済部門 を受賞された。また、平成一五年には町のレイシ部会長福

イシ部会会長を歴任された堀之内豊さんが同年の町民表彰 産業経

こうした取り組みが評価されて、八年には町野菜振興会副会長・レ

れて、スタミナチャンピオン「スタチャン」のブランド名が確立した。

年以降には徐々に推進されることになった。特に五〇年代後半には

性の高い花き生産が進められていたから、本町においても昭和四〇

近隣の東市来町や松元町などで洋ランや、ガーベラ、ユリなど換金

はいえない。しかし、菊類を中心に花き生産は行われていたうえに、

本町の場合、町の農業行政における花き生産の地位は高かったと

)

田 薫さんが本県で二人目の「地域特産物マイスター」に認定され

栽培面積が二㌶に拡大し、生産額も一二〇〇万円を超えた。

(

た。

(

平成に入るや、景気の低迷を反映して需要が減退したから、本町

)

一五年の野菜の栽培面積は四九㌶で、主なものはレイシが六㌶、

ソリダゴが、九年から生産を本格化させるに及び、花き生産が一気

の花き生産は、栽培面積、生産量、生産価額のいずれもが減少した。

昭和三五年頃になると花き需要、とりわけ切花需要が拡大した。

に活性化した。この成果が花き全体の生産価額に反映したのは平成

大根が五㌶、以下、かぼちゃ、馬鈴薯が四㌶、キャベツ三㌶などで

本県各地に花き同好会が結成されて、花き生産が盛んになるのはそ

一三年からであったが、ソリダゴそれ自体は、一一年の作付け面積

栽培面積は昭和四〇年代半ばの水準にまで縮小し、生産価格もピー

の時期のことであった。鹿児島県花き振興連絡協議会が設立された

四㌃が翌年には四倍増の一六㌃になった。生産量も三倍、生産額は

あった。

のは昭和三三年であったがその頃はすでに産地として確立されてい

二・五倍になった。これが一四年にはさらに拡大して、六八㌃にな

ク時（平成五年）の二分の一になった。しかし、七年に導入された

た輸出用のユリ球根を中心に、暖地における球根栽培に重点があり、

り、生産量、生産価額はそれぞれ一一年の六・一倍、五・八倍にま

その他の農産物

生産技術講習会などを通じての生産奨励が試みられていた。
昭和三〇年代中葉以降には、生活様式の変化と結びついて、それ

などと並ぶ管内有数の産地となった。かつて、農業基本法施行にと

で増加した。日置地区の花き生産額の四割を占め、串木野、伊集院

もなって町が推進した温州みかん、また、古くからの換金作物とし

まで、お盆期の需要急増に典型的な季節的需要増とは異なり、年間

を通じての需要が形成された。そのため、生産が需要に追いつかず、
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ての葉煙草、茶の生産額を凌駕して、花きが米、野菜に次ぐ生産価

本県は昭和三〇年代に地域と

取り組み本格化した時期があった。昭和三二年一二月、常盤校区果

果実は結果として本町には根付かなかった。本町でも、果実への

こうした動きに触発されながら

ての地位を確立した。本町では、

日本におけるあら茶生産地とし

しての生産規模を大幅に拡大し、

樹振興会が会員四四名の参加を得て発足した。果樹先進地、東郷町

も、近隣の松元町などが産地形

額の地位を占めるに至ったのである。

山田部落の蜜柑園視察の結果発足したものというが、これには常盤

成を図る中で、なかなか生産量
の拡大を見ることが出来なかっ

小学校池永校長の努力が大きかったという。
振興会の会員たちは、三三年秋植一〇七六本、三四年春植六六五

た。
葉タバコは伝統的な換金作物

本、同年秋植一二〇〇本と果樹栽培を本格化した。その後、会員数
称を郡山町果樹振興会に改称した。会長は西正義、副会長は豊田景

として、農家経済に重要な地位

葉煙草

守、そのほかの役員も全員再選された。昭和三三年度からの五年計

を占めてきた。

は地域外の会員を含め九一人になり郡山町全域に広がったので、名

画で、五〇町歩を確保し、一名三反以上を確保することと一地区を

が推進され、これに対処するのに本町では温州みかんを推奨するこ

このような自発的な取り組みを前提に、いわゆる選択的拡大路線

明した。本県における葉煙草生

一丸となって取り組む決意を表

収納代金二二七五万円を目標に

本町の葉タバコ生産農家は、

とにした。しかし、町が推進した温州みかんは、昭和六〇年、平成

産の最盛期は三〇年ごろである

選び集団経営でグループ活動による一貫作業を実行することを決め

二年と一㌶の栽培面積で、二二・七㌧を生産したが、それ以後は急

といわれているから、それなり

昭和二七年度の耕作者の総会で、

減して一～二㌧、生産価額は百万円にも達しない状態になった。平

の見通しに基づいてのことであっ

ている。当初は壮大な計画と意欲に満ちた取り組みがあったことが

成一五年で三㌶ほどの果実の栽培面積があるが、その後の果実栽培

たと思われる。しかしながら、

翌年度の耕作面積四七町歩、総

をリードすることになったポンカンもデコポンもぶんたんもない。

事実はやや違った展開を示した。

示されている。

その殆どは梅、栗の栽培である。
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た。この間、耕作者数も減少した。昭和二〇年代中ごろには一八〇

へとさらに減少、五〇年代ごろにはとうとう一〇町を下回ってしまっ

流れはその後も続き、三九年が合計で一九町、四一年、一八町一反

給基地のひとつに指定されるなど畜

の大隅地区が全国一一ヵ所の食糧供

設調査事業」を開始し、そこで本県

国は、四七年度には「畜産基地建

養摂取形態が大きく変化し、油脂・

人をこえる耕作者がいたが、四〇年代中ごろには四〇人、五〇年こ

産供給県としての性格が明確になっ

三二年の実績を見ると、耕作面積は丸葉が七町二反、黄色が二八町

ろには二〇人以下になった。このように栽培面積を減少させつつ、

た。県はこのような国の動きに先立っ

肉類・乳製品が米に取って代わった。

同時に耕作者も減少した。後者の減少が激しかったから、一戸当り

て、昭和三一年の「農業総合計画」

一反で、あわせて三五町三反であった。これが、昭和三四年には丸

の栽培面積はむしろ拡大した。総収納金額は三五年が一六一七万円、

では、早くも畜産を振興することと

たんぱく質の摂取も米から畜産・酪

三六年が一九一三万円、三九年が一八七〇万円、四一年が二〇四三

した。これらに基づいて、県は家畜

葉が三町九反、黄色が二二町、計二五町九反に減少し、さらに三五

万円、四三年が二四三九万円と推移したから、一戸当り収納金額も

貸付事業や制度融資枠の拡大や食肉

農製品に移行したのである。

増大した。ちなみに五〇年産では収納代金三二一八万円で、一戸当

産地処理施設の整備など畜産の振興

年は、三町、二〇町八反へとさらに減少したのであった。こうした

り平均は一六四万四千円になり、農産物中最も安定した収入を稼得

を図る多様な施策を講じている。本

町は「畜産の郡山」の声をかなり早く

したのである。
昭和年代末期にはいっそうの耕作者減、耕作面積減が続き平成一

から掲げてはいたが、町の振興計画

（畜産）

階でも、園芸と畜産のセットで考え

たし、振興の重点移動が見られた段

〇年にはその姿を消してしまった。

鹿児島県では昭和五一年に耕種生産物と畜産が生産額において逆転

られていたようである。畜産がそれ

では長期にわたり基幹作物は米であっ

した。これまでもたびたび触れたように、国民の所得の上昇にとも

のみで基幹作物の位置づけになった

のは、畜産そのものの生産価額が減

なう食生活の変化が食肉需要を増大させ、それに対応する形で、各

種振興策が具体化されて生産を増加させた結果であった。国民の栄
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上ったことと、肉用牛飼養農家が子牛価格の変動に対応して頭数を

増減させた結果であった。昭和三八年に子牛価格が下落したために、

肉用牛の出荷頭数は増加したので、三九年から四二年まで飼養戸数、

れたが、耕運機の普及により、牛の役畜からの開放がすすみ、その

に、食糧増産が緊急であった時期には役畜として牛の飼養が奨励さ

であった。この年飼養戸数も最大を記録した。しかし、周知のよう

まず、肉用牛であるが、最も飼養頭数が多かったのが昭和三五年

頭数が減少した。また、昭和五四年から子牛価格が急騰したことを

は早くもまたまた子牛価格が低迷したので、屠殺頭数が増加し飼養

数が増加したのだが、ニクソンショックの影響もあって、四七年に

時的には子牛価格、肉用牛価格が上昇したが、四六年に再び飼養頭

が増加したのだが、一転四四、四五年には飼養頭数が減少した。一

に本町における家畜・

少し始め、町産業の振興の柱が農業以外に向けられた平成に入った
ころのことであったように思われる。表６―
家きん飼養頭羽数と飼養戸数を示した。

後は肉畜としての重要性が増すという経過をたどったのであり、昭

受けて、飼養頭数が五八年以降は四年連続して一五〇〇頭台半ばに

頭数ともに減少した。四三年には子牛生産意欲が高まり、飼養頭数

和三五年ごろはこの転換の過渡期に当たる。このころから、肉用素

増頭された。この間、子牛の生産量は四〇〇頭台から五〇〇頭台に

肉用牛

牛導入事業により奨励されてきた若齢肥育が進み、生産から育成・

増加している。子牛生産量は昭和六二年から減少するが、平成三年

この過程において、飼養戸数は減少し、飼養頭数は増加したから、

になった。この間緩やかに飼養戸数は減少したから、一戸当り飼養

〇頭になり、昭和三五年の一六五〇頭を除けば過去最高の飼養頭数

増加に転じて、五年には子牛生産量も四五一頭に回復して、一六〇

一戸当たり飼養頭数は増加した。昭和三五年の一戸当り飼養頭数は

その後の一〇年間にも、一戸当り飼養頭数は増加を続け、平成一

頭数は平成五年には六・六七頭に達した。

頭であったから、この時期本町で展開していたのは多頭化の進行で

五年には八・七四頭になった。しかしながら、この一〇年は飼養頭

した。しかし、一戸当り飼養頭数は五三年には二・六二頭に増加し

あるものの、四〇年の一四六四頭が五三年の一二八〇頭にまで減少

の急速な後退といってよい。一方、飼養頭数は年によるジグザグは

昭和三五年以降になると、飼養戸数は急減した。これは役畜使用

平成になってからの子牛価格はほぼ横ばいであったから、ここでの

傾向にあり、平成一〇年ごろには最盛時の一五㌫程度に減少した。

経営が出現したということであった。平成五年以降子牛生産は減少

から、産地総体としては衰退する中で、個別的には規模を拡大した

〇㌫も減少したことから一戸当たり飼養頭数が増加したのであった

数が四八㌫も減少したのだが、他方で、飼養戸数がそれを上回る六

た。この間の飼養頭数の増減は役畜飼養を放棄した農家が相当数に

であった。

はなくて、より多くの農家で牛飼養が可能になっていくという事態

一・一四頭に過ぎず、二二年のそれが一・二頭、三〇年が一・一五

化したのであった。

肥育までの一貫経営が肥育専門経営を分化して、肉用牛飼育が本格

24
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飼養頭数の減少は高齢化等による農業離脱の影響が大きかったもの
と思われる。
酪農
次に酪農。本町では乳用牛飼養農家は昭和二八年に一戸、飼育牛
は一頭から始まった。翌年には二戸二頭になり、三一年に一気に増

飼料基盤の拡充などにより増加している。

久しく本町から姿を消していた乳用牛飼養が再び始まったのは、

六一年からであった。当初五〇頭でスタートしたが、その後若干ず

つ増頭して、平成二年には七〇頭、一〇年以後は九〇頭になった。
養豚

本県における養豚は、いも利用養豚か残飯養豚の農家副業的なも

のであった。昭和二七年の本町の飼養農家数は四九戸に過ぎず、そ

えて二六戸、三二頭になった。農家副業酪農であった。
基本法農政以降、県レベルで見れば、農家副業から専業的酪農経

の後漸次増加したとはいえ、三五年でも三二〇戸、五一〇頭であっ

農業基本法への対応の中で、肉用牛、養鶏などと並んで本町の重

営に移行したが、本町では三五年に一二戸、二四頭、さらに翌年が

数は減少した。昭和四四年に

点作物のひとつにあげられたので、伝統的なバークシャー種の黒豚

たから、一戸当り一・六頭の零細規模で、農家の庭先に作られた豚

は二戸、一九頭であった。農

に代えて、大型の雑種（昭和三六年輸入のランドレース、四〇年輸

一一戸、二八頭であったから、専業的酪農経営が族生するという事

家戸数の減少とともに飼養頭

入のハンプシャー、ダイヨークシャーなど）の導入が行われた。飼

小屋で飼育されていた。

数も減少し、四八年には消滅

料も配合飼料に変わり、専門豚舎の飼育も始められて、庭先の副業

態には至らなかった。その後副業経営が消失して、乳用牛飼育農家

してしまった。

産に加え乳製品輸入が増加し

消費量の頭打ちによる過剰生

しかし、昭和五〇年代には、

飼育頭数は順調に増加した。

昇した後、五〇年には二万五千円、五五年ころからは三万円台に突

大幅に減少したので規模拡大は進んだ。子豚の価格は一万円台に上

た飼養頭数が、四〇年には七五七頭に減少した。一方で飼養戸数が

七年に価格の大暴落があった。そのため、三六年に八八四頭であっ

豚肉の需要も増加してきたから、全国的にも増産が進み、昭和三

養豚からの脱却が図られた。

たから、昭和五四年には生産

入したから、順調に飼養頭数は増加し、他方で飼養戸数が減少した。

この時期、県のレベルでは、

調整が開始され、頭数増加も

五四年には六三戸、四一一○頭になり、本町における飼養頭数のピー

クを記録した。昭和五五年以降には本町の子豚の出荷頭数は概ね六

頭打ちになった。一戸当たり

飼養頭数は、専業化の進展、
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が規模を拡大する養豚経営の専門化が進み、飼養戸数は減少の一途

零細規模の子取り養豚経営が離脱する一方で、少数の多頭肥育経営

〇頭を下回り、平成一〇年には生産ゼロとなった。高齢化が進行し

万円台で推移したにも拘らず、出荷頭数は激減し平成五年には二〇

画生産による生産調整を実施した。本町では採卵鶏の飼養羽数はこ

拡大を抑制したり、県毎の飼養羽数の枠設定を行い（五六年 、計

あったから、国は三千羽以上飼養している農家を登録制にして規模

この年がピーク）しかし、この時期にはすでに鶏卵は過剰基調に

〇年以降に向けて増羽がすすみ、飼養羽数は二万八千羽になった。

イブリッド鶏が導入・普及されて急速に成長した。本町でも昭和四

をたどった。その結果、地域全体としては飼養頭数を急減させ、平

の年をピークに減少し、四八年には一万羽を切り、同年飼養戸数も

千頭を前後する水準にあったが、平成に入っても子豚価格は概ね三

成一五年にはピーク時の二〇㌫にも満たない水準に後退した。

順次食肉処理工場が整備されたので、枝肉、部分肉に処理されて出

和三〇年代半ばには、主に東京芝浦市場などに生体輸送されていた。

子豚は主として県内肥育農家に引き取られていたが、肉豚は、昭

〇㌧台に減少し、それ以降は飼養羽数も飼養戸数も激減して、平成

年三〇～四〇㌧くらいの生産量が見られたが、それも平成に入り一

を続けており、中にはそれなりの経営規模の農家があったから、毎

壱千戸を割った。昭和五〇年代を通じて二〇〇戸ほどの農家が飼養

)

荷されるようになった。枝肉の価格は豚肉の需要と子豚の価格によっ

七年ごろには統計上姿を消してしまった。

(

て左右されるが、豚肉の需要は牛肉や鶏肉の消費と競合する関係に
加したから、先に見た子牛価格の横ばい状況にも拘らず、枝肉価格

鶏肉生産は採卵鶏の副産物にすぎなかったが、県の薦めたホワイト

れた。

採卵鶏がピークを迎えた昭和四三年からブロイラー生産が開始さ

は低下傾向にあった。それでも、本町の経営専門化が進行した昭和

コーニッシュ、ホワイトロックなど外国鶏の導入によりブロイラー

ある。とりわけ牛肉需要が増大し、さらには競合する輸入豚肉が増

五〇年代後半から六〇年代にかけて四〇〇㌧から六〇〇㌧へと出荷

養鶏が産業になった。その年の飼養戸数は九、飼養羽数は二万七千

ブロイラー使用経営数はその後も大きな変化が無く、四五年の一〇

量を増大させたが、平成に入り一〇〇㌧そこそこにまで減少した。
養鶏も本町畜産のもうひとつの柱であった。鶏は大家畜とは違い

戸が最大で、平成二年でも八戸であった。その後は若干減少したの

であったから、羽数では早くも採卵鶏のそれに迫るものであった。

飼料の心配もない飼養の簡単な動物であったから、どこの農家にも

で、一五年は四戸であった。飼養羽数は緩やかに増加して、四八年

養鶏

いわゆる庭先養鶏として四～五羽はいたものであった。勿論この段

になった。しかしこの年を最高に、以後減少が始まり、平成三年に

に一二万五千羽、五六年に二一万七千羽、平成元年に三〇万八千羽

昭和三〇年代には姶良と出水に県の主産地形成事業が導入され、

は二〇万羽、平成一五年には一一万七千羽になった。一戸平均三万

階は商品生産ではなく自給的性格のものであった。
農業構造改善事業による採卵鶏の規模拡大も進んだから、北米産ハ
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ごろの水準に戻った。

羽弱で極端な規模縮小があったわけではないが、昭和五〇～六〇年

増反者の真の適格者を選衡し、且つ村内の開拓に関する諸調査を行

い視野に立って、開拓財産たる土地の即地的適正妥当な配分と入植

て農業委員会を中心として、広く村内の有識者経験者を網羅した広

う等、村内開拓行政の円滑適正を期するものであります。」

農用地開発と基盤整備
戦後直後の開拓の状況が判明しているのは次の二地区である。郡
植農家六戸分に一六〇反歩が入植用地として利用される一方、二八

・会長 農業委員会会長 井上重二

あった

)

反歩の増反用地が一〇戸によって利用されることになっていた。も

・委員 会長代理

新委員会の委員及び幹事（任期二ヵ年）並に事務所は次の通りで

うひとつは、同じ郡山町郡山の雪元集落で、二三五反歩の開拓が行

・委員 村議長 折田政雄、農協長 吉村 進

山町郡山笹之段集落に、地区総面積一八八反歩の開墾が行われ、入

われ、そのうち一四三反歩が四人の入植者に、九二反歩が一九戸分

)

経験者 白坂正男、学識者 重久尚孝、農業委 肥後盛親

(

の増反用に振り向けられた。更には、もっぱら既存農家一一○戸の

前田兼行 福永義雄 末吉 忠 渕脇為吉

村長 増満喜吉

規模拡大を図るために、郡山町一円において小団地が開墾された。

村経済課長 小原栄満

(

)

(

)

(

昭和三八年（一九六三）、県は農村三作運動を提起した。運動の

（１）農村三作運動

農業・農村振興

事務所 郡山農業委員会事務所内に併置

幹事 村収入役 吉留義行、村総務課長 諏訪田畩吉

地区代表 笹之段 小桜薩州男、雪元 嶽 弘

更に入植地拡張を希望することから、可能性が追求されたが、林地
四〇反歩が適地とされた。 以上は昭和三一年ごろの話

これらの事業は昭和二六年一〇月発足した「開拓委員会」が担当
した。同委員会は、農地委員会の改組により「未墾地配分委員会」
会長は農地委員会長 及び「入植者増反者選衡委員会」 会長は村長
が廃止されたことに伴い設立された。
設立当初、開拓委員会の業務について元郡山村入植者増反者選衡
委員会長 増満喜吉、元郡山村未墾地配分委員会長 井上重二両名

で具体的に述べますと、一、土地配分問題に関しては県及び村農業

「新委員会の任務は・・前記二委員会の所掌事務を統合したもの

農産物をつくろうとする、そして「環境づくり」は農村環境を整備

ということであり、「ものづくり」は主産地形成で、商品性の高い

り」は機能集団・後継者を育成し、新しい農業者の仲間をつくろう

目的は「仲間作り」「ものづくり」「環境づくり」である。「仲間作

委員会の補助機関であり、二、入植増反者の選衡問題に関しては村

し、住みよい働きよい環境をつくろうというものである。昭和三六

の名前で、次のような告知が町報上で行われた。

長の諮問機関であることは勿論、さらにこの二委員会の統合に依っ
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激化や深刻化する公害などによって、成長への反省から地域主義的

な考え方が主流になり始めていた。農業分野でも地域農政特別対策

年の農業基本法を受けて三七年に農業構造改善事業が一〇年計画で
開始された。そこで目指された主産地を形成して構造改善を図り、

事業や地域農政推進対策事業など「地域」を意識した政策が追求さ

昭和五七年、県は話し合いの単位をそれまでの集落から拠点集落

自立経営農家を育成することが、本県では農村三作運動として具体
昭和四〇年に、本町は鹿児島県の農業構造改善事業の予備指定を

を核に面的広がりを持った地区に拡大し、話し合い活動の水準を一

れていた。

受けた。そこで、町内に散在する各種の目的機能集団の連絡を図る

段階引き上げることをはかった。それに基づいて、郡山町において

化したのであった。

目的で、五部会からなる「郡山町機能集団連絡協議会」を結成して

は、「村づくり重点地区」として里岳、西俣、大八、東秀の四地区

農村振興運動第二期対策として、郡山町では次の重点施策を実施

合い活動が展開された。

が指定された。村づくり委員会を中心に農業振興を核に活発な話し

三作運動をすすめた。
昭和四六年一二月に農家総合指導推進事業の指定を受け、推進員
や協力推進員が委嘱され推進体制が出来た。当時の実態調査によれ
ば、「農家総戸数の減少と、第二種兼業農家の増加が特徴であった」

農村振興運動を展開した。「あぜ道の声を積み上げ、豊かでぬくも

昭和五二年、県は話し合い運動と村づくり事業を柱とする新しい

会」の開催

③ 「知事とむらづくりを語る

② 村づくり人材確保要請事業

することを決めた。話し合い運

りに満ちた村づくり」がその目標とするところであった。地域が抱

④ 農地銀行設置事業 農業の

との指摘があり、構造改善の必要性が強調された。そのためには農

える問題を話し合い活動により自らの力で解決すること。いわゆる

振興を図る上で、作付けの集団

動については

「自立自興」がその精神を表現していた。地域問題は、農業分野に

化や農地の流動化、有効利用を

地の基盤整備が喫緊の課題とされた。

限るわけではないから、生活環境から住民の健康問題、さらには伝

はかることは重要な課題である。

① 拠点地区話し合い活動事業

統芸能の復活など広範囲にわたり、「話し合い」によって住民相互

そこで、町や集落に「農地流動

（２）農村振興運動

間に連帯感を生み出し、活力に満ちた地域社会を作ろうというもの

化推進員」を置き、集落内での
話し合いを通じて、計画的な農

である。
おりしも、日本経済は高度経済成長がもたらす地域間経済格差の
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自力で解決できない課題について実施する事業である。

方、村づくり事業は、地区の「むらづくり方策」を達成するため、

用地の貸し借りや売買が出来るよう、町に農地銀行を設置する。他

原の三地区が圃場整備に踏み切ったのはいずれも農村振興運動二期

拓された。さらに、平原地区も同事業を実施したが、岩戸・平谷・平

昭和五七年度には、岩戸についで平谷地区土地基盤整備事業が開

で、ほじょう整備後の水田転作が推進されている。各一箇所展示圃

地改良事業として着工した。 西有里、岩戸のほじょう整備の実施

ついで五六年度に岩戸地区のほじょう整備を（約二㌶）団体営土

延長二三一五㍍などとなっており、車で乗り入れが可能になった。

延長二四三二㍍。支線が一三本、延長一三四五㍍。排水路は一二本、

一七・七㌶。一枚区画の面積約三千平方㍍。用水路は幹線が三本で、

のであった。同事業は総事業費一億〇九一八万八千円、実施面積が

を開始し、五五年に完成した西有里地区のほじょう整備が最初のも

る基盤整備は、五三年度に国の指定を受け、五四年一〇月から工事

基盤のようなハード面での整備も並行して進められた。本町におけ

ての役割が期待された。六二年には賦合の有川博氏が専任推進員に

進員には、各集落と町や農協等、関係機関のあいだのパイプ役とし

より活動を開始した。こうした活動を円滑に進めるために、専任推

地の有効利用方策づくり等、いわゆる「むらづくり方策の作成」に

全集落で指定を受け、各集団共に、土地利用点検地図の作成や農用

化を図るために、地域活性化事業が開始され、地域農業集団も町内

の寺尾重敏氏が委嘱された。また、五八年度からは地域農業の活性

整備・環境整備等を総合的に行う計画で、その専任推進員に郡山麓

事業は八年間八億円の事業規模で、土地基盤整備や農業近代化施設

業構造改善事業地区指定を受け、六一年度計画認定を受けた。この

昭和五五年には農用地利用増進事業、また、町は六〇年度に新農

対策の話し合い活動の成果であった。

場をおき、特定作物としての有利性と作物の品質向上及び増収を目

委嘱されている。

このような、いわばソフト面での振興策が推進される一方、土地

的として、地域に広く普及するために、栽培農家と普及所・町が一

(

)

報連絡施設が設置された。また、六三年には農村地域農業構造改善

六一年には農村地域農業構造改善事業が導入され、農協に農村情

昭和五七年一一月、生産性の向上、生産額の増大、労働時間の短

事業によって町中央構造改善センターが建設されるなど、引き続き

体となって実施中。秋大豆；品種は「フクユタカ」

縮を目標に、南方地区県営ほじょう整備推進協議会が発足した。川

土地基盤整備は東俣、川田にシラス対策事業や南方地区（一部花

ハード・ソフト両面での振興が図られた。

県が三二㌫、町が八㌫を補助することから、農家負担は一五㌫。現

尾を含む）の土地改良事業をすすめ、さらには後継者の育成や担い

田川沿いの水田一〇〇㌶を整備することとし、事業費は国が四五㌫、
在の事業費は反当り九〇万円であるから、農家は約一三万五〇〇〇

手農家の育成に取り組み、土地利用型農業規模拡大のため六二年に

大宮・大平地区などの基盤整備を実施した。

円程度を負担する。役員は、会長中園良清、副会長大平正一という

内容であった。
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進行や多様な職業従事者の量的な増大という事態が無視できないほ

山下・下川原田が、翌一二年に中玉を中心とする地区が整備された。

整備事業東部地区（面積三六㌶）が始まった。同年に湯屋原・前田・

業の省力化と労働力の有効利用を目的とする、県営中山間地域総合

どになり、町振興策も大きく舵を切ることになる。そうした事態に

農業・農村振興のもうひとつの柱が、「むら自慢」「むら特産品」

平成に入ると、一層農業の地位低下が進み、農村地域の混住化の

対応する形で、農村振興運動は平成五年度から新・農村振興運動と

用するためのむらづくり相談員を設置して効果あらしめるよう計画

「むらづくり活性化計画」を策定し、むらづくり事業を積極的に活

を通じて一層の「自立」が志向された。重点地域指定を目指して

り」をめざすとして、より広範な目標が設定された。話し合い活動

備など、農業構造・農村社会の改善、「ゆとりと潤いのあるむらづく

動を通じて、担い手の育成、地域ぐるみ営農体制及び生活環境の整

有効に利用できないかと試行を重ね、五八年、開発に成功したもの

国のキュウリの産地指定を受けた五二年以降、規格外品キュウリを

産加工品つくりを通じて生活改善活動を活発に進めていた。同地が

による八千草生活改善グループが結成された。彼女たちは多様な農

とに決めた。これには前史がある。昭和五〇年に西俣集落に、女性

た。西俣集落は話し合いの結果、「さゆり漬け」を村自慢とするこ

農村振興運動の一環として「村自慢づくり」が昭和五九年に始まっ

の開発であった。

された。同時に、足腰の強い農業の確立と快適で住みやすい郊外型

である。県産品愛好運動推進協議会主催の第四回ふるさと産業創意

して衣替えした。基本的な推進手法に変わりはないが、話し合い活

田園地帯をつくるため、生産基盤の整備を重点的に居住地域と農業

昭和六二年一二月、第一回むら自慢大会が町中央公民館で開催さ

工夫製品コンクールで、食料品部門の奨励賞に、本町の生活改善グ

が平成四年度からスタートした。同事業は県営事業であり、ほじょ

れた。西俣集落を含めて各集落が村自慢を定めて集落の活性化を図っ

生産の場とを計画的に配置した、農村住環境の整備を行い、緑や居

う整備と共に、農地の一部を新規の住宅や緑地として多面的に活用

ていたところ、町内の村自慢が一堂に会しての大会を開催して、一

ループ（代表―肥後トミ子さん）が輝いた。かくして「さゆり漬け」

し、地域の特色を生かした住環境整備を実現して、住みやすい空間

層の運動の推進を図ろうというものであった。当日はリーダー・功

住環境を生かした農村を建設し「水と緑に包まれたうるおいの里・

を後世に残すとして郡山地区の約六〇㌶にこの事業が導入された。

労者表彰や公演、また展示即売会が行われた。この催しはその後ほ

は優良県産品の仲間入りを果たした。

平成六年には、同事業の農業振興対策として、レイシ・ナスの資材

ぼ毎年一二月に開催され、平成一六年には第一五回を数えるに至っ

郡山」のイメージづくりを目標に、県営農村活性化住環境整備事業

補助や市場調査を行い、里岳集落にふれあい農園を開設した。同年、

た。

むら自慢大会は、平成三年の第五回大会から、ふるさと祭りに名

油須木、常盤、甲突の三地区を対象地域に基盤整備が実施された。
さらに、生産基盤の整備に関しては、平成一一年度になって、農作
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なみに、第一一回目の一二年は、

町の一大イベントに成長した。ち

称を変更し、村自慢の枠を超えた

農林産物をはじめ特産品を一堂に

与次郎ＭＢＣグランド 。本町も、

林水産祭り」と合同開催された

ショーがあり、その他、なんでも

ねショー。町特産レイシの早飲み

三味線ショー、北海太郎のものま

アトラクシヨンに、石井流津軽

大賞の授賞式も同時に行われた。

された。町内一周駅伝とふるさと

二千五百人が参加して盛大に開催

環として、町総合運動公園広場に

と美しいむらづくり推進事業の一

新農村振興運動（平成五年に開始

ンテリア芳香剤、生活改善グループのさゆり漬け・ふくれ菓子など

タケノコ製品群、 株）南国薬草のドクダミ茶・ハーブティー・イ

橋食品の たけちゃん漬け などの

特産品も多彩であった。（有）高

瓢箪村」の大瓢箪が目立ったが、

産品協会として出場した。「花尾

に、本町は平成二年八月設立の特

見する目的の「ふるさと秋まつり」

心、ふるさとの味と香り」を再発

た、平成二年には、「ふるさとの

展示して郡山のＰＲに努めた。ま

)

市場（町内特産品コーナー、青空市コーナー 、体験コーナー（ト

の手づくり品、大和木材（株）のナマズ・イズミ鯛・木製花鉢など

(

ンカチ号、シートベルトコンベンサー 、スポーツコーナー（スト

の木工品、同年六月発売の錦灘酒造（株）の「郡山源水」、藤本窯の

)

ラックアウト 、卵のつかみ取りなどに町内特産品や景品の抽選会

郡山焼、 有）郡山温泉のミネラルウォーター、花尾瓢箪村のひょ

)

があるなど、内容も年々拡充された。

｢

｣

(

本町では総面積のおよそ七〇㌫が山林原野である。林野総面積は

３ 林業

た。

うたん類などなど。これらを契機に一層の集落の活性化がはかられ

(

)

)

催し物も多彩になり、第一二回では伊集院町在住の嶋崎ジャルワ
ンさんのタイ民族舞踏が人気を博し、第一三回祭りには岐阜県輪之
内町からの出店もあった。人出も年々多くなり、第一三回ふるさと
祭りには三千人、第一五回には過去最高の約四千人が参加した。
町外で開催される催しにも本町のグループ・個人が積極的に参加

昭和三〇年が三九八二㌶で、平成一五年が四一七二㌶であったから、

この五〇年ほどの間に一八〇㌶増加した勘定になる。

した。二三紹介すると、鹿児島県提唱の「ふるさと特産運動」、「村

自慢作り運動」に呼応しての特産市が昭和六二年から「ふるさと農
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始め、農業における労働力不足から耕地が山林に転換される事態も

民有林が若干増加した。時期別に見ると昭和四五年代以降に増加し

四㌶であった。 昭和三〇年からの一五年間に三〇㌶減少したが）

所有形態別に見ると、国有林はほぼ横ばいで昭和四五年以降五四

あった。

数え、五五年にも六戸がその層に

一〇㌶以上五〇㌶未満層が七戸を

せるのだが、それでも四五年には

五㌶以上保有層も絶対数を減少さ

(

林種別推移を見ると、表６―

の

次に公私有林について林地の樹

進んでいることなどから、とりわけ平成二年以降になって増勢が増
した。
本町には大規模山林地主が殆ど形成されなかったから、林地の所

昭和三五年頃には、針葉樹林が

通りである。

森林を所有している形態だと考えてよい。昭和三〇年の山林所有農

四五㌫、広葉樹林が三八㌫、竹林

有者は同時に農家であった。経済基盤という点から見れば、農家が
家数は一六四二戸で全農家戸数の八割を超える。その後、林地所有

ではいたのだけれども、なおかな

が九㌫で、外に伐採跡地八㌫とい

所有規模別の分布を昭和三〇年についてみると、一㌶未満の零細

りの伐採したままの林地を残した

戸数は農家戸数の減少同様に減少した。林地所有戸数が減少し、若

所有が全体の七六・五㌫を占め、一㌶以上五㌶未満とあわせると実

状態にあった。『三六年度町政要

う構成であった。主として用材林

に九七・四㌫を占めた。三〇㌶以上所有者がそれでも一六戸あり、

覧』によれば、森林の樹種別蓄積

干なりとも林や面積が増加したわけであるから、規模拡大の可能性

最大は七八㌶所有である。これが、四五年には一㌶未満が若干減少

は（昭和三五年 、国有林ではス

は戦時戦後において乱伐・過伐の

して七五・八㌫になったが、五㌶未満で見れば九八・二㌫でむしろ

ギ、ヒノキ、クロマツが二三万七

が生じたわけだが、事態の推移はむしろ所有規模の平準化は生じた

増加している。さらに五五年には同様に、七二・一㌫、九八・八㌫

千石、広葉樹が四万石、外に竹林

状態にあったから、その後伐採跡

であったからごく零細規模の所有者がその保有する林地を譲渡し、

が一万石であった。町有林・部落

が、大きく規模を拡大して林業専業経営を生み出すような結果には

それを零細所有者が小地片を買い増したということであった。逆に、

有林を含めた公私有林では、スギ、

地への植林が二五～三四年に進ん

三〇㌶以上の保有農家がその林地を手放しており（農地改革の結果 、

ならなかった。
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)

)

ちなみに国有林はその殆どが針葉樹であり、全町域の針葉樹面積の

は面積では七㌫に過ぎなかったが、蓄積量では二五㌫を占めていた。

樹は面積では四〇㌫であったが蓄積量は二五㌫弱であり、逆に竹林

の一ずつという構成であった。針葉樹がほぼ面積比率と同じで広葉

竹林が三四万石であった。針葉樹が半分を占め竹林と広葉樹が四分

ヒノキ、マツの針葉樹が三〇万七千石、広葉樹が二九万五千四百石、

には各種補助金がついた事業があっ

事六四〇㍍が完成した。林道整備

た。また、その翌年には同二期工

段林道一期工事八〇〇㍍が完成し

整備が進められ、四三年には笹之

その後昭和三五年頃には林道の

業や三八年の幹線林道事業、また

たが、昭和三〇年代中葉以降の主

昭和三九年林業基本法が制定された。そこで従来の森林政策の基

四一年のいわゆる農免林道事業と

一八㌫、蓄積量の三四㌫を占めていた。民有林が先行して伐採され

本であった資源政策から、林業経営を産業として位置づけ、林業の

しての峰越連絡林道事業などがあっ

な事業は三六年の山村振興林道事

発展と林業従事者の地位の向上を図るという、経済政策としての林

た。

ていた姿がそこにはある。

業政策への転換が行われた。具体的には林業構造改善事業による大

進め、蓄積を増加させるためには造林計画を立てて伐採跡地の新植

も実現すべき課題であったから、共同化を含めて経営規摸の拡大を

からもれた。指定からもれたとはいえ、林業近代化は本町にとって

上、林野率七〇㌫以上という条件を満たさなかったから、その指定

が指定されたが、本町は林野面積が五千㌶以上、内民有林が千㌶以

構造改善事業は市町村単位で指定された。鹿児島県では一九地域

和二六年に昭和一四年制定の森林法が改正され、同年八月から新森

産力を増大させる政策に積極的に取り組んだ。これに先立って、昭

て、昭和三五年の国の長期造林計画は「拡大造林」を推奨して、生

あって不足気味であったから、木材価格は上昇した。これに対応し

植が伐採期に達していないことも

の蓄積量の減少していた上に、新

大させた。一方、木材供給は森林

戦後の住宅建設は木材需要を増

を進めることが必要であった。そのためには、林道などの基盤整備

林計画により造林と伐採の合理化をはかることになり、造林につい

が目指された。

が不可欠である。
もとより林業基本法を待つまでもなく、林道整備は林業振興の前

も、昭和三二年にスギ五〇〇㌶、ヒノキ四五〇㌶、マツ二五〇㌶の

ては伐採跡地には二年以内に植林することが義務化された。本町で

造林計画を立てた。この造林計画の進捗状況は、同年七月に夏山の

提でもあったから、多くの計画が進められたわけでその詳細は紹介

し得ない。その一端を、『新町建設計画書』に見ることが出来る。
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はマツを主体に一一〇㌶と、対前年

たが、さらにその翌年（三五年）に

ノキ二一㌶、マツ三二㌶の実績であっ

た。その進捗状況はスギ一六㌶、ヒ

が思うに任せなかったのもここに原因のひとつがあった。県では昭

高度成長期には早くも労働力問題が顕在化した。造林計画の進捗

昭和四六年には竹林改良事業を実施した。

タケの原木として造林されるようになった。

であったが、木炭の原木用であったクヌギが昭和五五年以降にシイ

たものであった。広葉樹種としては、樟脳原木としてのクスが主流

四〇㌶増の実績を上げている。その

和四九年度から除間伐対策事業を実施して、森林整備促進事業、間

手入れ風景としてＮＨＫに紹介され

後新植面積は減少するが、それでも

さらに、昭和五三年からは「みぞこ運動」を展開し、集落ぐるみ

伐促進事業、集落除間伐基盤整備事業など矢継ぎ早にその対策を講

八㌫になっている。同時に、伐採跡

の除間伐を進めた。本町でも労働力の育成確保の対策として積極的

昭和五〇年代中葉から昭和末期にか

地と未立木地が減少して三㌫になっ

に取り組んだ。たとえば、「除伐や間伐をすれば、木の成長が良く

じた。本町でも、同年には森林組合の労務班の育成強化を図り、林

た。マツはかっては森林資源の代表

なり、価値の高い山ができるとともに、間伐材からの収入が得られ、

けて拡大増林が行われたから、平成

的な樹種であったが、松くい虫の被

一石二鳥ということになる」ので、間伐材の土場（集荷場所）買取

業振興奨励事業を実施するなどして、間伐対策と担い手問題に取り

害もあって三六年をピークに激減す

に向けて、集落ごとに間伐材の集荷日を第一、第三火曜日に決めて

二年の樹種別構成比は針葉樹が六〇・

るとともに、新たに植栽されなくなっ

集荷した。その収入は「末口一〇㌢、長さ四㍍で六七〇円であった

組んだ。

た。四六年には、松くい虫被害跡地

から、一〇本担ぎ出せば六七〇〇円」にもなったという。

五㌫に、広葉樹は比重を下げて二七・

樹種転換事業を実施し、被害林分の

代にはヒノキ、五〇年代になるとス

本町では造林の主流が昭和四〇年

先進事例を形成すべく、県単事業である林業経営団地育成事業を導

業従事者の所得の向上を図れるような、いわば地域のモデルになる

て、生産性の高い林業地帯を形成し、林産物の生産量を増大し、林

また、昭和五二年には、林業の置かれている厳しい条件を克服し

ギになった。これらの拡大増林は、

入し、地域モデルにふさわしいモデル林業経営団地を選定するとと

解消を図った。

天然広葉樹林の伐採跡地に植栽され
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の五七六㌶が指定された。

もに、町林業振興計画を作成して、林業の振興を図った。大字厚地

一万一〇八〇名（正組合員 一万〇九七七名、準組合員 一〇三名 、

本町の森林組合であった。その結果、新組合の陣容は、組合員数

整備が、生産基盤＝森林資源開発の基盤の整備から地域対策あるい

本町に特有のことではないが、すでに、昭和四〇年ころから林道

加するなどして、用材向けの森林経営の発展は困難な状況にある。

な国の取り組みが展開された。しかし、本町では再び未立木地が増

事業を始め、木材産業再編緊急対策事業など緊急対策を含めたよう

和五五年以降には国産材需要の喚起を目的とする木材需要総合促進

代替する素材の出現もあって、市場条件は厳しいものがあった。昭

に、住宅建設も木材を使用することが少なくなり、且つ又、木材に

くも昭和三六年頃には外材が主要部分を占めるようになっていた上

発足した。同会の目的は「山を愛し山を育て山によって明るい豊か

単位に愛林会が立ち上げられた。昭和三二年には常盤校区愛林会が

あった。やがて法に基づく組織としての森林組合とは別個に校区を

た。組合長若松政之氏以下八名の理事、組合員九六六名での出発で

林法施行規則第七条第二項によって、新郡山森林組合として発足し

は国分村長であった。さらに、同協同組合組織は同年一二月に、森

入の組合で、軍用の材木切り出しを主たる任務にしており、組合長

ての協同組合組織に再編成された。それまでは、強制設立・強制加

合を前身とした。昭和二六年の森林法の改正により、任意組合とし

本町森林組合は昭和一八年に郡山一村を地域とする郡山村森林組

出資金額 一億三五四九万七千円、役員二一名、職員一九名、作業

は環境対策としての林道整備にその理念の転換が見られたが、ここ

な郷土社会の建設」であったから、いわば親睦会である。同時に、

平成に入ると労働力問題が一段と厳しくなり、かつ、国産材の需

に来て森林の持つ水源涵養の機能や森林浴・レクリエーション空間

他町村の除間伐や枝打ち作業の見学など育林研修をも行う組織であっ

班五三名にチップ工場、坑木工場、しいたけ乾燥施設を擁すること

など森林の持つ他面的な機能が着目されるようになって来た。林業

た。特に除間伐推進員や県の専門技師を招いての現地指導は、愛林

要が低迷して、植林の動きはめっきり少なくなった。国産材需要の

もまたそのような機能と共生するものとして位置づけられるように

会独特のものであるとされた。昭和三五年一一月には郡山愛林会が

になった。

なった。

発足した。さらに、その連合組織としての郡愛林会も結成され、

減少は、平成になって始まったことではなく、パルプ材を含めて早

森林組合

品評会などを開催して、林業経営に資する事業をさまざまに企画・
実施した。

このように林業の置かれている厳しい条件と林業に期待されてい
る公益的機能を果たせるように、平成一一年七月、一市八町の森林

特用林産物

森林の提供する生産物は、用材やチップ材にとどまるわけではな

組合が合併して、日置森林組合を結成した。参加組合は串木野市、

市来町、東市来町、伊集院町、松元町、日吉町、吹上町、金峰町に
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)

い。それ以上に生活に直接関わる産物を提供しつづけてきたといっ

とした竹製品（竹食器類・盃やコップなど）の商品化に向けた試み

のような新しい動きを生み出すことにも一役買った。

商品化に成功したのはシイタケとたけのこである。これらは県の

たほうが良い。本町の森林も実に多様な産物を提供してきた。それ
活を支えてきたものであった。シイタケやきくらげなどのきのこ類

特用林産物振興政策でも主産地作りが目指された。本町におけるシ

シイタケ

を始め、たけのこやツワブキなどの山菜類、クリや銀杏などの樹実

イタケの人工栽培は昭和二〇年代には僅かなものであったが、昭和

らはむしろ商品化されることなく生活に直接取り込まれて人々の生

類、つばき、山茶花、ハゼなどの樹油類、さらにはくす、つげ、竹

三〇年代に入り産業として発展した。その結果、シイタケ原木の不

にはシイタケ原木造成対策事業を実施し、クヌギ造成林地の肥培管

足を生じるに至ったので、県はクヌギの造林を奨励し、昭和四六年

類、木炭・薪に至る実に多様な生産物が提供された。
これらの恵みの中から、商品化するものが現れ、それは生活の様
式の変化とともに盛衰してきた。

た。五〇年頃には四五〇俵にまで減少した。その後復活して五五年

三万一千俵あった。生産額も八一〇万円で用材以外では最も多かっ

し、生産量も急減した。それでも三五年頃には、本町の木炭生産は

竹林に作業道を開設する等のことに助成金をつけた。翌年、本町の

りたけのこ生産を奨励した。たけのこ専用の竹林を造成することや

に県単事業の竹林改良奨励事業でたけのこ専用林の造成による早掘

たけのこはシイタケ以上に本町の特産品に成長した。県は三七年

理を行うなどしている。多量の原木が県外からの導入されたのはこ

には二五〇〇俵、五五〇万円となったが、たけのこの一億四千四百

山林所有者は県と町からの補助金を受けて、三町歩の竹林改良を行っ

木炭は山村経済に不可欠な存在だったが、昭和三五年を前後する

万円には遠く及ばない。その後は減少した。薪は金額的にははるか

た。当時は商品化の初期段階であったから、共同販売の体制も無く、

の頃であった。本町のシイタケ生産量は昭和五〇年ごろまでは順調

に小さいが、三五年頃には八十万束あったものが、五五年には五〇

「仲買人に甘い汁を与えているのではないか」との危惧が表明され

時期にエネルギーの石油への転換が行われ、生活様式が変化したこ

〇束まで減少し、その後たとえば六二年には三万五〇〇〇束まで生

たりした。たけのこ需要はカンヅメ加工用として伸びたので、本町

に伸張したが、それ以降は停滞気味である。

産量が増加した。用途は異なるが同じような軌跡をたどったものに、

には吉留食品工業のカンヅメ工場が進出して来ていたから、産業と

とによって消費量は激減した。生産量が最も多かったのは、敗戦を

竹材がある。竹材はすだれやタルの帯、浮き竹などの他支柱などに

しての発展にとって格好の条件があった。加えて生食用のたけのこ

たけのこ

使われたから、一定の需要を確保できた。さらに、後に触れるよう

需要も急増したから、早掘りたけのこの産業化が促進された。

はさむ前後一〇年位の期間であった。それ以降は製炭従事者が激減

に、竹材生産の伝統は、六三年の「竹による食文化の創造」を中心
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昭和四六年には町の奨励で、八万平方㍍の竹林改良が実施され、

人の工場と一〇人の工場であり、

と郡山森林組合の二工場が 二八

でん粉工場の一三人で、これが第

翌年にはさらに一五万平方㍍が改良された。五年間に六〇万平方㍍

早掘りたけのこの初出荷は毎年一〇月下旬に、主として東京市場

二番の規模を誇った。総生産価額

前者が最大規模であった。そのほ

に空輸で出荷された。出荷量は年によってかなりのばらつきが見ら

はおよそ四千万円であった。その

を改良しようという計画であった。四七年度に町が竹の専用展示林

れるが、かなりの高値で取引されており、平成一四年の事例で見る

六七㌫を製材業が、一四㌫をパン

かには従業員一〇人以上の工場は

と、三戸の農家が、大東に設けられた集荷場に九・八㌔を初集荷し

製造業が稼ぎだしていた。従業員

を完成し、翌年度には竹林新植委託試験展示林を作った。

た。一㌔当たりＳサイズで四千円、Ｍサイズは五千円で取引された

規模第二位のでん粉工場の生産価
た。

額に占める割合は僅か一㌫であっ

という。

４ 商工業

数は一八ないし一九で、従業員数は八八人ないし一〇四人である。

であった。『新町建設計画書』の基礎調査によれば、三二年の工場

第二次産業就業者数は昭和二五年が一一五人、三〇年が一四〇人

えられる。ついで多い卸・小売業

野は町外に職場を有するものと考

内には該当する職場はなくこの分

業するものが最も多いのだが、町

第三次産業ではサービス業に就

両者の差四〇人ほどは鹿児島市など町外に働きに行っていた者であ

の就業者は、若干なりとも町内で

（１）戦後当初の状況

ろう。工業は農産物や山林資源を原料とした零細なもので、主とし

の営業があり、そこへの就業が想
定できる。そこで、商業の現状は

て零細農家の副業的性格を有していた。
最も多かったのは樟脳製造業で八工場、従業員三七人、次いで製

といえば、商店数は九一店舗あり、

(

)

(

)

て、国勢調査との差二〇人余は町

合計で一五七人であった。したがっ

従業者数は男七三人、女八三人の

油 菜種 業が三で一五人、製茶業が三で六人、以下製材業が二で、
、パン、豆腐が各

KK

一でそれぞれ一三人、三人、二人ということであった。従業員規模別

これは従業員が多く三八人、澱粉 郡山農工

KK

には五人未満が一五で大半がこの規模である。製材業の大和木材
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外での就労ということになる。ところで、商

店は卸売業が二店舗あるのみで、あとは一店

舗の飲食業を除けばすべて小売業である。と

ころで、これを従業員規模別に見ると、一商

店が従業員数六人であるのみで、後は五人以

下の主として家族経営によるものであった。

当時、商工業者は経営の合理化を進めるこ

とが経営基盤の確立に不可欠であった。すで

に若年労働力の流出が始まって、その確保は

至難の技であった。いわゆる経営近代化のた

めには、円滑な融資の確保が不可欠であった

が、個別企業での対応は困難であるとして、

昭和三二年（一九五七）七月、任意団体とし

ての商工会が発足した。

（２）商工業の発展

昭和三五年の事業所統計によれば、事業所

総数は二七一、そのうち卸小売業が一三三で

最も多く、過半に近い。次いでサービス業が

八一、製造業の二一、建設業がほぼ同じで一

九であった。事業所総数は四一年に三三二ま

で増加したが、その後は一進一退で昭和四〇

年代後半は二五〇台、その後増加したが平成

一三年でも二七四に留まり、量的には昭和三
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いた。製造業や建設業は合わせても一〇軒に二軒に満たなかった。

化した。事業所の一〇軒に八軒が卸・小売業かサービス業を営んで

○年ころと変わらない。他方で、事業所の産業分野別構成は若干変

「商工会だより」は伊集院町の伊集院印刷で印刷された。

クリーニング業が一店であった。ちなみに町内に印刷業はなく、

プロパン商いである。対人サービス業としては理容と美容のほかに

商品取扱店が最も多く、七五店、実に七五㌫、四軒に三軒の割であっ

花尾地区が一四店、大谷地区が一三店、常盤地区が七店であった。

した事業者の地域分布は、郡山地区が五二店、南方地区が一五店、

が、その業種別特徴は次の通りであった 「商工会だより」 。参加

これに参加した。二七一の事業所の半分をもカバーできてはいない

昭和三六年郡山町商工会が新発足した際、一〇〇ほどの事業者が

ジブルになり、本町における空間が見て変わったと思えるようになっ

て一五工場ほど増えたので、ものづくりに関わる事業所がかなりヴィ

四三店舗も消える一方、徐々に増加していた製造業工場がここに来

めた。平成になって以降年に卸・小売業を営んでいた商店が一気に

位で二二㌫弱、次いで製造業が一三㌫になった。両者で三五㌫を占

なり低下した。両者合計で六〇㌫弱になった。他方で、建設業が三

卸・小売業とサービス業が一、二位を占めているが、その割合はか

平成一三年の産業別事業所構成比を見ると、昭和三五年と同様に

た。ついで多かったのが土建業を含むものづくり店で一六店 二軒

た。

事業所らしき建物は殆どものづくりには関係なかった。

に一軒に達せず、事業所統計の比率とほぼ同じ 、以下配達業が四

(

)

食料品をも取り扱っている商店を加えると四六店を数えた。このほ

品、衣料・食料品など、何らかの異なる商品をも販売しているが、

多かったのが食料品店で一二店、これに酒・食料品とたばこ・食料

取扱商品は日常生活品が中心だから、多岐に渡っているが、最も

を体現した。特に平成にはいりその傾向がはっきりしてきている。

にこの商店が相つぐ廃転業に見舞われたわけで、商店数全体の減少

売業が殆どといってよく、昭和三五年には七割を占めていた。同時

殆どが小売業であった。小売業としては、生活に直結する食料品小

りの増減があるのだが、いずれにしても、一〇㌫内外であるから、

(

か豆腐を商っている店が五店あったから、食料品取扱店が過半を占

それに代わって、其の他小売業が少しずつ増加してきていたが、そ

)

めていた。そのほかは鮮魚だけを扱うものや文具商、自転車商に電

れも同時期にははっきりした減少傾向をたどっている。それに比べ、

ところで、卸・小売業の内訳を見ると、卸売業を営むものはかな

器、金物、薬、菓子などを専門的に扱う店がそれぞれ一～二店あっ

家具・建具・什器店や織物・衣服・身の回り品店は数に変化が見ら

店、理容三店、食堂二店、美容が一店であった。

た。
物つくりに関わる店は精米業と豆腐製造が五店で最も多く、その

占めているが、その他小売店が四分の一を占めるに至った。ここに

れなかった。その結果、平成一四年でもなお食料品小売店が過半を

は計上していないが、生活様式の変化を反映して飲食店が昭和五五

ほかは製油、溶接、木材、製麺、建具、製パンに菓子製造、鉄工所

がそれぞれ一店ずつ。配達というのは、新聞に森永牛乳、ヤクルト、
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年以降に入ってかなり増加したことがもうひとつの特徴である。

これら小売業は後に触れるように、基本的に家族経営であるが、

飲食料品店でも大型店の進出もあり、雇用規模を拡大する企業も現

れて、一事業所当り従業者数は増加傾向にあった。なかでも自動車

販売店が出現して従業者七人という経営が出来たり、その他小売業

者の中に、いわゆるコンビニが出来たことで雇用規模を拡大する動
きがあらわれた。

製造業について工業統計と事業所統計を比較するとかなりの数字

のズレが見られる。これは調査方法の違いによるもので、工業統計

は従業者四人以上の事業所の調査であるから、事業所統計との差は、

一～三人規模の工場の差であると考えられる。しかし、多いときに

は一九、少ないときには逆に工業統計が二工場多くなっているとい

う状況があるから、必ずしも正確だとは言いがたい。しかし、中分

類が分かるのは工業統計であるから、そこからおおよその町の様子
を窺うことにする。

まず工場総数は昭和が終わるころに増加が明瞭になったことがあ

げられる。さらに、その増加にともなって工場の種別が拡大したこ

とが特徴である。ある事業を営む工場が集中してくるというよりは、

多様な業種の工場が少数立地開業するという姿が見られた。昭和五

五年ごろまでは、食料品製造工場が主なもので、外には木材・木製

品工場が目立っていた。いずれも地元にある素材を加工するタイプ

の工場であった。昭和四七年にやや性格の異なる一般機械工場がひ

とつあることが目につく。ところが、昭和六一年以降になると、そ

のほかに電気機械工場、プラスチック製品、輸送用機械工業など本
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近くを占めるようになる。そのような動向が、従業員数のかなりの

町には労働力と輸送の利便性などを念頭に進出した誘致企業が半数

に一八・六㌫を占めるまでに増加した。

造業は二四・四㌫から二五・五㌫に、また建設業は四・九㌫から実

㌫に低下した。これらの第三次産業が構成比を低下させる一方、製

本町の商工業の発展は、企業の近代化、規模の拡大傾向のうちに

急増と、製品出荷額のこれもまた急進に現れた。ちなみに、昭和四
一年の従業員規模二〇人以上の製造業企業は三、昭和五〇年で四、

も示された。すでに見たように、昭和三五年、事業所の過半を占め

も一・九人と同様な状態にあった。事業所平均は二・八人であった

五三年には三〇人以上の規模が一、平成三年に四、平成一三年には

事業所数が伸び悩む一方で、従業者数は昭和三五年の七四九人か

から、サービス業は三・一人でそれよりやや大きかったが、製造業

たのは卸・小売業であったが、そこで働くものの数は三〇㌫に満た

ら平成一三年には一九九八人へと二・七倍になった。この四〇年間

は事業所数では七・七㌫を占めたに過ぎないが、従業者では二四・

三に減ったが、総じて規模の大きな企業が増加していることが明ら

は、労働力の大量流出を見た高度成長期、石油危機により成長がス

四㌫、一事業所あたりの従業者数は八・七人で群を抜いて大きかっ

ず、一事業所当り、一・七人と零細な家族経営が多かった。建設業

トップした。いわゆる安定成長期、そしてバブル崩壊後の平成大不

た。

かである。

況期という激動に満ちた時代であったのだが、本町の従業者数は確

製造業の三二七人増であった。建設業は最も従事者数が少なかった

と三六〇人増 二・四五倍 と最大で、以下建設業の三三四人増、

そのテンポは異なっていて、サービス部門は二四八人が六〇八人へ

従業者増は農林水産関連を除く総ての産業部門で生じた。しかし

りの従業者数を増加させたのであったが、規模拡大は製造業で最も

四・三人になった。いずれの分野も、この間の変化は一事業所あた

六人、サービス業が八人、建設業が六・四人であり、卸・小売業も

ら、全体の動向を代表するという訳にはいかないが、製造業が一四・

は一八人である。ただし、同産業は一社のみがあるだけであったか

平成一三年には、事業所平均が七・七人と増加し、最大の鉱業で

こともあって、その伸び率は最大で一○倍になった。昭和三五年の

早く、昭和四〇年代以降から、サービス業が昭和四〇年半ばに入っ

実に増加を続けたのである。

産業別従業者の構成比と平成一三年のそれを比較すると、サービス

た頃から、そして建設業・金融保険業が昭和五〇年代に生じている。

(

)

てきた企業誘致の結果でもあった。実現したものも、進出したもの

製造業が先行して規模拡大を実現したのは、本町が積極的に進め

（３）誘致企業

業が最も就業者を抱えた産業であった。しかし全体としての就業者
数の増加が二・七倍であったのに、同産業が二・四五倍であったか
ら、三三・一㌫から三〇・四㌫へ若干構成比を低下させた。三五年

にサービス業についで就業者の多かった卸・小売業でも一三〇人ほ

ど従業者を増加させたのだが、その比率は二九・六㌫から一七・五
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一二月のことであった。昭和三二年頃と三五年を比べて、製造業の

誘致第一号であった吉留食品郡山工場が操業を開始した昭和三三年

のについて述べれば、本町に初めて本格的な工場が建設されたのは、

社製銘木製品を販売していたが、住宅需要の拡大に対応するために

同社は、福岡と鹿児島に営業所を設置して、関東、中部、九州へ同

た。 建築用銘木専門メーカーとして昭和四二年に熊本で創業した

昭和六三年には、大和銘木株式会社が郡山油須木に工場を新設し

に一〇社ほど企業進出があったが、里岳に二社、西俣に三社、嶽の

事業所数は増加してはいないが、従業者数は百人前後から一八三人

工場の新設拡大地を本町に定めたものである。平成二年四月には操

の撤収してしまったもの、あるいは、立地協定の締結に至りながら

へと二、三年の間に八〇～九〇人の増加があったことになる。誘致

業を開始した。他方、同時期に立地協定の締結に及んだフクヤマ食

大谷小学校跡に一社と半分がこの時期に集中して立地した。工業団

企業の第二号は、昭和四九年に鹿児島市草牟田から花尾に移転して

品の場合は、誘致に失敗した。誘致の成功しなかったケースには、

も、結果として進出を断念したものまで、実に様々であったが、非

きた薩摩人形の製作で、従業員は男七人、女三三人、その七割が本

西俣・郡山地区に建設予定であったゴルフ場、また平成四年に立地

地の完成にともない、企業誘致に拍車が掛かった。

町雇用に依存し、その他に内職者百人を抱える女子雇用型企業であっ

協定を結んだ竹之下商店などがあった。フクヤマ食品の場合は鹿児

常に多くの努力がそこに傾注されてきた。その中から、主だったも

た。

九年にも川田にゴルフ場をという動きがあったが、今回の場合は昭

島市の新川改修にともなう移転補償額と郡山への移転の費用とのバ

その後は、工業団地の建設は進まなかったが、企業誘致に掛ける

和五九年のいわゆるリゾート法の施行を背景に全国的・全県的に進

企業誘致はかなり早くからの政策課題であった。早くも昭和四一

期待は町当局のみならず住民の間でも高かった。昭和六〇年六月に

められていたスポーツ振興によるまちづくりの事例であった。本町

ランスシートが合わないという、やや特殊なケースであったが、ゴ

町が実施した「労働者アンケート」によれば、回答者の九五・三㌫が

ではやや遅れて、昭和六二年以来、計画が推進されて、平成三年に

年には工業誘致の確保を試み、柿木平に水田二六〇〇坪を確保した。

企業誘致を希望するという結果であった。このような意向を受けて、

スポーツ振興株式会社を誘致することに決め、さらにその翌年には

ルフ場建設断念と竹之下商店の場合は、移転を取り巻く社会状況に

町は平成三年に、西俣工業団地を建設した。同団地は、農村工業導

誘致企業の指定を南九州開発株式会社に変更するなど、紆余曲折の

その段階で、鹿児島市の藤安醸造株式会社が、味噌・醤油第二次加

入促進法に基づく事業として造成され、面積は二・二㌶であった。

結果、建設断念に至った。南九州開発株式会社の指定辞退にはやは

規定された結果であった。ゴルフ場建設に関しては、かつて昭和四

つづいて、九年から里岳工業団地の造成が始まり、平成一一年八月

り特殊な事情があったとはいえ、むしろ、バブルが崩壊しかつゴル

工工場を建て、進出することになった。

に完成した。敷地面積はおよそ八㌶であった。平成一二年二月まで

568

フ場の環境への負の影響に関する懸念などが増大したという社会的

をよせた。

経済事情の悪化にも拘らず、平成二年に、ダイヤフーズ株式会社

成形用の金型および装置・部品の設計製作を行う企業であった。一

ング社は、半導体樹脂封止・半導体リード加工・精密プラスチック

翌年の誘致企業は、西俣工業団地への進出となった。本社を福岡

が常盤に同社鹿児島工場を建設し、一〇月には操業を開始した。同

方のサン・プロジェクト社は、にんにくと卵を原材料に健康食品

状況の変化が、断念の真因であったと思われる。平成五年二月の竹

社は大阪での創業以来、食品包装容器メーカーとして発展した。特

にんにく卵黄）の製造・販売を行う企業で、すでに鹿児島工場を

県久留米市に置く（株）創世エンジニアリング社の鹿児島工場と本

に「ピィパック」 糸つき卵ケース などへのＰＯＳシステムを導入

設立して営業を行っていた企業であった。その後、平成一二年には、

之下商店の進出断念の事情が、景気の低迷に求められていたことに

するなど、常に同業界をリードしてきていたが、本町にあっても、

西俣工業団地にヒノマル株式会社が進出することになった。同地に

社を熊本市に置く（株）サン・プロジェクト社。創生エンジニアリ

主力商品はプラスチック製食品包装容器の製造に従業員七五人 平

は、一〇〇㌫ヒノマルの出資タイハク商事（株）郡山工場が設立さ

も通ずるものであった。

成一三年現在 を要する主力企業のひとつになった。

(

)

(
(

れ、平成一三年八月に農業資材加工工場が完成し、農業施設用ビニー

)

このほか、八年に二社、翌年にも二社と立地協定を結ぶことに成

ルの加工を開始した。さらに、園芸施設モデルハウス建設、流通セ

これまで垣間見たものづくりを軸とした企業進出＝誘致とは性格

功した。八年分は二社ともに工場を里岳の県道山田湯之元停車場線
積水ハウス・積水化成のグループ企業である積水樹脂株式会社（本

が異なるが、同年、社会福祉法人「くろしお会」が、嶽の大谷中学

ンター建設。平成一七年操業予定。

社は大阪市、社長は増田保男氏）が、鹿児島積水樹脂（株）を設立、

校跡地に情緒障害児短期治療施設を建設した。

沿いとし、平成一〇年四月操業開始を予定した。一社は、積水化学・

都市景観製品及び道路製品（主に大型の道路標識・支柱・照明灯・道
路景観製品）の製造・販売を計画した。もう一社は鹿児島市に本社
の道路標識設計製作・防護柵・看板などの景観製品を製作・販売・設

山町商工会であった。商工業者が経営の発展を図るには、企業合理

昭和三二年（一九五七）七月、商工会が新規発足した。名称は郡

（４）商工会

置を行う工場を進出させることになった。同年の町報では「この二

化を進め、融資の斡旋を円滑に行うこと等が課題となっているが、

を持つ、ロードエンタープライズ（株）であった。同社もまた大型

社の進出にともない、若者の都市部への流出や急速に進む高齢化、

その実現には組織の力が必要であるとして結成された。したがって、

同会の目的は「地区内に於ける商工業者の公正な与論を結集して、

道路をはじめとする社会資本整備の遅れなど多くの課題を抱えてい

る中、若者の定住化促進と町の活性化に効果を持つ」と大きな期待
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や講演会講習会の実施など多岐にわ

実施事業は商工会としての意見表明

と」とされた。そうした要請から、

社会一般の福祉と繁栄に寄与するこ

に産業の進歩発展を促進しあわせて

て、商工業者の利益を増進し綜合的

その実現に努め緊密な連絡協力によっ

て、商工会員が自覚的に商店街を形成する必要性が語られた。その

ふまえ、客が入り易い店、買い易い応対等の改善の重要性を指摘し

識は重なりつつ、町内の購買が鹿児島市に流れているという現状を

改善発展を図るため・・商工会を設ける」とする制定目的と問題意

業を講じ・・」その実現のために「・・町内における商工業の総合的

商工会法の「小規模事業者のための事業活動を促進するための事

足した。八月には「商工会だより 郡山町」第一号が発行された。

和三六年六月、法人郡山商工会として百人近い会員を結集して新発

(

また、おりしも国民所得倍増計画が実施に移された時期であった

たったが、１、盆正月等大売出の資
に当ること。２、商店の内外部診断

ため、その観点からの認識が示された。すなわち、商店の経営改善

核としての商工会への期待が表明されたものか。

を行い経営の合理化を図る商店経営

は、住民の所得の増大が地域社会で消費されることによって実現さ

金円滑を期するため金融の斡旋回収

指導等を行うことが、具体的な事例

れる。そうだとすれば、本町の圧倒的多数が農業者であるというこ

いは、農業所得が増大するような実効性ある政策が打てるのかどう

(

（会長）国分友睦、 副会長）橋口静雄、 理事）肥田木国男、井上

かが、本町にとっても、商工会にとっても最大の関心事であるとさ

とから、農業の将来、農業所得の伸びが期待できるかどうか、ある

として掲げられた。
初代役員は以下の通りであった。
馨、淵脇為吉、吉永藤吉、今村静香、 監事 肥後盛寿、脇正吉、

れ、その上に、先に指摘したような、商工者の努力がその消費を地

)

号（一九五七・七）

(

元で実現できるかどうかなのだという考え方が広く示されたのであっ

稲田猛、（顧問）重久尚孝、吉村進
町報

同会は、当初任意団体であったが、三六年の法改正によって同年八

れた。本県ではそれに基づいて鹿児島県商工会連合会が結成された。

借家を転々として、不便を囲っていたが、ようやく昭和五〇年四月、

た。 経営改善普及員はここに常駐した 。爾来、商工会事務所は

新商工会発足にともなって、三六年には商工会事務所が設けられ

た。

月特殊法人になった。同会は商工会の組織や事業についての指導を

郡山町郡山に商工会館の完成を見た。ここを拠点に商工会のソフト

)

な事業展開が図られた。

(

本町商工会も、このような動きを受けて、発展的改組を行い、昭

する機能を持っており、県内各地域の商工会が加盟した。

昭和三五年、商工会の組織等に関する法律（商工会法）が制定さ

43

570

昭和五〇年八月には「観光パンフレット」を作成して、自然のふ

の日」と定め活動を始めた。

会を発足した。同振興会は、会員相互の技術開発、経営問題等に関

ての経営改善の取り組みでは、昭和六二年一二月、異業種交流振興

対しては会員ニーズの多様化、高度化などの変化に対応するため、

業を経営革新や創業支援に重点を移していた。あわせて、商工会に

国は中小企業政策を転換し、商工会との関係では経営改善普及事

鹿児島市との合併が現実的な日程に上るなか、この過程で組織の

する共同開発、情報交換、技術移転等を促進し、地域産業の技術高

広域化や合併などによって提供するサービスの質の向上を要求する

るさと、として花尾神社を表紙に案内図、温泉などをカラーで印刷・

度化や地域資源の発掘とこれらの振興を通じて、地域活性化を図る

ようになった。さらにそうした転換を促す事情として、商工会に財

再編問題が浮上したが、その背景には国の政策転換とそれに対応し

ことを目的に結成されたものであった。昭和六三年三月には、業種

政硬直化や活動範囲の広域化の問題などがあった。そこに県商工会

配布した。昭和五五年以降にはふるさと祭りや八重山ハイキング、

交流振興会メンバー二〇人が、技術・人材育成を目的に開設された

連合会の見解「基本的方向は合併で、今後は、職員の設置基準など

た県商工会連合会の方針があった。

ばかりの、鹿児島県工業技術センター（隼人町）や鹿児島県人材育

の見直しなども行われて、そのままでは存続できなくなっていく」

夏祭りなど広く地域振興のための取り組みも活発化した。本業とし

成センター（国分市）などを視察研修した。メンバーは小売業、機

が提起された。

ず、周辺商工会の動向を見ながら態度を決めることにしている。

本町商工会は、これらの事態に対する対応方針をまだ決めておら

械金属、木材、食品デザイン、流通などの異業種の人たちであった。
同月、「交流から開発へ」をうたい文句に、「竹による食文化の創造」
を中心とした竹製品の試作化を開始した。同年五月には竹製品の試

(

直近の商工会長には吉崎通。大和木材（株）の社長。 町の法人
)

会長でもある。 が選ばれ、石神盛行会長の後を受けた。

作品、竹食器類・盃やコップなどの商品化に向けた検討会を行って
いる。会員のほか、中村町長、相談役である石神商工会長（昭和三

新役員は：次の通りである。

)

福永朋春、副会長

郡山博昭、同

平成一七年（二〇〇五）五月 役員
会長

鈴木 勇

東 洋一

六年商工会設立当初、専務理事、四八年から会長。 、吉崎法人会長、
鮫島鹿銀郡山支店長、白坂経済課長などの面々が参加し、文字通り
商工会・町が一体となった取り組みに発展した。
そのほか、
小規模事業者を対象にしたワープロ教室を主催したり、

徳田 要

小永吉輝久

専務理事 北 孝義
谷崎正弘

小城章裕

一般向け講演会を開催するなど幅広い活動を行ってきた。平成二年

大迫一男

内 信好

理事

末吉久志

が創立三〇周年に当ることから、より地域社会に貢献する商工会を

目指して、新機軸をということで、毎月一〇日を「商工会交通安全
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監事

福元純一 井上與一

前田佐枝子

の受け皿としての住宅への新規需要も見込まれることもあったので、

進捗から、鹿児島市への通勤条件が改善されたので、本町への移住
(

)

町営住宅建設事業として、昭和四一年度から四三年度にかけての三

高嵜 充

事務局 指定職員 経営指導員

年計画で、郡山地区（賦合）に総事業費一〇九〇万円をかけて、一

に完成したが、計画の四〇戸には至らず、二七戸に留まった。

種住宅二〇棟、二種住宅二〇棟を建設することにした。昭和四三年

補助員 宮脇みゆき 記帳指導員 松下真由美

第六節 産業と生活のインフラ

久しく公営住宅の建設は計画されるところはなく、昭和六〇年に

改善は既設住宅の改良を基本として進められた。老朽化した家屋の

る持ち家の推進として進められたから、本町においても、住生活の

取り組みが進められた。わが国の住宅政策は、基本的には、いわゆ

戦後の人口増加と新しいむらづくりを展望して、住環境改善への

れ、さらに平成二年には郡山甲突に同様に一〇戸が建設された。年

六三年には、中福良に一〇戸（一種が四戸、二種が六戸）建設さ

千円、南方のそれは二万七千円、第二種住宅は二万三千円であった。

住宅四戸が建設された。当初の賃料は花尾の一種住宅が月額二万八

南方では東俣に二種住宅六戸が建設された。さらに翌年南方に一種

なって花尾、南方に建設された。花尾では一種住宅四戸が厚地に、

建替も視野にはあるが、当面、既設住宅を改良して、快適な住環境

とともに建築費も高騰したから、賃貸料も少しずつ上昇した。中福

住宅団地と公営住宅

を整備すること、さらには台風などの自然災害にも強い住宅にする

良の場合には、一種が二万九千円と三万円に、二種が二万六千円と

１ 住宅

ことなどが目指された。具体的には、家屋の住居部分と作業場とを

二万七千円になりそれぞれ二、三千円高くなった。

あがり、新装建替することになった。平成四、五年の二年間で第一

平成四年になると、昭和四一年に建設が着手された賦合の住宅が

一方、小中学校教員や県の改良普及員など、いわゆる転勤族の住

種一二戸、第二種一八戸からなる、鉄筋コンクリート造り、三階建

のための行政的な支援が、農村モデル住宅を展示し、その普及を奨

居として、かねてから町営の住宅が建設されてきた。昭和三五年代

ての住宅五棟が完成した。「ストリームタウン賦合」と命名された。

二四、五年たって老朽化したことに加え、その後の生活様式の変化

初頭にはそれは十六戸、外に教員住宅六戸が設置されていたが、な

同住宅は、「若者に魅力ある住宅を」とのことで、３ＬＤＫ、バル

励する手立てを講じるとともに、住宅を建築しようとするものには

お不足する状況にあった。昭和三二年の吉留食品郡山工場の操業開

コニー付の、外観にも気配りの行き届いた近代的なものであった。

が大きかったこともあって、より現代的な快適住空間を求める声が

始などもあって、その不足感は一層強まった。さらに、道路舗装の

その建設費の一部を補助するという取り組みになった。

分離し、住居をより快適なものに造り替えることが進められた。そ

｜
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ま」が完成し、同年九月には

戸の「ガーデンヒルズこいや

に第一種四〇戸、第二種一〇

住宅の誘致が実現した。川田

並行して、平成四年には県営

による開発は、や

間デベロッパー

た。このような民

形成され売却され

四四区画の団地が

たので、平成一〇

やもすれば、町の

このような公営住宅の建設

年には、鹿児島県

入居者も決定した。ごく最近

は、当初は先にも触れた小・

町村土地開発公社

土地利用計画に虫

中学校教員、県改良普及員の

郡山支社による上

のものとして、花尾の第二町

ほか国鉄バスや食糧事務所の

油須木団地（一一

食い状態を生じさ

職員など転勤族のための住宅需要に対応していたものであったが、

区画）と油須木団

営住宅が平成一五年に完成し

昭和四五年の町長の施政方針にも見られるように、過疎対策として

地（四区画）が完

せることにもなっ

の側面、企業誘致とそれを可能にする住宅団地の建設、あるいは公

成した。目下、分譲中である。

ている。

営住宅による若者の定住条件の充実という側面に重点が移った。
このような住宅建設とは別に住宅団地の建設も進められた。先述

水道というインフラ整備は戦後当初は二つの契機で進められた。

２ 水道

りのために土地所有者と交渉を開始することが述べられている。住

一つは、新生活運動で、そこでは、生活の近代化・効率化、より具

の四五年の町長施政方針では、町が南国地所と連携して住宅団地作
宅政策の柱はむしろ住宅団地建設―分譲にあったといってよい。実

体的には水汲み労働の軽減などの生活合理化が求められていた。も

関係するわけだが、衛生面の改善から志向されたものであった。

うひとつは、これも水を井戸水若しくは湧き水に求めていたことと

のように、人口増加と核家

際、昭和五〇年代も後半になると、表

族化の進行‐世帯数の増加に合わせて、民間デベロッパーによる開

35

発が積極的に進められた。昭和六〇年代後半までに二一団地、約八
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町報四七号（一九五八・一）には、麓水道が完成したことが記さ
れている。それに拠れば、町の援助を得て、受益者八〇〇余人の労
力奉仕により完成し、落成式が昭和三二年一二月に行われたという。
その後順次良質の水源を求めつつ簡易水道の普及と統合が行われた。

を西部地区として給水を開始した。

その結果、本町の上水道の普及率は一四年には九一・九㌫になっ

た。当初の課題は基本的に解消されたといえよう。

)

鹿児島県『鹿児島県史』四巻 昭和一八年（一九四三）

【参考文献】

簡易水道敷設に着手し、翌年茄子田の参加申し込みを受けて計画期

鹿児島県『鹿児島県史』五巻 昭和四二年（一九六七）

四七年には花尾、東俣、川田を中心に最大給水人口三〇五〇人の
間を延長して実施しこれを完成させた。工事は鹿児島市の南海建設

郡山町『郡山郷土史』下巻 昭和五八年（一九八三）

鹿児島県『市町村民所得推計報告書』各年版

昭和六〇年八月、西部（中公）地区簡易水道事業に着手した。区

郡山町『新町建設計画書』 昭和三四年（一九五九）

株式会社で、工事費一億五千二百万円であった。
域は郡山麓、賦合、油須木、上園、柿木平、中福良、坪久田の一部

郡山町『郡山町振興計画』第一次 昭和四五～五三年

郡山町『郡山町振興計画』第三次 平成元～五年

であった。ここは南海建設、大和水道、明興電気、オリエンタルコ
事費に四万五千円の負担であった。昭和六三年九月には西部（常盤

郡山町『郡山町振興計画』第四次 平成六～一五年

郡山町『郡山町振興計画』第二次 昭和五四～六三年

地区簡易水道事業が、上常盤、清和、坪久田に敷設された。同工事

郡山町『過疎地域振興計画』昭和四六・四八・五五、平成二年

ンクリート等が関わっている。個人は加入金に五万円、引き込み工

は昭和水道株式会社、大和水道株式会社、南国殖産に明興電気が工

郡山町『農村振興基本計画』平成一四年（二〇〇二）
郡山町『町報こおりやま』各号

郡山町『田園環境整備マスター・プラン』二〇〇三年

事に携わった。
平成六年には西有里地区簡易水道が西俣、有屋田、里岳地区に給
水を開始した。これで町の水道普及率は六六㌫になった。同年、東
部地区で新たな水源が加わり、同地区の花尾、厚地で続いていた水
量の低下が解消された。かくして、本町の簡易水道事業は東部地区
(

)

(
)

(
)

花尾、南方 、西部地区（中央 、 常盤 、 西有里）の計四地区で
実施され、およそ二四〇〇世帯が受益することになった。さらに、
平成九年には本岳の梨木野・平、賦合の甲陵苑団地・甲陵団地・三
蔵塚団地への給水を開始し、平成一〇年になって、本岳の大東方面

574

第七章 社会福祉

であった。前者はその後の児童福祉行政の進展に大きな役割を果た

し、後者は法制的な整備を図る上で重要であった。しかし日中戦争

の戦局が長期戦の様相を濃くするに伴い、国家予算の内容も急速に
軍事財政的性格を深めていった。

社会事業は行政上重要であると認められながらも、実際上は戦争

第一節 戦前・戦時中の社会福祉事業
明治から大正にかけて我が国の救済事業は、あくまで慈善的救済

遂行と勝利を目指す国策の前には漸次後退を余儀なくされるに至っ

戦時体制下、社会事業は厚生事業と呼ばれることとなった。この

という性格をもつものであったが、第一次世界大戦頃から太平洋戦

この間我が国の救済制度の法的支柱となったものは、明治七年

頃から民間社会事業団体も人口増加・生産力の増強・軍人援護・国

た。昭和一六年（一九四一）一二月ついに我が国は太平洋戦争に突

一八七四）の「恤救規則」 身寄りのない独身の廃疾者、老衰者、

民親和協力等の国家的要請に対して全面的に協力することとなった。

争にかけて漸次意識的には社会連帯的救貧活動という考え方に変わ

傷病人及び幼児の救済のために制定）と昭和四年（一九二九）の

鹿児島県の社会事業についてみると、全国の水準からみて極めて

入した。政府は直ちに「戦時災害保護法」を制定、翌一七年四月の

救護法 の二法であった。「救護法」は救護機関が市町村で、方面

低調であった。例えば、困窮者や疾病者に対する救護活動は極めて

り、慈善事業から社会事業と言われるようになった。しかし現実的

委員（今の民生委員）がこれを補助するものとし、救護の内容は、

不十分であり、昭和一〇年度末現在、本県の救護施設数は二つの私

初空襲に早速適用された。

生活扶助、医療扶助、助産扶助及び生業扶助の四種類であった。救

設診療所が存在していただけであった。また、厚生省の社会事業に

にはそれはやはり慈恵的な性格を出るものではなかった。

護費の負担は国が二分の一、府県と市町村が四分の一ずつとなって

対する奨励金支給額も他と比較してかなり低く抑えられていたし、

(

(

各種の社会事業資金（慈恵救護資金、賑恤資金、軍人援護資金、罹

｣

昭和になってからいくつかの救済制度がさらに制定された。昭和

災救助基金等）も同様であった。本県の場合、一般救護活動が全体

｢

二年（一九二七）「不良住宅地区改良法」、同八年「少年保護法」、

的に不満足なものであったが、徐々にその体制は整備されていった。

じ ゅ つ きゅ う

いた。

児童虐待防止法 、同一二年（一九三七）「母子保護法」、同一五年

昭和三年（一九二八）に鹿児島市社会事業協会が設立され、同一

｢ ｢

｣

童救護、経済保護、社会教化活動等と広範囲にわたって社会事業が

年に方面委員会が発足し、一般的保護救済をはじめ、医療救護、児

〇年までに四八の団体が各市町村に設立されている。また、同一二

軍事扶助法」などが公布され、その間政府は同一三年に厚生省を
新設し、福祉厚生行政を総合的に推進する体制を確立している。
ところで当時の社会福祉行政面において注目されたのは、「母子

保護法」と「社会事業法」（昭和一三年三月公布）の二大法の制定
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を得なかったのである（『県史・五』一三一四～一三二一頁 。

余儀なくされ、かくして社会事業は再編成、変質化の道を辿らざる

するのに伴い、国民は生命と生活を国策遂行のために捧げることを

進められることになった。しかし先述したように、戦時体制が確立

に増加、県費も四年間で二〇円から七五円と三倍強に増額している。

助は昭和一六年（一九四一）四七円九七銭から同一九年は一七五円

委員費は方面委員に対する手当である。医療費保護に対して国の補

いる。表７―２をみると、救護法による救助は生活扶助だけである。

よう。『（旧）郷土史 下』では、村の決算書を通して実態を明ら

この頃、郡山ではどのような社会事業が行われてきたか探ってみ

という項の中で新たに「学校給食費」という項目を設けて、追加で

昭和一一年度（一九三六）になると、県は「貧困児童就学奨励費」

学童関係については県からの「貧困児童就学奨励費補助」がある。

)

かにしているので引用する 表７―１～６は二七四～二七七頁 。

)

四二円九六銭を支給し、村では各小学校に一五円を割り当てた。な

(

表７―１によると、救護法に基づく国の補助額は、昭和一〇年度

お、昭和一二年日中戦争が起こると「支那事変応召軍人児童就労奨

(

表７-４（県費） 貧困児童就学奨励費補助額の変遷

一九三五）二二三円だったのが、同一九年度は三倍強になる六八

医療費保護に関する年次表
表７－３

二円となっており、県費補助額は同一〇年度一二八円が、一九年度

表７－２ 郡山村救護費支出種類別年次表

には二九二円に増額、郡山村の救助費は一〇年間で約三倍に増えて

表７－１ 救護法に基づく国及県の救護費
補助額及郡山村支出額
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１

第二節 戦後の社会福祉
福祉立法の整備

第二次世界大戦後、まず昭和二〇年（一九四五）から二二年頃ま

では、敗戦直後の著しく混乱した国民生活に対し、占領軍（ＧＨＱ）

の司令のもとに緊急対策が立てられ、さらにその後の社会福祉の基

本原則がうち立てられた時期であった。政府は昭和二一年九月、統

一的な公的扶助の基本法規としての「生活保護法」を制定した。そ

れは戦前の「恤救規則」や「救護法」と異なり、貧窮者存在の公的

責任を明確にし、国家責任による近代的にして統一的な社会保障制

度への前進を促すものとして画期的であったといえる。

やがて、新しい憲法で社会福祉が権利として位置づけられた。憲

一二月に「身体障害者福祉法」が制定される。社会福祉の管理組織

法施行の年二二年（一九四七）に「児童福祉法」が、また同二四年

励費」という項目を新たに追加設定して一八円を支給した。これに

機構も整備され、同二六年には「社会福祉事業法」によって全国社

)

昭和一四年（一九三九）になると、青年学校が義務教育になる。

てきた。そのため、社会保障全体に対する国民の要求運動が次第に

階層間の所得格差の拡大、ことに低所得者層の問題は一層明確になっ

一応平均的には国民の消費水準は高まったと言われたが、しかし各

義務教育には貧困児童就学奨励費があったので、青年学校にも同一

盛り上がり、「国民健康保険法」や「国民年金法」が制定された。

社会福祉も社会保障の一環として積極的に考えられるようになり、

四年から県補助金のこの項の中に、新たに「青年学校生と就学奨励

ていく（表７―６ 。

昭和三〇年（一九五五）以降、いわゆる高度経済成長下において

対して村は「小学校共通費」の中に「児童奨励費」の項を設け、そ
後翌一三年には五五円、一四年には三四円と、実態に応じて変わっ

会福祉協議会が結成された。

表７－６ 「小学校共通費」の「児童奨励費」の推移

の中に「応召軍人就労児童奨励費」として一〇円を計上した。その

表７－５ 郡山決算書による児童就学奨励費
支出

費補助」が設けられた。
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国民の中から社会福祉に対する権利意識が高まり、各種の組織的運
動が展開されるようになってきた。それとともに、社会福祉関係立
法のさらに対象別に機能分化し、昭和三五年（一九六〇）「精神薄

２ 高齢者福祉

と呼ばれることになり、専門分化の傾向をいよいよ大きくしてきた。

児童福祉法・身体障害者福祉法）は新しい三法を加え「福祉六法」

祉法」等が成立した。この段階で従来の「福祉三法」 生活保護法・

害者福祉法」と変更 、同三八年「老人福祉法」、同三九年「母子福

弱者福祉法」 同法の用語は平成一一年（一九九九）四月、「知的障

と昭和五五年（一九八〇）の一〇七四名が平成一二年（二〇〇〇）

国平均の一七・四㌫を大きく上回っているのがわかる。人口でみる

同一五年（二〇〇三）に二五・九㌫と増加の一途を辿ってきた。全

二・六㌫、五五年は一四・七㌫、平成七年（一九九五）二一・八㌫、

まってきている。昭和四五年の高齢化率は一一・三㌫、同五〇年一

本町は少子高齢社会を迎え、六五歳以上の高齢者の比率が年々高

(

）町

で二〇四〇名と倍増している。さらに、七五歳以上の後期高齢者は

高齢者の実態

）町

2

)

(

）町社会福祉協議会、（

）町在宅介護支援センター運営協議会、（

なお、本町は社会福祉関係で（
地域ケア会議、（
身体障害者施策推進協議会、

)

地域福祉システムづくり推進協

(

(

)

本町の総世帯数は昭和五五年度（一九八〇）の二三四四世帯から

高齢社会の到来が示されている 前期高齢者は六五～七四歳 。

強めている。地域福祉のまちづくり運動を推進するため、各種ボラ

)

という状況である。

る一般世帯は、一四〇〇世帯、そのうち「持ち家」が一三六六世帯

いる。具体的数字を挙げると、本町における六五歳以上の親族のい

㌫と県平均の九〇・六㌫、全国平均の八三・四㌫をかなり上回って

六五歳以上の親族がいる世帯の住居状況は「持ち家」が九七・六

核家族化が進行していることが明らかである。

また「単独世帯」や「夫婦世帯」も増加の傾向がみられ、少子化・

二世帯に一世帯は高齢者のいる世帯となっている。

の三五・一㌫から徐々に増加し、平成一二年度が四六・一㌫と概ね

その中で、高齢者のいる世帯の総世帯に占める割合は、同五五年度

平成一二年度の三〇三六世帯へと増加している（増加率二九・五㌫ 。

けた。

について申請し、平成一六年（二〇〇四）八月一八日合併認可を受

に併せ、社協の合併について協議を重ね、鹿児島市長宛に合併認可

ちなみに、町社会福祉協議会では、鹿児島市など一市五町の合併

に積極的に参加するよう呼びかけている。

ンティア活動の組織化にも努力がなされ、地域住民が自ら福祉活動

議会、以上各種協議会などがあり、その組織の強化と相互の連帯を

平成一二年では八四八名で、総人口に占める割合も一〇・二八㌫と

4

1
5

3
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ひとり暮らし高齢者数とその推移を表７―８でみると、その数は年々

ており、比率でみると、八五㌫が女性ということである。表７―

（単位：世帯、％）

10

で示したのは平成九～一三年の数字だが、それ以前の数字も挙げる

表７－９ 高齢者のいる世帯の住居の種類（構成比）

増加の一途にあるが、平成一二年以降は減少傾向である。また性別

表７－８ 郡山町の人口構成

と、昭和五〇年七三名、同五五年一三七名、同六〇年二五八名であ

表７－７ 郡山町の人口構成

（単位：人、%）

でみると、女性のひとり暮らしが極めて多く、男性の五～六倍となっ
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る。

)

数は二一〇名 。

まず第一に、「介護を受けたい場所」を尋ねたところ、「自宅」が

八一・九㌫、「福祉施設」が六・二㌫、「医療施設」が二・四㌫で、

自宅以外に施設を希望する人は非常に少ない状況であった。

第二に、「主な介護者の状況」については、「配偶者」が一七・一

㌫、「同居の子ども」が七・六㌫、「同居の子どもの配偶者」が三・

三㌫と、家族が二八・○㌫を占める。一方「ホームヘルパー」が三・

八㌫、「その他」も三・八㌫、「介護を必要としていない・または介

護者がいない」人が五・二㌫という結果であった。また男性は「配

偶者」が四〇・四㌫と多く、女性は「無回答」が六九・三㌫と多く、

比較的軽度の人が多いことを反映した結果となっている。

第三に「介護者の属性」を尋ねた結果、性別では男性の介護者が

高齢者の就業状況をみると、産業別人口に占める高齢者の割合は、

護者が八六・一㌫で、高齢の介護者が非常に多く、六五歳以上が六

一㌫も占める点に注意を要する。対象者が男性の場合は、女性の介

齢者が介護しているケースが、男性で二〇・三㌫、女性では三一・

一二・一㌫となっている。これを六五歳以上の高齢者人口でみると、

第五に「今後の介護場所」について、「在宅サービス等を利用し

｣

実態調査 ）は、調査対象者数一七一六人、有効回収数一五八六名

ながら、在宅で介護したい」人が二一・九㌫、「家族だけで在宅で

｢

で行われた。在宅調査よりいくつか引用しておこう（アンケート総

や近隣の方の理解がたりない」が二・九㌫であった。

三㌫いた。「心身の負担が大きい」と応えた方は一一・○㌫、「家族

第四に「介護での問題点」として「特になし」と応えた方が一四・

性の介護者は三七・○㌫が「七五歳以上」で占められている。

一・一㌫で、うち七五歳以上が二七・八㌫も占めている。中でも男

平成一三年度（二〇〇一）に実施した「高齢者実態調査」（以下

在宅調査

示している。

二三・三㌫が就労しており、健康な高齢者の就労指向が強いことを

者が五割以上になった。

三二・四㌫、女性が五九・五㌫、「無回答」が八・一㌫。年代では

表７－11 寝たきり老人の状況

長期入院が全体の

（単位：人）

男女とも「四〇～六四歳」が最も多くなるが、「六五歳」以上の高

表７－10 一人暮らし高齢者

四割を占めた。一方、同一三年度では施設入所した寝たきりの高齢

で調査したところ、

施設か長期入院か

に在宅、あるいは

ている。同四年頃

は六一名と半減し

が、同一三年度に

は一二三名だった

四年度（一九九二）

査をみると、平成

きり老人の実態調

表７― で寝た

11
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に少なく、逆に「無回答」が七一・四㌫と非常に多い点が特徴的で

施設へ入所させたい」人は一・○㌫、「その他」も一・○㌫と非常

介護したい」が四・八㌫と、在宅派が二六・七㌫を占めた。一方

六・一㌫ となっている。

しなど」 一三・四㌫ 、「墓参り」（六・九㌫ 、「役所の手続きなど」

四人に一人強いた。具体的には「買い物」（一四・二㌫）、「布団干

３ 「生活で困っていることがある」と応えた人は二八・一㌫と

)
(

ある。いずれにせよ、あくまで高齢者と同居する人の希望であり、

｢
(

)

)

)

在宅福祉サービス

(

本人の状態の変化や家族介護者の状態、家庭の事情なども関係する
ので、予測はしがたい状況と思われる。

㌫と超高齢社会に拍車をかけている。高齢者が健康で生き生きと生

平成一六年（二〇〇三）九月現在、本町の高齢化率は二六・〇一

（１）日常生活動作（アンケート総数一五八六名）…「大変健康」

活を送るために、さまざまな事業が展開されている。在宅福祉サー

「高齢者一般調査」より実態・意識状況の一端をみると、
が五・○㌫、「たいした病気や障害もなく普通の生活」が四二・八

ビスとしてどんな事業が進められているかみることにしよう。

｢

イサービス事業及び、（２）生活支援移送サービス事業、（３）生活

まず在宅介護サービスの充実を目指し、（１）生きがい対応型デ

㌫で、合わせて健康体の人は半数弱の四七・八㌫を占めた。一方
｣

病気や障害はあるが、日常生活は自立し、外出もできる 人が四
一・八㌫であった。
また、「家の中の生活は自分で行えるが、外出は一人でできない」
)

という人は四・七㌫（七四名 、「ベッド上の生活」の重度の方は○・
表７－12 介護保険認定者数

八㌫（一三名）であった。
（２）病気の状況（アンケート総数一四九九名）…全体では五七・
○㌫の人が何らかの病気をもっていることが判明。男性の五六・一
㌫に対し、女性は五八・三㌫と女性の疾病率がやや高い。男女とも
後期高齢者の疾病率が六割強と高く、女性の高齢層は六七・九㌫、
男性は六一・六㌫である。
なお、何らかの病気にかかっている人（総数八五四名）では、半
数弱が「高血圧」（四四・○㌫）、次いで「心臓病」（一九・四㌫）、
｢

｣

)

肝臓病 （一四・五㌫）、「糖尿病」（一一・二㌫ 、「高脂血症」（一

〇・七㌫）が上位を占めた。
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）

介護者交流事業の実施、（７）家族介護慰労金、（８）在宅寝たきり

老人日常生活用部品給付、さらに介護者の負担軽減のため、（６）

要する家庭の負担軽減のため、（４）家族介護用品支給事業、（５）

指導型ショートステイ事業等を積極的に推進、また要介護高齢者を

い障害があるため、常時の介護を必要とする者で、居宅において適

◇特別養護老人ホーム…六五歳以上の者で身体上または精神上著し

る。本町ではどのような措置が採られているかみてみよう。

く見られるようになり、老人福祉施設への入所者の増加が予想され

家族での介護力が低下するなど、在宅での介護が困難なケースが多

高齢者等相談支援体制事業等が実施されている。ほかにもふれあい

福祉法人の特養ホームが一施設のため、利用希望者が多く、待機者

切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設。本町には社会

老人等介護手当の支給、（９）高齢者訪問給食サービス事業、（
事業（転倒骨折予防教室、寝たきり防止事業 、緊急通報体制整備、

が出ている（平成一三年度は二九名 。その施設は、社会福祉法人

)

環境上及び経済的理由により居宅での生活が困難な方を入所させる

◇養護老人ホーム…六五歳以上の者で身体上もしくは精神上または

愛泉園」（昭和五五年八月一日設置）である。

)

(

３）社会福祉法人等による利用者負
担の減免、以上である。
施設福祉
高齢者については、できる限り居
宅での生活が営めるよう在宅介護・
福祉サービス等の充実を基本とする
が、今後はさらなる高齢化の進展に
より、各家族や扶養意識が変化し、

｢

サービス利用者に対する支援措置、

者及び難病患者などのホームヘルプ

ビス利用者に対する措置、（２）障害

る。（１）法施行時のホームヘルプサー

のような利用者負担軽減を行ってい

介護保険制度施行に伴う特別対策として、低所得者に対して、次

宅改造推進事業等も行われている。

いきいき交流事業、在宅福祉アドバイザー活動促進事業、高齢者住

10
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◇在宅介護支援センター…在宅の寝たきり高齢者等の家族に対して

四月現在 。

ホーム 、計六ホームにそれぞれ一名ずつ入所している（平成一四

をしている。鹿児島市の二ホームと伊集院町・市来町・吹上町（二

施設。施設は本町にないので、他の市町に所在する施設に入所措置

かハウス郡山」（平成一四年九月）と東俣の「ふるさとの家郡山」

在宅サービスとの位置づけがされている。町内には西俣の「あった

◇グループホーム…軽い認知症をもつ方十数人が共同生活をするが、

利用している。

の世帯の高齢者が安心できる住まいであるが、本町では町外施設を

た生活が継続できるよう工夫されており、ひとり暮らしや夫婦のみ

)

)

表７－13 在宅介護支援センターの相談等の状況

二四時間連絡体制のもとに在宅介護に関する総合的な相談に応じ、
ニーズに対応した各種の保健サー

平成一五年一一月）が開設されている。

(

ビスが総合的に受けられるよう

件数は一九八二人）

五年度（二〇〇三）の年間相談

としても機能している。（同一

祉・介護・保健の総合相談窓口

式が行われた。同センターは福

営事業（愛泉園に委託）の開始

宅介護支援センターが完成。運

人デイサービスセンター及び在

平成七年（一九九五）四月、老

東俣に一ヶ所が開設されている。

的とするセンター。現在本町の

族の福祉の向上を図ることを目

地域の要介護高齢者及びその家

上に一万円を支給している。この事業は町単独であり、昭和四五年

寿を祝福し、敬意の意を表するために敬老祝金として、満九〇歳以

有し、住民基本台帳に一年間以上登録されている高齢者に対し、長

◇敬老祝金支給事業…毎年九月一五日現在において、本町に住所を

て、地域との交流を図っている。

生きがいづくり・健康増進・教養の向上・社会奉仕等の活動を通し

万七六〇〇円。年間事業計画により自主的な活動が行われており、

町が各三分の一。町内二八単位老人クラブへ助成、一団体当たり五

う。同事業は昭和四一年度（一九六六）に開始。経費負担は国、県、

各地域単位老人クラブを促進し、スポーツ大会やサークル活動を行

◇老人クラブ育成事業…高齢者自らが老後を健康で豊かにするため、

に、社会活動促進のための対策が行われてきた。

社会的活動に参加して健やかで生きがいのある老後を過ごせるよう

高齢者がこれまで培ってきた経験や知識を活かす機会を確保し、

社会活動促進事業

◇ケアハウス…車いすやホーム

度（一九七〇）から始まった。なお、祝金の他敬老記念品も贈呈し

に関係機関との連絡調整を行い、

ヘルパーなどを活用し、自立し
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ている。
九〇歳以上の高齢者数をみてみると、昭和三五年（一九六〇）は

町福祉運動会、グラウンドゴルフ大会、ゲートボール大会、そして

町民体育祭、以上の事業を行っている。

以上の高齢者は一名（女一名、男○名 。

歳に達した方の名前を刻むことになった。なお、平成十六年、百歳

なみに翌六年五月、老人福祉センターに「百歳碑」が設置され、百

を訪問支給している。平成五年（一九九三）に事業を開始した。ち

されたことに敬意を表し、さらなる長寿を願い、祝金（一〇万円）

た者に対し、長寿を祝福するとともに、これまで社会の進展に寄与

◇百歳万歳長寿祝金支給事業…本町に居住する百歳の誕生日を迎え

名と増えている。

りとふれあいづくりの場であり、拠点としての機能を果たしている。

を利用した浴室も完備している。なお、同センターは生きがいづく

生活相談室、娯楽室等たくさんの機能を備えている。また、太陽熱

面積五六二平方㍍のもので、機能回復訓練室をはじめ健康相談室、

する条例」 。総工費一億五六〇〇万円。鉄筋コンクリート造りの床

するために設置された（「町老人福祉センターの設置及び管理に関

向上及びレクリエーション並びに町民の憩い、集会などの利便に供

高齢者に対して各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の

拠点として郡山町老人福祉センターがオープンした。同センターは

ちなみに、昭和五九年（一九八四）三月、老人福祉・健康推進の

◇老人はり・きゅう等施術費助成事業…満七〇歳以上の高齢者が、

高齢者の方々に「生きがいとは何か」を問う調査があったので、

六名、同四五年は一〇名、後は平成一〇年に五一名、一五年に八三

町の指定する施術者からはり・きゅう等の施術を受けた場合、施術
業で、平成一二年度は利用実人

料の一部を助成する。町単独事

対象者一四九九名の生きがいのトップは「人とのつきあい」が四〇・

て「高齢者保健福祉に関する実態調査」によると、一般高齢者調査

ここに紹介しておこう。平成一三年（二〇〇一）一一月現在におい

)

員が一九名で九万円の助成。同

一㌫、二番目は「働くこと」三九・四㌫、三番目は「趣味の活動」

)

一三年度は利用実人員三四名で

せ、活かしていくかが課題であろう。高齢者が、健康で生きがいを

二四・六㌫、次いで「買い物」二四・二㌫、「孫の世話等」が二三・

ほかに、ボランティア活動推

もち、社会や地域とのつながりと支え合いの中で心豊かに暮らせる

一一万九〇〇〇円の助成を行なっ

進事業、花いっぱい運動推進事

対策として「人とのつきあい」「つながりあい」をキーワードに、

九㌫となっている。このアンケート結果を今後の施策にどう反映さ

業、郷土芸能伝承活動事業、シ

生きがいづくりの推進を図ることが重要だろう。

ている。

ルバー人材育成事業、公民館活
動事業、健康と福祉のつどい、
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ための根拠、第三部老人保健福祉計画でのサービスの供給目標、第

｣

本町では「老人保健福祉計画」（以下 福祉計画 とする）を二

四部高齢者等の健康づくりと生きがいづくり、第五部高齢者等の住

｢

度作成している。一度目は平成六年度（一九九四）を始期とし、同

みよいまちづくり、第六部高齢者等の安全確保策、第七部人材の要

づけと趣旨、計画の策定体制など、第二部サービス供給目標設定の

一一年度を目標年次とする六ヶ年の計画。この計画は「高齢者保健

請と確保、第八部行政等の体制、第九部その他、以上の構成からなっ

老人保健福祉計画

福祉推進一〇ヶ年戦略（ゴールドプラン）」をふまえ、本町におけ

計画策定委員会の委員は、議会議員、町医師会、公民館運営連絡

ている。

スの実施目標に関する計画であり、総合的なケアサービス供給体制

協議会、婦人会、社会福祉協議会、民生委員協議会、老人クラブ連

る高齢者実態調査による高齢者のニーズに基づいて策定したサービ
の確立を目指すもの。一五六六名の高齢者と二六名の寝たきり高齢

合会、老人福祉施設、在宅介護支援センター、ホームヘルパー、保

なお、保健福祉関係職員のマンパワーの状況（平成一三年度）を

計画」（平成一二年三月）があるが、この点は後述する。

高齢者に関連してもう一つ重要な計画書―「郡山町介護保険事業

健推進員で構成される一一人である。

者を対象に実態調査を行っている。
二度目の「福祉計画」は平成一
五年度（二〇〇三）から同一九年
度までの五ヶ年間の計画である。
同計画の基本理念は四つ。
①住み慣れた地域社会で生活して

みると、訪問介護員二〇人（内一六非常勤 、寮母・介護師士三四

)

いくための支援体制の確立。

人（非常勤一三 、生活指導員二人、理学療法士非常勤一人、栄養

)

②健康で生き生きした生活を送る

)

士二人、ソーシャルワーカー一人、保健師六人 非常勤三 、看護

(

支援体制の確立。

)

師一二人（非常勤五 、準看二一人（非常勤五 、以上。資格取得状

)

③介護保険制度を補充するための

日本の障害者福祉は、昭和五六年（一九八一）の国際障害者年を

障害者福祉の進展

３ 障害者福祉

祉計画」七九頁）

況は、介護福祉士一一人、社会福祉主事八人である。 「老人保健福

(

サービスの充実・拡大。
④明るく活力に満ちた高齢者を目
指し、高齢者が積極的な役割を果
) ｣

者の社会参加 、以上である。
｢

福祉計画 は第一部計画の位置

585

たすための支援体制の確立（高齢

近 現 代
第八編

表７－14 高齢者の健康状態

の考え方は、世界共通のものとして広く行き渡ってきている。

同等に生活し、活動できる社会を目指す「ノーマライゼーション」

てさまざまな施策が拡充されてきた。障害者が障害を持たない人と

契機に「自立と社会参加」が基本的な理念になり、この理念に沿っ

て総合的な障害者福祉の向上に取り組むための基本的な計画として、

も国・県の動向に対応し、実態をふまえ、行政と住民が一体となっ

県は同七年三月「鹿児島新障害者対策長期計画」を策定した。本町

マライゼーション七ヶ年戦略」（～同一四年）を策定した。鹿児島

振り返ってみると、障害者福祉施策が本格的に実施されるように

四年度にわたる障害者のための施策に関する基本的方策を示したも

郡山町障害者対策長期計画」を策定した。同計画は平成九年～一

｢

なったのは、第二次世界大戦以降のことである。昭和二四年（一九

じゅつ

のである。

きゅう

我が国の身体障害者福祉事業は、明治七年（一八八五）制定の 恤

身体障害者福祉

四九）にまず「身体障害者福祉法」が制定され、身体障害者手帳の
交付、更生援護施設の設置、補装具の交付など、国の責任による障
害者への更生援護が開始された。当初は更生に主眼が置かれ、中軽
度の障害者の職業訓練が中心であったが、徐々に重度障害者の保護
昭和三五年（一九六〇）には「精神薄弱者福祉法」（平成一一年

て昭和七年（一九三二）に救護法が施行され、初めて身体障害者に

て障害者を位置づけるものであった。その後同規則を継ぐものとし

救 規則に始まるが、この規則はあくまで生活困窮者対策の一環とし

一九九九）四月「知的障害者福祉法」に改名）が制定される。昭

ついての具体的な規定を設けた。しかしこの場合でもなお身体障害

に関する施策も実施されるようになった。

和四五年には障害者施策全般を推進するための基本法として、「心

者を独自に取り上げることはなかった。

(

身体障害者対策を正面から取り上げたのは、戦後昭和二五年（一

身障害者対策基本法」が制定されたが、単なる理念法に留まり、平
成五年（一九九三）に制定された「障害者基本法」のような実際的

障害を身体障害・知的障害・精神障害 従来は対象になっていなかっ

「完全参加と平等」を目指すことを明らかにし、法律の対象となる

大きく進展を見せ、先に触れた「障害者基本法」は目的に障害者の

ら、在宅・地域福祉へと大きく転換する。九〇年代に入ると施策は

一九八〇年代以降、我が国の障害者福祉施策は施設中心の福祉か

て更生援護施策が受けられるとしている。

の種類別、程度が認定され、身体障害者手帳が交付されることによっ

を前提として、国と地方自治体に努力義務を課しており、また障害

日に至っている。この法律では障害者自らが更生の努力を行うこと

要する一般の身体障害者を支える福祉対策として位置づけられ、今

単に救貧対策や傷痍軍人対策に留まらず、体が不自由なため援助を

九五〇）四月に身体障害者福祉法が施行されてからである。同法は

た）としたこと。そして、国・県・市町村が障害者基本計画策定を

身体障害者は大きく五つに分類されている。①視覚障害、②聴覚障

な効力はもたなかった。

提出した。国は平成七年（一九九五）一二月に「障害者プラン―ノー
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(

障害、④肢体不自由、⑤内部障害（心臓・腎臓・呼吸器・膀胱また

害または平衡機能の障害、③音声機能・言語機能または咀嚼機能の

害者に認定されないが、七級に該当する障害が二つ以上ある場合に

に応じ、一級から七級まであり、七級の障害が一つだけでは身体障

表７－16 平成14年度 障害の程度別身体障害者数・比率(単位:人・％)

は六級とされ、身体障害者に認定される。一・二級が重度、三・四

表７－15 平成14年度 種類別身体障害者数・比率(単位:人・％)

は直腸・小腸の機能障害）以上である。これらの障害は障害の程度

級が中度、五・六級が軽度障害とされている。

『平成一四年度社会福祉行政業務報告書』によると、平成一五年
(

二〇〇三）三月三一日現在、全国の身体障害者数は四四九万八九

四八人、鹿児島県は九万四〇〇〇人である。数でいうと本県は全国

で一三番目に多く、対人口一〇〇〇人比五二・九四㌫は全国トップ
(

全国平均三五・一三㌫）である。

)

障害者の種類別では（平成一四年度 、まず、全国では

によると、程度別には重度障害者が増え、五割近
16

なお、本町における身体障害者数の推移をみてみると、二七年前

五㌫で、本町と同じような比率となっている。

なみに、本県では重度が五〇・二㌫、中度三四・三㌫、軽度一五・

が三九・三㌫、五・六級の軽度障害が一三・二㌫となっている。ち

くになっており、一級・二級の重度が四七・五㌫、三・四級の中度

また、表７―

㌫、言語が○・六㌫である。

が五三・九㌫、内部障害が二六・九㌫、視覚八・九㌫、聴覚九・七

となっている。郡山町の身体障害者総数は五三九人で、肢体不自由

障害二七・二㌫、聴覚一一・九㌫、視覚一〇・九㌫、言語一・○㌫

ある。鹿児島県は全国と同傾向で、肢体不自由は五四・一㌫、内部

衡障害は九・八㌫、視覚障害八・八㌫、音声・言語障害一・二㌫で

肢体不自由が五六・五㌫を占め、内部障害は二三・八㌫、聴覚・平

表７―

15

の昭和五三年（一九七八）三月三一日現在二五二人だったので、こ
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四〇七名となっている。

三六四名、同六三年（一九八八）四三九名、平成八年（一九九六）

の間二倍以上身体障害者の数が増えている。同五八年（一九八三）

知能指数が概ね七〇までとし、日常生活能力の到達水準を同年齢の

とする状態にあるもの」と定義している。ここでの知的機能障害は

れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要

到達水準と総合的に比較するものである。

本町の知的障害者数の推移をみると、昭和五三年（一九七八）二

八人、同五八年は一九人、同六三年は二九人、平成九年（一九九七）

知的障害者
昭和三五年（一九六〇）に「精神薄弱者福祉法」が成立して以降、

は三九人、同一六年は六一人と増えている。表７―

をみると、重

精神薄弱 という用語が使われてきたが、この用語は従来から不

｢

｣

快感を与えるなど、多くの議論があり、平成一一年（一九九九）四
月から「知的障害」に改められることになった。

度（Ａ）の障害者が同九年・一六年とも四割を超えている。

平成五年（一九九三）「心身障害者対策基本法」が改正され、「障

精神障害者

られていない。都道府県が障害認

)

けではなく福祉のサービスの必要性は認識されつつも、法律上は

来精神障害者は「病者」の側面と「障害者」の側面があり、医療だ

対象ではなく、医療の対象であるとされてきた。しかしながら、本

者」とは、身体障害者及び知的障害者であり、精神障害者は福祉の

分岐点になった。その理由は心身障害者対策基本法において「障害

害者基本法」となった。このことは精神障害者福祉にとって重要な

知的障害については、身体障害者のような明確な定義は法で定め

17

定を行う療育手帳制度において、
国がガイドラインを示しているが、
そこには「重度」障害（療育手帳
Ａ）について詳述されている（昭
和四八年厚生省事務次官通知 。
ただ重度以外は「その他」（療育
手帳Ｂ）とされ、知的障害がある

精神障害者に対する一般的法律の最初は精神監護法（明治三三年

律であった。

たことで法律上「障害者」の仲間入りを果たしたという画期的な法

なっていた。障害者基本法は精神障害者も「障害者」として規定し

障害者施策」の対象外とされ、大きく福祉施策が遅れる要因とも

｢

とないとの境界について触れられ
ていない。
なお、精神薄弱者実態調査（平
成七年・厚生省）実施に際して、
知的障害を「知的機能の障害が発

)

されている場合（私宅監置）が多かった。また社会的にもそれが認

一九〇〇 ）である。当時、問題行動がある精神病者は自宅に監禁

(

達期（概ね一八歳まで）にあらわ

表７－17 知的障害者(児)の実態(単位:人)
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められていた。大正六年（一九一七）精神障害者の全国一斉調査が

の割合の人たちは福祉的援助が必要な障害者であるという概念を明

受ける者」とした。これにより、精神疾患を有する者のうち、一定

本町における精神障害者保健福祉手帳の所持者は、平成九年（一

行われ、精神病者の総数は約六万五〇〇〇人、そのうち精神病院に
医療の枠外にあった。そこで精神病院の不足が明らかとなり、同八

九九七）二月一日現在二名である。本町の精神障害者は推計で約一

確にしたといえよう。

年精神病院法が制定されるが、予算不足から、その後病院の設置は

五〇人程度と思われる。

入院中の者は約五〇〇〇人に過ぎず、私宅監置を含む約六万人は、

進まず、終戦時精神病院の病床数は約四〇〇〇床であったという。
戦後数年して欧米の最新医療や公衆衛生の知識が導入され、昭和

病院数五、定床数三三七、入院患者数二七五人が、同三九年にはそ

の設立や病床数の増加等について詳しく記述している。昭和二五年、

神衛生事業は一層拡充された。『県史・五』には、本県の精神病院

衛生法が制定された。精神障害者に関する保護規定が準用され、精

活の支援として（ア）補装具の交付・

と医療費の軽減―重度心身障害者等医療費助成、更生医療、日常生

の派遣 、②ショートステイ、③デイサービスの支援費申請、それ

施設入所サービス、（２）在宅サービスとして①居宅介護（ヘルパー

障害者手帳の交付を受けられた方々への主なサービスとして １

)
(

れぞれ三四病院、五一一〇床、四七九二人と一五年間で著しく増加

修理（盲人用安全杖、眼鏡、補聴器、

障害者福祉サービス

した値を示している。ちなみに同二九年の精神病者全国約四五万人

人口喉頭、義肢、車椅子、収尿器、

二五年（一九五〇）五月、従来の関係法規を廃止し、画期的な精神

のうち、本県は一万六四五人であった。

同七年に制定された「精神分裂病、中毒性精神病、知的障害、精神

に対する配慮、社会復帰施策の充実を目指すものとして改正される。

質者をいう」と定義していた。平成五年（一九九三）さらなる人権

される。同法は精神障害者を「精神病者、精神薄弱者および精神病

昭和六二年（一九八七）「精神衛生法」は「精神保健法」に改正

車、ネブライザーなど、（３）公供

歩行支援用具、透析液加湿器、運搬

字放送、デコーダー、浴槽、便器、

ダー、点字図書、屋内信号装置、文

用具の給付または貸与―テープレコー

ストマ用装具など 、（イ）日常生活

)

病質、その他精神疾患を有する者」と定義しているが、それとは別

交通機関の運賃割引―（ア）有料道

)

に新しい定義が追加された。法改正により精神障害者保健福祉手帳

路通行料金（半額）、（イ）バス運賃

)

半額、（ウ）タクシー運賃一割引、

が創設されたが（第四五条 、施行令第六条でその対象を「精神障

害があるため長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を
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（４）その他の制度―税制上の優遇措置―所得税、住民税、自動車
税など、ＮＨＫ受信料の減免など。

べ人数二六人、支給額三七万七〇〇〇円となっている。

から業務の一部が市町村で行われることになった。主な業務は次の

むための基本的な計画として、「郡山町障害者対策計画」を策定し

平成九年（一九九七）三月、総合的な障害者福祉の向上に取り組

障害者対策長期計画

通りである。（１）精神障害者保健福祉手帳の申請窓口業務、（２）

た。この計画は平成九年度から平成一四年度にわたる障害者のため

精神保健福祉法の改正により、平成一四年（二〇〇三）四月一日

精神障害者通院医療費公費負担申請窓口業務、（３）精神障害者福

（１）ノーマライゼーション社会を実現していくには、国や地方公

の施策に関する基本的方策を示したものである。まず本町の課題を

施設の設置状況、利用状況をみてみよう。本町には知的障害者援

共団体が障害者施策を実施するだけでは不十分であり、社会を構

祉サービス利用斡旋・調整（４）精神障害者居宅支援事業の実施―

護施設として更生施設一とデイサービスセンター一がある。平成一

成するすべての人々が障害及び障害者を十分理解し、配慮してい

八点にわたって述べている。

六年（二〇〇四）四月一日現在、町民は県内一一の知的障害者更生

くことが必要です。そのためには、福祉教育やボランティア活動

ホームヘルプサービス。

施設を利用し、入所している者二〇人、通所一人。知的障害者授産

を含む啓発・広報が極めて重要です。
)

せるための教育・保育環境を整備しなければなりません。

（２）障害児に対しては障害児ひとり一人の可能性を十分に発揮さ

施設を利用・入所している者は二人、通所は一人となっている。
（鹿
児島福祉事務所『管内福祉の概要 平成一六年度』二二頁 。平成
九年一月現在、更生施設数七、措置人員一二名、授産施設数二、措
身体障害者更生援護施設の利用状況をみると、身体障害者療護施

です。雇用主の理解も進んできたとはいえ、働く場の充足度はま

たらすだけでなく、社会参加による生きがいを与えてくれるもの

（３）障害者にとって職業を得ることは生計維持のための所得をも

設三、入所四人。更生施設数一、入所一人、通所一人。授産施設数

だ不十分な状態であるので、関連機関との連携を図りながら、雇

置人員三人である。

二、入所二人となっている。

害者医療費助成事業登録者は二五七人、心身障害者扶養共済加入者

別児童扶養手当受給者は、一級受給者三人、二級八人、重度心身障

必要があります。また成人・高齢者の障害発生予防を図る事業の

あり、その発生要因や妊婦の健康管理に関する知識の普及を図る

（４）心身障害児については、早期発見・早期療育が極めて重要で

用・就業の促進に努める必要があります。

二人となっている。特別障害者手当等の支給状況は、特別障害者手

推進も必要です。

在宅心身障害児（者）に対する福祉の支給状況をみてみよう。特

当の延べ人数二〇四人、支給額五万四三九〇円、障害児福祉手当延
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（５）在宅福祉を推進するためには、ホームヘルプサービス、ショー
トステイ、デイサービスなどの事業についての周知を図るととも
に、その内容の充実に努めなければなりません。
（６）障害者の自立と社会参加を促進するためには、建築物、道路、
公園、公共交通機関等における物理的な障壁の除去と、地域社会
の人々の理解と協力が不可欠です。そのためには国・県・町・民
間事業者・町民が一体となった取り組みを総合的に推進すること
が必要です。
（７）障害者のスポーツや文化活動を推進するためには、障害者団
体等との連携を図りながら、施設面の整備や指導者の確保に努め

充実、生活安定のための施策の推進、専門従事者の養成・確保及
び障害者団体の活性化

○生活環境…建築物等の整備の促進、移動・交通対策の推進、情報

提供の充実、防犯・防災対策の推進

○スポーツ・レクリエーション及び文化…スポーツ・レクリエーショ
ンの振興、文化活動の交流
○国際交流

４ 児童・母子家庭等の福祉

（８）国際交流は、障害者の国際感覚や広い視野を養い、また自立

そして同一二年には「母子保護法」が相次いで制定された。翌一三

昭和八年（一九三三）に「少年救護法」と「児童虐待防止法」が、

戦前の児童保護行政

と社会参加に資するもので、極めて有意義であり、その促進を図

年一月一日から実施の運びとなった母子保護法は、一三歳以下の子

る必要があります。

ることが必要です。
以上の八つの課題をふまえて分野別施策の基本方策を提起している。

に果たした役割は大きなものであった。

生業及び医療扶助を目的としており、これが我が国児童行政の発展

を有する配偶者のない貧困母子世帯を対象として、その生活・養育・
○啓発・広報…啓発・広報の推進、福祉教育の推進、ボランティア

○保健・医療…心身障害の発生予防・早期発見及び研究の促進、医

○雇用・就業…雇用の啓発と関係機関との連携、雇用・就業の促進

○教育・育成…心身障害児に対する教育・育成施策の充実

一九二七）以来農村の託児所設置が奨励され、同一一年（一九三

保護活動が行われた。農繁期における児童対策として、昭和二年

聾唖児童施設、無料託児施設など）が設置され、その後さまざまな

けて本県においても各種の児童保護施設（孤児施設、救護施設、盲

全国的な動きにはやや遅れたが、明治三〇年代から四〇年代にか

療・リハビリテーションの実施、精神保健対策の推進、専門従事

六）六月末時の農繁期託児所設置数は二七八ヶ所に達していたが、

活動の推進

者の養成・確保

その後これらの託児施設の数は急速に増大していく。なお同九年に

(

○福祉…地域福祉の推進、自立と社会参加の促進、福祉サービスの
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在、全国では九一〇六人であったが、そのうち鹿児島県は六八人と

施行された少年救護法に基づく少年救護委員の数は、同一一年末現

れることになった。本県は全国でも屈指の戦災県であったために、

策を講ずるとともに、法の趣旨に沿って広範な児童福祉事業が行わ

課に吸収 、急務である浮浪児・孤児の発見や実態調査及び保護対

)

なっており、県下全市町村に設けられていた（『県史・五』一三二

児童対策の主力を浮浪児の保護と不良化防止に置くこととし、まず

)

なった。県下の各小中学校に福祉主任教員を定めて、児童福祉司や

昭和二六年（一九五一）頃には浮浪児の姿はほとんど見られなく

施設、母子寮、保育所等の児童福祉施設を設置した。

昭和二三年四月に児童相談所を設けるとともに、一時保護所、養護

六～一三二七頁 。
戦時中の児童福祉施策は戦争遂行のための人的資源確保がその中
心的目的となり、結果として母子衛生分野に特に力が入れられた。
児童保護事業などはほとんど顧みられなかったが、戦争が終結する
と、児童保護事業は一層の重要性・緊急性をもつに至った。

児童相談所と相互に連絡を取り、学童生徒の不良防止に協力するこ

保障し、愛護されなければならないこと（第一条・児童福祉の理念）、

すべての日本の子どもを対象に心身の健やかな発達と育成・生活を

年（一九四七）一二月、「児童福祉法」が制定された。同法は（１）

は、より根本的な児童福祉対策が必要であるところから、昭和二二

ることはできず、かつまた次代を背負う全児童の健全育成のために

容保護した。しかしこの程度のことではとうてい所期の目的を達す

して、戦争孤児の一斉取締指導を行い、その一部を各地の施設に収

終戦直後、政府は少年犯罪と非行・浮浪児群に対する応急対策と

で保育ができない児童の保育を目的とする児童保育施策。二つには

児童福祉施策は三つの分野に大別することができる。一つは家庭

⒋ 不良化防止はみんなの力で。

⒊ 子どもの不良化は親の無理解から。

⒉ 子どもの不良化は暗い家庭から。

⒈ 子どもの不良化は親のなおざりから。

が記されている。それは次の四項目からなる。

年一二月一日発行の『郡山村広報』第六号に「不良化防止のしおり」

り」を配布するなど、児童福祉についての啓蒙に努めた。昭和二六

とになった。そしてさらに一般家庭に対しても「不良化防止のしお

２ 国民及び地方公共団体が、児童の保護者とともに児童育成の

児童健全育成と呼ばれる分野。三つ目の分野は心身上または環境上

児童福祉施策の展開

責任があること（第二条・児童育成の責任）を明記した点が画期的

何らかの障害を抱える上でのハンディキャップの軽減、治癒を図る

)
(

保育所の開設

ことを目的とした要保護児童対策である。

なものであった。
本県における対策をみると、同法施行当時は厚生課において関係
事務が執られていたが、その後この事業の重要性に鑑み、昭和二三
年（一九四八）二月、児童課を民生部に置き（同二六年七月、厚生
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本町が 力点を置いた施策の第
一が 児童保育施策で あり、具体
的 に は 保 育 施 設 と サ ー ビ ス の充
実で あ る 。 町 内 の 保 育 所 第 一号
は 、 昭 和 二 八 年 （ 一 九 五 三 ）六
月 一 日 に 開 園 し た 郡 山 保 育 園で
あ る 。こ の 保 育 園 は 馬 場 部 落が
経営す る 私立 保育園で 、園児四
五 人 、 職 員 三 人で ス タ ー ト 、 そ
の後園児は六〇人まで伸びたが、
施設は次第に老朽化し、同五三
年（一九七八）三月末をもって、
二 四 年 間 に わ た る 歴 史 を 閉 じる
こ と にな っ た 。 代わ って そ の跡
に町立郡山保育所が同年四月一
日 か ら 発 足 し た 。 定 員 は 同 じく
六〇人、総工費三八〇五万円、

から社会福祉法人笹桐福祉会が設立運営する

郡山保育園（定員九〇名）が開園した。

昭和三三年（一九五八）一一月一日、常盤

保育所開設。常盤校区公民館の運営する私立

常盤保育園として発足し、定員五〇名を収容

してきたが、同四九年（一九七四）四月町営

に移管され、旧常盤小学校跡に定員五五名で

再スタートした。保育所町営の経緯は、地区

民の幼児教育への熱意が高まり町営移管の陳

情がなされ、議会の議決を経て町立として発

足したものである。敷地面積七四九七平方㍍、

建物八一八平方㍍（『町報こおりやま』第

号 。

しかし平成一一年三月末に郡山保育所同様廃

)

広報』第四二号（昭和三二年五

として地区公民館が運営してきたが、地区員の強い要望で四九年四

を受けて町立花尾保育所として、所長一名、保母四名、調理員一名、

月農山村保育所として町営に移管、定員三〇名で県の助成を受けて

て。同保育所は昭和四〇年（一九六五）四月から花尾小で幼児学級

敷地面積は一二七三平方㍍、建物は三〇三・七平方㍍の鉄筋平屋建

八〇〇万円（町債は国民年金積立金還元融資 。

〇〇万円、うち国費補助一八〇〇万円、町債

から南へ約四〇〇㍍の位置に新築、工費二八

三つ目は花尾保育所で、同保育所は花尾小

園となった。

)

建物は鉄筋コンクリート平屋建
て三六〇・五平方㍍。ちなみに、

表７－20 児童手当の受給数と支援額の推移（単位：人、●円)

月一日）の中で保育所は「児童養護施設として」開設したと述べて

初代園長の橋口静男は『郡山町

169

運営がなされ、職員二名は役場職員になる。翌五〇年四月国の認可

表７－19 幼稚園利用児童数と幼稚園数

おり、さらに四年間に「三〇〇人余の児童」を受け入れたとも語っ

表７－18 郡山町保育所の定員、入所児童数(毎年10 月1 日現在)

ている。同所は平成一一年（一九九九）三月末に廃園となり、四月
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園児六〇名で発足した（『町報こおりやま』第

号 。

)

援センター事業、保育所地域活動事業（世代間交流事業・異年齢児

傾向と相まって、保育時間帯が短いなどの理由から減少傾向にあり、

稚園へ通園をしている者もいる。幼稚園への就園については少子化

の 制 度 は 児 童 を 養 育 して い

く 児 童 手当 制 度 が あ る 。 こ

児 童保 育施策 の一 環と し

近年、共働きの家庭や経済情勢を反映して、保育のニーズの増大

向上 を目的として 、児童 手

童の健全な育成 及び資質の

る 家 庭 の生 活 の 安 定と 、 児

や多様化が求められている。現在、特別保育事業等の拡充が必要と

当は 小学校三学年修了まで

当 を 支 給 して い る 。 児 童 手

乳児保育、午後六時以降の延長保育、障害児保育、地域子育て支

なってきている。本町の保育関連施策は次の通りである。

る。

打開策として預かり保育や地域における子育て支援活動を行ってい

六三人となっている。

山町 の就学前児 童総数は 四

平成 一六年 度』によると 郡

ところで、『管内福祉の概要

所が引き継ぐことになった。

併時 に 鹿 児島 市 の 市立 保 育

町 立 保 育 所 に つ いて は 、 合

確 実 に 増 加 して き て い る 。

て い る 。サー ビ ス提 供 数 は

て 支 援 セ ン ター 事 業を 行 っ

保育 、乳児保育 、地域子 育

育 所 地 域 活動 事 業 、 障 害 児

事業を実施しており、郡山保育所（定員九〇名）は、延長保育、保

なお花尾保育所（定員四五名）では、延長保育と保育所地域活動

交流事業・小学校低学年児童の受入 。

)

で示した通りである。

保育所の定員・入所児童数（平成一〇年度～一五年度）は表７―

176

ちなみに本町には私立幼稚園一施設のみであり、一部には町外幼

18
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の児童を養育している人に対し

市の児童センターとして引き継ぐことになった。

児用遊具・ジャングルジム）である。なお児童館は合併時に鹿児島

ほかに放課後児童健全育成事業として、小学校低学年の児童のう

て、所得が一定額未満の場合に
支給される。

ち、昼間親が勤務のため自宅を不在にする子どもに対して、遊びと
児童健全育成施策として、児

目標としているが、設置要件や場所の確保などの絡みから、三小学

通称「学童保育」が実施されている。本町では各小学校区に設置を

生活体験を豊かにすること、学習活動を支援することを目的として、

童・家族対象相談事業を行って

校のうち、二小学校区に開設している。小学校児童数と児童クラブ

児童健全育成施策

いる。平成一五年（二〇〇三）

利用者数は表７―

のとおりである。児童クラブ利用者数は年々増

実績は、不登校について一七件、
家族関係六件、心身障害につい

なおコミュニティ児童館郡山（郡山保育園内）の利用にあたっては、

加傾向にあり、放課後児童施策はますます重要になってきている。

月額四〇〇〇～六〇〇〇円の保護者負担金が必要となっている。

る条例」 。児童館は旧町立郡山保育所の跡地を活用し、児童等を主

を図るため」に設置された（「郡山町児童館の設置及び管理に関す

かにするとともに、子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成

少年を個別的又は集団的に指導して、その健康を増進し、情操を豊

一六年（二〇〇四）九月「次世代育成支援市町村行動計画」（以下

化していなかった新たな社会問題についての対応を図るため、平成

に、児童虐待や配偶者等からの暴力など、現計画の策定時期に顕在

より、子どもが心身共に健やかに育つための環境を整備するととも

次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援することに

次世代育成支援市町村行動計画

体にパソコン指導、幼児とその母親を対象にしたサークル活動や育

「行動計画」という）を策定した。この計画は同一七年度から二六

)

◇基本理念

幼児から高校生及びその保護者などが自由に無料で利用できる児
童館の名称は、町内の小・中学生からあった一七八点の応募の中か

づくり

⒈ 未来を担う子どもたちが明るく健やかに成長できるような環境

年度までの一〇年間としている。

児相談、また子育て支援事業や仲間づくりの場として利用できる。

童館は「児童福祉施設として、児童に健全な遊びを与え、幼児及び

一日、町児童館が開館した。児

平成一二年（二〇〇〇）六月

て四件、計二七件であった。

21

ら覚えやすくて親しみのもてる「わくわくパンダ」が選定された。

児童館の施設は集会場、図書室、遊戯室、園庭（砂場・滑り台・幼
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⒉ 子供をもちたいと希望する人が安心して子供を生み育てること

本町では障害のある子どもに対する支援施策

⒊ 子どもを育てている人が子育てに伴う喜びを実感できるような

早期治療を行う障害児デイサービス事業により、

日常生活基本動作訓練や集団生活適応訓練等の

として次のような制度事業を行っている。（１）

環境づくり

子どもの能力に応じた発達支援に努めている。

ができる社会づくり

◇基本的視点
(

２）ことばの発達に問題のある児童とその保護

者に対し、相談・指導・訓練を行い、保護者と

⒉ 次世代の親づくりを図る。

⒋ 社会全体で子育て支援を行う。

⒈ 子どもの利益を尊重する。
⒊ 利用者の立場に立つ。

児童が一体となって問題解決が図られるよう努

する相談、各種福祉サービスの提供、援助、調

地域での生活を支援するため、在宅療養等に関

めている。（３）在宅障害児の成長段階に応じた

⒍ 地域における

⒉ 母性並びに乳児及び幼児等の

⒎ サービスの質を向上させる。

⒌ すべての子どもと家庭への支援を行う。
社会資源を効果的に活用する。
◇基本的施策
⒈ 地域における子育て支援

整を行っている。（４）補装具や日常生活用具の

給付を行っている。（５）放課後や休業期間中、

地域でほかの児童と遊ぶ機会が少なく、家庭に

⒌

⒊ 子どもの心身の健やかな成長に資する

⒋ 子育てを支援する生活環境の整備

健康の確保及び増進
教育環境の整備

⒍ 子どもの安全の確保

引きこもりがちな学齢障害児に有意義に楽しく

活動できる場を提供するための活動に対して補助を行い、その活動

⒏ ひとり親家庭の自立支援の促進

職業生活と家庭生活との両立の推進
⒎ 児童虐待対策の充実

⒑ 配偶者等からの暴力に対

を支援促進し、障害のある子どもの成長を助けるとともに保護者の

が重要であり、その後の子どもの成長に大きな影響を及ぼす。福祉、

対応により、一人ひとりの状態に応じた最も適切な支援を行うこと

障害のある子どもたちへの支援としては、障害の早期発見、早期

通常の学級に在籍する特別な教育的支援が必要な子どもたちの実態

８）学習障害児（ＬＤ 、注意欠陥他動性障害（ＡＤＨＤ）など、

の状態等に応じた指導を通級指導教室で受けられるようにしている。

就学相談を実施している。（７）言語障害や情緒障害、難聴等障害

⒒ 子育てにかかる費用への支援

⒐ 障害のある子どもへの支援
する対策の充実

負担の軽減に努めている。（６）障害がある児童生徒ひとり一人特

医療、保健、教育の施策が相互に連携したシステムとして機能する

を把握し、適切な指導が行われるようにしている。（９）障害のあ

別な教育的ニーズに応じた適切な教育が行われるよう専門家による

ことが求められている。

要保護児童施策

（単位：人）

表７―23 特別児童扶養手当の受給者数
と対象児童数の推移
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(

)

る子どもを受け入れている私立保育所・幼稚園が障害の程度に応じ
た保育・教育を行った場合には、各保育所・幼稚園に対して助成し
ている。

子家庭の生活は一つの社会問題であった。

昭和二七年（一九五二）には母子福祉施策として「母子福祉資金

の貸付等に関する法律」が制定される。この施策は戦争犠牲者遺族

の援護を目的としたもので、文字どおり母子家庭への資金貸付であっ

た。

その後、夫の病気・死亡や夫との離別による母子世帯の増加に伴

母子・寡婦福祉
戦後、戦争や戦災で夫を失った女性は、働く女性がもともと少な

い、実態に即して母子福祉の向上を図るために、同三九年（一九六

表７－25－２ 母子福祉資金の貸付状況(単位：件、円)

く、仕事の機会と場所が限られ、しかも収入も少ないという状況の

表７－25－１ 母子福祉資金の貸付状況(単位：件、円)

四）七月、「母子福祉法」が制定された。しかし同法では寡婦（現

表７－24 母子・寡婦・父子世帯の状況(単位:世帯)

中で子どもを育てなければならなかった。そのため貧困を極める母

在配偶者のいない女性で、かつて

配偶者のいない女性として児童を

扶養していたことのあるもの）の

問題が残るとされ、同四四年度

(

一九六九）から母子福祉資金と同

様な寡婦資金貸付制度がつくられ

た。この両制度を関連づけ、同五

七年（一九八二）四月、「母子福祉

法」が「母子及び寡婦福祉法」と

改正された。さらに平成一四年

(

二〇〇二）対象を母子家庭だけで

なく、父子家庭にも広げるなど、

新たに改正が行われた。

同法の制定は、ハンディキャッ

プを背負った児童が、その母子家

庭という生活環境に負けないで、
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母子ともに安定した、
しかも健全で 文化的な
生 活 保 障 を 共 有す るこ
とを目的としている
(

)

母 福 法 一 ～三 条 。 母
子福祉サービスは、そ
の生 活安定と 自立 促進
サ ー ビ ス に 重 点が 置 か
れ、そのための福祉サー
ビスに集約されている。
そ の 中 心は 「 福 祉資
金貸付」
（母福法一〇条
で 、こ の 他「 寡 婦 福 祉
貸 付 」 が 特 別 措 置で 行
わ れて いる 。こ の 貸 付
は 、事 業開 始に 関わ る
もの、修学修了に関わ
るもの、技能修得、就
職支度に関わるもの、
療養に関わるもの、生
活維持に関わるもの、住宅に関わるものなどで、その償還を前提と

表７－26 国民年金 拠出年金 受給状況

(

)

しているが、法による免除規定も定められている 同一二条 。

なお、このほか母子世帯に対する「所得保障」として貸付制度とあ
わせて、「児童扶養手当」、その他拠出制度としての国民年金法の

表７－27 生活保護の推移

表７－28 世帯類型別保護の状況 （平成15年土累計）

表７－29 扶助別の状況 （平成15年度累計）
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)

母子年金 、厚生年金保険法の「遺族年金」給付が見られるが、い

一〇六人・一二八万七〇〇〇円、教育二四世帯・三六人・三八万五

助一八三世帯・二五八人・一三〇〇万六〇〇〇円、住宅四八世帯・

｣

ずれも給付水準は低い。さらに、ひとり親家庭医療費助成と母の家

〇〇〇円、医療二三九世帯・二八五人・三七九二万八〇〇〇円、介

｢

庭修学助成金交付も行っている。

護扶助四八世帯・四八人・七〇万三〇〇〇円、合計で二四一世帯・

三一七人・五二六一万三三〇〇円。労働力類型別保護状況は二四一

のこと。生活扶助八五世帯―二〇万八二二六円・一世帯平均二四四

生活保護の実態が初めて数字として示されたのは、昭和三二年度

四・一㌫ 、障害者世帯二四、その他の世帯一三。なお二四一世帯

帯一四二八世帯で全体の五八・九㌫、次いで傷病世帯三四世帯（一

いる世帯六五世帯。世帯類型別保護状況では単身世帯の内高齢者世

５ 生活保護

八円、教育扶助四世帯二万七四三一円・一世帯平均四一五円、住宅

中八三・四㌫を占める二〇一世帯が単身世帯である。

世帯の内働いている者がいない世帯一七六世帯で、世帯主が働いて

扶助二世帯七三一円・一世帯三六五円、医療扶助一四世帯、合計一

６ 社会福祉協議会・ボランティア活動

)

〇五世帯二三万六三八八円・一世帯平均二二五一円。原因別では低
所得世帯七三世帯、母子世帯一七世帯、身体障害者一二世帯、老病
世帯三世帯である。

町社会福祉協議会が法人として認可されたのは昭和五三年（一九

域活動推進事業（ボランティア）（２）地域福祉システム推進事業―

同三五年度被保護者は生活扶助で世帯数・人員は七四七戸・二九

同五二年一二月一日現在保護世帯五八戸・一〇八人、扶助別世帯

総要援護者数二八八名・総活動者数五六四名・見守り回数合計五万

七八）一月のこと。町役場を借用、しあわせ高める運動・高齢者・

数は生活四七戸・住宅二戸・教育一〇戸・医療その他三六戸。同五

三二三五名。（３）共同募金配分金事業―一五年度実績額一六六万

五四人・年間扶助額一三九万四八七三円、教育扶助六二二戸・一三

八年一二月一日現在被保護世帯数三九戸・七九人、内訳生活扶助二

八五一三円。（４）老人クラブ・助成金九万円、障害児・者福祉費

障害者・児童・母子福祉・青少年健全育成等地域福祉の増進を目的

〇戸・住宅四戸・教育三戸・医療その他一五戸。同六三年八月一日

一一万円、児童青少年福祉助成金小中高と育成会三八万三〇〇〇円、

一一人・三三万七一六八円、住宅扶助五九戸・五九人・五万三八一

現在は被保護世帯二二戸・三〇人、扶助別世帯数では、生活一六戸・

母子父子福祉費五万円等、歳末助け合い二四万七八〇〇円に達し、

としている。平成一五年度の事業について触れておこう。（１）地

住宅一戸・教育二戸・医療その他二二戸。年々減少してきている。

生活困窮世帯二八世帯に配分。（５）心配ごと相談所設置事業―五

三円、合計一四二八戸・四三二四人・一七八万五八五四円。

平成一五年度（二〇〇三）累計扶助別保護状況で見ると、生活扶
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業・居宅介護等事業・高齢者

他に老人福祉センター管理事

五一回開設、相談件数四三件。

での介助活動等。他に、ボランティア育成講座開設。受講生は町内

人暮らし老人給食会での食事づくり・食後の余興・施設訪問・行事

ループ。ボランティアの内容は、環境美化・史跡保存への協力・一

宮脇壮年会・福助会・踊りグループ四団体・琴のグループ・民謡グ

一三団体、それに、婦人会・母子寡婦の会・食生活改善グループ・

生きがい対策事業・資金貸付

一円から幅広く参加を呼びかけ、約三〇名が参加した。

名の相談員が一名ずつ交替で

事業・日本赤十字事業（実績
動会・シルバー人材センター

一四〇万三九五円 、福祉運

体・個人四六名、計三二八名。同一二年（二〇〇一）二月現在、登

り」発行。同一一年（一九九九）二月ボランティア登録団体一八団

同七年度ボランティア指導員会開催、年２回の「ボランティア便

)

等を実施している。

親子会二・子ども会三・婦

ティア登録団体は一六団体

見ると、昭和五四年度ボラン

他に①使用済み切手二〇七〇グラム②テレフォンカード二一二枚③

五名⑤パンダ館五名⑥ときわの家一名、合計四〇一名が参加した。

遣②デイサービス一二〇名③あったかハウス四〇名④改善センター

同一五年度の活動を見ると、派遣場所・人数①愛泉園二三〇名派

録者数個人六四名、二一団体、計五〇一名。

人会六・老人二・青年三）個

書き損じハガキ八七枚を収集。さらにボランティアリーダー研修・

ボランティア活動について

人四名であった。同五六年度からボランティア相談・登録カード制

ボランティアコーディネーター研修への参加、八〇歳以上独居老人

(

１ 戦前・戦時中の社会保険

第三節 社会保険

名と激減した。

同一六年（二〇〇四）二月現在、個人二八名・一六団体・二六七

誕生ハガキ二三二人へ送付。

実施。
本町がボランティアコーディネーター設置事業に取り組んだのは、
平成五年（一九九三）のこと。同六～七年度、県教育委員会の「生
涯学習ボランティア事業」の委託を本町が受け、町社会福祉協議会
と連携しながら事業を推進した。ボランティアコーディネーターを
決定、指導員一〇名を委託、ボランティア活動の場の開発やボラン
ティア希望者の登録、実践活動の推進、情報の提供等に取り組む。
平成六年（一九九四）一二月現在のボランティア登録団体等は以
下の通り。団体二五団体、個人一五名、団体の内訳は、老人クラブ
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なかでも昭和一三年（一九三八）四月の「国家総動員法」の公布は、

制への切り替えを要請され、その間に各種の戦時立法が出された。

昭和初期から太平洋戦争勃発までの我が国は、急ピッチに戦時体

一部強制設立）と組合への強制加入等が打ち出されるとともに、

は国民健康保険法の第二次改正により国民健康保険組合の設立強化

組合で五㌫にすぎず、全国最下位の状況にあった。同一七年度以降

昭和一六年（一九四一）当時全国普及率一〇㌫に対し、本県は九

足等によって、国民健康保険組合の設立は容易に進まなかった。

直接間接的に国民生活に大きな影響を与えた。国民の生活は挙げて

健民・健兵の国策の推進によって、本県でも同一九年にはほとんど

医療保健制度

戦争目的遂行のために規制され、動員されることになる。

もに保健対策を強化して、戦力の増強を図ることが課題であった。

体位向上は望めない状態にあった。したがって人口の増加対策とと

とさえ言われた結核の広範囲な蔓延によって、このままでは国民の

当時、都市も農村も保健状態は極めて劣悪であった上に、亡国病

減してしまった。

て組合の崩壊が相次ぎ、同二二年には一九年当時の約半数にまで激

立されたものが多かったので、空襲や敗戦による混乱に巻き込まれ

人 。しかし、これらの組合は準備も浅く、国策により他動的に設

全県下に普及することになった（一三七組合、被保険者数一二四万

(

こうした背景の中で、戦時下にありながらも社会政策の支柱とも言

)

うべき健康保険制度やその他各種の社会保険制度が急速に整備され

月に昭和二年以来全面的に実施されてきた健康保険法の改正、非現

三年四月農山漁村を対象とする国民健康保険法が制定、翌一四年四

まず国においては厚生省の外局として保険院が設置され、昭和一

失業保険制度を除く医療・年金等の各制度について、一応その体系

は飛躍的な発展を遂げた。我が国の保険制度は、同一六年度までに

の二回、さらに終戦までに五回の改正をみたが、特に太平洋戦争中

昭和二年（一九二七 、健康保険法の全面実施から同一三年まで

)

業の職員を対象とする職員健康保険法及び船員保健法の制定。また、

づけを終えたが、さらに当時の戦時国民総動員体制下の健民政策・

健康保険

同一六年三月労働者年金保険法の制定、翌一七年二月に創設された

産業政策に合致した総合的な社会保険施策を打ち出すことにより、

ることになった。

職員健康保険を従来の健康保険と統合して内容の充実を図るための

同一七年二月に健康保険法は改正された。改正の主な内容は①健康

和一一年（一九三六）三月末に適用事務所数一〇六九、被保険者数

健康保険出張所も年々増設されている。本県についてみると、昭

人以上の事務所全部とする、などである。

保険と議員健康保険と統合規定する、②適用範囲は従業員が常時五

改正等が行われた。
本県は農業県であるため、県民の七割が国民健康保険の対象人口
と推定され、かつ当時は極めて医療水準も低い状態にあっただけに、

その実施は最も時宜を得たものとして期待されたが、ひとたび普及

するとなるや、低所得にあえぐ住民の保険料の負担や医療機関の不
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昭和三三年（一九五八）一二月末

た諸保険制度（健康保険、国民健康

所は九万、被保険者数も四二万人まで激減した。かくしてほぼ一八

国民皆保険を規定した新国民健康保

一万五一六〇人であったが、同一五年三月末には一一九三事業所、

年頃までに一応拡充整備を終わった健康保険事業も、戦局の重大化

険法が成立。健康保険事業は同二八

保険、厚生年金保険）の大幅な 改

に伴い資財及び人材両面に著しい不足を来すこととなり、それにつ

年八月に改正（適用範囲の拡大、療

一万九五三七人になっており、ほぼ全国並みの増加傾向を示した。

れて医療内容も質量ともに低下し、現金給付についてもその実質的

養の給付期間の延長等）が図られた

善とともに、戦後の保険制度を一段

減価に悩む形となった。さらに本土が空襲の危険にさらされるよう

が、このため翌二九年度には、医療

しかし、一九年に入ると決戦非常措置要綱が実施されたため、事務

になってからは、医療機関や事務所も被災や地方への疎開が続出し、

給付費の激増による大幅な赤字が社

と充実させる形となる。

他方では被保険者や家族も次第に受診の機会を奪われていったので、

会的・政治的問題にまで発展するこ

所数も全国的に減少して約一三万（全国）となり、終戦時には事業

保険の日常事務もほとんど麻痺状態に陥ってしまった（『県史・五』

ととなった。しかしその後厚生省の

諸対策や健康保険法改正案が成立す

健康保険財政緊急対策要綱に基づく

一三四九～一三五四頁 。

２ 戦後の社会保険

)

る（同三二年三月 。被保険者の予

想外の増加等によって、保険財政は

)

黒字となったが、同三七年度以降再

戦後の保険事業
戦時体制下に発展を遂げた我が国の各種社会保険制度も終戦と同

ところで戦後の保険制度の進展に

び保険財政は悪化し、三九年度から

会保険制度調査会の設置となって現れ、社会保険制度整備への端緒

おいて、特に重要な意義をもつもの

時に完全な混乱状態に陥った。それだけに社会保険制度整備への要

となったのである。この調査会は同二二年一〇月には全国民を対象

は、昭和三四年四月一六日に公布さ

は赤字が累積するようになった。

とする総合的な社会保険制度を目指した社会保障制度要綱案を答申

れた国民年金法であった。老齢・障

請も急速に高まり、それはやがて昭和二一年（一九四六）三月の社

するなど、保険制度の充実に大きく寄与した。戦時から引き継がれ
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の後これらの制度は順調な歩みを続けた。

については三六年四月から保険料の徴収を行うことになったが、そ

害・母子援護の各年金の支出については同年一一月から、拠出年金

者保険本人及び家族の入院の自己負担引き上げ（二割から三割）な

翌年には老人医療に原則一割自己負担導入、同一五年度からは被用

負担が二割引き上げられ、同一三年には高額・療養費制限の見直し、

ど、近年制度の効率化を目指した改革が相次いでいる。

険者とする「健康保険法」が制定された。同法は戦後昭和二二年

度をモデルとして、大正一一年（一九二二）にブルーカラーを被保

つくられたドイツの疾病保険であるが、我が国ではそのドイツの制

世界で初めての医療保険制度は、一八八三年ビスマルクのもとで

進の推進、などを課題とし、今後の事業に具体化することが検討さ

率的に提供される仕組みづくり、③生涯を通じた健康管理・健康増

な高齢者医療制度の仕組みづくり、②高齢者にふさわしい医療が効

制度の改革が求められている。①老人医療費を公平に負担する新た

の増加が続く中で危機に瀕している。危機打開のために、医療保険

医療保険制度は、老人医療費をはじめ、経済成長を上回る医療費

一九四七）から二六年までに九回の法改正が行われている。受給

れている。

医療保険制度

率の上昇や一件あたりの医療費の上昇等によって、保険収支の赤字

(

が続いたので、主にこの面の改善を目的とする法改正が続いた。

保険制度によってカバーされる国民皆保険体制が成立した。その後

九六一）には、原則としてすべての国民が職域、または地域の医療

ことを目的とした制度である。それぞれの市町村が保険者となり、

にかかることができ、加入者がお金を出し合い、お互いに助け合う

国民健康保険（国保）は、いつ病気や怪我をしても安心して病院

国民健康保険と医療費・介護保険

好調な経済に支えられて給付率の引き上げ、高額療養制度の導入等

健全な運営にあたっている。

戦後の経済発展の中で、医療保険制度は再建され、同三六年（一

が行われた。しかし、昭和四八年（一九七三）に実施された老人医

の国保・老人保健医療年度別費用額でみるよう

に、一般被保険者・退職被保険者の費用額は、ここ数年高い医療費

本町では表７―

い国民健康保険制度の財政を強く圧迫し、石油ショックによる経済・

で推移している。また老人保健医療は、費用額が毎年増加、着実に

療費の無料化は、大量の社会的入院等を招き、高齢者加入割合の高
財政環境の悪化もあって、その後は同五七年（一九八二）の「老人

伸びてきており、医療保険の健全な運営に支障を来す影響を与えて

受診件数が二万八〇〇〇件を超え、医科（入院・外来）の占める割

保健法」の制定、五九年の退職者医療制度の創設等、国民健康保険
昭和五九年に健康保険の被保険者本人の一割負担導入、平成六年

合も全体の七九㌫に達している。

いる。国保被保険者受給件数では、平成一一年度（一九九九）延べ

一九九四）に入院時の給食の改革、同九年には被用者保険本人の
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(

から表７―

は、平成八年度から一一年度まで国民健康

診件数が増加しているものの、一人あたりの診療費は減少している。

鹿児島県の医療費は全国でも高い位置にあるが、郡山町は県下でも

表７―
保険の医療費の状況を示したものである。一一年度の一人あたりの

その結果、同一三年度（二〇〇一）本町は、医療給付費等の伸び

率の高い町として、県の指定を受けることになった。国や県の指導

一〇三円、老人は九一万四八六八円となっている。さらに表７―
をみると、一般被保険者（若人）においては、受診件数、一人当た

のもとに国民健康保険事業運営の安定化を図るため、健康教育・健

り診療費どちらも減少しており、表７―
33

の老人被保険者においては、被保険者数、受

は、受診件数は減少しているものの、一人あたりの診療費は増加し
ている。また表７―
34

康相談・健康診査、その他被保険者の健康増進等の健康づくり事業

の退職被保険者において

32

上位にある。

37

医療費は、年間で若人は二七万八五八六円、退職した人は三三万一

32

)

に本格的に臨むことになる（「健康づくり」については後述 。
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第八章 医療・保健衛生
第一節 医療
１ 戦前の医療

八九六）四月試験制度を導入した。看護師（看護婦）は同三〇年頃

まではほとんど県内にはいなかったが、伝染病の流行により、県は

各村より義務的に志望者を募り、同三二年度から看護婦養成事業を

推進することになった。大正三年（一九一四）九月看護婦取締規則

をつくり、看護婦は県の試験合格者または各種養成機関の修業者に

限り免許を出すことになるが、翌年内務省令により、看護婦規則が
薩摩藩では明治元年（一八六八）一〇月、洋漢両道の医院を建立

して県内の医療体制は着々と整備されてきた（『県史・四』八六四

則が明治二二年に公布され、同年薬剤師試験制度導入と続く。こう

公布される（県の看護婦規則廃止）。また、薬品営業並薬品取締規

のち西洋医院と医院に分ける）し、翌年一二月には藩雇いの英国

～八六八頁 。

医療体制の整備

人ウィリアム・ウイリスが着任、西洋医学を広めることになった。

この頃の郡山村の医療事情がわかる資料としては、『日置郡誌』

)

明治七年（一八七四 、鹿児島藩は西洋医学を採用した医制を発

「衛生の部」のわずかな統計と次項の人物伝しか見出せない。大正

)

表、同一五年には県立鹿児島医学校を開校、付属病院を開業した。

一〇年「医師数五人、伝染病院一、患者室六、産姿一、鍼灸術四、

(

このころ、県内にはコレラや痘瘡（天然痘）が大流行、人々にとっ
て大変な脅威を与えていた。同一九年には一六歳以下の県民には皆

墓地一三五」（七二頁 、「売薬商四人」（七五頁）

)

種痘を受けさせるようにして、実施者には戸長が証明書を交付する

を開業した。医師については同一二年（一八八〇 、医師試験規則

明治一五年（一八八二）には県立鹿児島医学校が開校、付属病院

は戦後の開業医も含まれている 。

下』に掲載された医師の人物伝からその経歴を参照したい（一部に

戦前の郡山村、嶽・有屋田地区の医療について、『（旧）郷土史・

戦前の医師

をつくり、開業医の申請によって県の免許状を授与するとともに、

◇郡山龍仙

ことになる。その後も伝染病対策を進めることになる。

開業希望者に対して試験を施行することになった。その後さまざま

)

文政一二年（一八二九）九月一六日生。その才能を藩に認められ、

)

な規則等の整備、改廃がなされ、同三九年（一九〇六）五月、医師

も修め、西俣の自宅で開業すると、郡山界隈唯一の近代医者として

医学修業のため長崎留学を命ぜられる。漢方だけでなく西洋医学を

助産師（当時は産婆と称された）に関しては、明治一四年（一八

多忙を極めた。明治二二年（一八九二）二月二八日死去、六一歳で

法とともに歯科医師法が制定、施行規則も定められた。
八一）四月医師産婆取締規則によって免許制となり、同二九年（一
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◇前田利清

あった。
科を開業した。

鹿児島大学医学部に勤務、父の死を承けて内科、外科、レントゲン

正一〇年（一九二一）長崎医学校を卒業。県立病院に三年勤務した

年（一九〇七）から六五歳で亡くなる昭和二二年（一九四七）まで

畩助は明治一六年（一八八三）生まれ。長崎医専卒業後、同四〇

◇宮田畩助 宮田正寿

後、同一三年郡山麓で前田医院（内科・小児科）を開業する。郡山

内科、小児科、産婦人科を下伊集院村の岳で開業した。医業の傍ら

父は郡山龍仙の次男市袈裟で、前田家に養子となった。利清は大

中学校発足時からの校医として一〇年間勤める。昭和五一年（一九

正寿は京都大学医学部卒業後、昭和二〇年から父の後に開業。同

村会議員、郡会議員、県会議員を勤め、校区民から慈父のように敬

明治九年（一八七六）六月一〇日油須木に生まれ、鬼丸家に籍を

二二年から四六年まで下伊集院村村会議員、郡山町町議会議員を勤

七六）一二月に八二歳で死去。

入れる。明治三二年（一八九九）長崎医学専門学校卒業と同時に、

め、うち一四年間は議長の席にあり、町政発展に多大な貢献をした。

愛され、没後に頌徳碑が建立された。

上園で内科を開業した。同三六年から郡山尋常高等小学校及び常盤

◇新山英利

◇鬼丸喜代二

尋常小学校の校医を勤めるとともに、同四一年村会議員に当選する

満州医科大学卒業と同時に奉天市立病院に勤務、昭和一八年（一

九四三）一一月軍医に召集される。同二一年に引き揚げ、二四年に

と、教育、土木、畜産、農業振興に努力し、上園や柿木平の架橋工
事に功績を残す。昭和一一年（一九三六）二月七日に死去。

東俣で内科、小児科を開業する。町体育協会役員としても活躍した。

郡山源一の次男として明治四四年（一九一一）出生。昭和一一年

◇竹下久盛

◇時崎彦太郎 時崎清二
彦太郎は、明治二〇年（一八八七）から同四〇年まで郡山麓で内
科小児科を開業、六一歳で死去。

(

一九三六）京城歯科医専卒業、翌年郷里郡山の上園で開業。地域

医療に専念する傍ら、町内外各種の公職を歴任、また町議として町

清二は熊本医専卒業後、大正九年（一九二〇）から郡山麓で時崎
医院（内科小児科）を開業。昭和六三年に九七歳で死去。

政発展に貢献した。議長在任中に急逝、町葬によって送られた。

次のような様子を伝えている。

怪我の治療をしていた。「郷土資料」に「往診の今昔」について、

当時の地方は専門病院が少なく、ほとんどの病院がすべての病気や

◇鬼丸高教 鬼丸高寿
高教は熊本医専卒業後、大正八年（一九一九）郡山麓で内科小児
科を開業する。昭和二八年（一九五三）死去。
長男の高寿は同一六年韓国慶北医科大学を卒業後、軍医となり、

終戦後二年間ソ連に抑留される。帰国後の同二二年から二八年まで
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一、明治の末期より大正中期までは徒歩にて患者の家族が送り迎え
をした。
一、大正九年頃から自転車にて昭和の五年頃まで往診された。また
馬にて往診された医師もいた。
一、昭和五年頃より同二六年頃までオートバイ、またはサイドカー
にて往診した。
一、昭和二七年頃から軽自動車及び自家用自動車にて往診、今日に
至る。

結核の予防撲滅を採り上げ、昭和一八年（一九四三）には地方結核

療養所の統合などを行った。しかし戦局の悪化や特殊法人事業とい

う内外の諸種の困難な事情に制約され、ついに予期の事業を行わず
に終戦を迎えた。

２ 戦後の医療

県下の医療体制は、戦後著しく進歩して

きている。県衛生部資料によると、昭和元

から重視され、昭和一七年（一九四二）二月には医療機関の分布の

医療事業は停滞した。医療行政はいわゆる健民健兵の戦力培養の面

戦時中は医師など医療関係者の減員や医薬品の欠乏などにより、

きている。本県の人口一〇万人当たり病床

平成一五年（二〇〇三）二八二と増加して

年一四〇、三九年二〇一、五三年二五九、

には三六の微増だったが、その後、同三五

年（一九二六）病院数は二八で、同二一年

不均衡を是正し、医療の普及によって国民体力の強化を図るために

数は全国で第二位、九州で第一位となって

戦時中の医療

国民医療法が制定された。この法律は明治三九年（一九〇六）公布

いる。

医師など医療従事者の数をみてみると、

の医師法、歯科医師法及びこれに基づく勅令、省令並びに保健婦、
助産婦、看護婦の各規則を時局の要請に即応しつつ体系づけたもの

て同団は国民体力の向上に関する国策に即応し、医療の普及を図る

法公布直後の同年四月の特別法人日本医療団令が公布された。そし

と日本医療団に関する規定があったが、医療団については国民医療

そのうち医療施設に関するものは、施設一般の監督に関する規定

師 な ど の確 保 対 策 を 講 じ る こ と にな る 。

分かる。県は医師をはじめ、看護師や保健

平均の一〇九人に比べてかなり少ないのが

医師一人当たりの人口一一五〇人 、全国

数 は 、 人 口 一 〇 万 人 に 対 し 八 七 人で あ り

昭和三八年（一九六三）当時の県下の医師

ことを目的として、医療機関の分布是正を目指す病院・診療所及び

最近の日置地区一市八町の医療体制につ

で、医療制度上重要な意義を有していた。

産院の経営、医療関係者の指導錬成などを主要事業としたが、まず
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(

)

以外は高額医療費市町村の指定

人となっている。なお、松元町

の人口七〇人 、歯科医師一二三

常勤 は八五人（一医師当たり

所八一、歯科診療所四一、医師

一〇月現在、病院数一九、診療

いては、平成一二年（二〇〇〇）

九㌫となり、本町外の受診割合が六四・四㌫となっている。

院外・歯科・調剤の合計でみると、本町三五・六㌫、鹿児島市五三・

本町六五・一㌫、鹿児島市三三・二㌫と町内が高くなる。入院・入

外は本町四四・二㌫、鹿児島市四七・二㌫となっており、歯科では

三・二㌫が鹿児島市に集中し、本町はわずか六・九㌫である。入院

本町では入院できる医院が一件しかないことを反映して、入院の八

対象に行った実態調査「地域別受診状況」（表８―２）をみると、

)

をみてみよう。表８―１にある

本町における医療機関の推移

案 』五八頁 。

像等に関する調査研究報告書

を受けている 『日置地区の将来

ている。性別でみると、男女とも入院・入院外同じく「七〇～七九

く、「六〇～六九歳」二三・九㌫「八○～八九歳」一五・二㌫となっ

順となっている。入院外も「七〇～七九歳」が四三・○㌫と最も高

高く、「八〇～八九歳」二一・四㌫、「六〇～六九歳」一八・四㌫の

月診療分）をみると、入院は「七〇～七九歳」が三八・二㌫と最も

先の実態調査で年齢別の受診状況（平成一三年四月～同一四年三

(

通り、昭和二六年度（一九五一）

歳」が一番多い。合計では六〇歳以上の受診が多く、入院の八二・

)

から医院数の増減は少ないが、

七㌫、入院外でも八六・三㌫と高齢者が多くなっている。

(

歯科医院は増えている。

一八人中二〇五人（四九㌫）が

調査によると（平成一二年 、四

なお、本町在住者の通院先の

の疾患一二・三㌫の順となっている。また、六五歳以上の高齢者に

三・四㌫を占め、以下消化器系疾患一八・四㌫、神経系及び感覚器

分）によると、本県の疾病では循環器疾患がもっとも多く、全体の二

国民健康保険団体連合会の疾病分類別統計表（平成四年五月診療

)

町内に通院しており、四四㌫が

ついても循環器疾患が最も多く、同疾患全体の七一・七㌫を占めて

)
(

鹿児島市へ通院している実態で

いる。

)

)

とほぼ一致している。六五歳以上の高齢者についても同年一〇月診

ついで消化器系疾患三六一件（一七・二㌫）であり、県合計の割合

本町では循環器の疾患が最も多く五〇七件で、全体の二四・一㌫、

ある。『日置地区の将来等に関す
る調査研究報告書』鹿児島総合

研究所、平成一四年、三六頁

平成一四年度に四〇歳以上を
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四年五月診療分である。入院では循環器系の疾患が四五件で、

全体の三二㌫と最も高く、次に消化器系疾患一七件（一二㌫）

となっている。また入院外でも七二一件（三六・四㌫）と循

環器の疾患が多く、耳及び付属器の疾患二三四件、消化器系

の疾患二二九件の順となっている。よって入院・入院外の合

計も循環器系の疾患が七六六件（三六・一㌫）と多く、一〇

年前の数値よりかなり増えている。逆に消化器系の疾患は一

○年前より約五ポイント減っている。

次に、医療費の現状をみてみよう。平成一三年度（一年間

分）の医療費の四要素（受診率・一件あたりの日数・一件あ

たりの金額・一人当たりの費用額）を年齢別にみると、受診

率は入院・入院外・調剤とも上位は七〇歳以上の年齢層となっ

ており、一件当たり日数は、入院外・調剤は七〇歳以上が多

く、入院・歯科は若年層が多くなっている。一件あたりの金

額も七〇歳以上の高齢者が多い。入院の平均額は四〇万八三

四四円、入院外は一万八五八四円。一人当たりの費用額の平

均は入院二九万四七四四円、入院外一八万七八七五円となっ
ている。

なお、助産師について、明治四二年（一九〇九）生まれの

松尾フク（里岳）から今回聞き取りを得られた。仕事上の経

資格を得るために、郡山尋常高等小から西千石町の助産婦講習会に

歴を記すと、「女の子にも手に職を」ということで、助産師
療分では循環器系の疾患が最も多い四一八件で、全体の七九・九㌫

一四歳で入学、卒業後は助産院の開業が難しかったので、看護婦と

して鹿児島市内の病院や外地の看護婦として勤務した。戦後すぐ、

を占めている。
表８―３は、国保老人医療対象者の疾病別の受診状況で、平成一
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徒歩や自転車で大谷小校区一帯から小山田まで出向いていたという。

里岳で助産院を開業すると、ベビーブームの到来で当時は忙しく、

だいたが、大正時代以降は町内に免許を持った助産師が数人いて、

五歳ならではの豊富な記憶をたぐり、貴重な体験談を聞かせていた

中には母娘二世代の分娩に立ち会ったことも何度かあるという。九

)

１ 戦前・戦時中の保健衛生

第二節 保健・予防

戦後のベビーブームを支えていたのである。

その業務内容は、分娩だけにとどまらず、栄養指導、出産準備の
指導、沐浴（生後一週間ほど 、出生届の
作成・提出、カルテ作成などである。難
産で止血などの医療行為が伴う可能性が
あるときは、あらかじめ宮田医院に急患
の依頼をしておいたという。
ところが昭和四〇年代になると、産婦

保健衛生は明治初期から県行政の一環として取り上げられ、明治

保健衛生行政

他の仕事をしながら、その妨げにならな

二六年（一八九三）一〇月には警察部内に衛生課として設置された

人科での出産が増えてきたこともあり、
い程度で助産師を続けたとのことである。

｢

｣

が、その業務は主として、伝染病（現在は 感染症 とする）の防

疫・屠畜・乳肉・食品業者の許認可及び事業の取締りに過ぎなかっ

た。その後時代の推移と文化の向上により、業務は次第に警察の取

締りから指導的助長行政に移行していった。しかし、戦時体制突入

の中で、保健衛生行政の柱は戦力の培養の観点から国民の体位向上

や出産奨励におかれることになった。

昭和一二年（一九三七）四月、保健所法が制定され、翌一三年一

月には厚生省が設置されて、住楽内務省衛生局の所管であった保健

衛生行政はすべて厚生省に移管された。これが一大契機となり、保

健行政は本格的かつ積極的に発展することになる。

昭和一九年（一九四四）に入って国が従来の簡易保険健康相談所

を県に統合し、保健所として発足する。同年一〇月から一一月にか
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していたため、保健所事務は軌道に乗る間がなく、ついに終戦を迎

局が深刻となり、日本本土は空襲にさらされるなど国内事情が悪化

し、保健所網の整備をみた。ただし、この頃は既に太平洋戦争の戦

水・大口・隼人・志布志・鹿屋・西之表の一〇か所に保健所を設置

けて鹿児島（統合県立鹿児島保健所）・指宿・加世田・伊集院・出

死者二五六名という状況であった。

間姿を見せなかった痘瘡が再び広がり、二七年中の患者七四六名、

一四八○名を出し、冬季になって漸く止んだ。しかし、同年に五年

懸命の活動も抗しきれず、同年中の赤痢患者数一万二〇九名、死者

などを用意するよう督励したが、八月に日清戦争に突入し、当局の

は七月三一日訓令を発して、市町村に隔離病室、消毒薬、消毒器具

名に及び、さらにコレラも広がる。この年のコレラ患者は五四七名、

明けて二八年再び赤痢が広がり、患者数四四〇三名、死者八四〇

えたのである（『県史・五』一三七一～一三七二頁 。
感染症の流行

)

まさに戦争と感染症はつきもので、二七、二八両年にわたるこれ

死者は三五七名に達した。

鹿児島県ではコレラ、痘瘡（天然痘）などの悪性の感染症が流行し

らの感染症患者は実に一万五九〇五名、死者二九三三名に達した。

明治一〇年（一八七八）の西南戦争のさなかから翌々年にかけて、
て衛生当局を悩ませていた。同一二年のコレラは全国的なものとは

日清戦争の銃後は出征軍人家族の援護慰問とともに、感染症との不

県における衛生行政は、学務課に衛生掛があったのを、明治一三

いえ、その年の夏季にはいると俄然猛威を振るい、夏祭りなど大勢
本県の患者は二五〇〇余名に及んだ。同一四年（一八八一）の春に

年（一八八〇）に独立した衛生課とし、同二三年には内務部第三課

眠不休の戦いでもあった。

は鹿児島市内にコレラが発生している。同一八年にも発生して、出

とし、同二六年には警察部に移して保安課の中に 掛 を置いたが、三

の人の集まりを一切禁止してその感染を防ごうとしたが、それでも

水、鹿児島、谷山、川辺などに蔓延して、患者数五〇〇余名、うち

〇年（一八九七）一月警察部衛生課として独立させてから、警察の

衛生組合の結成

五』一一七～一一八頁）

権力と相まって衛生行政の浸透は飛躍的な進展を見せた。
（『県史・

かがり

死者二〇〇余名を出した。
あくる一九年には、痘瘡がかつてない大流行を示し、これはほと
んど県下全部に及び、しかも翌年まで終息せず両年の患者総数一万
二〇〇名、死者四三五七名の多数に達した。同二三年（一八九〇）
夏には、日置、薩摩、出水の各郡にコレラが流行し、翌年まで止ま

委員を置くことになった。衛生委員は戸長を助けて衛生事務にあた

町村に関して明治一二年（一八九〇）一二月、内務省通達で衛生

明治二七年（一八九四）四月には、曽於郡大崎町に赤痢患者が発

るが、その仕事は①衛生関係の布達等を町村民に伝達すること。②

ず、患者四二九名、死者二六〇名を出した。
生し、たちまち県下に広がり、三ヶ月で二千余名の患者が出た。県

612

屋等の明細表をつくることなどである。県は翌一三年二月に設置方

防、発生した場合はその届出。⑤種痘表の提出。⑥管内の医師、薬

衛生上の意見を郡長に具申すること。③伝染病及び家畜伝染病の予

し、且患者をして速やかに医師の診察治療を受けしむること。

１ 伝染病又はその疑いある患者ある場合は、各組合間互いに通報

第四条 本組合において実施すべき事項は左の如し

この制度は明治一四年（一八八一）と一八年三月に若干の改正が

３ 清潔方法、消毒方法その他の予防法法施行のこと。

並びにその事項を組合一般に普及せしむること。

２ 平時及伝染病流行の時における各自の予防摂生に関すること。

あり、改正後間もない一八年八月には廃止になる。戸長役場で衛生

４ 種痘普及のこと。

法や事務手続きを定め、衛生委員の選出を下令した。

事務を執るようになったが、感染症の流行には役場吏員だけではと

５ 飲料水の改良、井戸のふた、井戸の壁の改造並に下水の疏通に

かわや

給のこと。
ちりだめ

６ 交通遮断又は隔離施行の場合において、飲食物その他の物品供

関すること。

ても防ぎきれないので、県は住民がらみの戦陣を張ることにする。
すなわち衛生組合の結成である。
県は明治二三年（一八九〇）から衛生組合の結成を進めてきたが、
感染症の大流行などがあって、容易に進展しなかった。結局、同二

さらに、衛生知識を普及するために「衛生講話会」を毎年各組合

７ 厠屋の肥料溜、芥溜、汚水溜、畜舎の改良に関すること。

組合は組合員の互選で正副組合長各一名を選ぶことにする。正副組

ごとに開くこと。また「衛生会」と称する会を村主催で毎年春季に

八年（一八九五）の四月、県令で衛生組合規則を制定、町村におい

合長はかねて井戸、下水、塵溜、便所などが不潔にならないように

一回開催して、衛生に関する色々な事項を協議すること。そして

８ その他組合において必要と認むる事項。

指導し、飲料水の適否の調査、種痘の励行、衛生思想の普及に努め

清潔検査 も行うことを明記している。

ては二〇戸ないし四〇戸をもって衛生組合を組織させることにした。

る。そしていったん感染症が発生した場合は、患者の家の交通遮断、

｢

感染症予防については、県も色々な規則を作って対処してきたが、

｣

患者の隔離等、必要な予防策を講ずることになった。
活動を始めたが、明治三〇年の衛生組合規定の改正で、東俣、厚地、

明治二七・二八年の赤痢・痘瘡・コレラの大流行の経験に基づいて、

避病舎

川田の三大字で東衛生組合を、残りの三大字で西衛生組合を創った。

明治二八年四月県令第四七号をもってこれらを大成した「伝染病予

郡山では郡山衛生組合、花尾衛生組合、東俣衛生組合が結成され、

この両組合の規約が「郷土史料８」に残っていて、その組織と活

防消毒取締規則」を制定した。そして「市町村立避病舎設置及避病

舎事務取扱規程」を公布して、市町村は常設の避病舎を建設するよ

動の概要を知ることができる。規約は全二八条からなるが、組合の

活動事項は第四条に明記されているので、ここに引用しておこう。
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ことになった。「郷土史料８」には左記の記述がある。

う訓令したので、この規程に基づいて、郡山村も避病舎を建設する

三六四人の患者で、死亡率も二一㌫に下がっている（『県史・四』

に翌四五年から大正一〇年までの一〇年間は、前期の半分に近い三

１ 位置 郡山村大字郡山字門松

)

八五七頁 。

染病予防法」が成立し、その事務が市町村に委任された。県は組合

その一因には法整備が挙げられる。明治三〇年（一八九七）「伝

３ 建坪 二九坪―隔離室一〇坪 事務室六坪 その他一一坪

の単位を数十戸単位から大字単位に改正するよう勧告、また四月に

２ 敷地 二二一八坪
４ 建築費 四七五円

は清潔方法施行規定、一〇月には伝染病予防委員設置規程、伝染病

（一八九五）

５ 竣工日 明治二十八年九月三十日
こ の 建 物 が ど の く ら い利 用 さ れ た か は 、 資 料
がないのではっきりしないが、地元の人の思い
出で は 、昭和一七年 頃の建物は 廃屋のようで 、
避病舎として機能する状態ではなかったという。
戦後には解体され、常盤地区に移築して常盤診
療 所 と な っ たが 、 数 年 で 医 療 業 務 を 停 止 し 、 常
盤保育園となった。
感染症予防対策
国 、 県 、 市 町 村 が 感 染症 予 防 対 策 を 本 格的 に
講じるようになり、次第にその効果が現れてき
た。県全体をみると、明治一九年（一八八六）
か ら 二 八 年 まで の 一 〇 年 間 の 患 者 総 数 は 三 万 一
〇〇〇人を超え、その二八㌫が死亡していた。
し か し 、 日 露 戦 争を は さ ん だ 明 治 三 五 年 （ 一 九
〇二）から四四年まで の一〇年間は、患者数六
四 一 六 人に 減 り 、 死 亡 率 も 二 三 ㌫ と な り 、 さ ら
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予防法施行細則も公布した。

の衛生技師を置き、予防法・治療法の民間浸透に努力するとともに、

費に一二四九円八一銭七厘という多額の費用を支出した。臨時費予

が、三八年度は臨時費で避病舎に建設費一一二円六八銭、伝染病院

て支出された。三六・三七年度は経常費予算二三円五〇銭で済んだ

を建て増すのに四〇円と、その他の費用五八円六六銭が臨時費とし

ど人件費二〇日分が組まれていた。同三五年度は避病院に看護婦室

五〇銭、消毒夫一人五〇銭、運搬夫一人四〇銭、使丁一人三五銭な

七〇円九〇銭を支出したが、それは避病院費で、医師の日当が一円

関係費一〇円である。翌三四年に感染症が発生し、臨時費として一

れたが、決算は二三円で済んでいる。内容は消毒薬代一三円、種痘

六頁）とのエピソードを紹介している。患者家族への深刻な差別と

向き結核であることをできるだけ隠すようにつとめました」（一二

ると、子どもたちは大回りをして学校に行くものでした。人々は表

死亡率がまた高いので、大変おそれられ、通学路に患者の家でもあ

郷土史・下』には「結核の伝染性は人々の知るところとなり、その

肺結核の死亡者が相当数含まれているものと想定される。『（旧）

吸器の病気で死亡した数は六四人に達しており、おそらくこの中に

人となっているが、この五年間に急性慢性の気管支炎及びその他呼

女一 、翌大正元年が三人（男二、女一 、同二年も三人、四年が二

郡山村における肺結核による死亡者は、明治四四年が四人（男三、

国公私立の療養所を設置拡張するなどの対策に出た。

算に対して決算は八一円三三銭九厘の増をみたのは「伝染病患者多

偏見の問題があったことは間違いないだろう。

明治三三年（一九〇〇）の村の予算書をみると、四三円が計上さ

キニ拠ル」と付記にあるように、平常の年と異なり、多数の患者が

)

本主義の発展、工業化の推進の中で、労働力として都市部へ流出し

三〇年代には国内で新たに結核患者が増えてきた。鹿児島県でも資

と、そのうち一歳から五歳までの乳幼児死亡者数が二四二人と全体

正四年（一九一五）までの五年間の死亡者総数が五八五人であるこ

「郷土史料８」の統計によると、明治四四年（一九一一）から大

)

)
(

発生していたからである（『 旧 郷土史・下』一二四～一二五頁）。

た若い男女が罹患後に帰郷し、結核を伝播させることがわかってき

の四一・四㌫も占めているのが分かる。異常な高率である（表８―

死亡者調査

た（『県史・四』八五九頁）。明治三七年には、はじめて内務省令で

５参照 。

以上のように、行政当局は感染症対策に力を入れてきたが、明治

肺結核予防規程を出し、大正八年（一九一九）には「結核予防法」

数字が一六七人（二八・五㌫）というのも意外である。さらに八一

一方で、人生五〇年といわれていた当時、六一歳以上の死亡者の

)

が発布された。
県の統計をみると、昭和二年（一九二七）の結核死亡者は一九一

歳以上の死亡者が三九人というのも驚かされる。なお、乳幼児の死

亡率が高いので、郡山村の五年間の平均寿命は男性三一・七〇歳、

五人で、人口一〇〇〇人に対して一・二八人の割合となっている。

その後も患者は増加の一途をたどる。県は同四年以来結核予防専任
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は、ほかに「死亡者病名累年統計表」「死亡者季節累計統計表」「疾

女性三三・八六歳となっている（表８―６参照 。「郷土史料８」に

五円を購入し、翌年から治療に当たっている（『 旧 郷土史・下』

ぞれ三円を計上した。常盤小は一年遅れて三七年に治療器械一揃い

て一○円、南方小に同じく一二円を計上し、翌三七年に薬品代それ

)

病調査」「種痘人員累計統計表」「壮丁身体検査累年統計表」「児童
一一〇頁 。

)
(

)

脳腫瘍等七八人（男女とも三九）、気管支炎・気管支カタル等七三

のは脳膜炎の一四二人（男性八八、女性五四）、脳溢血、脳出血、

先の五年間で亡くなった人の病名についてみると、一番多かった

花柳病予防規程を公布して、強制的に治療させることになった。

ことで、同四二年三月に、県は知事訓令を以て壮丁のトラホーム及

ラホームで入営できない者の数が、鹿児島県は全国で第二位という

九年（一九〇六）の徴兵検査において、強壮な体格をもちながらト

（注１）

身体検査」、以上が記載されている。いずれも大正五年（一九一六）

人、肺炎四七人（男二二、女二五）、胃病三一人（男一九、女一二）、

『日置郡誌』には、大正一一年（一九一一）の徴兵検査によるト

『県史・四』にも注目すべきエピソードが記されている。明治三

老衰二三人（男八、女一五）、腎臓病一九人（男一二、女七）、心臓

ラホーム患者の郡内町村比較表がある。郡山村は受検人員七〇人中

調べとなっている。

一六人（男女とも八）、肺結核一二人（男九、女三）などとなってい

患者一一人で一五・七一㌫、郡内一一町村中第三位である。第一位

二一二人中三七人で一七・四五㌫であった。

は伊集院町の一一四人中二四人の二一・〇五㌫、二位が串木野村の

る。
「疾病調査」の中の「伝染病累計統計表」をみると、腸チフス二
名が大正四年に亡くなっている。「遺伝病統計表」によるとこの五

減少していった。

昭和にはいると、予防施策の徹底と相まって患者数は目に見えて

で亡くなった人が大正元年に男性二人、同三年にも男性一人とある。

（注１）壮丁（そうてい）…ここでは満二〇歳の男子

年間に八名が亡くなっているが、そのうち「らい病」（ハンセン病）
ちなみに鹿屋の国立療養所「星塚敬愛園」が設立されたのは昭和一

（注２）トラホーム…眼病のトラコーマのこと。結膜の慢性伝染性疾患。

花柳病（かりゅうびょう）…性感染症のこと。

〇年（一九三五）のことである。
（注２）

「壮丁トラホーム及花柳病累年統計表」によると、警察区検診時
のトラホーム受検人員が五年間に二四七人いて、うちトラホーム患
九一人中トラホーム患者一五人（五・二㌫）という数字が出ている。

年（一九四〇）四月には「国民体力法」が制定された。各道府県で

戦時下では戦争遂行のための健民健兵対策が重視され、昭和一五

戦時下の保健衛生

町内では、まず学校が児童生徒のトラホーム治療に乗り出した。

は医師その他を動員し、同年には満一七歳から一九歳までの全男子

者は四五人（一八・二㌫）となる。また、徴兵検査で受検した数二

明治三六年（一九〇三）、郡山小にトラホーム治療器械購入費とし
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囲を拡大した。さらに同一八年から女子青少年にも適用されている。

げ、また労務者に対しては年二回の体力検査を実施、体力管理の範

患率の高い男子年齢層の体力管理を実施、年齢を二五歳まで引き上

重視されるようになる。同一七年二月、国民体力法を改正、結核罹

する中で、兵力及び労力の需要が急増したので、とくに結核予防が

い者には修練所等へ行くよう指示したりもした。太平洋戦争に突入

び性感染症患者には、療養についての処置を命じた。また体力のな

青少年の体力検査を実施し、かつ保健上必要な指導を行い、結核及

四人を数え、一時は県下各地への蔓延が憂慮されたが、県及び関係

町・枕崎町）で患者七四人（うち保菌者一一人）が発生し、死者三

月までに一市五町村（鹿児島市・谷山町・伊敷村・佐多村・大根占

感染症が入り、急速に流行しだした。コレラも同二一年八月から九

らが蔓延し、さらに海外からの復員や引き揚げの開始によって各種

そして終戦になると、食糧危機その他生活条件の悪化にあわせそれ

ることになり、その夏から軍民間に赤痢や疫痢が流行しはじめた。

昭和二〇年（一九四五）四月、本土防衛の大部隊が本県に駐屯す

ところが同二一年に日本脳炎が広く流行しはじめたため、同年七

市町村・諸団体による防疫対策の実施によって終息した。

夏秋冬に国民健康週間が設定され、実践事項としてラジオ体操の実

月に伝染病予防法の規定に基づき同病も伝染病と指定されたが、こ

青少年の体力増強策に対応し、一般市民の側にも同一四年から春
行・神社参拝・登山・各種体育会・武道会の開催、徒歩通勤・労力

れを契機として急性伝染病に対する法的措置が一層強化された。二

三年六月には予防接種法が制定、強制接種も実現するに至った。こ

奉仕などが採り上げられた。
しかし、盛り上がりを見せた体力管理制度や実践運動も戦局の悪

のような法制措置のほか、二四年五月にはこれまで衛生行政に寄与

に改めた。こうして急性伝染病予防事業は前進したが、同二九年に

化で低調化し、空襲や本土防衛策戦闘の展開によって解消してしまっ
戦時下の疾病予防事業はこれまで述べてきたように健民健兵対策

は伝染病届出規則は廃止され、伝染病予防の改正があり、これまで

してきた衛生組合を廃止し、かつ地方駐在防疫職員を都道府県吏員

が中心になって結局慢性の結核・ハンセン病・性感染症等の対策が

指定伝染病となっていた日本脳炎も法定伝染病として追加された。

た。

主眼となって実施され、その他は医薬品の欠乏、人手不足などで格

なお、昭和四四年（一九六九）に発足した日置地区隔離病舎組合

参照）。

11

結核予防体系の確立をみた。そしてその予防対策として、定期検診・

大正八年（一九一九）三月制定の結核予防法が全面的に改正され、

次に、結核予防事業については、昭和二六年（一九五一）三月に

一一年（一九九九）に組合は解散した（第一章第三節

には、後年になって郡山町も参加したが、患者の激減に伴って平成

別みるべき事業は行われず、戦争末期までは異常な急性伝染病など
の流行もみなかった。

２ 戦後から町制下の保健衛生
行政と疾病対策
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（昭和三三年一月）には、結核健康

の出現（昭和二五年 、治療法の発達で結核患者も減っていった。

八年 、予防接種の実施、ストレプトマイシン、パス等化学療法剤

費負担制度が実施されるに至った。ＢＣＧワクチンの完成（昭和一

患者登録・感染防止・患者指導等が実施され、医療費についても公

駆除予防は著しく改善された。駆虫のため、煎じたまくり（海人草）

かった。戦後には駆虫剤が出回り、経済、生活事情も好転する中で、

時中は食生活の荒廃、駆虫薬の欠乏などのため、その蔓延は免れな

便所、肥料溜の改善、野菜の洗浄などが奨励されてきた。しかし戦

寄生虫病については、戦前は予防法として検便と駆虫薬の服用、

)

)

診の全額無料を挙げ、国や県では一〇〇㌫受診が目標で、郡内の他

診断の実施状況が四〇㌫という低い結果をふまえ、三二年度から健

市町村を単位として定期的に集団検便と駆虫薬投与が行われた。

は、回虫と十二指腸虫を対象にした全国的な予防運動が実施され、

を子どもの頃嫌々ながら飲まされた思い出話も多い。昭和三四年に

なお、『町報こおりやま』№

町村では八〇～九〇㌫の成績だと紹介している。さらに結核患者の

戦後注目されてきた成人病（現在は生活習慣病と名称を変更）に

ついて触れると、全国的に壮年期以降のいわゆる成人層で中枢神経

六八八三人を示している（『県史・五』一三九五～一三九九頁）。

万人と推計され、同年現在の各保健所所管の結核登録人員数は三万

同三八年（一九六三）の全国一斉実態調査による本県患者数は約四

を占めていた結核が、脳出血にその座を譲り第二位となった。なお

昭和二五年（一九五〇）には、かつて国民の死因別順位の第一位

間に設定した。第一回の成人病集団検診を昭和三四年一二月に行っ

啓蒙に取り組んだ。本町でも二月一日から七日までを成人病予防週

予防週間を設定し、国民の成人病に対する知識の普及と予防思想の

になった。昭和三三年（一九五八）以降、厚生省は全国的に成人病

死亡する者が著しく増加し、その死亡率が死因の上位を占めるよう

系の血管損傷（脳卒中 、悪性新生物（ガン 、及び心臓疾患などで

)

次に性感染症、いわゆる花柳病についてみると、終戦後、社会の

た結果、受診者数三二八人中、血圧が最高一六〇以上の者一二〇人、

)

混乱によって性感染症が急激に蔓延しはじめたため、ＧＨＱは昭和

一五九以下の者が二〇八人だった（『町報こおりやま』№

染症患者は増加の一途をたどった。同二二年の全国性感染症患者は

童福祉行政のなかでされていた母子保健対策が保健行政のなかに組

昭和四〇年（一九六五 、「母子保健法」が制定され、それまで児

)

前年の約二倍の四〇万人と推定されている。その後、売春防止法が

み込まれた。それ以降、母子保健は保健制度のなかで、すべての母

。

)

さらに翌二一年一月に公娼廃止に関する覚書を発している。形式的

三 一 年 五 月 に 制 定 、 三三 年 四月 に 施 行 され た。 本 県 の 性 感 染 症

子を対象に独自の機能を持つようになる。

には公娼制度廃止を打ち出したが、実際に大きな変化はなく、性感

６０

別届出患者数をみると、三〇年をピークに激減している。

母子保健

二〇年（一九四五）一○月、政府に対し花柳病対策に関する覚書、

とを訴え、年に一度の健診を勧めている。

八割が罹患に気づかず働き続け、四、五〇歳以上の発病率が高いこ

47
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会では、女性の労働力がより必要とされるようになることを考える

まで下がり、その低下傾向に歯止めがかかっていない。少子高齢社

を推し進め、平成一六年（二〇〇四）の合計特殊出生率は一・二九

健指導を通して進められてきた。しかし、高齢社会は同時に少子化

産婦の死亡率の改善や疾病予防を目的に実施している健康診査や保

母子保健施策は保健所と市町村保健センターを中心に、乳児や妊

九㌫ 、三五～三九歳二五人（〇・九㌫）となっている。

～三四歳が八五人（三一・一㌫）、二〇～二四歳が三八人（一三・

五～二九歳が一一六人で全体の四二・五㌫と最も多く、ついで三〇

五〇人、五年間で二七三人が生まれている。年齢別出産割合では二

一九九九）～一五年度をみると五八人、六一人、五〇人、五四人、

まず本町の出生率は近年六〇人前後を推移している。平成一一年度

一人の女性が生涯に産む子どもの平均数を示す合計特殊出生率は、

)

と、子どもが健やかに生まれ育つための環境整備が欠かせない要件

国を上回っているものの県とは同率の一・六六（平成一一年）であ

(

の一つになってきている。女性の就労と子育てを両立させる支援体

ている。また婚姻率は国、県を下回っており、出産率は減少傾向に

り、人口を維持するのに必要な水準である二・〇八を大きく下回っ

平成六年（一九九四）少子社会の子育て支援策として「エンゼル

ある。母子保健の指標である妊産婦死亡率、幼児死亡率はともにゼ

制づくりの一環で、母子保健対策の充実が求められてきている。
プラン」が策定、実施されたが、同一一年（一九九九）一二月、

ロであり、死産率についても近年改善傾向にある。

なお、乳幼児死亡率に関連して、昭和三三年（一九五八）一一月

「少子化対策推進基本方針」を決定「重点的に推進すべき少子化対
策の具体的実施計画」（新エンゼルプラン）を策定するとともに、

さらに母子衛生計画では、「乳幼児の

の役場資料「基礎調査書」三一頁に次のような記述があったので引

さらに従来の取り組みに加え、もう一段の対策を進める必要があ

死亡を防ぎ、母体の健康を守る対策」

同一三年七月に「仕事と子育ての両立支援策の方針について」を決

ることから、同一四年（二〇〇二）九月に「少子化対策プラスワン」

として、①未熟児対策、②育児指導の

用しておく。「本町の死亡者は乳幼児の死亡数が多く、二一・三パー

を翌一五年三月には「次世代育成支援に関する当面の取り組み方針」

強化、③乳児の定期検診、④妊婦の定

定し、子育てと仕事の両立支援を中心として、子どもを生み育てや

を取りまとめ、七月には「次世代育成支援対策推進法」が成立、同

期検診並に指導⑤ユニセフミルクの

セントとなり、その結果平均寿命がわずか五二歳となっている 。

法に基づき、本町では「郡山町子育て支援・母子保健行動計画」を

受給、⑥乳児用体重計の購入の六点と

すくするための環境整備に力点を置いた。

同一六年九月に策定した。同計画は一七年度を開始年度として五年

「家族計画の普及」が強調されている。

以下、主な母子保健事業をみてみよ

ごとに各種施策を推進することになった。
では、本町の母子保健を巡る現状がどうなっているかみてみよう。
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｣

◇妊産婦健康相談…母子健康手帳交付時に妊婦

う。

適切な措置を講ずるために、健診を実施している。三ヶ月・六ヶ

も大切な乳幼児期に成長・発達の確認を行い異常を早期発見し、

◇乳幼児歯科健康診査・フッ素塗布…一歳六ヶ月児・三歳児・二歳

月及び一歳児健診は保健センターで実施、九～一一ヶ月児健診は

活用法などの周知に取り組んでいる。妊娠一

児・二歳六ヶ月児を対象に歯科検診及びフッ素塗布を保健センター

を把握し、妊娠中から乳幼児期までの一貫し

一週以内の届出の推移をみると、本町では昭

で実施している。三歳児の虫歯有病者率は一五年度で三五・五㌫

医療機関で実施している。受診状況は表８―８のとおりである。

和六一年度（一九八六）は四〇・九㌫であっ

全国三〇㌫、県三五㌫ で、日置管内においても高い数値を示

た母子保健対策を実施するための妊産婦健康

たが、平成一三年度（二〇〇一）は六三・一

しており、幼児虫歯予防事業の充実が課題となっている（表８―

各健診の受診率は九五㌫前後と高い。

㌫まで上昇している。ちなみに、日置地区は

９ 。

相談を行い、妊産婦の健康教育、母子手帳の

六一・五㌫、県は五九・二㌫である。

(

とで、異常の早期発見、早期対応につながり、

診の費用を一部助成し、受診を徹底させるこ

◇妊婦健康診査…この診査は、妊娠中の定期検

施。参加者同士で交流を図るな

不安軽減のための育児相談を実

幼児期の健康相談や母親の育児

◇乳幼児健康相談・育児相談…乳

)

より安全な分娩と健康な子どもの出生を図る

かで、育児不安の解消を図って

)

ように取り組んでいる。
未熟児・低出生体重児・新生児・乳幼児など

てに関する講演や子育て体験発

◇子育て講演会・健康教室…子育

いる。

を対象に保健師・助産師などの他、町から委

表、出産を控えた妊婦やその家

◇母子保健訪問指導・産後ケア事業…妊産婦・

託された地域の母子保健推進員などが訪問し、

族向けの教室等の実施。

れば障害を残すと認められる児

ある子どもまたは疾患を放置す

◇育成医療の給付…身体に障害の

家庭環境や住居の状態、経済状態、家族の協
力状況等を把握し、個人にあった具体的な保
健指導を行っている。
◇乳幼児健康診査…心身の発達・育児の上で最
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童に対して、確実に治療効果が期待できる場合に、県が医療費給
付を行っている（表 ８―

)

。

◇いじめ・不登校問題…いじめの発生件数は全国的に減少傾向にあ
るが、本町においてはここ数年問題となるようないじめは発生し
ていない。

は母子保健事業が市町村に権限移譲されるに伴い、効果的な事業の

推進のために、母子保健事業量の目標を定めたものであった。目標

達成したのは、新生児死亡、妊娠週数「不詳」、虫歯罹患率、人口
死産率であった。

平成一四年（二〇〇二）三月、先の「計画」を見直し、「健やか

―郡山町母子保健計画」（一四～一八年度）を策

ている。不登校は何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会

～一五年度の六年間に小学生六人、中学生八人の計一四人となっ

母子保健行動計画」を翌一六年（二〇〇四）一〇月策定した。計画

せ、同法に基づき新たに市町村行動計画として「郡山町子育て支援・

定。平成一五年七月に国は「次世代育成支援対策推進法」を成立さ

親子こおりやま

的要因・背景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくて

期間は一七年度から二六年度までの一〇年間としている（二一年度

不登校（年間三〇日以上の欠席）は、平成一〇年度（一九九八）

もできない状況にあることをいう。本町では教育相談室等を開設

までと二六年度までの二期 。

)

この計画の基本理念は以下の三項目である。

（１）未来を担う子どもが明るく健やかに成長できるような環境づ
くり

（２）子どもをもちたいと希望する人が安心して子どもを生み育て
ることができる社会づくり

整、④補助具や日常生活用具の給付、⑤障害児への就学相談、⑥

③在宅療養等に関する相談・各種福祉サービスの提供・援助・調

づくりを図る。③利用者の立場に立つ。④社会全体で子育て支援を

基本的視点は七項目。①子どもの利益を尊重する。②次世代の親

な環境づくり

（３）子どもを育てている人が子育てに伴う喜びを実感できるよう

学習障害児（ＬＤ 、注意欠陥、多動性障害児（ＡＤＨＤ）など

行う。⑤すべての子どもと家庭への支援を行う。⑥地域における社

)

町子育て支援・母子保健行動計画

②母性並びに乳幼児及び幼児等の健康の確保及び増進、③子どもの

基本的施策は次の一一項目である。①地域における子育て支援、

会資源を効果的に利用する。⑦サービスの質を向上させる。

への教育的支援、⑦障害児受入の保育所・幼稚園に対する助成

発達に問題のある児童とその保護者に対する相談・指導・訓練、

さまざまな事業を展開。①障害児デイサービス事業、②ことばの

福祉・教育の施策が相互に連携したシステムとして機能するよう

人ひとりの状態に応じた最も適切な支援をするべく医療・保健・

◇障害のある子どもへの支援…障害の早期発見、早期対応により一

育相談の充実を図り、不登校の減少に向けて取り組んでいる。

して、相談やカウンセリングを行っている。また、各学校でも教

21
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平成八年（一九九六）に初の母子保健計画が策定されたが、当時
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心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、④子育てを支援する
生活環境の整備、⑤職業生活と家庭生活との両立の推進、⑥子ども
の安全確保、⑦児童虐待対策の充実、⑧ひとり親家庭の自立支援の
促進、⑨障害のある子どもへの支援、⑩配偶者等からの暴力に対す

とが強調されている。
老人保健

老人保健法は、昭和五七年（一九八二）八月、「国民の老後にお

母子保健に関連した二項目について若干引用しておこう。前文に

老人福祉の増進を図ること」（第一条）を目的として制定され、そ

機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、以て国民保健の向上及び

ける健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、

は次のように記されている。「これまでの母子保健対策の成果（妊

の後、老人保健対策は、老人保健法で行われることになった。

る対策の充実、⑪子育てに対する経済的支援。

産婦死亡率、新生児・乳幼児死亡率等の指標の改善や妊産婦・乳幼

のとおりである。ま

ず、実施主体は町となっており、対象年齢は保健事業が四〇歳以上、

同法による老人保健事業サービスは表８―

いる低出生体重児の増加や一〇代の妊娠中絶、性感染症の問題、児

医療等については七〇歳以上の者、あるいは六五歳以上七〇歳未満

児健診受診率の向上）を維持し、新たな課題として顕在化してきて
童虐待に関する通報の増加等への対策として、町民や関係機関・団

の寝たきり老人などとなっている。
｣

軽減、③食育の推進、④思春期の保健対策の強化と健康教育の推進、

と快適さの確保、②子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の

具体的な課題としては七項目あり、①妊娠・出産に関する安全性

尿病、喫煙の領域で個別の健康教育の実施、平成一五年度の一一

る知識を広めるために健康教室等を開催。高脂血症、高血圧、糖

◇健康教育…心身の健康についての自覚を高め、心身の健康に関す

⑤基本健康診査、⑥ガン検診、⑦健康手帳の交付、⑧医療等がある。

に育てるための家庭や地域の環境づくりを進めていく 。

⑤小児保健医療水準の維持、⑥小児慢性特定疾患治療研究事業の推

九回、三五二八人が参加、健康・食生活のあり方など関心の高さ
を示した。

◇訪問指導…四〇歳以上の者で、疾病や負傷などにより家庭で寝た

きり状態にある者、またはこれに準じる状態にある者に対して保

地域社会、企業、職場等、子育てに関わる各種団体などがそれぞれ

◇機能訓練…疾病や負傷、及び廊下等のため心身機能に支障がある

平成一五年度は総計七五五人、延べ人員一三二七人であった。

健師、または看護職が訪問し、本人や家族に指導や助言を行う。

の立場に応じた役割分担と連携を図り、社会全体で支援していくこ

このため、この計画は行政の役割を念頭に作成しているが、家庭、

境を整備することを目的としている。

で支援することにより、子どもが心身ともに健やかに育つための環

以上、この計画は次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体

進、⑦不妊治療対策の充実。

保健事業は①健康教育、②訪問指導、③健康相談、④機能訓練、

体が一体となって、安心して子どもを生み、ゆとりを持って健やか

11
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で開催。

平成一〇年から二月以降は保健センター完成に伴い、同センター

で行っていたが、平成元年度から中央構造改善センターで、また

するために訓練が必要な者に対して行う。当初は老人福祉センター

四〇歳以上の者で、治療終了後も継続して心身の機能を維持回復

び乳がん検診を実施している。がんの

歳以上の女性を対象に子宮がん検診及

胃がん検診及び肺がん検診など、三〇

療を目的に四〇歳以上の住民を対象に、

◇がん検診…がんの早期発見及び早期治

のとおりで

平成元年度受診者数は一〇三七人、受診率は三九・四七㌫。平成

多いため、即、訪問指導対策となる場合も少なくない。ちなみに、

放置や高脂血症での要指導者など、生活習慣病のハイリスク者も

早期治療を目的とした健診であり、受診者のなかでは高血圧症の

腸がん検診は平成三年度に試験的に実

肺がんは四〇・一㌫である。なお、大

となっており、胃がんは四九・九㌫、

検診で、過去の年間平均が六七・五㌫

ある。受診率が最も高いのは大腸がん

検診の実施状況は表８―

元年から四年度までの平均受診率は四一・一㌫、平成一三～一六

施され、翌四年度から全対象者（三三

◇基本健康診査…四〇歳以上の者を対象にして、疾病の早期発見、

年度の平均受診率六六・四㌫と受診率は二〇㌫以上アップしてい

五〇人）へ通知し、事前説明会、検診

12

る。
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されている。

は高く、三三・四㌫であった。肺がん検診も平成三年度から実施

ともに町を四地区に分け巡回して行った。受診率は初年度として

働くこと」三九・四㌫、ついで「趣味の活動」二四・六㌫、「買い

九人）では、第一番目が「人とのつきあい」四〇・一㌫、第二が

きがいに関する意識」を尋ねた調査（一般高齢者調査対象者一四九

者がいる」人は四九・九㌫（男七一・二㌫、女三五・六㌫）、第二に

康指導調査（平成一三・一四年度実施）によると、第一に、「配偶

七五歳以上の後期高齢者九七一人に回答してもらった「高齢者健

〇・○㌫となっている。

物等」二四・二㌫、「孫の世話」二三・九㌫、「老人クラブ活動」二

｢

◇健康手帳の交付…同手帳は健康診査の記録、その他の老後におけ
る健康の保持のために必要な事項を記録するものとし、自らの健
康管理と適切な医療の確保に資するため交付される。
高齢者等の健康づくりと生きがいづくり
平成一三年（二〇〇一）一一月一日現在において「高齢者保健・

｣

)

老人保健福祉計画

一人暮らし が二一・八㌫（男九・九㌫、女二九・九㌫ 。

｢

福祉」に関する実態調査の集計・分析によると、一般高齢者調査対
象者一五八六人、若者調査対象者五四二人の計二一二八人の健康に
一般高齢者・若者ともに「たいした病気や障害もなく普通の生活」

二〇〇〇）三月策定の「郡山町老人保健福祉計画・介護保険事業

平成六～一一年度を目標年次とする六ヶ年計画、ついで平成一二年

)

が最も多く（高齢者四二・八㌫、若者六八・八㌫ 、次に「病気・

計画」。そして、平成一五年三月「郡山町老人保健福祉計画―平成

本町では、三度「老人保健福祉計画」が作成されている。最初は

障害はあるが日常生活は自立し外出も一人でできる」は一般高齢者

一五年度～一九年度」である。

関する状態は、次のとおりとなっている。

四一・八㌫、若者一六・八㌫。「大変健康」が一般高齢者五・○㌫、

)

第三次の「計画」は保健・医療・福祉の連携を図り、子どもから

(

若者一二・五㌫となっている。

よう、ノーマライゼーションの理念と相互扶助の精神を基本として、

高齢者まで、住民誰もが健康でゆとりある生活を送ることができる

対象者一六六一人、若者一般調査対象者四〇四人の計二〇六五人

老人保健福祉サービス事業の供給目標等の設定をしている。

なお、「平成一〇年度高齢者保健福祉実態調査」（高齢者一般調査
をみると、「一三年度実態調査」と同じような結果が出ている。高

本町の「老人保健福祉計画」の基本理念は以下の通りである。

)

齢者一般で「外出一人で可」（四〇・八㌫ 、「大変健康」（六・七㌫

１

)

と続き、若者一般では「大変健康」 一九・一㌫ 、「外出も可」 一
五・一㌫）となっている。

(

)

(

) ( )
(
(

住み慣れた地域社会で生活していくための支援体制の確立
在宅介護の支援

２ 健康で生き生きした生活を送る支援体制の確立（保健予防・

)

先の平成一三年一二月実施の「実態調査」の中で、「高齢者の生
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⑥民生委員協議会、⑦老人クラブ連合会、⑧老人福祉施設、⑨在宅

介護支援センター、⑩ホームヘルパ―、⑪保健推進員、以上であり、

啓発の推進）
（３）介護保険制度を補完するためのサービスの充実・拡大

会長、副会長を置くことになっている。委員の任期は平成一五年ま
でとした。

（４）明るく活力に満ちた高齢化社会を目指し、高齢者が積極的な
役割を果たすための支援体制の確立（高齢者の社会参加）
老人保健福祉サービスの供給目標・考え方として、①生活支援・介

等について記載し、さらに在宅福祉サービス、施設サービスの具体

事業・サービスの目標を掲げ、基本的な理念や優先事業、重点事業

ケア対策事業、⑤老人保健サービス、⑥施設サービス、以上六点の

活動を通じ保健知識の向上を図り、町民の健康の保持と増進に寄与

把握並びに推進員としての必要な知識を修得し、地域における保健

員」と略す）を設置する。推進員は「町民の健康に関する諸問題の

昭和五九年（一九八四）一一月、本町は保健推進員（以下「推進

保健推進員

的な整備目標が設定されている（『郡山町老人保健福祉計画』平成

することを目的」（「町保健推進員設置要綱」『町例規集』三五三一

護予防事業、②生きがい対策事業、③家庭介護者支援事業、④地域

一五年三月、四頁・八三頁 。

)

みよいまちづくり→公共施設等の整備、交通機関と初同手段の整備、

（１）保健に関する知識の向上を図り保健活動を推進する。

目的達成のために五点の業務を行うことになっている。

頁）としている。

住宅対策、③高齢者の安全確保策→交通安全対策、防犯・防災対策、

（２）町が行う保健事業の制度普及周知に努める。

他に①高齢者等の健康づくりと生きがいづくり、②高齢者等の住

消費者対策、俳徊老人対策、④人材の育成と確保→人材の養成研修

（３）地域における保健活動を通じ、町民の健康生活増進のための

問題発見者であり、また情報提供者となる。

の推進、痴呆介護研修の推進、ボランティア活動の支援、⑤行政等
の体制→総合相談・サービス情報提供・苦情相談体制の整備、広報

（４）各種予防活動の協力

推進員は各自治公民館の推薦者を以て組織し、町長が委嘱するこ

体制の整備、在宅介護支援センターを中心とした地域ケア体制、行
なお、「老人保健福祉計画」は平成一四年（二〇〇二）八月一日

とになっている。基準は二つで、家庭婦人であることと、機密を守

（５）その他健康の推進に関し必要と認められる事項

に同計画策定員会が設置され、協議の末、計画が策定されている。

り、責任感のある者となっている。任期は二年。

政内部での関係部門との連携体制。

委員会設置要綱」によると、委員会の委員は一五人以内で組織さ

｢

れ、町長が委嘱することになっている。構成メンバーは①議会議員、

②医師会、③公民館運営連絡協議会、④婦人会、⑤社会福祉協議会、
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町民の健康づくりを総合的に推進

町健康センター（中央構造改善センター）
平成一〇年（一九九八）二月、
発会式が行われた。

進財団（理事長池山泰正町長）の

とした財団法人郡山町健康交流促

〇万円、その他一五二二万五〇〇

三万八〇〇〇円、地方債三二六

円。財源内訳は国庫補助金九二一

事業費一億三九九六万三〇〇〇

総床面積五九九・三九平方㍍、総

設置され、四月一日オープンした。

と式辞で述べた（『広報こおりや

学習の推進等を進めていきたい」

ン交流、町民の健康づくり、生涯

目指し、スポーツレクリエーショ

て、より民間的手法に近い運営を

長は「この財団は行政職を排除し

関係者八〇名が出席、池山理事

)

〇円。同センターは、次の業務を

ま』№

て、地域内外の交流促進等を目的

する拠点として、健康センターが

行うことになっている。

)
。

（３）各種検診及び予防接種。

（２）健康相談、健康教育、健康診査、機能訓練等の実施。

動の形成と生涯学習等の推進、⑧本町が委託する総合運動公園・温

まちづくり推進に資するための講演会・研究会、⑦コミュニティ活

健康づくりの支援、③能力開発、④文化活動、⑤地域資源活用、⑥

財団の事業計画は、①スポーツレクリエーションの交流、②体力・

（４）食生活改善

泉活用型施設の管理運営及び公共公益施設の有効活用、⑨その他目

的を達成するために必要な事業、以上である。
【参考文献】

『（旧）郷土史・下』「郷土史科」『日置郡誌』役場行政資料『広報
平成一〇年（一九九八）四月二六日、「スパランド裸・楽・良

概要』県保健福祉部『県史四・五』

児島県福祉事務所 郡山町社会福祉協議会資料、『保健福祉行政の

こおりやま』『町例規集』保健センター資料「管内福祉の概要」鹿

ら・ら・ら 」の施設運営をはじめ、健康づくり、文化活動を通し

町健康交流促進財団

検査室、トレーニング室と多機能に分かれている。

和室、玄関ホール、診察室、営農相談室、調理実習室、小会議室、

施設内容は、待合ホール、事務室、集団指導室（機能回復訓練室 、

（５）その他町長が必要と認めた業務

（１）健康づくりの推進と保健活動の育成に関すること。

414
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第九章 保安・消防・災害・防災
第一節 警察
１ 戦前の警察

第七区上神殿巡査駐在所（受持区域は上神殿、下神殿、桑畑、嶽）

第一四区郡山巡査駐在所（郡山、西俣、油須木）

第一五区東俣巡査駐在所（東俣、川田、厚地）
等の巡査駐在所が置かれた。

」との記述がある。

なお、「郷土史料８」には「郡山・東俣巡査駐在所ともに明治二

三年（一八九〇）に創設せられたるものなり

視分署を置いた。同年七月二四日、川田に川田村警視分署が設置さ

張所が設置され、西南戦争後の治安回復が進むにつれて、各所に警

その後、東京から警視局員が来て警察事務を執り、鹿児島県警視出

し、兵器を以て官兵に反抗し、本来の職務を放棄したからであった。

職にするという出来事が起こった。理由は警察官が西郷隆盛に味方

明治一〇年（一八七七）四月、政府が鹿児島県の警察官を全員免

九六四五円であった（同前、二四〇～二四一頁 。

村の寄付額は三八〇円であった。総工費はその寄付金を含め、一万

いうことで、そのうち一〇〇〇円と官舎敷地九〇坪を提供し、郡山

村には寄付が要求され、その総額は三〇〇〇円、伊集院町は地元と

銀天商店街の中央付近（ＮＴＴのビルがある）だった。関係七か町

工、翌年四月一日竣工したが、その場所は伊集院小学校の下にある

同警察署は改築することになり、大正一一年（一九二二）一一月起

明治三〇年（一八九七）四月一日、伊集院分署は警察署に昇格。

れ、郡山郷六ヶ村に小山田村、比志島村、川上村を管轄した。同日

制度の変遷

！！

五人の警官がいて、伊集院、市来、日置、吉利、永吉、串木野の六

伊集院には伊集院警視分署が設置され、署長は警部補、その下に八

七二頁 。

台一基、官舎一九・五坪、その他となっていた（『伊集院町誌』三

庁舎の建坪は本館四九・五坪、留置場六坪、武術室一三坪、半鐘

)

郷を管轄した（『（旧）郷土史・下』二四〇頁 。

)

前述の伊集院警察署は、東俣巡査駐在所の立地に最適として、大

)

同前、三六頁 。さらに、翌年一〇月には県内を一〇警察署と一六

渕脇勘四郎の隠居所の借用を依頼、昭和一七年（一九四一）まで使っ

(

分署に分け、鹿児島警察署下の伊集院分署下に入った（『県史・四』

ていた。一五・二五坪の藁葺き家の家賃は、大正年間は月三〇銭、

東俣駐在所の立地に

)

しかし、一一月一日にはこの制度が改正され、県内に二六警視署
を置くと、郡山は鹿児島市に置かれた下方限警視署の管下に入った

四八九頁 。同一三年には加世田警察署の市来分署下に置かれるな

昭和七、八年頃は月七〇銭だった。明治末期の巡査巡回の服装は、

)

制服のズボンに脚絆をして草鞋履きだったとある（『（旧）郷土史・

ど変遷を経て、同二〇年（一八八七）一月一日をもって市来警察署

伊集院分署時代となり、その下に
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)

下』二四二頁 。

生田、同下神殿、日吉町日置、同吉利、

松元町松元、同上伊集院、そして郡山
町郡山と東俣の八ヶ所である。

九七二 、国道三二八号のバイパス

)

昭和二〇年代に二回警察法の改正があった。昭和二三年（一九四

要地に駐在所が位置しており、老朽

２ 戦後の警察

○郡山駐在所の改築…昭和四七年（一
八）三月、改正警察法の施行により新警察制度が発足した。従来の

五平方㍍）に、工費二六〇万円で施

化していたので、県単事業として一

伊集院町が自治体警察を設置して伊集院警察署と称したので、以

工され、翌年三月一三日に完成した。

警察は自治体警察（県内三〇）と国家地方警察（県内二〇）の二系

前の伊集院警察署は国家地方警察署としての日置地区警察署と呼ぶ

木造平屋五九・六平

五㍍南の土地（敷地面積三三〇・三

ことになり、郡山は上伊集院、下伊集院、日置、吉利、永吉の各村

方㍍、単車倉庫付だっ

統になった。

と共にその管轄下に入った。

た。
郡山町駐在所は、

昭和二六年（一九五一）六月、警察法の一部改正によって、同年
一〇月一日伊集院警察署は廃止され、伊集院町も日置地区警察署に

平成一六年二月一六

都市整備計画より、

昭和三〇年（一九四五）四月一日、永吉村が伊作町と合併して吹

日、賦合の十文字交

統合された。同二九年八月一日をもって日置地区警察署はまた伊集

上町となり、同年一一月一日吹上警察署の管轄に編入される。日置

差点門から、上園の

移転を余儀なくされ、

村と吉利村も合併し日吉町と改まる。翌年下伊集院村が分割し、周

ＪＲ裏に移転、周辺

院警察署と改称された。

辺の町村と合併したので、その一部は串木野警察署管轄に編入され

の住宅に馴染む、木の暖かみある建築となっている。

)

旧駐在所は昭和一七年に新築移転して以来、老朽化し、駐車場も

○東俣駐在所の改築…

た。同三五年には上伊集院村が松元町として発足したので、伊集院
署の管轄は、伊集院、日吉、松元、郡山の四町となった（「郷土史
資料１」 。

現在の派出所は伊集院駅前派出所の一つで、駐在所は伊集院町麦

628

なかったので、同四七年度県単事業として旧駐在所から北に約一
〇〇㍍の東俣字川原崎の町有地（二五七・四平方㍍）に工費二六
二万円で建設した。翌四八年三月一五日完成。木造平屋建五九・
六平方㍍（県有地）で、借地料は年一万五〇〇〇円を県が町に支
払っていた。
○山小屋風の東俣駐在所完成
二六年間にわたって、地域に親しまれてきた東俣駐在所が、建

第二節 消防
１ 戦前の消防組織

戦前のわが国の消防組織は、明治二七年（一八九四）五月の「消

防組規則」に準拠して、県会により規定された公設消防組制度が町

村の負担によって維持されてきた。
)

て約三一坪で、地域の特性や周囲の景観にマッチした「山小屋風」

新しい駐在所は、平成一一年一月二六日に完成し、木造平屋建

末現在六百数組、組員役三万人を数えた。そのうち婦人消防組二七

〇人と増加した。他に公の規則によらない私設消防組は、同一〇年

〇組であったが、昭和一○年（一九三五）に一三三組、組員八〇〇

明治三六年（一九〇三 、県では指定された公設消防組の数は五

に造られている。また、相談室も設置され、事務所入り口は段差

組、二八〇〇人を含んでいる。諸経費は町村各集落の寄付によるも

物の老朽化に伴い、東俣消防車庫前に新築移転した。

のないスロープになっており、住民の利便を考慮した設計になっ

のであった。

大字ごとに存在したのではないでしょうか。それらはしかし私設消

山にどれだけの消防組ができたか正確なことはわかりませんが、各

衆の受持で、それが青年会等に引き継がれ」たという。さらに「郡

『（旧）郷土史 下』によると、「消防は古くから部落や村の二才

に せ

ている。
防犯対策
表９―１で過去三〇年をみると、本

防組です。大正二年（一九一三）に民間から腕用ポンプ二台の寄贈

町内では窃盗が多い。
また、近年全国的に子どもの安全が

があったということですが、それは郡山麓地区の消防組に対してで

大正三年（一九一四）に郡山一村を一つにした消防組ができた。

脅かされる事件が相次いでいることか
が一四、五件設置されており、登下校

その後同一五年五月一日の村議会に、村長木場貞義は「公設消防組

あったでしょう」（二四三頁）との記述がある。

や地域での社会生活の安全確保に一役

設置ニ関スル諮問案」を提出するが、否決されている。

ら、町内にも「子ども一一〇番の家」

買っている。

その約二〇年後、昭和八年（一九三三）二月九日、伊集院警察署
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」 。口語体に変えて引用すると、「消

長は郡山村長宛に「消防組予算編成方ノ件」という公文書（第三五

設消防組のない町村は極めて僅少になった。…この際昭和九年度に

県当局も公設消防組設置に力を尽くし、町村も自覚して現在では公

三号）を出した（「役場資料

)

おいて、貴村内各私設消防組を公設に引き直すことに御尽力いただ

郡山村の国分村長は、昭和九年（一九三四）二月二六日、公設消

防組については例年どうなったか照会しているが、今度、本県警察
で、消防組規則、同施行細則並びに別紙予算案等により、昭和八年

防組設置の決断をし、
「本村住民生命財産保護ノ為消防組設置ノ件」

きたい」という内容である。

度予算に計上し、町村議会に提案可決していただきたい」というも

という議案第一六号を村会に提出する。その内容は、「第一部 人

員四五名以内 郡山村麓消防組、第二部 人員四〇名以内 常盤消

防組」とあり、本件は二日後の二八日に可決された。

)
(

日中戦争勃発後の昭和一二年（一九三七）四月、防空強化の必要

２ 警防団―戦時下の消防組織

２、需用費―（１）備品費三〇円、水管三〇尺モノ一本、 ２

が多いため、組織・指揮系統の混乱等を避け、両団体の組織統一を

に迫られ、防空法が発令、その実務担当者として防護団が新設され

３、雑費―金一五円九〇銭 消防出初式費」

ねらい、同一四年（一九三九）一月一五日警防団令が制定される。

被服費一八九円五〇銭 幹部三名分制服一名分一六円五〇銭

警察が当時町村の公設消防組をどのような規模であってほしいと

四月一日消防組は解散し、新たに警防団として改称、生まれ変わっ

た。しかし第一線でその団員が消防組と重なり、仕事も重なること

思っているか、この予算案をみるとわかる。結局、伊集院警察署長

た。

第三〇九二号）を送る。「本県における火災による損害は毎年五〇

吉利、永吉、郡山の四村長に対し、長文（約一〇〇〇字）の公文書

そこで署長は昭和八年一一月二五日、公設消防組未設置の日置、

『県史・五』二〇三頁 。

るまで、盗難防止や変死者の取扱い等広範な活動を行ってきた」（

して防空・消防の業務はもとより、終戦の混乱状態を招く時期に至

を指揮監督することに改められる。「この警防団は軍や警察に協力

警防団は知事の監督を受け、警察署長は知事の命を受けて警防団

万円に達し、疲弊している県財政もまた深刻化しつつある。そこで

計上しただけで、署長の案は不発に終わった。

の切なる願いにも拘わらず、上伊集院村だけが昭和八年度の予算に

消防手四〇名法被一名分三円五〇銭

防手一回二五銭宛計三〇円

火災一回出場手当 組頭小頭ハ一回分五〇銭計四円五〇銭、消

１、手当金三七円五〇銭（当分年手当ヲ支給セズ） 演習二回

内訳 組頭一名 小頭二名 消防手四〇名

「警備費 金一七八円一銭也

ので、予算案が具体的に付記されている。

部長より公設消防組のない町村はこの際設置するよう命があったの

23
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(

)

警防団発足を巡る経緯等についての資料が役場に保存されている

二人。分団は郡山分団、花尾分団、南方分団、常盤分団の四校区に

其ノ会ノ意見を諮フ」と警防発第一九一号が提出された。あわせて、

備資材及給与ヲ別表ノ通決定セントス 右警防団令第一四条ニ依リ

鹿児島県知事蔵重久より郡山村議会に対し、「村警防団ノ定員、設

まず、昭和一四年（一九三九）三月三日、警防団の監督者である

れている。防空監視哨費は防空法制定以来県費の補助があり、この

空監視哨費の五二八円六〇銭と防空訓練実施費八四円二三銭が含ま

一銭で、経常費総支出額の五・八一㌫に達した。但しこの中には防

九）に郡山村が第二〇款「警防費」で支出した金額は四二七九円三

警防団の費用は市町村負担が原則である。昭和一四年度（一九三

置かれた。

同日県警察部長から郡山村長宛に「警防団ニ関スル諮問ノ件」が送

年の金額は五六四円四〇銭であった。村は警防団に対する給与費六

ので、以下引用しておこう。

られ、「警防団設置手続上急を要するので、県知事の諮問に三月一

三六円五〇銭、雑費五〇円、需用費に二九七九円九八銭を支出した。

県は昭和一五年（一九四〇）に警防費として二一八円、翌年一四

付二〇〇〇円を仰いでいる。

であった。これを村では支出する余裕がないので、一般から指定寄

需用費の大部分は警防団員の団服の新調費で、その額は二七一四円

五日までに答えるよう」指示が出されている。
県知事の別表とは次の内容である。
一、定員―団長一 副団長二 分団長四 部長一〇 警防員一五六
計一七三（『（旧）郷土史・下』二八五頁では、「部長一一 班
長四 警防団員一五一」とある）

九円を補助したが、これで県費補助は打ち切りとなり（防空監視哨

費は除く 、かわって国が補助することになった。その額は少なく

)

車三 手桶又ハ水嚢九二 布製タンク三 梯子四 鳶口二八

同一七年は一一七円、一九年は一二九円というものである。村とし

二、設備資材の種類及員数―高張（提灯）四 腕用ポンプ三 運搬
刺又三 ロープ六 スコップ二四 警鐘又ハサイレン二 纏三

ては乏しい財政の中から設備資材の整備に毎年若干ずつの費用を捻
出していくことになった。

提灯八四 鋸槌三
三、給与（一人当 年手当）―団長一〇円 副団長八円 分団長五

昭和二〇年（一九四五）一月一日米軍機が鹿児島市上空へ初飛来

爆撃なし 、その後各地で空襲が激しくなる。警防団本部もまた各

)

知事の諮問に対し、郡山村会は直ちに了承、国分村長は三月六日

分団でも常時詰所に三、四人が待機して、非常事態に備えていた

(

知事宛に「定員、設備資材及給与等ニ付村会ニ諮問セシ所別紙ノ通

『（旧）郷土史・下』二八七頁 。

円 部長三円 班長二円 団員一円

リ決定」と「村会諮問案答申書」を送付した。

３ 戦後の消防

(

団長は伊集院警察署長の指揮監督を受けて団を指揮することになっ

ているが、国分友睦村長が兼務し、副団長は若松政之、大渕脇強の
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)

三年（一九四八）には消防法が施行、消防事務処理のため市町村そ

防団に改称された。同年一二月消防組織法が公布され、続いて翌二

昭和二二年（一九四七 、消防団令が公布され、警防団は再び消

改め、同四一年（一九六六）八月一日は分遣隊を分団に昇格させ、

て組織した。団員数は同三七年（一九六二）四月一日、一〇〇名に

を変え、大谷分団を吸収して五分団と一分遣隊、団員一三九名を以

地区が郡山村に合併し、町制が施行されたので、郡山消防団と名称

)

れぞれの規模に応じて消防本部、消防署、消防団及び消防職員並び

六分団に編成替えをした。

昭和三一年（一九五六）九月三〇日、旧下伊集院村の嶽・有屋田

に消防団員の訓練機関が置かれることになった。戦後の消防はかく

昭和二二年七月二一日、郡山村議会は「消防団設置条例」を満場

西俣上・中・下、有屋田上・

第一分団 郡山地区 （但し、

同四二年（一九六七）八月三〇日に制定された郡山町消防団設置

一致で可決した。第二条の「消防団員の定員は一七〇人」とし、内

下を除く）

して警察行政から分離され自治体消防となり、市町村にその管理が

訳は団長一 副団長一 分団長四 部長一四 その他の団員一五〇。

第二分団 南方地区 （東秀、

規則によると、消防団の業務を有効適切に遂行するため、次の区域

第三条で「郡山村消防委員会を設置」することを明記している。同

東俣、川田）

完全に委ねられ、またこれに必要な経費も市町村がそれぞれ負担す

月三一日午前九時、郡山青年学校に消防団員が参集し、午前中は村

第三分団 花尾地区 （厚地、

に分団を置くことになった。

団長並びに副団長の選挙を行い、午後二時から郡山村警防団の解散

花尾、大宮）

ることになった（『県史・五』二〇三頁）。

式に引き続いて消防団の結成式を行い、ここに郡山消防団の新発足

第四分団 常盤地区 （八重、
大浦、常盤、雪平）

をみるに至った。
同年一一月五日「郡山村消防団給与条例」が可決され、同年一〇

第五分団 郡山・大谷地区

当は五円以上二〇円以下、技術手当は二〇円以上一〇〇円以下、被

められる手当てが支給されることになり、出場、訓練、警戒の三手

当、警戒手当、技術手当、被服手当、賄手当、その他臨時必要と認

里岳上・中・下を除く

第六分団 大谷地区 （但し

里岳上・中・下）

西俣上・中・下、有屋田上・下、

(

服手当は消防委員会で定めることとし、賄手当は現物支給以外は五

第七分団 郡山全域

月五日にさかのぼって施行された。条例によると出場手当、訓練手

円以上一〇円以下となっている。
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)

同 四 三 年 （ 一 九 六 八 ）一

林野火災は平成一一～一二年を除いて年に一件あるかないかといっ

なお、第二章第三節８にあるとおり、昭和五七年（一九八二）に

た状況で、その他の件数はやや多い。

る た め 、町 役 場 職員 に よ る

は日置地区消防組合が発足すると、市来町に北部分遣所、吹上永吉

〇 月 一 日 、 消 防 力 充 実を 図
第 七 分 団を組 織 し 、 定 数 も

に南部分遣所を置き、郡山は伊集院本部の管轄に入った。

分 団長 七
)

一分 団 一 六
四分

二分

る霜害、旱魃などがある。

による集中豪雨、火山の爆発による震災や降灰及び農作物にみられ

本県の自然災害の主なものは、台風による風水害、梅雨時の長雨

１ 戦前の主な災害

第三節 災害

一 一 二 名に増 員 し た 。平 成
一 四 年 （ 二〇 〇 二 ） 四月 一
副 団長 一

日 現 在 、定 数 一 一 二 名（ 団
長一
副分団長七 部長一九
団員七七 計一一二 、現在
本 部二
三分 団 一七
六分

員一〇八名（平成一三年度…
団一六
五分 団 一七

かんばつ

団一七
)

消防費決算額の推移を表９―

は表９―２のとおりである。

な お 消 防 団 施 設 整備 の 変 遷

九月一一日と同一七年一一月二七日の大型台風では、前者は豪雨を

負傷者五九四人、行方不明一七七人となった。同一五年（一九四〇）

月一四日から翌日にかけて県下を襲った台風では、死者二七八人、

昭和一〇年（一九三五）以降の台風災害を挙げると、同一三年一〇

わけても台風による災害は本県の自然災害の最大のものである。

３ で み る と 、 総 支出 額 の 構

伴い死傷者三九人、家屋の全半壊流出が九四八一戸 、後者は死傷者

団九 七分団一二 。

成比が伸びている様子がわ

三）九月二〇日の台風も県下全域に豪雨をもたらし、被害は死傷者

三五三人、家屋全半壊四万二六六二戸となった。同一八年（一九四

かり、団員の確保をはじめ、
消防施設や装備の近代化を進め、一層の充実を図ってきた結果とい

行 方 不 明 者 合 わ せて 七 五 人 、 家 屋 の 全 半 壊 八 八 五 三 戸 で あ っ た

火災発生の推移をみると、過去一〇年間、建物火災で三～四件、

(

)
『県史・五』 。
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郡山の戦前の災害として記録されているエピソードに、桜島の大
爆発がある。『（旧）郷土史・下』（一五〇～一五一頁）に白坂正男
の話として紹介されている。
大変な爆発音がしたので、みんなびっくりして外に飛び出した。
みると東の方に桜島が大爆発して、濠々たる噴煙が随分高く吹き
上げ、その煙の中を噴石が途中でぶつかり合って凄まじい音をた
て、これぞ地獄かと思うような有様…

策事業の補助を受け、復旧に努力したが、翌年は再び大水害に見舞
われた。

昭和一一年六月、大水害発生、村道崩壊など復旧工事に国庫補助
による災害復旧事業を申請した。

２ 戦後の災害
枕崎・阿久根台風

昭和二〇年（一九四五）二つの大型台風が鹿児島を襲う。それぞ

夕暮れになって今の町役場付近（引用者注…地頭仮屋跡）にさ
しかかった時、今までにない大きな地ゆれがおこり、子ども心に

れ上陸した地名がつき、まず、九月一七日には枕崎台風が九州を斜

を振るった。そして被害者は死傷者五五七人、家屋の全半壊四万八

世の中はもうこれでおしまいかと思いました。立っておれず、友
やっと家に帰り着いたら中には誰もいません。探したところ近

八四八戸、農作物被害は四万一○○○町（被害率二〇～三〇㌫ 、

めに登った。瞬間最大風速六二・七㍍、高潮を伴って全県下に猛威

所の人もみな近くの孟宗竹山に避難していました。孟宗竹山は根

甘藷三万町（被害率一五㌫）に及んだ。

達もみんな道の真ん中に四つんばいになっていました。

ががんじがらめに張っていて、地震が来ても地割れの心配がない

)

郡山の人達は、入来とか樋脇とか北へ向かって避難した人も少

前の枕崎台風でひどく荒らされ、まだ立ち直らないうちに再び来襲

して九州を北上、枕崎では最大風速五一・六㍍を記録した。一ヶ月

続いて一〇月一〇日には阿久根台風が襲来し、阿久根付近に上陸

なくありません。鹿児島の市街地の人々は郡山や伊集院へと避難

したため、大きな被害をもたらした。被害状況は死傷者行方不明者

というのでした。

し、郡山の人達はまた入来や樋脇へと逃げていったのです。

あわせて九四人、家屋の全半壊・流失二〇七六戸、稲の被害は一〇
(

)

ここに示した数字は全県下の被害状況であるが、郡山村の具体的

～二〇％に及んだ 『県史・五』 。

のあと、ときたま小雨あり、七月になってから温度計は連日三四度

な被害実態は資料としてほとんど残っていない。『（旧）郷土史・

役場所蔵資料に次の記録がある。「昭和九年六月一二日梅雨入り
から三五度を記録し続けた。南九州は空前の大旱魃に見舞われるこ

下』に若干の記述と数字が載っている。

県は国からの指令もあって、一〇月二日に「地方団体・財政ニ及

とになった。七月一〇日現在の調査の結果、甘藷畑八七〇〇㌶、田
植えのできないところ一万五四〇〇㌶とわかった。郡山村も干害対
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計上の意）の見込」と付記している。

有建物に相当の被害有りたるに付三〇〇〇円以上追加（予算の追加

日地方事務所宛に発送した。その中に「九月一七日暴風雨により村

ボス戦災ノ影響ニ関スル件」という通牒を発し、その回答を同月七

時（一〇五〇戸）が飛び抜けて多かった。以下、特筆すべき災害状

あった農家数をみると二六年度台風時（一六五〇戸）と三二年豪雨

費は二五三八万六〇〇〇円であった（三〇～三一頁 。なお被害に

以降八年間の被害総額は三二五四万四〇〇〇円。そのうち復旧事業

昭和四四年（一九六九）七月五日、断続的に降り続いた雨は午前

)

る町村有施設の復旧計画について調査回答を求めたが、それに対し

一〇時半頃から豪雨となり、一二時半には小雨になったが、最も強

況をみてみよう。

ては郡山青年学校が被害を受けたとみえ、総坪数二二〇坪、坪単価

く降った一一時から一二時の一時間に一〇〇㍉㍍を超える大雨が降っ

県はまた阿久根台風一ヶ月後の一一月一七日、戦災や風水害によ

三〇円で、六六〇〇円の復旧計画を提出している。財源は村民税の

員で町消防団第七分団員の四人が現場に急行したが、土砂崩れに遭

た。上園・柿木平集落の住宅が危機に瀕したため、待機中の役場職

これらの損害は郡山村全体から言えばほんの片鱗に過ぎない。二

い、二人の生命が奪われた。公務殉職という町始まって以来例のな

増収や雑収入を宛てることにした。
度目の台風で未熟の稲穂は水に浸かって腐れ、熟したものは発芽し、

い事故であった。

耕地や道路の被害も大きく、家屋の全壊一三、半壊一二、床上浸

山間の風をあまり受けなかったところだけがわずかに助かったとい
)

う（三五〇頁 。

水一三の他、田畑の埋没、流出など金額にして二億二七〇〇万円以

）。

イス台風は七四四万九〇〇〇円、九月のギジャ台風三一九万五〇〇

年八月のジュデイス台風は六四九万二〇〇〇円、翌二五年七月グレ

のデラ台風と七月のフェイ台風の被害額は五二五万六〇〇〇円、同

害・被害・復旧事業の状況について触れている。まず同二四年六月

『基礎調査書』に昭和二四年（一九四九）から同三二年までの災

〔家屋〕住家の全壊二七（一九〇〇万円）、半壊一六（六四〇万円 、

のとおりである。

が犠牲になった。被害総額一億五〇〇〇万円に達し、その状況は次

町でも各地に崖崩れによる家屋の倒壊が発生するなど、二人の生命

岸をかすめ、数多くの人命を奪い、各地に災害をもたらした。郡山

昭和四六年（一九七一）八月四日、大型台風一九号が南九州の西

上の被害額となった（『町報こおりやま』№

〇円、二六年七月ケイト台風五八四万三〇〇〇円、同年一〇月ルー

床上浸水二九、床下浸水三五（二六〇〇万円）、非住家被害七九〇

豪雨・台風災害

ス台風五二万三〇〇〇円、二七年六月ダイナ台風二〇七万五〇〇〇

〔田畑及び農林業施設〕田畑の埋没・流失三〇㌶、浸水一二五㌶、

万円

132

円、二八年の六・七月災害は六八万二〇〇〇円、三〇年六・七月豪

雨は七〇万四〇〇〇円、三二年八月豪雨三二万五〇〇〇円。二四年
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)

林道農道の被害二五〇〇万円

六日未明から鹿児島地方は激しい雨に見舞われた。午後から一段

と雨脚が強くなり、鹿児島市では夜に入って大災害となる。市内各

文館から西鹿児島駅（現鹿児島中央駅）周辺にかけての広い範囲が

〔農作物〕水稲他蔬菜の打撃約三〇〇〇万円
）

水と泥に浸かり五大石橋のうち新上橋と武之橋が崩壊し、草牟田の

所で崖崩れや土石流が続出し、甲突川の氾濫で川沿いはもとより天

昭和六二年（一九八七）七月一六日深夜から一七日朝にかけて各

国道三号の水深は最大二㍍になった。稲荷川・新川沿いの被害も大

〔道路〕県道・町道約五〇〇〇万円の被害（『町報こおりやま』№

地で山崩れや土石流が続発。郡山町の川田、大谷口川上流の砕石場

きく、県内最古の石橋といわれた実方太鼓橋も流出した。

)

八日付『南日本新聞』 。

で壊滅状態になり、上下二本の列車と約八○○台の車が脱出不可能

になった。列車の乗客や通行中だった人々、付近の住民ら二五〇〇
平成五年（一九九三）八月の夏は集中豪雨と台風に度々見舞われ、

通になるなど、鹿児島市と市外を結ぶ幹線道路はほぼ八方ふさがり

国道三号は小山田町で大規模な陥没が起こり、九州自動車道も不

人が閉じ込められ、巡視船や桜島フェリーなどで海から救出。

町内各地に未曾有の災害をもたらした。被害総額は、町の一年間の

となった。

本町では中心街の麓地区等が水浸しとなり「街中が池のようだっ

額一九億円余りの被害となった。人災は軽傷二名だったが、入来峠

河川氾濫による床下浸水、水田埋没や流失、道路や橋の決壊など総

よる地盤の緩みに拍車を加え、土砂崩れによる住家の全半壊五戸や

一日の総雨量が四一四㍉㍍（入来峠）と記録的な豪雨は、長雨に

害総額は二一億余りだった。とくに帰宅時間帯の豪雨だったことか

し、住家の全半壊五四戸、浸水九二戸と甚大な被害をもたらし、被

四・四六年のとは比較にならない範囲を呑み込んだ。六人が怪我を

中学校グラウンドを冠水しはじめた濁流は見る見る増水し、昭和四

に九九・五㍉㍍の記録的な短時間雨量を観測した。午後五時頃から

た」と語る住民もいた。六日午後四時から七時までの雨量が二二三・

アメダスが物語るように、山間部を豪雨が襲い、大平・岩戸・常盤・

ら、町内の各避難所には一二〇〇人もの人々が避難し、停電や家族

思われる。

本岳・雪元地区などでは孤立する住家も数多く発生した。

への電話連絡もままならない中で不安な夜を過ごした。

五㍉㍍と平年の一ヶ月分が三時間で降り、中でも六時から七時まで

◇八・六集中豪雨

◇八・一集中豪雨

した中大きな人災がなかったのは、早めの避難が功を奏したものと

予算規模をはるかに上回る七六億一〇〇〇万円余りとなった。こう

八・六集中豪雨

国道一〇号とＪＲ日豊線は磯～重富間で多発した土石流、崖崩れ

近くで起きた土石流は住家二棟を押しつぶし、二世帯四人が生き埋
めとなって、二人を救出、母娘二人が死亡した（昭和六二年七月一

145
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路には浸水した家の畳・冷蔵庫・家具・土砂などが山積みにされた。

ず、また自宅の風呂を使えない人達で温泉がごった返す状態に。道

なった。給水活動を強化するが、断水地域が広く、十分に応じきれ

総菜・インスタント食品・ミネラルウオーターなどが品切れ状態に

麓地区などでは断水で食事が作れないため、店舗で弁当・パン・

九人を数え、梅雨、豪雨、台風災害の総被害額は二三二八億八〇〇

の夏の風水害による犠牲者は四市一五町で行方不明一人を含め一一

町で三三人に上り、被害額四一二億五五〇〇万円であった。この年

被害総額は三億二四〇〇万円であった。一三号災害の死者は二市三

縦断した。郡山では四二三世帯一一七三人が避難、床下浸水八戸、

に避難する。台風は夜九州南部を暴風域に巻き込みながら西海上を

に強い台風七号が接近。作業はすべて中止され、一四〇〇人が早め

〇〇〇万円余という想像を絶する被害をもたらした。こうした中で、

た。百年に一度あるかないかと言われる大災害は、総額約七六億一

こうして平成五年（一九九三）は「災害厄年」ともいえる年となっ

〇万円に達した。

北上、県本土は一晩中吹き荒れた。直撃は免れたが、台風がもたら

郡山町の人的被害が最小限に食い止められたのは、一つに防災行政

豪雨災害の復旧作業が本格化したばかりの八月九日、大型で非常

した大雨で再び土砂流出、浸水等で麓地区周辺の復旧は難航、苦闘

無線の存在が大きかった。非常時の頼みの綱として無線放送が威力

流れ、その内一一回は避難の呼びかけ、ないしは避難勧告であった。

を発揮したのである。八月六日、朝から夜中までに一七回の放送が

が続いた。
九月三日、後片づけも終わらない間に戦後最大級の台風一三号が

薩摩半島南部に上陸、各地に大きな被害をもたらしながら県本土を
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その結果、住民は早めに避難し難を逃れることができたのである。

行政無線を有効に活用し、人命、財産の保全に尽力するなど、電波

の集中豪雨対策に建設大臣表彰等受賞」という記事があり、防災

（平成六年六月二四日発行）には「八月

要望書」を作成した。それは一〇項目からなっている。

して災害現場を調査し、その結果をふまえ「豪雨災害復旧に対する

対応する郡山町議会災害対策協議会を設置した。同日、同協議会と

郡山町議会は、八月一二日に全員協議会を開催し、八・六災害に

『広報こおりやま』№

利用の発展に多大の貢献が認められ、六月一日九州電気通信管理局

１ 報道機関への災害の状況、被害額等の通報を的確、迅速に行う

)

)

以上、要望書は八月一六日、町長に提出された。台風一三号で再

（『こおりやま議会だより』四九号）

よう見直し、設計施工を図るよう国、県に強く要望されたい。

復旧は、原型復旧ではなく抜本的に再災害を受けることのない

県にも要望されたい。

説明をされたい。また公営住宅棟入居については被災者を優先し、

９ 仮設住宅は、東部及び西部地区に設置し、職員が出向き個々に

８ 復旧について地元と連絡や協議をされたい。

う周知を図られたい。

７ 災害か所は、各戸把握のうえ公民館長等の調査時に申し出るよ

６ 町民に対し、主要道路の復旧見込み等周知されたい。

５ 再災害防止のため、橋梁・河川の障害物を除去されたい。

措置を県に要望されたい。

４ 再災害防止のため、住家を優先に治山・河川復旧か所の早急な

３ 町の公共施設（小・中・保育園等）の復旧を急がれたい。

を急がれたい。

２ 高校・小中学校・保育所等への通学バス路線、生活道路の確保

ため通信費を設置されたい。

長から表彰されました。また六月七日には、広島県で行われた第一
二回土砂災害防止月間推進の集い全国大会において、人的被害の発
生を未然に防止した功績が認められ、建設大臣から表彰されました。
この他にも、人災を未然に防止できた事情は、消防団員の活動や
適切迅速に行動した地域住民の対応も挙げられる。
災害復旧対策
集中豪雨に対する応急対策のために、一般会計で一億九六二二万
二〇〇〇円、簡水会計で一三二〇万円を専決処分により八月九日補
正した。
・住宅の全半壊、床上浸水世帯に対する災害見舞金
・災害救助に要する経費、応急仮設住宅設置費（一〇戸 、災害援
護資金貸付金（一〇戸 、全半壊世帯のうち自力復旧できない世
帯の土砂除去及び全半壊世帯への家賃補助金
・ゴミ収集や浸水世帯の防疫作業費
・農道や水路等の土砂除去費、農業用施設、農地災害復旧のための
測量設計委託料
・町道や河川の応急工事費、学校等の土砂除去、浸水被害の保育所
備品の買い替え、その他公共施設の汚泥除去や復旧工事費が主

10
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ついて調査検討、同月一七日町長・助役・議長の連名で、災害復旧

県外からの義援金の中には、町や被災者への一日も早い復興を願う

なお、災害に対し全国各地から義援金、救援物資が寄せられた。

と復旧にほぼめどがついたことがわかる。

工事の早期実現や激甚災害法の適用について等六項目の要望書を県

心温まる手紙なども数多く同封されていた。義援金は日本赤十字か

び被害が広がる中、九月一〇日災害対策協議会は、災害復旧対策に

の関係部課へ提出した。さらに同月二一日、町長・助役・議長・経

らの一次配分で一五九二万円、本町に直接寄せられた分が一一月末

次配分として一三四六万六〇〇〇円が届けられた。平成六年一月の

済課長・建設課長の連名で、災害復旧について伊集院土木・農林・
なお、議会では同年一一月、災害の本格復旧のために追加額を二

段階で総額三五七九万一〇〇〇円の義援金が集まった（『こおりや

現在で六四〇万五〇〇〇円となっており、さらに日本赤十字から二

三億余りの超大型補正とした。さらに国の災害査定事務を急ぐと共

ま議会だより』五〇号 。

耕地事務所へ陳情を提出している。

に、一刻も早い復興を目指して全力を傾注していく。岩戸町長は平
一二月には計画通り国の災害査定を終了し、早期復旧に取り組んで

成六年第一回町議会定例会（三月九日）の施政方針で、「平成五年

の災害査定事務等に必要な測量設計技術者不足が深刻な問題となっ

ら翌年一月にかけて四市町から五人の応援があったことである。国

もう一つ注記すべき点として、災害復旧事務に平成五年一〇月か

)

います」と述べている。

ていた折、他課から応援体制を組むと共に、県町村会等を通じて依

頼したところ、和泊町・笠利町・出水市から各一名、名瀬市から二

（平成六年五月二五日発行）によると、

災害復旧の国の査定額三〇億二七〇六万三〇〇〇円、件数七〇六件

名の合わせて五名のスタッフが二週間から三週間復旧のために手を

『広報こおりやま』№

のうち「五四四件、二四億八六一万九〇〇〇円を工事発注し、現在

貸してくれたのである。町からそれぞれ感謝状贈呈が行われた。

平 成 六 年 九 月 定 例 議 会で 平 成 五 年 度 決 算 の 財 政 が 公 表 さ れ た
(

)

『こおりやま議会だより』五三号 。目的別歳出決算状況で災害復
旧費は八億五四二九万七〇〇〇円で全体の一八・○㌫であった。ち
なみに前年の同四年度決算で災害復旧費は二九二一万一○○○円
(

○・九㌫）であった。

『県史・四』第三編第七章社会事業、第三節罹災救助三「災害の

１ 防災体制の整備

三六・四㌫を占め、額は二四億九六一四万円であった（『広報こお

予防と救難」の項に明治期の防災についての記述がある。明治一五

翌平成六年度決算で災害復旧費はさらに大幅に伸び、歳出全体の

第四節 防災

又は工事中であり、約八割にめどが立っている」という状況である。

342

。平成七年度決算は三億五八九一万円（六・九㌫）

りやま』№

359
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)

当時は内務省地理局直轄、同一九年（一八八六）度以降鹿児島県所

年（一八八二）一二月風水害予防上、鹿児島測候所が易居町に創立、

対策部、土木対策部、消防団、教育対策部、経理対策部、広報対策

九つに分かれている。総務対策部、民生対策部、農林対策部、耕地

する事項について協議することになっており（第七条 、対策部は

)

轄になり、昭和一三年（一九三八）一〇月に再び国に移管、中央気
部である。

２ 防災計画

象台鹿児島測候所となって気象予報、警報の伝達に努めてきた。
明治一六年（一八八三）一〇月初め鹿児島生産町海岸に暴風警報
(

)

信号標を設置し、同二七年 一八九四 三月より鹿児島市地方天気
予報を行うことになる。台風の進路に当たる鹿児島県は多数の水難

初の町防災計画ができたのは、昭和四六年（一九七一）三月のこ

とである。同計画の目的は四つある。

者を出してきたことから、明治二二年（一八八九）帝国水難救済会
の創立と共に県に地方委員部が設置され、大正一四年（一九二五）

１ 郡山町地域の地勢と災害記録及びその特性、郡山町地域の防災

２ 災害危険地域の指定及び物資等の整備、防災教育及び訓練並び

が処理すべき事務又は業務の大綱

に関し、郡山町及び公共団体、その他防災上重要な施設の管理者

名称を鹿児島支部と改めた（一〇八八～一〇八九頁）。
昭和二〇年代相次ぐ大型台風が本県を襲い、そのため気象予報の
充実が図られてきたが、同二七年（一九五二）四月鹿児島測候所内
鹿児島地方気象台に昇格して気象予報業務体制が整えられた（『県
)

３ 防災に関する組織・動員、気象警報等の伝達、災害情報の収集、

に防災組織の整備と災害予防計画

郡山町が災害対策として本格的に始動するのは、昭和三九年（一

避難、水防、消防等の災害発生の防御計画及びその他災害の拡大

史・五』九九〇頁 。

九六四）八月九日のことである。国の災害対策基本法（昭和三六年）

を防止する計画等、災害応急対策の計画
４ 災害の復旧に関する計画

並びに水防法（同二四年）に基づき、郡山町防災会議が設置された
のである。同会議は①郡山町地域防災計画を作成し、及びその実施
当該災害に関する情報を収集すること。以上の事務をつかさどるこ

資の整備、③訓練計画、④防災知識の普及

１ 災害予防計画―①災害危険地域の調査把握 ②防災施設及び物

内容は三つの柱からなっている。

とになった。会長は町長を充てることになる（『例規集』一、一五

２ 災害応急対策計画―①組織動員計画、②気象警報等の動員計画、

を推進すること。②町の地域に係わる災害が発生した場合において

〇一頁 。

昭和四四年（一九六九）七月一八日、郡山町災害対策本部条例が

難計画、⑦水防計画、⑧消防計画、⑨行方不明者の捜索及び死体の

③災害情報等の収集報告、④災害通信計画、⑤災害広報計画、⑥避

)

施行された。同対策本部では災害予防及び災害応急対策の実施に関
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⑫応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理計画、⑬医療及び助産計

収容処理、⑩食糧供給計画、⑪衣料・生活必需品等物資供給計画、
る。

われ、地層に水が浸透し、地すべりを起すのではないかと思われ

たがって、国・県の施策によるがけ地近接等危険住宅移転事業を

本町は、このような場所に集落が形成されている所が多い。し

計画、⑱自衛隊の災害派遣要請計画

行い、安全な場所への移転を進めているが、移転先となる宅地が

画、⑭防疫清掃計画、⑮障害物除去計画、⑯輸送計画、⑰文教対策
３ 災害復旧計画―①農村水産等応急融資、②生活確保資金融資

ないため移転できない者が多い。

の中に、「防災計画」の項がある。柱は三つ、すなわち治山と急傾

前期計画）と同五九年度から六三年度までの五年間の「後期計画」

昭和五四年度から同五八年度までの五年間の「郡山町振興計画」

東シナ海に注いでいる。

流して鹿児島湾に注ぎ、西側を流れる神之川は、伊集院町を経て

地帯であり、中央部を流れる甲突川は、東側を流れる川田川と合

基本方針と計画の内容）―本町の大半は、シラスという特殊土壌

(

斜地と河川対策である。
覆われ豪雨により崩壊し、甚大な被害を受けることがある。この

１ 治山（現況と問題点）―本町の大半は鹿児島県特有のシラスに

坦地で氾濫しやすい箇所は、災害復旧事業として護岸や堤防が補

あるため、勾配が急で河川の大部分が未改修である。しかし、平

地形は八重山、花尾山、三重岳、重平山等に囲まれた山間部で

(

ような場合は災害復旧事業として早期復旧、再災害の防止に努め

強されつつある。また、里岳、西俣地区に見られた蛇行部分は、

量が増加して、既存の河川断面が不足するようなことも心配され

今後の問題として、住宅団地等から流出する雨水で一時的に水

河川改修が行われ、治水上は安定している。

ているが、小規模のものは相当数発生している。
災害を未然に防止し、また極力被害が発生しないようにするた
めには、予防治山の施工を急がねばならない。
また保安林は、本町に二八八㌶指定してあるが、保安機能が完
（基本方針と計画の内容）―治山事業は、国・県の援助の下に実施

の四〇〇㍍、②川田川―樋渡から南方小前までの二〇〇㍍、③神

・洪水危険区域として①甲突川―郡山町役場から大和木材㈱まで

る。

していく。また今後とも、予防治山、植林等にも努力し、災害の

之川―大中三差路から轟滝までの二〇〇㍍、三地区を指定した。

全に果たされるよう森林の保護に努める必要がある。

防止に努める。
発生し、またその兆候が現れたことがあるが、工事の結果、現在

２ 急傾斜地（現況と問題点）―本町においては、過去地すべりが

する。

害復旧、河川改修等実施可能な方法で治水効果を上げるよう努力

基本方針と計画の内容）―洪水防御を主眼とし、県と連携して災

(

はその進行は止っている。これは地質に大いに関係するものと思
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平成元年度から同五年度までの五年間にわたる「郡山町総合振興

なお、町内の避難場所は次のとおりである。中央構造改善センター、

善センター、常盤集落センター、甲突コミュニティセンター、中福

中央公民館、郡山中学校、郡山小学校、花尾小学校、南方小学校、

平成六年度を初年度とし、同一〇年度までの「後期基本計画」プ

良公民館、油須木公民館、久保山下公民館、丸山公民館、西下公民

計画（前期計画）」の「防災」の項目は、先の振興計画の文言とほ

ラス五年計画＝「第四次総合振興計画」の防災の基本施策は三点挙

館、川田公民館、本岳ふれあいセンター、以上である（『広報こお

西有里研修館、東部研修館、里岳公民館、平原公民館、大浦構造改

げられている。

りやま』№

とんど変わりない。

１ 防災事業の推進―①がけ地近接危険住宅移転事業、治山・治水

、平成一五年七月 。

)

事業等の各種防災事業や都市計画事業等により災害に強い環境づ

害の発生を未然に防止する。③災害が予測されるときや災害発生

政無線を活用して適切な情報の提供、避難誘導等を行い、人的被

的に点検する体制を整え、地域防災計画の充実を図る。②防災行

２ 防災体制の充実―①急傾斜地や危険区域等の指定について定期

人が重軽傷を負った。住家の被害は七三〇棟が全壊、床上浸水が一

表されている。「一二〇人が死亡、一人が行方不明となり、三四八

県災害対策本部による「平成五年豪雨災害」の被害状況が改めて発

〇三）八月五日、かごしま県民交流センターであった。集いでは、

験を後世に語り継ぐための集いが災害一〇年目の平成一五年（二〇

防災意識を常に心の中に…平成五年の鹿児島豪雨災害の貴重な体

時でも町民が安全かつ安心して避難できるよう避難路や避難所を

二五四八棟となっており、被害額は約三〇〇二億円にも上った（平

くりに積極的に取り組む。

整備すると共に、緊急連絡システムを構築する。
３ 自主防災組織の育成・強化―住民の防災意識の高揚を図り、自

)

成一五年八月六日付『鹿児島新報』 。

人的・物的被害の発生及び拡大を防止すること」にある。計画事項

の防災活動に必要な事項を定め、もって風水害その他の災害による

自主防災組織防災計画があるが、目的は「○○自治公民館防災会

手方法はテレビ（五五㌫ 、避難の決め手になったのは土砂崩れ

避難の呼びかけを知っていたのは四三㌫と半数以下、避難勧告の入

する大学教授は講演の中で、「実施したアンケート結果によると、

した一五年度防災安全地方研修会が同所で開かれ、防災学を専門と

翌日の八月六日、市町村自治体や町内会の防災担当者らを対象に

は①防災組織の編成及び任務分担、②防災知識の普及、③情報の収

六〇㌫）を挙げ、防災機関の初期対応の強化と連絡、広報体制の

主防災組織の育成・強化を進める。

集・伝達、④出火防止・初期消火、⑤避難誘導、⑥その他、以上で

充実を強く求め、「行政や地域住民が一体となって、防災対策を検

)

(

(

)

証、見直す時期に来ている」と強調した 八月七日付『鹿児島新報』 。
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第一〇章 交通・通信・生活環境
第一節 道路
１ 戦前の道路の整備・拡張

郡山の発展に大きな役割を果たしたのは、村の南辺を現在の国道

三号線が通過したことである。明治一四年（一八八一）に旧西目街

道が国道三等に指定される。鹿児島から水上坂を越え、伊集院、入

来、川辺、出水へと通ずる参勤交代の道路である。この道路は明治

一八年（一八八五）に国道三七号線となるが、この国道ですら起伏

や曲折が多い上に道幅は狭く、人馬の交通物産の輸送にはなはだ不

便で、平坦な幹線道路を作ることこそ鹿児島県の発展の第一歩であ

るとして、早くから要望されていたのだが、十年戦争の痛手なお癒

えず、更に農村の不況に加えて風水害の追い討ちがあって、ようや

く明治一九年（一八八六）一一月、渡辺知事は大規模な道路改作五

ヵ年計画を県会に提案したのである。

県会は満場一致でこれに賛成し、翌明治二〇年（一八八七）四月

からその実行に着手する。最初に手がけたのが右の国道三七号線に

代わるものとしての現在の三号線で、これは当時の下伊敷村であっ

た。草牟田から甲突川に沿って北上する、当時としては驚くべき幅

員の四間（七・二七㍍）道路の開さくであった。知事以下県庁役員

警官が率先して退庁後あるいは暇を見ては工事に奉仕し、沿道村民

もまた毎日二〇〇人くらいずつ出動奉仕したというから、川田や西

644

俣、有屋田の人びとも出動したと思われる。中川峠の大掘削や、野

馬車六、荷車四九、自転車二三、牛車二、という数字が記されてい

ちなみに、先の「郷土史資料６」によると大正六年度（一九一七 、

)

田トンネルの掘削等の難工事が完遂し、工費二一一万八〇〇〇円余

ようになる。明治二五年（一八九四）頃には上茶屋、下茶屋ができ

る。交通が次第に便利になり、人通りが多くなると、茶店もできる

『鹿児島県地誌』によると、従来郡山を通る幹線道路は、明治一

て豆腐の販売も始まる。しかしまだその後しばらくは店もなく、現

りをもって同二二年（一八八九）に終わった。
五年（一八八〇 、一六年の頃は、一名肥後別路と呼ばれていた郡

在の町並みの通りはほとんど田舎だったようだ。

)

)

及び村道の整備が軌道に乗り、次第に発展していく。まず予算の数

余裕がなかったために整備は遅れた。大正も半ば過ぎた頃から里道

なお国道や県道は着々と整備されていったが、村の道路は財政的

山街道が、小山田から郡山麓を通り、油須木から厚地を経て入来に
向かう。これが郡山を通過する唯一の県道で、県道三等に属して道
幅は一間（一・八一㍍ 、今の国道三二八号線である。
明治一四年（一八八三）に政府は道路の分類を三種に分かち国道、

て、伊集院の中川から有屋田を通り、智賀尾神社前を経て郡山麓に

した。里道は、今の市町村道である。他に里道一年属するものとし

ら同一〇年（一九三五）にわたる経常費は、一五〇円から一挙七〇

正九年以降飛躍的な伸びを示し、とくに昭和七年度（一九三二）か

明治末期と大正の初期、経常土木費はわずかのものだったが、大

字からそれを見てみよう。

達し、それから油須木、東俣を経て吉田村に通ずる吉田往還道があ

〇円代、九〇〇円代へと膨張している。

県道、里道とし、これに等級をつけてそれぞれ一等から三等に分類

る。道幅は一間である。なお、里道の改善・修理には青年会小組合
や村役場の職員らの動員もあって発展してきている（「郷土史資料
)

６―交通関係―」 。

もう一つは比志島村から川田、そして東俣厚地を経て蒲生町白男
に通ずる道路である。これも幅一間である。これ以外に各地に通ず
る道路があるが、せいぜい道幅一㍍もしくはそれ以下である。
)

明治二五年（一八九二 、郡山街道は改良工事の対象となり、幅
員二間（四・五㍍）の大道路となる。現在の役場下の道路が広くなっ
たのもこの時で、これで乗合馬車の行き交いも出来るようになり、

明治末年（一八一二）になると、甲斐どんの隣が乗合馬車の発着に

なり、鹿児島の千石馬場まで一往復するようになる。
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本村には国道はなく、県道が二線と村道及び里道があるのみであ
る。県道は先に記した「伊敷・宮之城線」、これは本村に係る長さ
)

は二里一九町三五間（九九九〇㍍ 、もう一本は「伊集院・蒲生線」

２ 戦後の道路整備

)

なるであろう」と述べている。県道の本町における総延長はかくて

が、ほぼ完成に近いから、完成の暁には、本村の交通は一層便利に

先の資料では昭和九年の時点で「この道路は今なお工事中である

設省所管となり、同年一一月から二六年四月にかけて全国的に道路

路建設も昭和二二年から始められた。昭和二三年から道路行政は建

れたが、一方引揚者等を含む失業者対策と食料増産対策としての道

た。昭和二〇、二一年は主に終戦処理事業と戦争復興事業が着手さ

戦後は主に占領軍の指示に基づく政策によって道路行政も行われ

四里一町〇三五間（一万六七六三㍍）となり、道幅は広いところ

整備事業が行われた。

で、本町に係る長さ一里二七町（六八七二㍍ 。

で三間（五・八㍍弱 、橋梁が二箇所ある。

)

村道については「村は大正一四年から昭和四年にかけて五ヵ年計
画の下に、毎年一万八〇〇〇円の巨費を投じ、村道の開さくを試み、
着々と工事は進行し、今後更に一層の開さくを急ぎつつある」。
（一）厚地線― 伊敷村の塚田から川田、厚地を経て入来街道に
出ようとするもので、現在厚地で工事中。昭和
一〇年度には完成予定。現在自動車、自転車、
荷車等の便がある。
（二）常盤線― 本村麓から常盤、平原を経て下伊集院村嶽に至
り、将来薩摩郡樋脇村に通ずるもので、長さ一
里一一町四二間、昭和五年（一九三〇）一二月
二〇日完工。
ところで、村道等を整備拡張するものの、前述したように、鹿児
島は毎年のように台風等が襲い、水害によって道路は壊される。復
旧工事をしても再び道路が壊れる。また修理と道路づくりが繰り返
される。しかし、道路整備はその後も着実に発展していく。
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ヵ年計画（昭和三四～同三八年度）と後期五ヵ年計画（昭和三九年

町振興と町民生活向上の計画が具体的に示された。計画書は前期五

新町建設実施計画の書を策定した。計画書は産業の振興をはじめ、

本町は昭和三一年（一九五六）一〇月の町村合併後、昭和三四年

長は四六年度から七万七〇六九㍍→八万八三九二㍍→一一万四〇八

う。町道路線数は二七→四六→一三九線と増加してきている。実延

平成二年度（一九九〇）、一五年度（二〇〇三）の推移をみてみよ

町道について昭和三二年度（一九五七）、四六年度（一九七一）、

平成七年四月から一五年度までに町道実延長九万五四一五㍍から

〇㍍と延びてきている。

①道路整備計画として町道改良事業、②橋梁整備計画としてコン

一一万四三八〇㍍へ、改良率は七〇・七パーセントから八八パーセ

～同四三年度）から成っている。
クリート舗装・幅員拡張、橋の架け替え、③県道整備―舗装工事・

農免道路についても触れておこう。同道路は農畜産物の輸送に供

ント、舗装率は九四・二パーセントから九八・三パーセントまで整

町制施行直後の昭和三二年度（一九五七）の道路状況をみると、

する基幹産業道路として同四〇年（一九六五）に創設されたもので

拡幅改良曲部改良か側溝（コンクリート）工事等、④県道橋梁整備

町内に四線の県道があるが、もっとも長い距離は鹿児島・宮之城線

ある。平成一五年度農道は八路線（八四三八㍍）、住環境道路五路

備が進んだ。

で九七九三㍍、ついで真黒・鹿児島線の九三二〇㍍、伊集院・蒲生

線（二七三〇㍍）、林道六路線（一万三九八七㍍）である。

要望計画―拡幅等、以上が道路計画の中身である。

線七八八〇㍍、鹿児島・水俣線五一七八㍍の順となっている（『基

済み一万九〇六七㍍、改良率六一・八パーセント、舗装率九六・一

五年度（二〇〇三）県道四線の実延長三万一二五三メートル、改良

四パーセント、（『郡山データーファイル一九九六』より 。平成一

良済み一万七八五二㍍、改良率五八・二パーセント、舗装率九三・

平成七年（一九九五）四月、県道四線の延長は三万六六三㍍、改

㍍も延長している。県道四線の実延長は三万二一七一㍍であった。

されていることに触れている。伊集院・蒲生線も四年間で二四七一

鹿児島・水俣線は一万一二五六㍍と四年間で六万六〇七八㍍も延長

礎調査書』六八ページ 。なお、『昭和三六年町勢要覧』によると、

ている。①広域的な交流を促進する道路交通ネットワークの形成

補足として伊集院土木事務所が国道・県道整備の基本方針を出し

五六三㍍）となっている。

は六七、内訳国道七（二九七㍍）、県道一五（二一〇㍍）、町道四一

一八三㍍ 、町道四一（三九七㍍ 。同一五年度（二〇〇三）の橋

二年度（一九九〇）橋は六〇でうち国道四（八五㍍）、県道一五

㍍ 、県道一一（一三二・八㍍）、町道三一（二八二・五㍍）。平成

た。同五〇年度（一九七五）橋の数四四、内訳は国道二（一七・六

二〇あり、うち石橋が一一、コンクリート橋が六、木の橋が三であっ

橋梁についても見てみると昭和三二年（一九五七）の時点で橋は

)

パーセントであった（『平成一五年度道路現況調査』県道路維持課、

)

(

)

(

(

)

一日交通圏の拡大 、②安全な県土のための道路交通ネットワーク

)

)

)

二二五ページ 。
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の形成、③均衡の取れた県土をつくる道路交通ネットワークの形成
(

)

県内半日交通圏の拡大等 、④うるおいにみちた快適な道路空間の

２ 第四次総合振興計画（平成六年～一五年度）

)

１ 本町の縦軸中心の道路網を中央部分において東西方向に

①快適・安全な生活道路の整備

形成（人や自然と共存する道作り 。国道では油須木・郡山地区、

アクセスする横断道路を建設するとともに、循環道路や幹線

としての安全でゆとりの感じられる整備を促進する。

置、植栽に努める等観光的な面にも配慮しながら、生活道路

２ 町道の整備にあたっては、自然景観との調和や歩道の設

道路網の整備を推進する。

県道で里岳・花尾地区地方道で東俣地区で整備の計画。

３ 道路計画
１ 町総合振興計画（平成元年～一〇年度）

②ゆとりと魅力の交通環境づくり

１ 国道三二八号沿線上の適地にゆっくり休めてくつろげる

①国道―郡山町内を走っている国道三二八号の大部分は改良工
事が完成し、現在入来峠付近の災害箇所は平成元年度完成を

２ 中央地域の道路整備に当たっては、人にやさしい歩道の

交流施設を整備する。

②県道―町内を通過する自動車も増加しつつあり、鹿児島市、

設置や植栽に配慮するとともに、買物客にも配慮したゆとり

目標に整備が進められている。
鹿児島空港並びに川薩方面に連絡する道路は、交通の隘路に

のある交通環境づくりを推進する。
③国道及び県道の整備促進

なっている部分から改良工事を促進する。また、用地買収に
ついては、地域住民の協力体制を図る等理解を深めながら先

施する。道路面の舗装により、道路排水の流末が問題となる

良舗装を年次的に実施してきた。今後も引き続き計画的に実

③町道―町道は幹線道路及び広域ネットワーク道路を主体に改

図る。

に主要地方道川内・郡山線をはじめ他の二路線も整備促進を

路線であるので、県に強力に働きかけ整備促進を図る。さら

線であり、また鹿児島広域都市圏の外環状道路としても重要

１ 主要地方道伊集院・蒲生・溝辺線は空港に通じる主要路

傾向にあるので、道路側溝の整備及び流末についても整備に

２ 総合運動公園の広域的な利用を促進するため、県道も含

行取得を推進する。

努める。

３ 国道三二八号の登坂車線及び小山田交差点の早期完成に

めた道路網の整備を推進する。

林道及び作業路については、拡大造林、除間伐、たけのこ生

努めるとともに、南九州西回り自動車道にアクセスする道路

④農村道―農道の整備については、農用地利用に必要な農道を、
産等の林業経営に資する道路を重点的に推進する。
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かけ整備を促進する。

の整備を関係市町との連携を図りながら国・県に強力に働き

人力車が本県に入ったのはすでに明治初年代のこと」「明治一一年

通及び運輸の機関としては人力車と荷車とがあったにすぎなかった。

において一八五台を数え、二四年に至り初めて一〇〇〇台を突破し
①国道三二八号の整備促進―国道三二五号は、南側の鹿児島市

には一六一一台となるが、昭和一〇年 一九三二 四六一台と大幅

しばらく発達」（四七一頁）するのである。明治四四年（一九一一）

て一〇八二台となった。かくて人力車が唯一の陸上交通機関として

で国道三号と連結し、北薩へ通じる基幹的な道路であること

に 減 少、 さら に 同二 二年 （ 一九 四七 ） には 三三 台 と 大 激減す る

３ 郡山町地域振興マスタープラン（平成一五年三月～）

から、拡幅等の整備を促進する。

)

(

)
『県史・五』九三九頁 。

(

)

郡山では明治末年の頃、麓から鹿児島市の千石馬場まで、一馬車

明治四四年度は県下で七〇六台に達した。

ことであるが、便利でかつ手頃な中距離交通機関として発達を続け、

乗合馬車は明治二一年 一八八九 に初めて四台を数えたという

(

②国道三号へのアクセス道路の施設―合併により鹿児島市との
一体性を確保するため、町道川田比志島線から国道三号に接
続するアクセス道路の新設を促進する。
③一般県道小山田谷山線の整備促進―合併関係町である松元町
や鹿児島南部とのアクセス向上を図るため、一般県道小山田

木からも出るようになる。そして台数も三台に増えた（『日置郡誌』 。

)

④主要地方道伊集院蒲生溝辺線の整備促進―合併関係町である

大正の初め頃に鹿児島まで馬車賃は三〇銭か四〇銭くらいで、大正

一往復の馬車が甲斐どんの隣りの乗合所から出ていた。後から油須

吉田とのアクセス向上を図るため、主要地方道伊集院蒲生溝

一〇年 一九二一 には六〇銭であった（当時、伊集院・西鹿児島

谷山線の延長等の整備を促進する。

辺線の延長等の整備を促進する。

(

)

)
間の汽車賃は二九銭 。

(

昭和に入ると自動車、バスに押されて、大正一三年 一九二四

⑤主要地方道川辺郡山の整備促進
⑥町中心部における交通利便性の向上―中央地区土地区画整理

から昭和二年（一九二九）には廃業に追い込まれたが、ガソリン欠

自転車取締規則が県会で発布される。

(

)

自転車は日露戦争前の頃移入され、明治三五年 一九〇二 には

自転車

乏の戦時にはまた使用された。

事業の中で、町中心部における交通利便性を向上させる。
⑦山間部における交通手段の確保―町内循環バスの維続・確保。

第二節 交通
『県史・四』によると、「明治一〇年代の初めにおいては陸上交
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)

(

)

『日置郡誌』にみると、大正一〇年 一九二一 に郡山にあった
自転車は四八台、翌年は一二一台、そして一四年一八四台、翌年二
(

)

七五台、そして昭和五年 一九三〇 には三五三台へ急増した数字
が記録されている。

五周、県内大選手四〇周、村内長距離、村外長距離、以上六種目で

あった。優勝者の中には宮崎出身もいた。

『（旧）郷土史・下』（二三五頁）には、大正から昭和初期にかけ
大正六年（一九一七）二三台

昭和七年（一九三二）三三一台

昭和六年（一九三一）三四一台

ての自転車台数が記されている。

八〇円くらいというから、大正一五年（一九二六）の郡山村長の給

大正一〇年（一九二一）四八台

当時の新高級車であった「プライム」が一四五円、「アサヒ」が
料が月五五円、助役が四六円、書記の平均給料は三三円であったの

大正一五年（一九二六）二七五台 昭和八年（一九三三）三三四台

国鉄バス

乗合自動車 第六章の第三節参照

昭和五年（一九三〇）三五三台

で、容易なことでは買えない値段であった。
それでもその便利さに惹かれて、自転車は急激に普及していく。
当時、郡山で開業していた自転車屋の二人が、自転車競走を企画、
それが大当たりで、各地から参加者が多く、毎年の呼び物になった。
大正一四年（一九二五）四月一二日付「鹿児島朝日新聞」は次のよ
うな記事を載せている。

の銃声高く春空に響けば、七人一組の少年競争猛烈に行われたるを、

山グラウンドで、極めて盛大に催された。…定刻午前一〇時、三発

日置郡郡山村の輪友会主催の自転車競走大会は、一二日同村瀬戸

なり、トラックの荷台に人が乗ることも当然とされていた（『県史・

んど代燃車となり、同二〇年六月から二二年三月までは運転中止と

といわれ、昭和一六年（一九四一）頃から街を走っている車はほと

バスが走るようになる。前述したようにガソリンの一滴は血の一滴

昭和二二年（一九四七）三月二五日から鹿児島市と郡山間に国鉄

初回に村内外実用車、レーサー等約五〇回、予定通り進行し、最後

五』九四二頁 。

郡山の自転車競走―近来になき盛況を呈す

の村内大選手及び県内大選手の二大競争は実に猛烈を極め、競走場

)

二二年（一九四七）三月一五日

国鉄バスの開通式は関係市町村が出席して、蒲生町薄原の大山小
小山田―郡山―宮之城

同

の周囲に雲集せる観衆の声援白熱化し、非常な盛況裏に五時三〇分

塚田―川田―花尾―宮之城

二六年（一九五一）一〇月一日

学校で行われた。以下は郡山の国鉄バス開通の路線と日付である。

花尾―岩戸―薄原―蒲生

全て終了した。…ちなみに当日の優勝者並びに入賞者には全部賞状
及び商品を大村会長代理の手から手渡された。
なお種目は、実用車二〇周、村内大選手三〇周、県内選抜選手二
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長山口―都迫―蒲生

賦合―東俣

花尾―入来―宮之城

三二年（一九五七）九月一五日

三二年（一九五七）七月二五日

二九年（一九五四）一一月一五日

同

は一日六五本の発着便がある（『広報

移転したことによるもの。本駅は平日

行われた。区画整理事業により駅舎が

落成式並びにバスの出発セレモニーが

)
。

「車社会」と交通安全

こおりやま』№

郡山麓―大浦

開通の頃の鹿児島・郡山間の運賃は三円四〇銭、所要時間は一時
間二〇分（砂利道のガッタンゴットン、乾燥時は濛々たる砂塵を巻
き上げた）で、回数は二往復半であった（『（旧）郷土史・下』三八
)

は五三万一四二〇人、一日平均で一四五八人だったが、自動車、バ

自動車台数が影響している。昭和三八年（一九六三）一年間の乗客

四〇円であったという。郡山乗降客の推移表をみると大きな特徴は

学その他の所用の人々の足を満たしている。運賃は鹿児島・郡山間

号によれば、当時、鹿児島・郡山間を一日二〇数回往復し、通勤通

また昭和二六年（一九五一）九月二〇日付の『郡山村広報』第４

半径が小さいので、市街地だけでなく

たのは、オート三輪車であった。回転

たことである。貨物輸送で活躍してい

型車が一台、合わせて三台しかなかっ

したいのは当時普通乗用車が一台、小

動車台数の表が掲載されている。注目

行後の昭和三二年後（一九五七）の自

先の資料『基礎調査書』には町制施

イク保有者急増の同四六年（一九七一）には年間の乗客は九万七六

増えていく。また当時は全国的にスクー

農道でも走ることが出来たのでその後

三～三八四ページ 。

436

七〇人、一日平均はなんと三一九人と激減していることである。
なお、平成一四年（二〇〇二）二月二五日ＪＲ九州バス郡山駅の

651

近 現 代
第八編

以降、バイクが増え、同時に自動車台数も増えていく。

していくことになる。昭和四〇年（一九六五）から四五年（一九七〇）

ターや単車（原付バイク）が出始め五〇～二五〇ＣＣの単車も普及

このような町民あげての努力にもかかわらず、交通秩序を無視した

ろである。

交通事故を追放する社会環境の実現に最大の努力を払っているとこ

町民の平穏な生活を脅かしていることは誠に憂慮に耐えない。

いわゆる暴走族による悪質かつ危険な集団暴走行為が後を絶たず、

四輪貨物一二八台、軽自動車が一三五台、軽四輪貨物が三八三台、

我々はこのようないわゆる暴走族による法秩序を無視した集団暴走

『町勢要覧こおりやま』（一九七一）によると、乗用車は六四台
そして自動二輪四〇四台、原付バイク六五四台と軽自動車以下の急

行為及びこれを助長する行為を断じて許すことは出来ない。
する。

)

昭和五八年六月二八目

郡山町議会

よって、ここに町民の総力を上げて暴走族を追放することを決議

増ぶりが目立つ。なお平成九年（一九九七）一月現在自動車台数は
七〇二一台、免許取得者四九六四人となっている。
「車社会」の到来の中で昭和四六年三月『郡山町交通安全対策会
議条例』が制定される（『町例規集一』一六七一頁 。定数一一人で
交通安全計画を作成することになる。一方で事故は増加の一途をた
どる。
役場保存の『町勢要覧』をみると注目すべき数字が出ている。す
なわち、昭和五三年版（一九七八）には交通事故が「一九・一日に

―４でみると、近年町内の交通

事故に関する数値には、一定の傾向は

表

ある。昭和六〇年版（一九八五）では「一〇・四日に一件」、平成

見られないが、県内全体では減少傾向

一件発生」していたが、その数字がその後大きく変わっていくので
八年（一九九六）の『郡山データーファイル』によると「一一・○

にあるという。本町では平成一一年
(

昭和五二年（一九七七）一一月に本町は安全運転宣言、同五八年

六日で一〇〇〇日を迎えた。これを記

発生がなく同一四年（二〇〇二）二月

一九九九）五月以来交通死亡事故の

一九八三）六月には暴走族追放に関する議会の決議をしている

念して二月七日役場で記念セレモニー

( (

)

我々町民は人命尊重の精神に徹し正しい交通秩序の確立と悲惨な

バンドの皆さんの演奏と池山町長の号

が行われ、式終了後、郡山小学校金管

『議会だよりこおりやま』第八号 。

一件」と。

日に一件」、そして、平成一三年版（二〇〇一）では「六・九日に

10
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）。

令に合わせハーレー隊が町内及び伊集院町、日吉町までパレードを
行い、交通安全を訴えた（『広報こおりやま』№

四月には郵便切手、一二月に一枚半銭の葉書を発行した。そして郵

便到着期間を東京・鹿児島間を一七日と決めている。同七年、政府

は世界で四番目に郵便貯金制度を発足させ、翌八年一月一日、それ

『県史・四』によると、西南戦争の時期に重なった明治一〇年

までの郵便役所・郵便取扱所を郵便局と改称した。

る。春、夏、秋、年末年始の交通安全運動、毎日一日と二〇日の

一八八七）中葉までは中央との郵便連絡は船便でする他なかった

(

便往復が可能になり、その後も県下各地に路線が開通、同一二年

という。同年七月十九日現在、鹿児島・宮之城間の路線は隔日に郵

交通安全母の会では交通安全キャンペーン期間には「飴玉作戦」

一八八九）の統計によれば県下五一路線になり、着々と郵便事業

(

)

は進展する（四七七～四七八頁 。

郡山村の郵便の歴史の原点は、明治六年（一八七三）四月一日、
かんかつ

国道筋の下伊集院村の麦生田郵便局開局にある。郡山は同郵便局の

管轄に入いる。局長には郡山の宅万直定が任命、「郵便切手売下所」

四か所、「郵便箱」四か所を管理した。県は明治一四年（一八八二

に郵便局のない町村には、郵便切手を売る郵便切手売下所と郵便箱

を設置し、郵便局から集配人を出して郵便物の取り集めと配達をさ

『（旧）郷土史・下』（六八～六九頁）には、当時の配達に関わる

せた。

る。翌五年六月、太政官布告をもって「県庁所在地は、公私の用事

夜は毎晩わらじを作り、夜明けを待って 下 茶屋の郵便箱の所に

したん

河頭郵便局まで郵便物の運搬（逓送といった）に従事しました。

ていそう

「私の父は明治二九年十八歳の時から四年間、麦生田郵便局から

聞いた話。

せてもらう。まず寺尾重敏氏が父親の平吉氏（明治一二年生）から

聞きとりが記録されている。少々長くなるが貴重な話なので引用さ

している。

島郵便役所を置いたほか、川内、加治木、阿久根、伊集院にも開設

鹿児島県では、明治五年七月一日、鹿児島県山下町一番地に鹿児

五・六回は往復の郵便を開くように」と布告した。

の多いところに郵便役所を設け、毎日か一日おきに、あるいは月に

明治四年（一八七一）の初め、政府は東京・大阪間に郵便を始め

１ 郵便

第三節 通信

して安全運転を呼びかけている。

と称して、国道三二八号の柿園周辺で定期的にドライバーに飴を渡

絶滅等も行われている。

「交通安全の日」の設定、町民総ぐるみの運動としての交通三悪の

の会」等が発足、交通事故絶滅のための気運が高まり広がりをみせ

交通安全協会、郡山町婦人会と構成員を同じくする「交通安全母

435

明治六年（一八七三）、政府は郵便役所に一～五の等級をつけ、
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)

歩くのではなく走って河頭局へ運んだものだ。中川峠を上りつ

れが物が多いので「シャリキ車」（逓送車といった）に積んで、

た串木野、市来方面から届いた鹿児島方面行きの郵便物を、こ

棒）にくくりつけてかつぎ、麦生田郵便局まで運び、そこでま

ぎがでました。彼は提灯を目あてに鉄砲を打ったのです。それ

い棒の先にくくりつけて走ることにしました。とうとう追いは

とがあったので、その後は暗くなってから通る時は、提灯を長

もそれらしい者に狙われているような気配を二、三度感じたこ

した。しかも飛び道具をもっているという話です。飛脚はどう

気持の悪いところでしたが、追いはぎが出るという噂が流れま

く頃は汗だくになり、雪の降る時でも六尺フンドシ一本で下り

が彼の運のつきでした。その後入来峠の怪は消えました」。

行き、郵便物を唐米袋で作った郵便袋に詰めて、サシ（かつぎ

坂は一間位ずつ跳んで走ったものだ」。

帰りには郵便物をもって下茶屋まで届け、午後は坪久田、常盤

下茶屋の郵便箱から郵便物を袋に入れて麦生田郵便局まで運び、

「俺は一八のとき（明治四〇年）から二四歳まで七年間、郡山の

場の「戸帳役場用需要品仕払帳」をみると、当時市来町にあった郡

ていた。明治一四年（一八八一）一月から六月までの東俣村戸長役

箱が置かれ、ここでは切手や葉書等も売られ、郵便物の集配所になっ

これらの話から、郡山には現在の麓の十字路の角の下茶屋に郵便

もう一人は郡山武二氏（明治二三年生）の話。

今の清和 、中福良、上園、柿木平、賦合地区の郵便配達をし

役所に書類を届けるには、人を雇って持って行かせるが、その費用

(

)

い状況が試載されている。通常郵便の引受は四万九、三一五通、配

｣

便物は袋に入れてサシで担って運んだものだ 。もう一つ。

達は一二万八、一〇三通。小包は引受一、〇六六個、配達一、五一

なお、『日置郡誌』に大正一〇年（一九二一）の郡山の郵便取扱

が四九銭かかった。鹿児島の県庁までは二八銭だった。

た。
その間二年半ぐらいは笹の段から八重山を越え、入来の馬越
まで逓送もした。その頃は車などもないから、草履ばきで、郵
「麦生田局から笹之段の坂道を越えて入来まで毎日、ときには一

一個となっている。

『（旧）郷土史・下』（二三八頁）に次の記述がある（明治一八年

日おきに通う「飛脚どん」と呼ばれる人がいました。西俣の久
保田という人でした。黒の三度笠をかぶり、股引、きゃはん、

一〇月一日郵便貯金取扱、同三〇年七月十六日小包郵便取扱、大正

始、同一四年八月一日電話開始）と電信業務が始まり、電話が局に

草履ばきで、一メートル半程の棒の先に郵便物をくくりつけて、
郵便物の中にはお金もはいっていたことでしょう。入来峠か

取り付けられたことは一般の人々は勿論、特に役場や商売する人た

五年一〇月一日簡易保険取扱開始、同一三年一月一〇日電報取扱開

ら先八キロメートルぐらいは県道といってもいまとは違い、大

ちには大助かりであった。

小走りで往来するイキな姿を見受けるものでした。

きな山の中を曲がりくねって通っていたので、一人では昼でも
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太平洋戦争直前の昭和一六年（一九四一）一〇月、国は思想統制

年から廃止された。

郵便取扱状況が記載されている。通常郵便の引受四万九三一五通、

と軍の秘密漏洩を防ぐために、臨時郵便取締法を制定・公布し、戦

なお『日置郡誌』（四三頁）に大正一〇年（一九二一）の郡山の
配達は一二万八一〇三通。小包は引受一〇六六個、配達一五一一個

の引き受け、配達、特殊扱い等を中止又は制限、その結果、郵便・

時に際して、郵便物の内容検閲を開始した。同年一二日には郵便物

その後の郡山村の郵便事業等に関する記録は保存されていない。

通信も停滞を余儀なくされる。男子従業員の広召徴用等で人手不足

となっている。
戦前の新聞記事を探る中で郡山郵便局の上棟式が写真入りで掲載さ

が深刻となり、女子集配手が採用されることになる。

(

)

日置郡郡山郵便局では公衆の利便を「モットー」として局舎の狭

いは実質上不可能となる。『県史・五』によると「当時は切手も消

市大空襲」で、市内九割以上が焼失、大混乱のため郵便物の取り扱

物は大幅に遅れる。二三一六人の犠牲者を出した「六・一七鹿児島

昭和二〇年（一九四五）になると、全国各地に対する空襲で郵便

れている記事（昭和一〇年六月四日付「鹿児島新聞」）があった
ただし、写真のみ 。同年九月一九日付、同新聞は次の記事を載せ
めぬき

隘を告げていたので今秋陸軍特別大演習並に地方行幸の記念事業

印もなく、切手は現金収納の印をおし、消印は墨で〒と書いた」

ている。見出しは「郡山郵便局落成―目貫街に異彩を放つ―」。

として過る四月局舎改築工事に着工し鋭意工事進捗中が愈々この

九六九頁）という。

いよ いよ

程採光、通風、公衆の利便に申分なく局舎が竣工したので郡山街
並に近きに特設電話の設置を慮り電話交換室、区分室、宿直室等

険業務を開始したが、八月二五日から鹿児島市の公会堂（中央公民

終戦直後は鹿児島局は冷水町の局長官舎と付近の防空壕で貯金保

(

の中央に偉観を呈している。新局舎は事務室は勿論公衆の控所、
堅牢と優美に誇り、通信事務の明朗なるを 魁 けたらんとしている。

館）と市役所で業務を開始した。郵便事業の復興と体制の建て直し

おもんばか

因に局舎改築を機会に昭和十一年度に特設電話を設置計画中であ

は急務であった。
)

七）頃までには廃止され、新たな郵便行政が始まった。翌二三年末

(

昭和一二年 一九三七 の県下郵便局数は総数二七七局、便物の取

からまた年賀ハガキの特別取り扱いが復活し、記念切手も発売、同

さきが

るのでこれが実現も程遠からざることであろう。

り扱いには横ばい状態であったが、満州事変以来漸次戦時体制とな

二四年からはさらにお年玉抽せん付の年賀ハガキが売り出され、郵

戦時中の検閲や郵便物の取り扱い制限等は、昭和二二年（一九四

り、明治三二年（一八九九）以来封書三銭、ハガキ一銭五厘が昭和

便業務もようやく平常にもどった。

昭和三四年（一九五九）の新町建設実施計画書（同三四―四三年

一二年四月から封書二〇グラムまでごとに四銭、ハガキ二銭と、三
五年ぶりの値上げを行った。また年賀郵便の特別取り扱いも同一二
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るので、地区民の不便は勿論町内全地域が迷惑を受け、したがって

併前のそのまま麦生田郵便局（伊集院町）において取り扱われてい

画にもとりあげ、各方面に折衝したにもかかわらず、依然として合

いという要望は昭和三一年合併以来の懸案であり、本計画の基本計

「町内の有屋田、岳地区の郵便物の集配を郡山郵便局に統合した

になり、同二七年（一八九四）になると配線も延び、伊集院、知覧、

治二四年（一八九一）になってやっと加治木でも電報が打てるよう

の後電報の取り扱いは鹿児島郵便電信局だけの取扱いであった。明

た加治木を経る緊急架設を行ない、軍事の急報に備えた。しかしそ

〇日の西南戦争の最中で、熊本と鹿児島の両方から当時仮県庁があっ

めて電報が鹿児島に開通したのは、明治一〇年（一八七七）八月一

及するまでは官公庁、会社、家庭では電報が主に使われていた。初

町行政上にも多大の支障があるので、一日も早く全町民の念願であ

枕崎、谷山、向田（川内 、出水の六局が郵便電信局となる。

度）によると郵便事業の主要な課題は以下のとおりである。

る郡山郵便局への統合をはかりたい」。
なお、『基礎調査書』に郡山郵便局の局員数、集配経路、集配数

児島か伊集院まで行かなければならなかった（『（旧）郷土史・下』

郡山の人たちは明治、大正時代及び戦前、電報を打つためには鹿

)

について記述がある。二二人の局員がいて、集配経路は次のとおり、

)

２ 茶園畑、久保山、永山、寺山

サービス提供は各郵便局で行なわれた。そして鹿児島からの電信の

終戦前の電信電話事業は、政府直轄で運営され、県下の電信電話

六九～七〇頁 。

３ 彼岸田、峠、岩戸、向江谷

通信方式は東京・大阪・神戸・福岡が自動式で、その他は音響式であっ

１ 小船迫、川田、白石、古光

４ 桐口、上之丸、大浦、小浦

た。

受け、配達区域は郡山一円（川田・有屋田を除く）、鹿児島市の内

先の資料『基礎調査書』には、電報業務は、郡山郵便局が委託を

業体として発足し、明治以来の官営に終止符がうたれた。

年（一九五二）七月電気通信省が廃止、日本電信電話公社が公共企

と郵政省に分かれ、電信電話の事業形態が大きく変わった。同二七

が発足し、翌二四年（一九四九）六月一日には逓信省が電気通信省

昭和二二年（一九四七）一一月一日官制改正により鹿児島電信局

５ 芝立、雪元、的場、樒柑山
６ 寺下、常盤、中福良、西俣
７ 図の下、柿木平、馬場、上園、賦合、油須木
集配数（一日平均）は、受付数五八九通、配達数九二三通、計一、
)

五一二通と記録している（七二～七三頁 。
２ 電信・電話

電信は、有線、無線があるが、一般には電報とよばれ、電話が普

(

)

下犬迫・上大迫、野屋敷、栗迫、古園髟峲 、取扱数（一日平均）

発信数五通、受信数九通、計一四通と表をのせている。
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での電話架設費及び実は前年度に架設される予定であった伊集院警

察署から郡山駐在所までの架設費合計六〇〇円を寄付する件を可決
している。

これで役場並びに駐在所という郡山で村民の治安と行政を担当す

る役所に文明の利器である電話網が張られたわけである。

一般の商店や事業所に設置されるのは昭和五年以降のようである
(

)

『（旧）郷土史・下』二三九頁 。

昭和二六年（一九五一）一〇月『郡山村勢要覧』には、当時の電

話番号が記載されている。公共機関、役所をはじめ小中学校、駅の

他、会社、自営業の店等の番号まで載っている。

二月二一日のこと。鹿児島郵便局内に交換機を設置し、業務が行わ

ほうで、鹿児島市に電話が登場したのは明治三九年（一九〇六）一

電話事業についてふれると、鹿児島県の電話開通は国内では遅い

学校、一四番鬼丸医師、一五番渕脇写真館、一六番肥田木店、一七

村木材組合、一一番常盤小学校、十二番南方小学校、一三番花尾小

校、八番大和木材株式会社、九番日東自動車株式会社、一〇番郡山

山中学校、五番郡山駅、六番食料事務所郡山出張所、七番郡山小学

一番郡山村役場、二番農業協同組合、三番農協東俣支所、四番郡

れていた。当時、電話加入者は官公庁や金融機関、病院、会社等で

番郡山村議会事務所

昭和三一年九月、村の個数一八七三戸のうち電話加入は二〇個で

一般の人びとには程遠い存在であった。その頃の電話は現在の自動
電話と違って、通話者同士の電話回線を交換局の交換員がつなぐ方
式であった。

)

『基礎調査書』に昭和三二年（一九五七）時点の電話加入者が三〇

全体のわずか一・一㌫であった（『編入合併申請書』資料より 。

た。この年の二月二七日の村議会に「郡役所廃止ニ伴ヒ自治行政ノ

人で、一日平均の管内通話二八五通話、管外は六四通話、合計三四

昭和二年（一九二七）郡山の役場に電話が設置されることになっ
運行ヲ一層円滑ナラシムルタメ、県庁本村役場間ノ電話連絡ヲ図ル

（昭和四七年四月二〇日）には、地域集

九通話であることが記載されている。
「町報こおりやま」№
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ヲ目的トシ」、議案第二〇号をもって本村役場専用電話設置の件が

上程されたのである。同時に郡山巡査駐在所から東俣巡査駐在所ま
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団電話申し込みが一、八○○戸近くに及んだ数字を掲載している。
同年三月初旬に「地域ごとに座談会を開き、申込みを受け付けた結
果、町民のほとんどが申込みされた」と記し、さらに「総数は一七
七一戸となり、このうち単独を希望される人が約八〇パーセントに
なります。また既設の電話を含めた場合約九四パーセントになり全

の切り替えが始まり、安く、速い電話利用が進むようになる。

第四節 生活環境
１ 環境の現況

主体となって有線放送電話事業が実施されている。開設当時の電話

ところで、昭和三三年（一九五八）度、郡山農業共同組合が事業

ある。平成一四年度（二〇〇二）「固定資産概要調書」によると、

甲突川、川田川流域にわずかに開けているが、その大部分は田畑で

本町の町域のほとんどが、山間地となっており、平地は神之川や

)

加入者はわずかに五〇〇戸に過ぎなかったが、同三九年度（一九六

本町の土地利用は、山林が三〇八九・二㌶（全体の五三・三㌫）を

国一の普及になる」とも述べている。

四）現在関係地区の九一パーセントに当る一四六〇戸が加入し、行

占め最も多く、農用地八一七・五㌶（全体の一四・二㌫）、宅地二

土地利用・土地区画整理・住宅・環境資源

政機関対町民、町民対町民の通話に大いに役立っている。
り、これを機会に施設運営等で再検討すべきとの声があり、三九年

一九九六）に用途地域九三・一㌶を指定し、区画整理事業四五・

昭和六二年（一九八七）に都市計画区域二七四〇㌶、平成八年

三六・三㌶（全体の四・一㌫）等となっている。

四月「町有線放送電話協議会」が結成され、五ヶ月後の八月に改修

八㌶を実施しているところである。中央地区で土地区画整理事業は

有線放送法による許可期間が同三九年一二月四日までとなってお

。町民多数の希望

(

)

平成一〇年度（一九九八）からであるが、進捗率は同一三年度末の

計画等方針が固まった（「町報こおりやま」№

である一回線当り加入戸数を平均一八・六戸（現在五〇～六〇戸 、

近年の都市化や高齢化の進展により山間部を中心に過疎化が進む

事業費ベースで二五㌫程度であり、当初の事業完了予定であった同

昭和四九年（一九七四）三月、電話が自動化される。一般家庭加

一方、中央地区への人口の集中が進んでいる。さらに、前述したよ

加入者数の予想は一八三一戸であるができるだけ全戸加入を呼びか

入電話台数は二五一〇台（平成元年三月）となり、ほぼ一世帯当り

うに、本町は、鹿児島市や川内市、出水市、鹿児島空港等へも近く、

二〇年度をずれ込む可能性がでてきている。

一台の割合で普及している。電話の自動化に伴って、有線放送施設

活かした流通・卸売業等の進出も見られるようになってきている。

鹿児島市と北薩地域を結ぶ交通網の要衝となっており、立地条件を

昭和五五年（一九八〇）頃からダイヤルからプッシュホン電話へ

は廃止され、一部の集落で放送業務を行っている。

ける。工事代金は二七四五万九〇〇〇円等具体的に計画が決まった。
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が、住宅が密集し、道路も狭いことなどから商業の集積化も進まず、

本町の市街地は、郡山麓地区を中心に幹線道路沿いに開けている

三四六五㌶・県有林一二三㌶・町有林五六㌶。さらに民有林の樹種

三八㌶（一二・九㌫ 、民有林三六四四㌶（八七・一㌫）＝私有林

林野面積四一八二㌶（林野率七二・四㌫ 、内訳を見ると国有林五

)

近年では国道沿いに店舗の移転・展開が進んでいる。
みられ、定住化を促進する上で宅地の確保が課題になっている。現

また、都市化や核家族化の進展に伴い山間部からの人口の流出も

○・〇五㌫という状況。

天然林九八・七㌫・人工林一・三㌫ 、竹林九・二㌫、伐採跡地は

別面積を見ると、針葉樹（人工林）五四・五㌫、広葉樹三二・六㌫

)

在、中央地区土地区画整理事業は進められており、さらに新たな宅

)

本町にはその他の環境資源として八重山、甲突池、三重岳、花尾

(

地の造成、道路の拡幅や新設、公園・緑地の整備、河川改修等も行

園・同キャンプ村、早馬公園、三重岳憩いの森、総合運動公園、

山、樹木園千年の森、八重の棚田等の景観資源をはじめ、八重山公

なお、住宅の多くが山裾や傾斜地等に広がっているので、急傾斜

「スパランド裸・楽・良」等の公園・施設、郡山温泉・轟温泉・甲

われている。
崩壊危険区域の住宅も多い。防災の観点から移転を促進する上で、

稜温泉・神之川温泉等の温泉、花尾神社、隠れ念仏洞等の歴史遺産

境に恵まれていることから民間

的条件と国道・県道等の交通環

鹿児島市に隣接するという地理

的広場・野外ステージ・展望広場・モニュメント広場・イベント館・

さらに、「交流促進センター・コテージ七棟・テントサイト・多目

れ念仏洞公園、の四施設が明記されている。八重山公園については

光施設は①三重岳憩いの森、②早馬公園、③八重山公園、④花尾隠

なお、「郡山町観光施設の設置及び管理に関する条例」では、観

等がある。

による宅地開発が進み、また、

一方、市街地地域においては、

県営住宅や町営住宅の建設等を

人口ソリ」について記述している。

ちなみに、平成元年度（一九八八）に進めてきた「町観光レクリ

進めてきたこともあり住宅が増
え、町外からの流入も増えてき

してみよう。『平成一四年鹿児島

快適環境の面で「緑を」点検

ゾーン、④シビックゾーン、⑤ふるさと農村体験ゾーン（「広報こ

は、①森と泉のゾーン、②花と歴史のゾーン、③温泉とスポーツの

特性を活かした魅力あるゾーンをつくることが骨子とされた。それ

エーション基本構想」では町内を五つのゾーンに分け、その地域の

県林業統計』によると、森林の

おりやま」№

ている。

状況は総土地面積五七七五㌶、

309

)

。同構想は、前述した「町地域振興マスタープラ

659

安全な宅地確保も必要になっている。

近 現 代
第八編

ン」（同一五年二月）に

能力の向上等総合的な水質

ワードにより、四地域を

〟〝健康〟の四つのキー

東部水道は花尾、南方地域

道と西部簡易水道からなり、

簡易水道は、東部簡易六

保全対策が必要となってい

選定し、相互のネットワー

に給水し、西部水道は郡山

反映されている。〝自然

クの構築と整備を行うこ

及び常盤・大谷地区の一部

る。

とを提起しているのであ

に給水している。近年は宅

〟〝歴史・文化〟〝生活

る。

地開発が進んで、住宅が増加し、

生活様式の都 市化とともに水需

要は増加傾向にある。平成一三

環境衛生
本町は山々に囲まれ、

六 ㌫ と な って い た 。 そ の 数 字は

年 度（ 二 〇 〇 一 ）末で 二 七 四九

生活環境の現況から見てみよう。本町には八重山を源とし町中央

同一四年 度（二〇〇二）末に九

甲突川の水源「甲突池」

部を流れる甲突川と、その支流の川田川、油須木川及び雑田川と、

一・九㌫と上昇している。なお、

世帯が簡易水道に加入している。

町西部を流れる神之川等多くの河川・水路があり、甲突川は鹿児島

水 道に 関 連 して 昭和 三 一 ～三三

のある豊かな緑と清らかな水の町である。この恵まれた自然環境は

湾に、神之川は東シナ海に注いでいる。町では町内の河川九地点で

年度の利用状況の貴重なデーター

同一二年度の水道普及率は全国

毎年一回水質検査を実施している。有機物の汚濁指標であるＢＯＤ

が あ る ので 引 用 して おこ う 。三

かけがえのない町民共有の財産であり、将来にわたって受け継いで

について、すべての地点で環境基準である八ｍｇ／リットル以下を

一 年 度 か ら そ れ ぞ れ 利 用 戸 数は

平 均九 六 ・○㌫で 本 町は 八 五・

達成している。今後も河川の常時監視・調査や、工場・事業所の指

七一戸・一四九戸・三三六戸増

いくべき大切なものである。

導、また生活排水対策の推進、合併浄化槽の普及、河川の自然浄化
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いう状況であった。 『基礎調査―昭和二七～三二年度』 。

三一年度一九二九戸・三二年度一九五一戸・三三年度一七〇六戸と

えているが、未利用戸数がまだ非常に多いのが次の数字で分かる。

庭部門二七・九㌫、運輸部門（すべての自動車の消費エネルギー）

いている。部門別では産業部門が最も多く三八・一㌫、次に民生家

電力二九・一㌫、ＬＰガス一二・三㌫、新エネルギー一・九㌫と続

(

)

し尿処理については許可業者に委託して収集運搬を行い海洋投棄
方式で処理してきたが、国際的な環境保護への動きもあり、広域的
処理施設の整備を検討していく必要がある（海洋投棄は平成一九年
)

二月禁止となる 。台所排水など生活排水対策として、平成二年度
から小型合併浄化槽設置整備補助事業を実施している。
ゴミ処理については、同五年度（一九九三）から日置郡塵芥処理
組合に加入し、焼却処理を行うとともに、ゴミ焼却炉や生ゴミ処理
容器の設置補助を行いゴミの減量化に努めてきている。本町の一般
廃棄物の処理は、焼却、資源化、埋立処分を行っており、同一四年
度はゴミ量一三六七㌧のうち、六三・七㌫を焼却処理し、三・七㌫
の資源化処理を行い、三二・六㌫を埋立処分している。ゴミの分別
は同八年度（一九九六）までは可燃と不燃の二種類であったが、同
九年度（一九九七）から缶・ビンが、同一一年度（一九九九）から
ペットボトル・紙パックが、同一二年度（二〇〇〇）から紙類・布
類・有害ゴミを、同一三年度（二〇〇一）からは白色のトレイや発
泡スチロールを、そして同一四年度（二〇〇二）七月から廃プラス
チック類の分別収集を始め、現在は一三品目に分別収集している。
地球環境問題との関連で、本町の平成一二年度（二〇〇〇）を基
準としたエネルギー消費量を見ると、原油換算で一万一七五四キロ

リットル／年、二〇〇リットル入りドラム缶で五万八七七〇本に相

当する。エネルギー源別では、石油が最も多く五五・九㌫であり、
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二一・一㌫、民生業
務部門（サービス業

「三重岳緑の少年団」が結成されている（少年団については後述す

２ 郡山町環境基本条例・計画

る 。

)

等と事務所の消費エ
ネルギー）一二・九
㌫である（「郡山町

人的環境の面では、

一五年一〇月、参照 。

定され、この法に基づき、平成六年（一九九四）一二月に環境基本

代の環境政策の新しい基本理念や政策手法を示した環境基本法が制

わが国においては、平成五年（一九九三）一一月に、地球環境時

)

一つに児童・生徒の

計画が策定された。さらに同一三年（二〇〇一）一月の省庁再編に

環境基本条例

環境学習の充実があ

伴い「環境庁」となり、環境政策を積極的に推進している。

環境基本計画」平成

る。義務教育カリキュ

マを定め校外等に出

いていろいろなテー

は「環境問題」につ

が設定され、生徒達

の移ろいを伝える山々等、美しい環境に恵まれている。しかし、こ

かな水を育み、自然豊かな人々に安らぎをもたらす田園風景、四季

湾にそそぐ甲突川や東シナ海にそそぐ神之川の水源の町として清ら

例（以下 基本条例 」を施行することになった。本町は、鹿児島

本町では、同一四年（二〇〇二）七月一日に「郡山町環境基本条

鹿児島県でも、同一三年三月県環境基本計画が、策定され、環境

て学習活動を実践している。二つに本町の衛生自治団体連合会、公

れまで社会の繁栄を支えてきた大量生産、大量消費、大量廃棄の社

ラムの中に平成一二

民館連合会、各種女性団体、商工会及び育成会等は、それぞれの事

会経済活動は、環境に大きな負荷を与えており、オゾン層の破壊、

保全のための施策の展開と各主体の役割と取り組みが示され、計画

業の中で環境問題を取り上げて様々な環境保全活動を行っており、

酸性雨問題、地球温暖化等地球規模で環境に影響を及ぼしている。

年度（二〇〇〇）か

地球環境の保全を目指している。三つに次代を担う子ども達が、緑

このような環境への負荷をできる限り低減し、かけがえのない財

の推進が図られている。

と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる活動を通じて、ふるさとを愛

産である町の自然を守り育て、そして、次世代に引き継いでいくこ

ら「総合学習の時間」

し、そして人を愛する心豊かな人間に育っていくことを目的とした

662

｢

)
｣

とが、重要となっている。
「基本条例」では、第一条（目的）で「自然と人が共生するまち
づくりを総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の町民の健康的
で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする」とし、第３条
(

基本理念）は、「（１）環境の保全は、町民の健康で文化的な生活
の基盤である健全で恵み豊かな環境を確保し、その環境が将来の世
代に継承されるように適切に行わなければならない。（２）環境の
保全は自然と人間との共生を基本として、環境への負荷の少ない資
源の循環を基調とする社会が構築されるように適切に行わなければ
ならない。（３）環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深
くかかわっているという認識の下に、すべての事業活動及び日常生
活において推進されなければならない。（４）環境の保全は、すべ
ての者が公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的に取り組むこと
によって行われなければならない」とある。
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環境基本計画
本計画は平成一五年度（二〇〇三）を初年度として、同二四年度
二〇一二）を目標年度とした。

(
４

②自然とのふれあいの確保
③生態系への配慮

③地球市民としての国際的な交流・協力

②オゾン層破壊の防止

①地球温暖化の防止

地球環境＝地域から地球環境保全に取り組む町

)
(

今日の環境問題の認識や本町の環境の現状と課題、町民ニーズを
勘案して、本町の望ましい環境像を次のように設定した。
５

)
(

①環境教育・学習の推進

人的環境＝人を育みパートナーシップで築く町

社会経済活動を見直し、すべての町民参加のもとに、健全で恵

)
(

生活環境＝健やかな生活が営める自然豊かな町

①さわやかな大気環境の保全
②良好な水環境の保全
③化学物質による汚染の防止
④騒音のない音環境の保全
⑤ゴミの減量化・資源化と適切な処理
)
(

快適環境＝うるおいと安らぎのある快適な町

①うるおいと安らぎのある空間の確保
②美しい景観の保全と創造
③歴史的文化的遺産や資源の保全と活用
④安全で安心な町づくりの推進
)
(

自然環境＝多様な生き物と共生し自然を活かす町

③パートナーシップの構築

②環境情報の交流

標がある。

望ましい環境像を実現するために、五つの基本方針と基本目

み豊かな環境を築き、これを将来の世代に引き継いでいきます。

環境が生きるものの根源であることを認識し、自らの生活、

『自然と人が共生できるまち・こおりやま』

１

２

３

①自然環境の保全
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第一一章 学校教育
第一節 明治期の学校教育
１ 草創期の学校教育―混乱の中の出発
学制 発布以前の郡山

｢

｣

わが国の近代的学校教育制度は、明治五年（一八七二）の「学制」

ふ づ

平なる「法幢寺」に学びたり。当時の生徒は、白石矢之助・白坂矢

一郎・白坂金之焏・上原尚定・郡山矢一郎・郡山喜平次・奥何某等

の七、人名なりき。」と述べ、先程の学舎とは別の教育機関の存在

を伝えている。このように、明治初期の郡山においては、一部の士

族の子弟を対象とした教育機関が有志によっていくつか設立された

ものの、庶民の生活は江戸時代と変わらず、学校教育ともほとんど
無縁であったと考えられる。

野憲章氏、鬼丸吉左エ門氏にして、かたわら木場良左エ門氏これを

頭の仮屋を譲り受け、元のごとく子弟を教養したり。当時教師は河

り（この時無報酬 。やがて学舎を現在の位置なる即ち本村の旧地

ものは河野憲章氏（大島郡喜界島の人）にして木場良左エ門傍監た

設け、進取的子弟を集めて教導したりしが、これが教育の任に当る

ひ先ず学舎を圓照寺（圓照寺は当校をへだてる西北数町に在り）に

を修むるの学舎とては無かりしが、文運の開進と社会の変改とに伴

高等小学校沿革史』は、「初め藩政の時、士人の文を講し兼ねて武

日本全国をまず八大学区に分け、一大学区の中に三二中学区を設け、

に示された学校制度は、フランスの学校制度をモデルとしており、

教育を実施し、子どもを学校に通わすようにと述べていた。「学制」

必要な経費は国家に頼らず、地域住民の負担や授業料によって学校

身を立つるの財本」（立身出世のための財産）であるから、教育に

てが学校教育を受けることをめざすものであった。また、「学問は

の戸なく、家に不学の人なからしめん」（序文）つまり、国民すべ

学校教育制度を初めて定めた明治五年の「学制」は、「必ず邑に不学

明治新政府の近代国家づくりの重要な制度のひとつである近代的

「学制」発布直後の郡山

統督せり（これを待遇するに軍役金を以ってす 。」と述べ、明治維

さらに一中学区の中に二一〇小学区を設けて、それぞれの学区ごと

に始まる。それ以前の郡山の教育機関の様子について、『郡山尋常

新直後に士族の子弟を対象にしたと思われる教育機関としての学舎

に大学、中学校、小学校の設置を義務づけるものであった。そして、

)

)

鹿児島県は、第五大学区に属し、管内六中学区、一二五〇小学区

)

盤小学校』 以下、『郷土資料』と略す。 の「第七章 教育」は、「明

に分けられた（『鹿児島県教育史』二四二頁 。しかし、この「学制」

(

治二年頃、有志家の間に学校建設の議起り、当時琉球より来たれる

に規定された学校制度が日本全土でただちに確立されたわけではな

小学校は、上等小学と下等小学に分けられていた。

が郡山にも設立されていたことを伝えている。
また、『郷土資料―行政、教育、動物、植物― 共三冊 貳 常

医師山口兼四郎氏を頼み、大学、論語等四書の素読を郡山村の天神
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)

至りのぼせて官校となし、鹿児島本校に属せしめ、外城第七十四郷

郡山郷では、旧地頭仮屋跡に開設されていた学舎を、「明治五年に

機関の役割をも担っていた（『鹿児島県教育史』二三五～二三八頁）。

るようになり、増設されていった）を管轄する県（藩）の教育行政

藩置県以後は士族の子弟のみでなく農民や商人の子弟をも対象とす

学校設立を契機に本学校管轄の学校に移管されていった。また、廃

いた郷校（当初士族が共同で設立した私学として設立されたが、本

校として新設された四つの藩校としての小学校や諸郷に開設されて

制をすでに整備していた。そして、この本学校は、初等レベルの学

第一校～第四校を作って本学校が管轄するという、本学校―小学校

の洋学局を廃止して、その跡に本学校を作り、さらに城下に小学校

県の実施は明治四年七月）は、明治四年一月、藩校であった造士館

く、鹿児島県においてもそうであった。薩摩藩・鹿児島県（廃藩置

校としての郡山小学校として再出発したと考えられる。

員となり、明治九年度から、郡山の外城第七十四郷校は、正則小学

二名が開校したばかりの小学正則講習所で学ぶことによって正式教

両氏を師とし、地頭仮屋を学校とし教育す」と記されており、この

山村の費用をもって、鹿児島市にて六ヶ月間講習せしめ、九年より

に述べた『郷土資料』には「明治八年頃、上原尚定、白坂文二を郡

校化がなされていった（『鹿児島県教育史』二四三～二四九頁 。先

正則小学校化が進み、明治九年（一八七六）中には県下の正則小学

教員の教員養成機関による再教育によって、各郷校や変則小学校の

校と改称）を開校し、正式教員の養成を実施した。こうして、郷校

を、また同年中に小学正則女子講習所（翌年、鹿児島県女子師範学

員養成機関として小学正則講習所（翌年、鹿児島県師範学校と改称）

困難点は正式教員の不足であった。そのため、県は、同年九月、教

)

学制 の規定する学校制度との食い違いを解消するために、明治八

学制 以後も続いていた。そこで、鹿児島県内の実際の学校制度と

む鹿児島県では明治四年に整備された本学校―小学校・郷校制が

このように、明治五年に「学制」が発布されたものの、郡山郷を含

設置せず）として再開されたのは、明治一一年（一八七八）二月に

あって、閉鎖された。郡山小学が下等小学のみの学校（上等小学は

維持されていた郡山小学も、軍役金が西南の役に費やされたことも

内の多くの学校は閉鎖された。従来、軍役金を教員給与費に充てて

一〇年（一八七七）西南の役がおこり、その舞台となった鹿児島県

「学制」にのっとった正式な小学校がやっと出発したものの、明治

年（一八七五）六月、鹿児島県は「変則小学校規則」を定めた。この

なってからであった。 『郡山尋常高等小学校沿革史』

校と称せり」と『郡山尋常高等小学校沿革史』に記されている。

規則によって、「学制」に定める正則小学校に準ずる小学校として変

｢ ｢

｣ ｣

(

｢
｣

｣

教育令 改正教育令 による学校制度の整備

｢

とにした。これによって、郡山郷の外城第七十四郷校をはじめとす

全国的にも 学制 の強制的実施は困難をともない、実質的就学率

)

則小学校を認め、各地に増設されつつあった郷校をこれにあてるこ
る県下の郷校は小学と称されるようになっていく。そして、同年一

｣

は三〇㌫前後に停滞し、学校経費の地元民負担に対する抗議行動な

｢

二月からの全県下での正則学校化をはかろうとしたが、その最大の
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立小学校の設置は各町村の責任で設置されることになった。就学期

た。学区ごとに学校設置を義務づけていた学区制度は廃止され、公

ゆるやかな規定になっており、全編四七条からなる簡潔なものであっ

自由教育令 と呼ばれているように、当時の地方の実情にあわせた

学制 を廃止して、新たに 教育令 を布告した。 教育令 は通称

ども頻発した。そこで明治政府は、明治一二年（一八七九）九月、

三年 、高等科（二年）の三段階

小 学 校は 初 等 科 （ 三 年 、 中 等科

〇～一三歳）の二段階制を廃止し、

等小学（六～九歳）、上等小学（一

要領が制定され、「学制」以来の下

翌明治一五年五月には小学校教則

｢ ｢

｣

｢

｣

｢

｣

｣
)

明治一二年頃、郡山郷には、川田小学（成尾庄之丞ノ屋敷 、東俣

ては、教員の巡回による授業も認めていた。 教育令 が発布された

の地方自治が大幅に認められた。また、学校設置困難な地域におい

町村民の選挙による学務委員によって行われることになって、教育

実質的教育期間は最低一六ヶ月間で良かった）となり、学校運営は

成となった。そして、明治一八年（一八八五）には、小学校の大規

五校は初等科、中等科の二段階編

高等科の三段階編成となり、他の

も、郡山小学が初等科、中等科、

治一六年（一八八三）郡山郷内で

これらの改正にしたがって、明

)

(

小学（前田堅磐の屋敷 、厚地小学（花尾神社付近 、西俣小学（西

模な合併が行われ、大浦小学・西俣小学が郡山小学に、川田小学が

制をとることになった。

俣 、郡山小学（大正時代の敷地と同じ 、大浦小学（大浦）の六つ

東俣小学に合併された（『郡山尋常高等小学校沿革史』
『郷土資料』）。

間は最低四年間（それも年間最低四ヶ月間の開校としていたので、

の小学が設置されていたとの記録が残されている 『郷土資料』 。

｢

｣

)

)

)

)

)

(

)

ところが、「教育令」の出された明治一二年頃から、明治政府は、

『鹿児島縣地誌下』に見る郡山の小学校

ところで、明治一五年～一七年にかけて編纂された『鹿児島縣地

天皇を中心とする絶対主義的な国家体制を作り上げることによって、
富国強兵を実現し、列強の仲間入りを果たすことを国策とするよう

学校のデータを含む統計数値が記録されている（二八～二九頁、三

誌 下』には、鹿児島市への合併直前（平成一六年）の郡山町の町

そこで、この「自由教育令」はわずか一年後の明治一三年（一八八

一～三二頁、五八～七〇頁 。なお、統計数値の正確な年は不明で

になった。その中で、学校教育は、そうした国家体制を支える人づ

〇）一二月には改正されて「改正教育令」となり、学務委員の府県知

あるが、復刻本の「解題」によれば、『鹿児島縣地誌』の起稿は明治

域内の旧八村（日置郡郡山郷六村、日置郡伊集院郷二村）の公立小

事令による任命制や「修身」の筆頭科目化など、学校教育を国家統制

八年～九年頃、編纂は明治一五年～一七年になされているので、統

くりのための重要な制度として位置づけられた。

していくための中央集権化がはかられた。また、この改正をうけて、
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)

計数値もその八～九年間のいずれかの年の数値と思われる。ここで、
その中の学校に関するデータを含む主要な資料を紹介しておく。
> (

戸数三二五、人口一、五〇二人、字地―柿平・馬場・

〈日置郡伊集院郷〉

戸数一一一、人口五四三人、字地―大浦・仕明・上
宮田・下宮田）

<

公立小学校が村の中央にあり、生徒数男子のみ三一名

語っている。また、男子を含む当時の在籍者数についても、『（旧）

代頃までは、女子の小学校入学はまだ一般的ではなかったことを物

童は郡山小学校と厚地小学校の合計一〇名にすぎない。明治一〇年

えられる。また、小学校の在籍児童はほとんど男子で、女子在籍児

郡山郷郡山村内の二つの小学校は、郡山小学校と大浦小学校と考

公立小学校なし

小長田・前原）

有屋田村（戸数五五、人口二四四人、字地―仮屋園・城ノ下・

嶽村

(

日置郡郡山郷
郡山村
常盤・大浦・雪元）
公立小学校は二校あり。一校は村の西にあり、生徒数
七四名（男子六七名、女子七名）。もう一校は西北に
あり、生徒数男子のみ二〇名。
油須木村（戸数六〇、人口二六六人、字地―上之原・白薄・中
福良・安美瀬・山下・賦合）
公立小学校なし
西俣村 （戸数一一七、人口四七九人、字地―平原・中與・下

他の町村の場合も、明治二十年以後の数字をあとから挿入したので

郷土史・下』は「『地誌』所載の小学校在籍者数は郡山だけでなく

公立小学校が村の中央にあり、生徒数男子のみ三六名

はないかと思われるような節があり、そのままには信用しかねます」

與）
東俣村 （戸数一八一、人口八二九人、字地―有嶋・平石原・

(

)

『厚地簡易科小学校学籍簿』（現存せず）によれば、明治一四年～一

六一頁 と述べている。その根拠として、執筆当時残存していた

公立小学校が村の中央にあり、生徒数男子のみ三〇名

七年までの厚地小学校の在籍者はわずか八名に過ぎず、『鹿児島縣

八久保・丸岡）
川田村 （戸数一一○、人口四三六人、字地―中原・山田・森

地誌 下』が記している厚地小学校在籍者四五名（内、女子三名）

よりはるかに少ない数であること、厚地（簡易科）小学校の在籍者

山・大坪・横瀬・大谷）
公立小学校が村の中央にあり、生徒数男子のみ三〇名

が四五名となるのは明治二二年であり、女子三名が入学するのは明

治二三年になってからであったことを挙げている。

厚地村 （戸数二七四、人口一、二六八人、字地―丸山・大平・
久保山・岩戸・茄子田・向江谷・権現）
公立小学校が村の中央にあり、生徒数四五名（男子四
二名、女子三名）
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２ 整備期の学校教育―小学校制度の整備
小学校令 による尋常小学校と簡易科小学校

｢

｣

易科小学校として出発している（『平成一四年度郡山小学校 学校
要覧』 。

)

)

明治一九年（一八八六 、明治政府は、教育改革を実行し、いわ

｣

｢
｢ ｣

｢

｣

｢

｢
｣

皇中心の絶対主義的国家体制を築きつつあった明治政府の中で、森

たのは、鹿児島県出身の初代文部大臣森有礼であった。すでに、天

との勅令として公布されたのであった。この教育改革の中心となっ

なって、天皇勅令（天皇の命令）として公布され、しかも各学校ご

は、従来の 学制 教育令 が太政官布告として公布されたのとは異

運を扶翼すべ」き臣民（天皇および天皇制国家に一大事があれば、

が公布され、「一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以って天壌無窮の皇

月、戦前日本の教育の根本となった 教育ニ関スル勅語 （教育勅語）

市町村による設置義務と授業料徴収義務を明記した。また、同年同

科小学校は廃止された。さらに、義務教育学校である尋常小学校の

は四年とした。また、従来尋常小学校の代用として認めてきた簡易

｣

文相は「学政の目的も亦専ら国家のためといふことに帰せざるべか

命を投げ出してまで国家＝天皇に奉仕し、はるか昔から連綿と続く

｢

らず」と明言し、 諸学校令 による教育改革最大の目的を富国強兵

天皇家の運勢を助ける国民）の育成が、教育の究極的目的とされた。

)

のための国民づくりという点に置いた。 小学校令 は、従来「改正

この「改正小学校令」のもとで、翌明治二四年（一八九一）四月、

｣

教育令」のもとで初等科 三年 ・中等科（三年）・高等科（二年）

下伊集院村に所属していた有屋田・下神殿・桑畑・麦生田を校区と

(
｣ ｢
｣

の三段階であった小学校を、尋常小学校（四年 、高等小学校（四

する共進尋常小学校が、いくつかの簡易科小学校を統合して麦生田

｢

年）の二段階とし、尋常小学校についての親の就学義務を明記した。

に設置された（『伊集院北地区郷土誌』一二六頁 。また、同年一二

常小学校は三年または四年とし、高等小学校は二年または三年また

明治二三年（一八九〇）一〇月、「改正小学校令」が公布され、尋

改正小学校令 にもとづく小学校の整備

｢

｣

以上四月 を公布した。これらの 諸学校令

ゆる 諸学校令 と呼ばれる 帝国大学令 （三月） 小学校令 中学
師範学校令

また、地域の状況によっては、小学簡易科（三年以内）を設けて、

月、郡山高等小学校が創立されて郡山尋常小学校に併置され、翌二

校令

尋常小学校の代用とすることを認めていた。

｣

｣

)

)

)

五年（一八九二）九月に郡山高等小学校は特置となった（『郡山尋

｢

この「小学校令」に従い、翌明治二〇年（一八八七 、東俣小学校・

常高等小学校沿革史』。 併置 と 特置 の意味の違いについては不

)

厚地小学校はそれぞれ東俣簡易科小学校・厚地簡易科小学校へ、郡

明。また、『郷土資料』では、明治二六年に郡山尋常小学校に高等

｢

｣

山小学校は郡山尋常小学校へと改称している（『郷土資料』。ただし、

科を附設したと記録されている 。明治二五年一〇月一日には、通

(

『郡山尋常高等小学校沿革史』では郡山尋常小学校への改称は、明

学の便を図るために、従来の郡山尋常小学校区内の郡山三五七八番

｢

治二一年となっている 。また、嶽にあった小学校も、同年に嶽簡
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｢

｢
｣

｣

)

)

が設立されている（『常盤小学校 創立六〇周年記念誌』三頁。た

地に、新たに常盤尋常小学校（一クラス、教員受業生・田辺猪太郎）

ヶ月の時に 家事支え （家事手伝い）を理由に退学している。表

ヶ月在籍したものの結局卒業できず、明治二三年一二月、一五歳二

した有屋田俊熊（当時六歳一ヶ月）であった。しかし、彼は九年二

―

だし、『郷土資料』では、同年六月一日の設立となっている 。さら

うして明治二五年には、郡山村内に尋常小学校三つ（郡山尋常小、

尋常小学校となった（『平成一四年度郡山小学校 学校要覧』 。こ

て南方尋常小学校となり（『郷土資料』）、同年嶽簡易科小学校も嶽

に、同二五年一一月東俣簡易科小学校と厚地簡易科小学校が合併し

更した明治二〇年からであり、その後東俣簡易科小学校と合併して

うになったのは、「小学校令」に従って厚地簡易科小学校と名称を変

内二名のみが七年間在籍の後、卒業している。毎年入学者があるよ

年間の間に入学者があった年は明治一七年のみで、七名が入学し、

１の数値から分かるように、その後、明治一五年～明治一九年の五

｣

常盤尋常小、南方尋常小）と高等小学校一つ（郡山高等小）が、そ

南方尋常小学校となる明治二五年まで、毎年五名～二六名の新入生

｢

れに加えて、戦後郡山村に合併編入される下伊集院村有屋田地区児

を迎え入れている。その中で、卒業者数の記録のある明治一四年～

)

童の通学する下伊集院村立共進尋常小学校と同村嶽地区内の下伊集

明治二三年の入学者総数は男子五八名・女子一三名の計七一名であ

元に、入学者・在籍者・卒業者についての実態を分析している（六

年）と「東俣簡易科小学校学籍簿」（明治一九年～明治二四年）を

残存していた「厚地簡易科小学校学籍簿」（明治一四年～明治二五

先に挙げた『（旧）郷土史・下』は、その執筆当時（昭和五八年）

ざまであった。さらに、女子の入学者が初めて現われるのは明治二

た、卒業した者の在籍年数も最短三年四ヶ月から最長七年までさま

月・九月・一〇月・一一月・一二月とさまざまで不定であった。ま

月までさまざまであり、入学した月も同じ年度でも一月・三月・四

入学時年齢も、最年少のわずか二歳一ヶ月から最年長の一二歳一ヶ

)

るが、このうち卒業したものは男子一八名・女子三名の計二一名、

〇頁～六五頁 。残念ながら、これらの二つの学籍簿はすでに残存

三年であったことがわかる。

率にしてわずか二九・六㌫であった。記録に残されていた入学者の

していないが、執筆時にその学籍簿から数値や入学者名を抜き出し

明治一〇年代～二〇年代の小学校在籍者の実態

院村立嶽尋常小学校の二つが設立されていた。

11

「東俣簡易科小学校学籍簿」に残されていた最初の入学者は、明

)

てまとめた資料が残されている。それらの資料を元に作成したもの

治一九年一二月一日入学の白石伊右ヱ門と小城市郎の二名であった。

―２が示すように、明治一九年～明治二四年の間、明治二三年

ざまであった。卒業の記録のある明治一九年～明治二二年までの四

に入学者が無かった他、各年の入学者数は一名から二一名までさま

表

―１・２である。これらから、当時の小学校の入学者・在

が、表

籍者・卒業者の実態を見てみよう。
記録に残っていた厚地簡易科小学校（明治二〇年三月までの名称

11

11

は、厚地小学）の最初の入学者は、明治一四年一〇月一〇日に入学
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率にして二五㌫であった。卒業者の在籍期間も六年・七年・八年と

年間の入学者数は二〇名で、そのうち卒業したものはわずか五名、

と比較してその数はまだまだ少なかったといえる。

また、明治二三年頃から女子の小学校への就学も始まったが、男子

そのために小学校入学者に対する卒業者の比率も二〇㌫台であった。

存在するようになったと考えられる。そして、就学率を上げるため

二〇年頃から厚地簡易科小学校や東俣簡易科小学校も毎年入学者が

学校令 以降、政府の就学督促がきびしくなり、そのために、明治

に貢献する学校制度の確立を目指して明治一九年に発布された「小

いたものと思われる。しかし、天皇中心の絶対主義的国家体制作り

ために実態を伴わない学校の形式的設置や形式的運営が実施されて

置の督促や就学の督促がしばしばあったと考えられ、それに応じる

育令 改正教育令 などの布告を受けて上部の行政機関から学校設

その内実をもっていなかったと推察される。すなわち、 学制 教

たか、あるいは設置されていても就学者・出席者がほとんどなく、

校は、明治一〇年代までは形式的に設置されていたことにしてあっ

〇年に簡易科小学校となっていった東俣小学・厚地小学などの小学

された大浦小学・西俣小学・川田小学や「小学校令」に従って明治二

された二回目の「改正小学校令」

三三年（一九〇〇）九月に公布

実施などを行った。また、明治

事自身による管内巡視・講演の

る児童への特別措置の実施、知

の実施、子守りしたまま登校す

郡内小学校における出席率競争

の尋常小学校裁縫科増設の勧め、

指して、女子就学率向上のため

県知事は、七〇㌫の就学率を目

た。そこで、明治三〇年（一八九七）以降、当時の加納久宜鹿児島

おける就学率は、男子五七㌫、女子にいたってはわずか九㌫弱であっ

の就学率は極めて低かった。明治二二年（一八八九）の鹿児島県に

このように、明治二〇年代までの小学校就学率は低く、特に女子

明治三〇年代における就学率の向上と義務教育の無償化

３ 拡充期の学校教育―就学率の向上と教育費の増大

バラバラであった。東俣簡易科小学校の場合、明治二四年までの女
子の入学者は皆無であった。
このように見てくると、郡山村の中心に最も古くからあり外城第
七十四郷校からの歴史を持った郡山（尋常）小学校は別として、そ

に、入学を年度内のどの月でも受け付け、入学時の子どもの年齢も

は、尋常小学校を四年制に一本

の存在が記録されてはいるものの、後に郡山小学や東俣小学に合併

特に制限しなかったのであろう。また、村民の大部分が農業を営み、

化（三年制尋常小廃止）した上

｢

｢
｣

｢
｣

｣

｣

で、子どもが尋常小学校を修了

小さな子どもでも農業や家事の大事な労働力の一部であった当時の

生活の実態からすれば、たとえ小学校に入学しても出席率は悪く、
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村立小学校授業料変更」を議決し、村内に居住する児童一人当りの

学校の無償化をひかえた郡山村議会は、明治三三年九月一八日、

つの大きな要因となったことは明らかである。翌年度からの尋常小

教育の無償化（授業料不徴収）の規定が、小学校就学率上昇のひと

明治三三年八月の「改正小学校令」による明治三四年度からの義務

値が残されている（『鹿児島実業新聞』明治三七年一二月八日号）。

校の日置郡平均九七・三五㌫（県全体九六・四二㌫）という高い数

学校の日置郡平均九八・六三㌫（県全体九一・二六㌫ 、高等小学

就学者の出席率も、明治三七年（一九〇四）七月の統計で、尋常小

昇した。（『鹿児島県教育史』五八一頁～五八四頁 。また、小学校

年（一九〇一）の九二・八三㌫（全国八八・〇五㌫）へと急激に上

一八九七）の五六・三〇㌫（全国六六・六五㌫）から、明治三四

これらの結果、鹿児島県内の尋常小学校就学率は、明治三〇年

小学校教育ノ補習ト同時ニ簡易ナル方法ヲ以テ其ノ職業ニ要スル知

程」は、その目的を「諸般ノ実業ニ従事シ又ハ従事セントスル児童ニ

一一月には「実業補習学校規程」が出された。この「実業補習学校規

モ亦小学校ノ種類トス」と初めて規定され、明治二六年（一八九三）

明治二三年の「改正小学校令」第二条第三項で「徒弟学校及補習学校

を郡山尋常高等小学校に附設する形で開設している。補習学校は、

また、明治三八年（一九〇五）五月には、郡山女子実業補習学校

下』一〇五頁～一〇六頁、
『鹿児島新聞』昭和三年一一月一四日号 。

をこうむっている（『郡山尋常高等小学校沿革史』、『（旧）郷土史・

水のため、郡山尋常高等小学校の校舎の西側が倒壊し、大きな損害

下一〇名であった。しかし、この年六月には甲突川氾濫による大洪

校の教職員は校長の大寺量之助（県立師範学校卒、吹上町出身）以

併置した郡山尋常高等小学校を誕生させている。この尋常高等小学

従来の郡山高等小学校を廃止した上で、郡山尋常小学校に高等科を

校と併置することを認めて制度化し、尋常高等小学校と呼ぶことに

一ヶ月の授業料を、尋常小一年・二年―不徴収、尋常小三年―二銭

識技能授クル」とし、修業年限は三年以内、授業の開設は季節限定

するまでの就学義務を保護者が負うこと、義務教育学校である尋常

従来三銭 、尋常小四年―三銭（従来五銭 、高等科一年―七銭

開校や日曜日開校や夜間開校でもかまわず、尋常小学校や高等小学

した。そこで、郡山村議会は、翌明治三四年（一九〇一）四月より、

従来一〇銭 、高等科二年―九銭（従来一〇銭 、高等科三年―一

校への附設による施設・設備の共用も認めるものであった。さらに、

小学校の授業料不徴収（補習科は除く）を明文化した。

一銭（従来一〇銭 、高等科四年一三銭（従来一〇銭）に改めてい

明治三二年（一八九九）に出された「実業学校令」の中で、実業補習

(

)

)

( (

)

)

)

)

)

)

｢

｣

た。鹿児島県内では、明治二六年の伊作女子実業補習学校を皮切り

)

｢

この明治三三年の 改正小学校令 は、高等小学校については、従

に、その後各地に実業補習学校が開設されていったが、そのひとつ

校・商業学校・商船学校とともに実業学校のひとつに位置づけられ

学校は、従来のように小学校のひとつではなく、工業学校・農業学

る（『（旧）郷土史・下』一〇五頁 。

郡山尋常高等小学校および郡山女子実業補習学校の誕生
来どおり二年制・三年制・四年制の三種類としたものの、尋常小学

674

川畑吉助が兼務し、専任教員一名、兼任訓導一名の教職員に、約一

郡山女子実業補習学校の初代校長は、郡山尋常高等小学校校長の

の郡山村歳入予算総額二五〇六円一七銭八厘のうち小学校授業料収

郡山村においても例外ではなかった。明治二六年度（一八九三年度）

教育費、中でも学校教育費とならざるを得なかった。このことは、

正）が負っていたので、財政の貧しい一般町村の最大の支出項目は、

による負担だけでは不足する分の経費負担）は、明治一二年の「教

〇名の生徒で出発した。生徒は、尋常科卒業生を主体とし、修業年

が、明治三八年の郡山女子実業補習学校であった。（『郡山尋常高

限は二年（ただし、高等科二年修了後の修業年限は一年）、女子生

入の占める割合はわずか六・○㌫（一五一円二〇銭）に過ぎないに

育令」以降、町村（年代が下がるにつれて、区町村、市町村へと修

徒に主として機織（はたおり）と裁縫を教えていた。この郡山女子

もかかわらず、同年度歳出予算（経常費）総額二〇二七円三二銭に

等小学校沿革史』、『鹿児島県教育史』三八四頁～三八六頁）

実業補習学校は、大正一二年（一九二三）三月三〇日に廃止される

占める教育費（そのほとんどは、郡山高等小・郡山尋常小・常盤尋

常小・南方尋常小の教員給料・雑給・需用費等の学校教育費）割合

まで、村立学校として約一八年間維持運営され、女子教育に大きな
役割を果たした。 『（旧）郷土史・下』一一一頁～一一二頁

は五三・六㌫（一〇八七円四〇銭三厘）にもなっている（『（旧）

(

)

郷土史・下』八一頁～八二頁、八六頁～八七頁 。翌明治二七年度

明治三十七年度・郡山村予算決算表 が残存するのみで、他の年度

残念ながら、現在それら各年度の「郡山村予算決算表」は、わずかに

のすべての年度のすべての数値が記載されているわけではない 。

いて当時の学校教育の実態について分析している（ただし、この間

度までの各年度の「郡山村予算決算表」をもとに、かなりの頁をさ

年度数値の記載があるので、明治二六年度数値も判明）明治四五年

いたと思われる明治二七年度以降（ただし、比較対照するために前

『（旧）郷土史・下』は、その執筆当時（昭和五八年）残存して

も特に小学校教員給与費の占める高さが明らかである。また、予算

る。郡山村の歳出予算に占める学校教育費の割合の高さ、その中で

小教員一名、南方尋常小教員三名の計一〇名分の教員給与総額であ

給与総額は、郡山高等小教員四名、郡山尋常小教員二名、常盤尋常

㌫（八二八円）にものぼっている（同前、八一頁、九四頁～九五頁 。

教育予算額に占める小学校教員給与年総額の占める割合は六九・四

育予算額の占める割合は約五八㌫（一一九三円二五銭六厘 、その

める割合は六・六三㌫であるのに対して、歳出予算総額に占める教

一八九四年度）の郡山村歳入予算総額に占める小学校授業料の占

(

のものは、すでに失われている。したがって、以下に引用した教育

に示されている教員数からして、当時の郡山村内各小学校の規模も

)

費その他の歳入・歳出についての数値は、明治三七年度を除き、

わかる。

教育費の増大と義務教育年限の六年間への延長

『 旧）郷土史・下』からのものである。

｣

(

就学率が急上昇していった明治三〇年代以降、明治三一年度（一

)

)

｢

公立小学校の設置義務とその経費負担（保護者負担となる授業料
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)

八九八年度）および明治三七年度
(

一九〇四年度）の郡山村教育費予
算と明治四五年度＝大正元年度
(

一九一二年度）の郡山村教育費支
出決算をみると、学校教育費を中
心とする村教育費の絶対額および
―

教育費支出の村財政に占める割合
は確実に増大していった〈表
>

給与額が示されていたので、各学校の教員構成の変遷がわかる（表

これらの「郡山村予算決算表」には、各学校の教員の数・職名・

小学校教員の充実―増員と正教員化―

な増大をしていないのは、当時す
でに高等小学校への進学率が高くなっていたからであろう。

財政に占める教育費の割合が急激

も長くなったにもかかわらず、村

年制となり義務教育期間が二年間

あった尋常小学校が四年制から六

九〇八年度）から義務教育学校で

改正によって、明治四一年度（一

３ 。この間、「小学校令」の一部

11

正教員化が進んでいったことがわかる。

また、余談となるが、「明治三十七年度・郡山村予算決算表」の

)

これによって、就学率が急上昇していった明治二〇年代末から三

板消し」のことを意味し、現在でも鹿児島のみで使用されている言

ル四個代四〇銭」という記述がある。「ラーフル」とは鹿児島では「黒

歳出予算の教育費中の常盤尋常小学校・備品費の一項目に「ラーフ

〇年代前半に郡山村の教員数が約二倍に増加し、その後、準教員の

―４ 。

11
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葉であり、正確な語源は不明とされている。すでに、明治三〇年代、

ている位だった。

した。親も、学校へ行くなら暇は与えるが金はやれないと考え

｢

家の手足まといになる幼児を連れさせて登校させる親もあった。

校へ上げることは仕方なく、無頓着だった。学校へ行く子供に、

供達に手伝いをひどく言いつけて、親達と同様に働かせた。学

現金収入がなかったため、自給自足の生活に追われていた。子

三、昔の大人について

鹿児島で ラーフル」という言葉が普通に使用されていたことを物語っ
ており、興味深い。

４ 明治中・後期の郡山の子どもの生活と学校の様子
多くの未就学者や退学者

冊子や新聞に、当時の様子を具体的に記した思い出話や作文が残さ

具体的にはどのようなものであったのであろうか。幸いいくつかの

らなかった。修身、読方、算術、そろばん、書方だけを教えて

七〇年前は、三名いらっしゃった。女の先生は全然いらっしゃ

校長先生も授業を受け持たれ、先生方の数は非常に少なかった。

)

れており、そのいくつかを再録することによって紹介する。まず、

下さった。洋服を着た先生はハイカラ先生といって、子供達が

四、昔の先生方について

明治三四年（一九〇一）ごろ、準訓導として郡山尋常高等小学校に

珍しがった。

明治中・後期の郡山の生活ぶりや子どもの様子、学校の状況は、

勤務していた大重興蔵は、
「思い出」と題して次のような文章を『郡

五、弁当について

七、学校の編成について

た。

六、鞄（かばん）はふろしき包みで、背中にくくりつけて登校し

学校に弁当を持っていくことは全然なかった。

山小学校八十周年記念誌』（昭和三三年）に寄せている（三三頁 。
一、おもしろかったこと
隣近所に文字の読める人がいなかったので、役場の書類やその
他手紙などまですべて読んでくれ、書いてくれと年寄りの人達
が珍重がって持って来て下さった。

ちで、入学しても途中で退学する者が非常に多かった。また、

せず農業の手伝いなどしている人が多く、児童の年令もまちま

義務教育ではあったが、貧乏であったり学問の嫌いな人は就学

学者や退学者の多さ、郡山尋常小の複式二学級編成など）は、明治

が一〇名であったことを考えると、ここに記されている内容（未就

九二・八％であったことや明治三五年度の郡山尋常高等小の教員数

すでに紹介したように、明治三四年度の県内尋常小学校就学率が

は一、二名であり、高等科四年までで一学級編成であった。

尋常科四年生まで二学級複式学級で、児童数は十数名うち女子

学校に行っても、全然文字の読み書きの出来ない人があった。

二、昔の子供達について

教科書など買ってもらえないで、他人のものを借りて写したり
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二〇年代後半から明治三〇年代
初期の実態であろう。当時は、

綴り方
一月一日

日置郡常盤尋常小学校第四年生

吉満直次郎

小学生の子どもでも、家事労働
に欠かせない重要な働き手の一

校しても、子守りしながらの登

物語っている。また、就学・登

となるケースが多かったことを

学させても欠席させがちで退学

どもを就学させなかったり、就

間かなりたり。集まりてせきに入り、天皇陛下の御しんえいに

ぞーりをもって学校に来てふみはまけいだしをして遊びしに時

とつれだちて、しもが降りに居りしに、足袋をふみ下駄をふみ

飯を食ひ、その日は天気もよく、日の丸の旗をたてて、友だち

それより内に行きて、手ぬぐひにてかほをぬぐい、本を読み朝

一月一日の朝早くおきてより、手とかほをあらい口をそそぎ、

顔

十二歳
起

人であり、そのために、親は平

校や、貧乏のために教科書や文

敬礼し、校長郡山先生が勅語を読まれ明治三十六年の事を言わ

霜

房具を買ってもらえない子ども

れしに我も勉強せねばならんと思ひ、式がすんでより帰り、本

影

も多く、そのために満足な学習ができず、読み書きのできないまま

を読み日の飯を食ひ、ませもんをりに行き、帰りて稲入れの手

真

の小学生も多かったのであろう。「明治三十七年度・郡山村予算決

伝ひをしたる。夕方なりしにあれをして上がり、火をつけて湯

席

算表」のすべての学校支出予算費目の備品費の中に「貧民児童貸与

を沸かし、本を読みして上がり、夕飯を食ひ、又本を読み字を

が

書籍代・石盤代」、消耗品費の中に「貧民児童貸与紙代・石筆代」が

書きしてねたり 。

寝

計上されていることからも、そのことがうかがえる。

一部意味不明な部分もあるが、明治三〇年代の郡山村内の尋常小

している。ここでは、その二回目および三回目に掲載された常盤尋

生徒一日日記」と題して、四人の郡山村内小学生の日記四編を掲載

明治三六年（一九〇三）一月に、『鹿児島実業新聞』は、「小学校

み着用していた子どもも多かったのではないかと思われる。また、

あるので、足袋、下駄、ゾウリなどは、正月などのめでたい時にの

の当時の他の思い出話では普通は冬でも素足が多かったとの記述が

袋に下駄ばきで、学校に着いてからゾウリに履き替えているが、こ

学校の児童の正月の様子が、良く描かれている。正月の登校時は足

常小学校四年生の吉満直次郎（当時一二歳）の日記「綴り方・一月

正月と言えども 稲入れ という農家の家事労働の手伝いをしていた

常盤尋常小学校児童の日記

一日」と「楠の実拾いに行きたる文」を紹介する（傍注は筆者 。
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)

｢

｣

)

また、一月一日には、各学校で儀式が挙行され、各学校に配布さ

織し挙村会員とする郡山村報徳会の発会式が、郡山尋常高等小学校

九〇九）三月一九日には、郡山村長、各小学校長が中心となって組

島実業新聞』明治三七年九月一一日号 。さらに、明治四二年（一

れていた 御真影 （天皇・皇后の肖像写真であるが、天皇は「現人

で開催され、軍人の花田（仲之助）中佐による主旨綱領についての

ことなどもわかる。

神」＝あらひとがみ―人間の姿をした神、とする立場から、このよ

講演が行われている（『鹿児島新聞』明治四二年三月二四日号）。

｢

｣

(

｢
｣

｣

日置郡常盤尋常小学校第四年生

｢

皇勅令として出された 教育勅語 は 御真影 とセットにされて、天

吉満直次郎

楠の実拾ひに行きたる文

皇の神格化と天皇を中心とした絶対主義的国家思想の学校現場での

十二歳

語謄本を「校内一定ノ場所ヲ撰ヒ最モ尊重ニ奉置」するようにきびし

文部省令第四号）が出され、同年一一月には、 御真影 と教育勅

軸とする学校儀式の挙行を義務づけた「小学校祝日大祭日儀式規程」

九一）六月には、国家の祝日に 御真影 への拝礼と教育勅語奉読を

て居らず。わづか二合ばかり拾ひましたけれども、其わきに楠

く休み、それより拾ひにうつりましたけれども、いかにもあへ

を腰にさげ、弟喜平次をつれて学校の後の楠山に行き、しばら

をあらひ、せんぞに拝礼し茶をあげ、それより朝飯を食ひ昼飯

十二月三十日には楠の実拾ひに行き、朝は早くおき手とかおと

｣

く命じた文部省訓令第四号が出されていた。以後、これらを安置し

の子が多くおへて居りしに、そこで山をもって居る人が来しに、

｢

ておくため、各学校の重要な位置に御社風の奉安殿が設置されるよ

楠の子をもらひ、それをこやし、其時ちょーど日は西にかたむ

起

うに呼ばれていた）への最敬礼と校長による「教育ニ関スル勅語」
教育勅語）の奉読がなされていた。明治二三年（一八九〇）に天

浸透・定着のための道具として使われていった。明治二四年（一八

うになり、登下校の際やその前を横切る時は、奉安殿に向かって拝

きてしばらくすると夜が入ると思ひ、いそぎて帰り、我家に帰

｢

｣

りつきた時はあかいうちに帰りつきて、それより楠の子を植え

(

日露戦争開始の頃から、国家主義に基づく戦争遂行の影響は、郡

付けたら夜が入り、湯に入りからだをきれいによくあらひ着物

おやしろ

礼することが強制された。
山の学校教育にも色濃く表われ始めてくる。日露戦争が開始された

を着て、夕飯を食ひてらんぷに火をつけ、本を読み字を書きし

（ママ）

明治三七年（一九〇四）の六月一八日に行なわれた戦死者郡山矢吉

てとこにつきました。

(

)

楠の実からは樟脳がとれるので、当時の子どもたちにとっては楠

床

の葬儀には、郡山村内三小学校の児童約五〇〇名が参列しているし
『鹿児島新聞』明治三七年六月二日号 、九月七日に挙行された郡

の実拾いが大事な仕事であったのであろう。朝の先祖への礼拝、ラ

ンプの灯火の下での読書と綴り字というところに、当時の子どもた

山村民総出の祝捷会には各小学校の児童も参加し、旗行列、神社参

拝、君が代斉唱、万歳三唱、提灯行列などに加わっている（『鹿児
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ちの生活がうかがえる。

そのままで、翌年六年生になり初めて新しい教科書の頒布があっ

た。その国語巻十一第一頁の初頭に八田知紀の吉野山の和歌があ

｢

｣

初めて受けた学年として、明治四四年に同尋常小学校を卒業してい

八年に郡山尋常小学校に入学し、義務教育年限六か年延長の適用を

昭和三〇年に郡山村教育委員長の職にあった鬼塚武二は、明治三

度となく瀬戸内海を通航してその風光を現実に眺める度に、私は

返し朗読して悦に入って居られたことは印象深かった。後年、幾

文の一章があって、担任の酒匂先生が自らその名文を幾度も繰り

り喜んで歌ったこと等、未だ記憶に残って居る。瀬戸内海の写生

り、これが非常な驚異であったこと、 吾は海の子 の所休詩があ

る。鬼塚は、『郡山小学校八十周年記念誌』（昭和三三年）に次のよ

酒匂先生と旧友達を思い出したものである。

明治四〇年頃の郡山尋常高等小学校の様子

うな思い出話を寄せている（三七頁～三八頁 。

郡山小学校創立八十周年になると云うから、私が尋常一年生に

素足の生活が普通であったこと、学校での日露戦争戦勝会は子ども

校長も学級担任をして子どもに教えていたこと、学校では着物に

)

入学した日露戦争最中の明治三十八年は丁度五十三年昔のことで

の考えに大きな影響を与えていたこと、義務教育である尋常小学校

なお、郡山尋常小学校または郡山尋常高等小学校の尋常科の卒業

ある。当時の校舎は、現在の前のそのまた前のもので、西向き白

白揃いで着物の袖をちぎり取られるのは珍しくなかった。辺保木

生の数は、明治二一年（一八八八）六月～明治二五年（一八九二）

が四年制から六年制へ延長された時には、従来の高等科一年生の教

助氏、原田 治氏、堀之内秀義氏、ＰＴＡ会長の河野武雄氏等、

の五年間で計五九名（一学年平均一一・八名 、明治二六年（一八

塗りの古い建物であった。三十名程度であった同級生も今は禿げ

今では長老格であるが、皆同級の仲良しでけんか相手でもあった

九三）三月～明治四一年（一九〇八）年三月の一六年間で計五五九

育内容を尋常科五年生にそのまま横滑りさせる形で実施されたため

なつかしい人達である。校長は川畑吉助先生で一年生の担任でも

名（一学年平均三四・九名 、郡山高等小学校または郡山尋常高等

頭白髪の初老の境に入りつつあるが、当時の子供は洋服等思いも

あったが、当時の暴れん坊達はほんとに御面倒をかけたことと感

小学校の高等科の卒業生数は、明治二六年（一八九三）三月～明治

比較的スムーズにおこなわれたこと、などがわかる。

謝に堪えない。今でも思い出すのは、日本○○戦の祝勝会が講堂

三四年（一九〇一）三月の九年間で計一〇三名（一学年平均一一・

よらず着物の着流し、勿論袴など着けず冬でも素足であった。腕

で盛大に行われたことで、後年私が海軍に志すようになったのも、

四名 、明治三五年（一九〇二）三月～明治四一年（一九〇八）三

)

)

月の七年間で計一八一名（一学年平均二五・九名）となっている

)

（ママ）

この時の印象が大きな影響を及ぼしたように思う。
明治四十二年学制改革で尋常科六年高等科二年制となり、私達
は初めての五年生になったが、教科書は従来の高等一年生のもの

(

)

『郡山小学校八十周年記念誌』二三頁～二四頁 。
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子一四名の計二二名であった（『鹿児島新聞』明治四四年二月二四

男子三八名・女子二二名の計六〇名、常盤尋常小学校男子八名・女

小学校尋常科男子二六名・女子二六名の計五二名、南方尋常小学校

また、明治四四年度の村内各学校の入学予定者数は、郡山尋常高等

てある。自分のかるたをはっしと投げて、地上に置かれた相手の

るたとり」（直径五センチほどの丸いかるたで武者絵などが貼っ

秋になると山にウベちぎりに行ったり、また帰り道の道端で「か

忙しくない時は、放課後は家と反対の遠方の川に泳ぎに行ったり、

下さいと言って帰る者、またまったく欠席する者もありました。

)

分のものとなる遊び）をしたりして、夕方近くやっと家に帰りつ

かるたの下にすくい入れるか、相手のかるたをひっくり返せば自

日号 。
明治四〇年頃の常盤尋常小学校の様子
(

通学路も今のようによい道ではなく、坂の多い山道や畦道で、

いては親達から叱られることもちょいちょいありました。

常盤尋常小学校に通学していた古老（氏名不詳）から当時の学校生

雪の降った時など道か土手かわからず転んだことも少なくありま

『 旧）郷土史・下』には、明治三九年（一九〇六）から六年間
活の様子について聞き取り調査をし、その内容を掲載している（一

森山店 の上の方にあって、長い石段を登ってゆくところでした。

どもたちの服装も、親の織ったみすぼらしい紺かすりの着物に冬で

郡山尋常高等小学校の子どもたちと同様に、常盤尋常小学校の子

｣

その頃の生徒の服装は、たいがいそうでしたが、私も母親が織っ

も素足が普通だった。袴や足袋、手袋、草履はぜいたく品で、お金

｢

てくれた紺絣の着物を着流しで、ほとんど裸足で通っていました。

持ちや病弱者のみがそれらを着用していたこと、雪の日だけは、普

袋などは勿論ありませんでした。

せん。さすがに雪のときは草履をはいて行きましたが、足袋や手

常盤小学校は開校以来昭和十六年（一九四一）に移転するまで、

上級生の極一部の者が袴をつけており、分限者どんの子供か病人

が読みとれる。さらに、明治四〇年前後になっても、農繁期には、

通の子どもも、ぜいたく品の草履の使用を許されていたこと、など

学校では毎朝朝礼があって、玄関前に全校生徒が整列して、校

家事労働の手伝いのための学校の欠席・早退や、子守りをしたまま

たれが時々草履をはいていました。
長先生から一〇分ぐらい訓示がありました。霜の強い朝など足の

の登校がまだまだ少なくなかったことがわかる。

『郡山村常盤小学校創立六十周年記念誌』（一九五二年一〇月）

感覚はなくなり、立っていた足跡だけが霜がとけて黒い土になっ
ていました。教室では両足を机の下で盛んにこすり合わせて冷た

によれば、記録の無い明治四二年を除く明治三五～四五年（一九〇

(

二～一九一二 の常盤尋常小学校の卒業生数は計一七五名 一学年平

) )

農繁期になると上級生の中には、まだ学校に行かない弟や妹を

均一七・五名 であった 八頁～一一頁 。また、茅屋根の常盤尋常

さを耐えました。
連れて登校する者や、午前中だけ出て午後は家が忙しいから暇を
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(

)

『 旧）郷土史・下』郡山町教育委員会、昭和五八年

会、昭和五一年復刻出版

『鹿児島県史料集（十七輯）・鹿児島縣地誌下』鹿児島県史料刊行

一年

『鹿児島県教育史』鹿児島県教育委員会編、丸山学芸図書、昭和五

れたと考えられる。

手書き。記述されている統計数値の年代から、大正五年頃に執筆さ

『郷土資料―行政、教育、動物、植物― 共三冊 貳 常盤小学校』

後昭和四八年に至るまで日誌風の加筆あり

『郡山尋常小学校沿革史』明治三六年四月手書きによる執筆、その

【参考・引用文献】

『鹿児島新聞』明治四三年九月四日号・同四四年一〇月二八日号 。

小学校仮校舎が改築されたのは、明治四四年一〇月のことであった

ので、次項で詳しく述べることにする。

各集落住民間の深刻な対立を生み、地域の一大問題となっていった

～一六九頁 。花尾尋常小学校の分離新設問題は、当時の郡山村の

ら、川田の現在地へ移転している（『（旧）郷土史・下』一六七頁

同時に、南方尋常小学校の敷地は、東俣の小字湯屋の南方神社下か

南方尋常小学校から分離する形で、花尾尋常小学校が新設された。

設問題を引き起こし、紆余曲折を経て、大正九年（一九二〇）八月、

常小学校の児童数・学級数の急増は、新しい尋常小学校の分離・新

正五年には九学級へと増加していった（『郷土資料』 。この南方尋

三年（一九一四）六学級から七学級へ、大正四年には八学級へ、大

たが（『鹿児島新聞』昭和八年一二月九日号 、その後学級数は大正

は、就学者数の増大に伴い明治四五年（一九一二）校舎の増築を行っ

各尋常小学校への高等科の併置がなされていった。南方尋常小学校

(

)

)

)

)

同年一一月郡山尋常高等小学校は、全面改築された新校舎に移転し

常小学校へと校名を変更し（『平成一四年度郡山小学校・学校要覧』 、

大正二年（一九一三）四月、下伊集院村立嶽尋常小学校は大谷尋

)

(

『伊集院北地区郷土誌』伊集院北地区公民館、平成一六年
『常盤小学校 創立六十周年記念誌』（ガリ版刷）一九五二年

第二節 大正・戦前昭和期の学校教育

式を挙行した後「同日午後尋常六年生及高等科生は秋季遠行を兼ね、

月二七日、郡山尋常高等小学校では、午前中に天皇陛下御真影拝戴

大正四年（一九一五）一一月二日の『鹿児島新聞』は、同年一〇

ている（『鹿児島新聞』大正二年一二月四日号 。

)

１ 大正期の学校教育―小学校教育・実業教育の拡充

機動演習見学の為め伊作村へ赴きしが、二九日夜行にて帰村。竹内

り」と述べている。大正期に入ってもますます強くなる国家主義・

校長は、日置村寺の下にて生徒に握り飯を一個づゝ与え、労を慰せ

大正期に入っても、校舎の老朽化や尋常小学校・高等小学校への

軍国主義に基づく学校行事の雰囲気を物語る記事である。また、一

小学校教育の拡充―学級数の増加・校舎の増改築と小学校の新設
就学者数の増加は続き、小学校校舎の増築や改築、学級数の増加、
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主催の鹿児島朝日新聞社活動写真大会が開催され、 トンチ博士 米

庭、同一六日には南方尋常高等小学校校庭において、郡山村青年団

方、大正一二年（一九二三）三月一五日には郡山尋常高等小学校校
学校要覧』 。

年（一九二七）になってからであった（『平成一四年度郡山小学校・

学校に高等科が併置され大谷尋常高等小学校となったのは、昭和二

ところで、郡山村内では明治三八年（一九〇五）以来、主として

)

国大農の実況 なまけ兵六 鹿児島朝日新聞社主催少年野球大会の

小学校尋常科卒業生を対象に「職業ニ要スル知識技能ヲ授クル」こと

｢
｣

実況 の映画が上映されて、両日共参加者一〇〇〇余名の盛会であっ

を目的とした実業補習学校として、郡山女子実業補習学校が郡山尋

｢

たことを新聞記事が伝えている（『鹿児島朝日新聞』大正一二年三

常高等小学校に附設する形で設置・運営されてきていた。大正時代

｢
｣

月一九日号、同三月二一日号 。小学校が、地域の文化センター・

には実業教育の充実がはかられていく。大正九年（一九二〇）四月

｢
｣

娯楽センターの役割をも果たしていたことを物語る記事である。

｣

)

入学生より、実業補習学校に男子部が新設され、郡山女子実業補習

等小学校となっていた。明治後期から大正後期まで、郡山村内にお

には郡山尋常小学校に併置される小学校高等科となり、郡山尋常高

郡山高等小学校を設置していたが、これが明治三四年（一九〇一）

郡山においては、すでに述べたように、明治二四年（一八九一）

業補習学校は、最後の卒業生を送り出した大正一二年（一九二三）

対象とする実業補習学校が附設された。そして、従来の郡山女子実

九日号 。こうして、当時の郡山村立小学校四つのすべてに男女を

た（『（旧）郷土史・下』一七九頁、『鹿児島新聞』昭和八年一二月

尋常小学校・常盤尋常小学校にもそれぞれ実業補習学校が附設され

)

ける小学校高等科は、この郡山尋常高等小学校の高等科のみであっ

三月三〇日、廃止された（『郡山尋常高等小学校沿革史』、『鹿児島

学校は郡山実業補習学校へと名称を変更し、南方尋常小学校・花尾

た。しかし、小学校高等科への進学者が増加したことや一校のみで

新聞』昭和三年一一月一四日号 。

小学校高等科・実業補習学校の増設と中等学校への進学の増加

は通学に不便なことから、南方尋常小学校から花尾尋常小学校が分

た（『 旧 郷土史・下』一六九頁）。また、大正一五年（一九二六 、

等科が併置され、南方尋常高等小学校・花尾尋常高等小学校となっ

一九二二）四月、南方尋常小学校・花尾尋常小学校にそれぞれ高

離新設された大正九年（一九二〇）八月から二年半後の大正一一年

農業学校三名、長崎医学専門学校一名の計一〇名、郡山村出身者で

諸学校に進学した者は、中学校四名、師範学校一名、商業学校一名、

一九一六）四月一五日号によれば、この年郡山村内から中等教育

が、かなりの数あらわれるようになる。『鹿児島新聞』大正五年

大正時代には、郡山村内でも中等教育諸学校へと進学していく者

)

当時有屋田地区を校区に含んでいた下伊集院村立共進尋常小学校に

中等教育諸学校を卒業した者は、師範学校二名、女子師範学校一一

)

も高等科が設置され、共進尋常高等小学校となった（『伊集院北地

(

名、中学校三名、農業学校二名、熊本工業学校一名、高等女学校一

(

)
(

)

区郷土誌』一二八頁 。さらに、嶽地区の下伊集院村立大谷尋常小
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名、東京獣医学校一名の計二四名であった。また、日置郡内初めて

以下であった。

面積は狭く、常盤校と同程度かそれ

―６〉建物面積の大小は、

各小学校の児童数の大小を反映して

〈表

の中学校として大正一三年（一九二四）四月より開校した県立伊集
院中学校には、郡山村から第一期生として三名が合格・入学してい
る（『鹿児島新聞』大正一三年四月一日号）。

いる。郡山尋常高等小学校は、尋常

についてはほとんどすべてが大正一一年の統計数値となっている。

ハ大正十年若クハ仝年度ヲ基礎トシ」と述べているが、教育の部分

析する。『鹿児島縣日置郡誌』の最初の「凡例」で「本誌記載スル事実

立大谷尋常小学校のデータを含む）を抜粋して紹介し、それらを分

院村に所属し戦後郡山村に合併した嶽地区を校区とする下伊集院村

区を校区に含む下伊集院村立共進尋常小学校、および同じく下伊集

データ（一部、下伊集院村に所属し戦後郡山村に合併した有屋田地

らかにしている。ここでは、そのうち郡山村内の学校教育に関する

育、農業、商工業、財政など、一七の分野に分類して統計数値を明

『鹿児島縣日置郡誌』を編纂し、郡内の土地、気象、交通運輸、教

大正一一年（一九二二）一二月、当時の鹿児島県日置郡役所は

極端に少ないのは、常盤尋常小の卒業生も郡山校の高等科に通学し

と同規模の学校であった。南方校・
花尾校の高等科在籍児童数が郡山校の高等科に比べて約四分の一と

高等科が一クラスで児童数三〇名台

科が六クラスで児童数が二五〇名台、

と花尾尋常高等小学校は共に、尋常

最多であった。南方尋常高等小学校

正教員八名を含む一二名で、村内校

教員数も、尋常科・高等科合わせて

村内最大の児童数が在籍していた。

なっており、尋常科・高等科ともに

等科が三クラスで児童数一三三名と

科が六クラスで児童数三五一名、高

したがって、特に断わりがない限り、紹介する数値は大正一一年の

七〇坪で他校の半分以下となっている。建物の面積は、郡山尋常高

の各小学校が九〇〇坪前後でほぼ同じだが、常盤尋常小学校は約三

と少なく、郡山校・南方校・花尾校の教員数の二分の一から三分の

〇名と小規模で、複式クラスであったことがわかる。教員数も四名

科を設置していなかった常盤尋常小学校は、三クラスで児童数一五

られた大正一一年四月からであったこと、があげられる。当時高等

たことや、南方校と花尾校に高等科が設置されたのがこの統計の取

―５〉郡山村内各小学校の敷地面積は、郡山・南方・花尾

等小学校が約五〇〇坪と断然大きく、南方校・花尾校の倍近く、常

一であった。下伊集院村立の共進尋常小学校・大谷尋常小学校は、

〈表

数値である。なお、紹介するデータは復刻本による。

『鹿児島縣日置郡誌』統計に見る郡山の学校教育

11

盤校の四倍近くとなっている。下伊集院村の共進校・大谷校も建物

11
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クラス数・児童数・教員数において、常盤尋常小学校よりやや多い
か、ほとんど同程度であった。
―７〉郡山村内学齢児童（義務教育年齢児童）の就学率は

学校への進学率は、男子八五・一八㌫（郡全体八二・二七㌫）、女

〈表

九八・五八㌫、出席率は九六・八○㌫と極めて高く、郡全体の率と

11

六七・五三㌫）であり、郡全体の進学率よりかなり高くなっている。

)

―８〉郡山村内各小学校尋常科から小学校高等科や各種中等

子八一・〇一㌫（郡全体五一・五四㌫ 、計八三・一二㌫（郡全体

11

大差はない。

〈表
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学校高等科への進学者であった。

の中で、各種中等学校への進学者は男子のみ三名で、他はすべて小

民の教育への関心の高さを表していると思われる。しかし、進学者

花尾校への高等科の新設が影響を与えていると思われるが、郡山村

率に近い進学率となっていることが注目される。約一年前の南方校・

とりわけ、女子の進学率が郡全体よりも約三〇㌫も高く、男子進学

され始めた。明治三三

経費への国庫補助がな

立して市町村の小学校

育費国庫補助法」が成

九九）には「小学校教

が、明治三二年（一八

)

者数六〇名中、家事手伝い三四、中等学校進学一五、大工二、教員

て「市町村立小学校教

ら二つの法律を統合し

年（一九 〇一 、こ れ

一、その他八であり、女子卒業生数一七名中、家事手伝い及び実業

育費国庫補助法」が成

―９〉郡山村内各小学校高等科卒業生の進路は、男子卒業

補習学校一二、小学校高等科三年進学一名を含む中等学校進学五で

立した。大正七年（一

〈表

あった。小学校高等科卒業後の進路は、男女共に圧倒的に家事手伝

らに充実するために

教育への国庫補助をさ

九一八）には、小学校

〉すでに述べたように、大正九年四月より男女共学の

郡山村立実業補習学校が四つの村立小学校すべてに附設されたが、

「市町村義務教育費国

―

その大正一一年の教員数一六名（一校平均四名）は郡内他村立の実

庫負担法」が成立し、
を限度として市町村立

業補習学校に比して多く、大正一一年度経費も他村に比べて多額を
であろう。

の一部を負担（将来的には教員給与の半額国庫負担を目指して）す

尋常小学校の教員給与

割合は、六六・一㌫と大きく、最大費目であった事がわかる。郡全

るようになっていた。この法律に基づく郡山村への大正七年度の義

―

体でも小学校費が各町村経常費に占める割合は、六四・三㌫と高い。

務 教 育 費 国 庫 補 助 配 当 額 は 、 総 計で 一 三 二 七 円 六 三 銭 で あ っ た

〈表

明治時代より、市町村立であった小学校経費が市町村の財政を圧迫

『鹿児島朝日新聞』大正七年四月二六日号 。

(

)

明治二九年（一八九六）「市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法」

していたので、それを緩和する為の財政政策がとられてきていた。

〉大正一一年度郡山村予算経常費に占める小学校費の

国庫から年間一千万円

10
11

計上している。実業教育を重視してきた伝統と村民の努力の表われ

〈表

いが多かったことを物語っている。

11
11
11

686

２ 花尾尋常小学校分離新設問題

大正五年一二月、南方尋
常小校舎増築問題について、

れぞれ小学校を設立していた三つの大字を含む広い校区となってお

六年、一九〇頁 。したがって、南方尋常小学校は明治初期にはそ

定められていた（『（旧）郷土史・上』郡山町教育委員会 昭和四

学校の中間点である東俣最北部の湯屋（当時の南方神社の近く）に

校となった。この二校合併の時、学校の敷地は、合併前の二つの小

一八九二）東俣簡易科小と厚地簡易科小が合併して南方尋常小学

八年（一八八五）に川田小は東俣小に合併され、さらに明治二五年

川田・東俣・厚地にはそれぞれ小学校が開設されていたが、明治一

すでに第一節で述べたように、明治初期、郡山村内の大字である

の関係から強力に反対した

茄子田の二集落が通学距離

対して、厚地の中の岩戸・

とを提案した。この提案に

等科併置の小学校とするこ

舎を新築し、ゆくゆくは高

を湯屋原に移転した上で校

の中の六集落は、学校敷地

川田・東俣の全集落と厚地

大会が開催された。この時、

校区内三大字一五集落有志

り、学校敷地の選定について校区民の意見が対立しやすい要素を持っ

ことを導火線に、問題は沸

南方尋常小校舎増築問題をめぐる対立

ていたと言えよう。

(

)

大正三年（一九一四）の六クラスから毎年度一クラスずつ増加して

落内分教場設置案などが入り乱れ、収拾がつかなくなった。（『鹿

区民大会がしばしば開かれたが、現地増築案、移転新築案、反対集

騰していった。その後、校

大正五年（一九一六）には九クラスとなったので、校舎増築問題が

児島朝日新聞』大正八年六月一三日号

南方尋常小学校は、大正時代に入って児童数が急増し、学級数も

持ち上がった。また、校庭も手狭になってきていたので、校舎増築

校区戸数五五七、校区人口三七八四人は、郡山尋常高等小学校尋常

は、形成不利とみて、学区域外の村会議員の応援を得ながら新たに

南方尋常小学校の移転改築に反対していた岩戸・茄子田の集落民

)

問題は、敷地移転問題を含む問題として議論されることになった。

科の六クラス、校区戸数三五四、校区人口二三〇二人をはるかに上

南方尋常小学校を南北の二校に分けることを提案するようになって

二校分立案の提唱と一校維持案との対立

回っており、郡山村全戸数一〇九二、総人口七二六五人の過半数を

いった。こうして、南方尋常小校舎増築問題は、一校維持増築派と

『郷土資料』によれば、大正五年度の南方尋常小学校の九クラス、

占めていた。

687

近 現 代
第八編

対立は解消されなかった。

と運動は猛烈を極め、村会や学務委員会でもしばしば論議されたが、

二校分立派の対立という新たな問題に展開していった。両派の対立

以降郡山村学務委員を務めている川田出身の村の有力者であった。

〇〇）以降郡山村会議員、明治三九年～四四年の五年間と大正五年

場用係、警視庁巡査、宮内省職員などを歴任し、明治三三年（一九

し、学区域父兄大会の投票結果とは正反対の結果となってしまった。

多数の学区域外議員の賛同を取り付けたために、二校分立案が勝利

問題の可否を問うことにした。ところが、村会では、二校分立派が

した。助役は、問題を緊急に解決するために、臨時村会を開催して

投票結果の実行を村長に迫ったが、村長は処理に窮して辞表を提出

一四五票の大差で一校維持増築派が勝利した。一校維持増築派は、

数六三一名中、一校維持増築案三七二票、二校分立案二二七票で、

投票によって両案の可否を問うことになった。投票の結果は、出席

そこで、大正六年（一九一七）八月学区域父兄大会が開催され、

しての立場から、この問題の解決に向けて尽力していったと考えら

た。成尾は、そのような村の学務委員としての責任感と村会議員と

子教員から町村長が任命し残りの委員は町村会での選出となってい

とを任務として定員一〇名以内のうち四分の一以内を公立小学校男

で復活し、 町村ニ属スル国ノ教育事務ニ就キ町村長ヲ補助 するこ

八年に学務委員はいったん廃止されたが、明治二三年の「小学校令」

れて、被推挙人名簿からの府知事県令による任命となった。明治一

て町村に設置されたが、翌年の 改正教育令 では選出方法が変更さ

校ノ設置保護等 を管轄させるために 其町村ノ人民ノ選挙 によっ

学務委員は、明治一二年（一八七九）の 教育令 で 児童ノ就学学

｢
｣

その後、二校分立派は、村会の二校分立決議をもとに、郡長への具

れる。

｢

申や県への認可申請を強力に行っていった。一方、一校維持増築派

｣

｢

｣

｢

｣

｣

｢

｣

成尾直筆によると思われる 一代記 が残されており、その最後に

｢

も、従来の主張を変えず、郡長への陳情書の提出や県への働きかけ

は、東俣・厚地の有力者たちに宛てたこの大正七年（一九一八）三

(

)

ふしょうせいここ

たものを紹介する。

かいちん

しょけん

して平仮名・常用漢字・現代仮名遣いに修正した上で句読点をつけ

月付けの意見書が付されている。ここでは、その原文の一部を抜粋

を行っていった。こうして両派の対立はますます激しさを増していっ
た。 『鹿児島朝日新聞』大正八年六月一三日号
成尾庄之丞の意見書

べ

不肖生茲に南方校分合問題に関する意見を開陳し、諸賢の同情

や

このような村民間の深刻な対立の中で、大正七年（一九一八）三

を求め、円満なる和合的解決を得ん事を切望するの止む可からざ
ひ が

そもそも

月、当時村の有力者の一人であった成尾庄之焏（当時六〇歳位）は、

るに至る。抑々当校が一校主義と二校主義の二派に分かれ、事今
こと

三大字住民の融和と二校分立が得策であることを訴えた意見書を東

日に及び彼我意見を異にして熱度其の局に達し、遂に感情的観念

これ

俣と厚地の住民に対して送っている。成尾は、西南戦争に西郷軍と

を 醸 成 せんとするに於いておや。是を防制するの策を講ぜずんば

じょうせい

して参戦した後、川田・油須木村戸長、東俣・川田・厚地村戸長役
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義としての論者は第一に村経済と、一校として置けば高等科設置

非に対して主義とする要点を挙げてみたいと思う。先ずは一校主

る所にして同情せずんばあらず。（中略）茲に本問題に就き、是

る事情に対しては、事実上に於いて且生徒通学の困難な 十 目 の見

戸の交渉に同意して川田上方限に分校に同意の賛成を求められた

て成立せず、今日に及びし 宿 望 も有之間柄、下方限は茄子田・岩

前今の古校舎改築の当時に於いて、分校説を主張せしも不幸にし

り、至然我が川田下方限と交渉し、且又当川田は今より数十年以

区民の不同意を主張し、分教所又は分校とし運動奔走する所とな

し居りしものの（中略）厚地・茄子田・岩戸部落民に於いて談、

あらず。（中略）最初は東俣川田部落民は湯屋原に予定希望を為

なる故、諸君に於いても前途の事情を篤と御熟考の上、希わくば

慮かり後日の為に永遠の便利を図り、一校増設を是認したる次第

置は将来に於ける得策ならん。依て村は此の見地よりして将来を

得ず。斯かる場合あるとせば、現時に於いてこの機に乗じ増校設

将来分校の必要は問題として再発するは必定なる事と思わざるを

は土地の状況よりして見るに、南北三里余に流れ居る地形にして、

之れ村有志としても猛省せずんばあらず。（中略）元来当南方校

るに於いては、其の父兄たるや情に於いて実に忍びざるを得ん。

降雪を凌んで壱里以上乃至二里に達する遠路行程を毎日通学させ

すれば、一日も猶予を免かるる事能わざる幼年に於いては、風雨

難の理由は、申す迄もなき国家教育法規の下に義務教育年令に達

事はないと思う。（中略）次に一校増設の主義、即ち生徒通学困

な

多数生徒を集容せしめて大なる学校となし、生徒に競争的精神を

和衷輯睦を欠かさず様穏便なる措置を講ぜられん事を乞う。（後略）

かみほうぎり

これある

か

わちゅうしゅうぼく

成尾庄之丞

外有志諸君

あた

奮起せしめると言う様の要点であろうと思う。一校増設の主義は、

大正七年三月

ないし

第一に生徒の通学便利として将来社会の推運に伴い人口の増加上、

東俣

しの

村の片端なる郡境迄も居住散在するに従い此の后通学里程も一層

厚地

永田次右衛門君

かつ

不便なるを考慮せざる可からず。一は自今奨励しつつある青年補

田中郷助君

札元喜次郎君

しもほうぎり

習教育の如きも一校増設の暁には三ヶ部落を二分し、最寄に青年

有川作次郎君

稲田武助君

（ママ）

集合し、補習教育上教員宿泊の便利上、三ヶ部落の均等も取れる

太夫半助君

しゅくぼう

都合も大に可ならん。是れ二校主義の理由なり。何れにして理由

太夫仲太郎君

（主）

じゅうもく

なきに非らず。然れども彼我重なる理由は、一校主義は高等科設

この意見書から、当初一校維持増築案を支持していた川田集落の

ここ

置にして、分校主義は生徒通学便利と言う原因に外ならず。然し

住民が、かつて自分たちが校舎改築時に分校設置を主張したにもか

おも んば

て見れば、一校の高等科設置は生も至極同感であるけれども、是

かわらず認められなかった経験もあって、茄子田・岩戸集落の住民

とく

は早晩義務年限の延長は近き将来には実施さるると思う。而して

に同情して二校分立案支持に変わったことがわかる。成尾は、一校

（収）

此二三年通学せしめしとて敢えて高等生としては通学に困難する
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合通学距離は二倍にもなる予定であった。

常小までの通学距離は半里から一里であったので、新敷地移転の場

を訴える意見書となっている。茄子田・岩戸集落から従来の南方尋

なる距離を通学することの困難性をあげて、二校分立案による解決

尋常科生が新しい学校敷地まで一里から二里（約四～八㌔㍍）にも

ぞれの主張する理由の正当性を認めながらも、茄子田・岩戸の幼い

学距離が子どもにとって長すぎることを憂慮する二校分立派のそれ

維持によって高等科設置を急ぐ一校維持増築派と一校のままでは通

五三三二円二一銭の多額を負担

銭のうち東俣区民は二二一戸で

成 し た 。 総工 費 七 二 六 五 円 二 一

ト ン ネ ル 二 ヶ 所 を 含 む 道 路 が完

し翌 大正九年 三 月に竣工 して、

結成され、大正八年五月に着工

ら構成される道路建設委員会が

区 民 の 賛 成 を 得 て 、 両 地 区 民か

(

残りは伊敷村からの補助金と小

し、県もこれを認可することになった。しかし、学区域父兄大会の

郡山村会による二校分立決議がなされたので、郡長はこれを承諾

集 落 の 計 四 〇 〇 戸 余 り は 、 郡山

地の中の丸山・宮脇・大平の各

大正八年八月二九日に東俣・厚

山田区民の負担）した。この間、

投票において大差で勝利していた一校維持増築派の住民は、この時

村からの分村認可を郡および県に申請した。また、分村認可後は伊

同盟休校と分村運動―住民間に残されたしこり

の投票結果を無視した処置であると憤慨し、二校分立への反対運動

花尾尋常小分離新設後の南方尋常小の新しい敷地は、従来より川

敷村に編入希望することも書き添えられていた。しかし、このよう

が、二校分立に反対する親の意見から同盟休校を開始する騒ぎとなっ

田寄りの現在地に決定した。そのことにはなはだ不満であった東俣

を引き続き行っていた。そして、ついに、大正八年（一九一九）六

た。その後、当時の伊集院警察署長の斡旋で、同盟休校は中止され、

地区民は、すでに述べたような分村運動を展開し、その条件作りと

な分村申請は認められるものではなかった。

子どもたちは復学している（『鹿児島朝日新聞』大正八年九月一八

しての道路建設には多大な金銭負担や労働奉仕をしたものの、新し

月九日より、南方尋常小の在籍児童の半数以上にあたる約三五〇名

日号 。

てもらうことを協議し、そのための地理的条件を作るために、東俣

がなされるのであれば、東俣は郡山村から脱退して伊敷村に合併し

さらに、二校分立に強力に反対していた東俣地区民は、二校分立

になって、やっと両地区民の感情的しこりが解消されて南方尋常高

は、しばらくの間感情的しこりが残った。大正一一年（一九二二）

新校地造成や校舎建築に積極的に労働奉仕した川田地区民との間に

い校地の造成や校舎建築の労働奉仕にはほとんど参加しなかった。

)

から伊敷村小山田に通ずる道路を開設することを決めた。小山田地
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どひく者は少なく、馴れるということの大切さを、いまにしてし

(

等小学校後援会が結成された。 『（旧）郷土史・下』一六八頁～一
みじみと感ずる。

)

(

)

帰宅しては、親からさんざんに叱られるものであった。それが健

山で栗拾いやあけび（ウベ）取りに夢中になり、夕方暗くなる頃

カルタ打ちに興じたり、夏は遠方まで水あびに行ったり、秋は野

放課後すぐ家路にいそぐ者はまずないと言ってよく、道ばたで

欠席する者が多かった。

入れの農繁期には子供達も子守りや仕事の手伝いに駈り出され、

当時は殆どが専業農家で、親達は農業に没頭し、田植えや刈り

中に斜に背負って通った。これを座頭（ザッツ）カレと言った。

ハス

なく、たいていの者は風呂敷に包んで、手にかかえるか、また背

教科書などいまみなカバンに入れて行くが、カバン持ちは極少

六九頁、『鹿児島朝日新聞』大正八年六月一三日号、同大正八年九
月一八日号

３ 大正期の郡山の子どもの生活と学校の様子
大正初期の小学生の生活
『 旧）郷土史・下』は、明治末期から大正初期にかけての郡山
の小学生の生活や学校生活について綴った白坂正雄の文章を紹介し
ているので、再録しておく（一七〇頁 。

明治末期から大正初期頃の郡山村には、郡山、常盤、南方の三
小学校と、高等科が郡山に一校だけあった。

着物を着て草履ばき、またはハダシで風呂敷をカバンがわりに登

康児をつくることになったのであろう。

て多少の違いはあったが、その頃は通学道路もいたってお粗末な

校という通学スタイルは、第一節で紹介した明治三〇年代から四〇

常盤小学校は、校舎の一部はまだ茅葺きであった。学校によっ
もので、乗物とてほとんどないから、生徒はみんな野道を歩いて

年ごろのスタイルとあまり変化がないように思われる。
大正初期の小学校高等科の様子

通った。
服装は着物で、しかもあちこち破れのつくろいがしてあり、袴
を低学年で着用する者は極めて稀で、履物は下駄か草履、または
ハダシで、冬の雪の日なども、足袋ははかず、草履ばきで通う者

高等科についての大渕脇強（元助役）の追憶談も掲載している（一

『 旧）郷土史・下』は、さらに大正初期の郡山尋常高等小学校

(

が多かった。

)

たが、霜の強い朝などは霜柱の上にハダシで立っていることは、

入学し、大正五年（一九一六）四月一日に郡山尋常高等小学校の

私は、明治四十三年（一九一〇）四月一日に南方尋常小学校に

七〇頁～一七一頁 。

相当の勇気を必要とした。教室も暖房設備があるでなく、板敷き

高等科に入学しました。卒業は大正七年三月です。

朝の始業前には学校の玄関前に整列し、校長先生の訓示があっ

の上に、冷えきった身体で授業を受けていたが、その割に風邪な
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科のあるのは郡山校だけでした。だから郡山小の高等科には村内

ある盛田栄は、『南方小学校創立百周年記念誌・三重岳』に以下の

大正中期の南方尋常小学校の様子について、卒業生で旧職員でも

大正中期の南方尋常小学校の様子

の三小学校の外伊敷村の小山田小学校、皆与志小学校、下伊集院

ような思い出を寄せている（七二頁～七三頁 。

その頃郡山村に小学校は郡山、常盤、南方の三校があり、高等

小学校の嶽、有屋田方面からも入学していました。

校庭は児童増のため次々に増築されて、前庭、中庭、後庭の三

舎はすべて硝子窓それに廊下は板張りでした。

古い校舎は土間廊下で、外側は硝子窓、土間側は紙障子、新校

二学級で全校児童は五百人くらいでした。

私は二十四期生で、大正四年四月に入学しました。男女混合の

)

高等科は義務教育ではないので、尋常科から進学する人数も少
なく、また中途で退学する生徒もいました。私が卒業した時は六
二名でした。これは一クラスでした。東俣からは男子五名で女子
は一人でした。
高等科の授業料は村の者は月一二銭でしたが、村外の者は月三
〇銭を収めていたようです。

｢

｣

つに別れて一番広い前庭でも 五十メートル走 は出来兼ねる狭い

運動会は、前庭に一周八十メートル程の丸い トラック で、ピ

｣

修学旅行は霧島に行きました。二泊三日の旅行でしたが、勿論

ストルも紙玉もなく、出発の合図は、川田の加世田真義先生が、

｢

バスなどはなく、汽車にも乗らず、草履をはいて傘と握り飯を背

猟銃に空砲でものすごい音に吃驚（きっきょう）したものでした。

運動場でした。

中に斜に背負って歩いて行きました。日当山の新川を渡るときは

大正初期の服装は、学童服も靴もなく着物で跣（はだし 、寒

先生は林川校長以下一二名で、うち女の先生が四人でした。

渡橋料として一人二銭を支払ったことを覚えています。米一升が

)

毎朝の朝会は跣、霜の朝は五分も立っておれば霜が解けて「ド

いときは下駄か草履でした。

南方尋常小学校と分離新設された花尾尋常小学校に高等科が併置

ブドブ」になることが多いでした。跣の生活は、原始人の生活の

一二銭の頃です。かなり高い渡橋料だと思いました。
された大正一一年以前には、当時の南方校区からの高等科進学者は

ように思われるでしょうが、健康上からはたいへんよい事だった

大正七年頃から、分校移転の声が聞かれるようになり、大正九

少なかったこと、また当時高等科が併置されていなかった村外の小
進学者もいたことがわかる。また、すでに二泊三日の霧島方面への

年の夏休みに、古校舎は川田に新校舎は厚地に、それぞれ六教室

と思うことです。

修学旅行が実施されており、全行程徒歩による移動であったことが

ずつ新築されて、川田の南方尋常小学校と、厚地の花尾小学校が

学校校区（小山田、皆与志、嶽、有屋田）からの郡山小高等科への

わかる。

独立しました。
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この年、校区全体に、塚
田の発電所から電線が引か

年を経過している。遠い遠い昔の物語である。

一．新設の学校は威厳のある学び舎だった

南方尋常小では、校舎のたび

大正期に児童数が急増した

ました。

常高等小学校」に変更され、偉い学校になったような気がした。

と大書きされた表札がかかっていた。三年生になって「南方尋

る。左右に大きな石門が立ち、その右側に墨痕鮮やかに南方小

高土手の下の石段を上がると左に折れて、高い所に校門が見え

に出てくる城構えのようで私はこの石段と校門が大好きだった。

中でも校門は学校の生命として非常に工夫されていた。映画

重なる増築によって五〇メー

その年から体格の一際大きな先輩たちが入学して来られたので

れて、はじめて電灯がつき

トルの直線も取れないほどに

高台にある校舎は平屋建てで、正面校舎の中央には玄関があ

校庭が狭隘になってしまって
をきっかけに移転問題が起こ

り、日清・日露の戦役の鉄砲がかざられていた。玄関の右側に

ある。

り、さらに花尾尋常小分離新

二之宮金次郎の石像が立っていた。くの字に折れた左側の校舎

いたことがわかる。そのこと

設問題に発展していったので

は低学年の教室で入学当初から三・四年生までここで勉強した。

二．玄関前では毎日全校朝会があった

らせ紅ガラの色をながめ又、匂いをかいでみたものだった。

壁は紅ガラで塗られていて、私たちは手のひらでその壁をすべ

ある。
大正後期の南方尋常（高等）小学校の様子
花尾尋常小学校が分離新設された大正九年以降の南方尋常（高等）
小学校の様子について、卒業生の福田厚二は『南方小学校創立百周

｣

れた傑作だと思う。一年の時から卒業するまで雨の日を除き、

南方魂の校訓は国語に堪能な上之校長先生が精根こめてつくら

至誠一貫、喜び勇んでことをなし、最後までがんばる この

｢

)

年記念誌・三重岳』に文章を寄せている（八三頁～八四頁 。

わたしたちの同級生は大正九年四月、湯屋にある南方小に入学
えている。一学期間ここで勉強したのであるが、花尾との分立の

ことばで育てられてきたことを嬉しく思う。この校訓は平成の

心の髄までしみこんだことばだった。私たちは現在までこの

ほとんど毎朝全校生で一斉に唱和した。

ため、二学期の九月からは現在地に新設された南方小に入学し、

現在まで学校に引継がれて生かされている。このことは県内で

した。花尾の人たちも一緒だった。そばに南方神社があるのを覚

待望の第一期生となったのである。南方小を卒業して既に六十六
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も珍しい現象ではなかろうか。

実業補習学校に併置された訓練所であり、唯一教練を教える在郷軍

に行った。いつも速いのは天昌小（今の永吉小）だった。その

さりしたものである。郡の運動会で伊集院小まで私たちは応援

姿を今でもはっきり思い出す。ものすごい音で大概の人が後ず

を持った校区の方が、台尻を肩にのせ天に向かって発砲される

今の小型ピストルは無く、猟銃によるスタートだった。鑑札

に日置郡内一三町村の青年訓練所生千余名による野外戦闘および軍

在郷軍人団幹部の合同幹部会は、昭和五年（一九三〇）一一月下旬

であった。実際、郡山村を含む日置郡内各町村青年訓練所幹部と同

を中心に国家主義・軍国主義の思想を普及・徹底しようとするもの

科、職業科」（第五条）を学校卒業後の青年男子に施し、軍事教練

やその目的からも明らかなように、「修身及公民科、教練、普通学

人のみが実業補習学校にはいない職員であった。これは、人的構成

鉢巻は鮮明だった。その頃伊集院小におられた郷里の前田渡行

中勤務の体験演習を実施することを決めている（『鹿児島新聞』昭

三．運動会は極めて盛会だった

先生が声をかけて下さったのを大変嬉しく思った。

)
和五年一〇月八日号 。

別の新しい南方尋常小が設立されたというものであったことがわか

に対するとらえ方は、分離以前の南方尋常小の継続というよりも、

習学校を公民学校と改称しても良いとした。これを受けて郡山村議

この発布を見越して実業補習教育実施要項を改めて、従来の実業補

一方、 青年訓練所令 発布の一ヶ月まえの同年三月、鹿児島県は

｣

る。また、大正一一年に高等科が併置された時に、 偉い学校になっ

会は、翌昭和二年（一九二七）三月「郡山・南方・花尾・常盤ノ各

｢

たような気がした」という感想から、高等科併置は校区民の強い念

実業補習学校ヲ廃止シ郡山村立中等公民学校ヲ設置スルノ件 を議

この文章から、花尾尋常小分離新設と同時に移転した南方尋常小

願であったことがわかる。

｣

決し、郡山村立中等公民学校が発足した。しかし、名称は変更され

たものの、郡山校以外の元の実業補習学校も公民学校分校として残

年訓練所の新入所者四六名の入所式が実施され、終了後には海軍大

｢

４ 戦前昭和期の学校教育

され、実態は実業補習学校時代と変わらなかった。
大正一五年（一九二六）四月、「概ネ十六歳ヨリ二十歳迄ノ男子」

尉による海軍に関する講演会が行われている。そこで、同年二月、

さらに、昭和三年（一九二八）一月一六日に発足した郡山村立青

第二条）を対象として 心身ヲ鍛錬シテ国民タルノ資質ヲ向上セシ

郡山村議会は「村各実業補習学校並ニ青年訓練所ヲ廃止シ郡山中等

青年訓練所・中等公民学校の発足

ムルヲ以ッテ目的 （第一条）とする 青年訓練所令 が発布された。

公民学校設置ノ件」と「郡山尋常高等小学校裁縫室（一棟）ヲ同校運

(

｢

｣

｢

｣

動場へ移転シ郡山中等公民学校校舎トナスノ件」を議決した。

青年訓練所は、その主事を実業補習学校長または小学校長が兼務
し、その教員を実業補習学校または小学校の教員が兼務するという
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訓練所教員一名を含む二名で、生徒総数は男子二二〇名・女子一〇

落成式が実施された。落成式当時の中等公民学校専任教員は、青年

小学校奉安殿新築と並んで、中等公民学校校舎四〇坪の補修改築の

た。この年の一一月には、郡山尋常高等小学校西校舎増築、村内四

公民学校が誕生したが、校長は郡山尋常高等小学校長の兼務であっ

は名称・校舎ともに統一・統合され、独立の校舎をもった郡山中等

義務制となったのである（『世界教育史体系３・日本教育史Ⅲ』三

る軍国主義教育の重要な手段とされ、昭和一四年（一九三九）には

上軍の統制の下に入ることになった。青年学校は、勤労青年に対す

に最低一回の陸軍省による査察を受けることを義務づけられ、事実

練科等査察規程」を定めた。これによって、青年学校は、二年以内

学校教練科等査察令」が出され、これに則って陸軍省は「青年学校教

青年学校が設置された昭和一〇年八月には、勅令によって「青年

を置いた。

〇名の計三二〇名であった。そして、昭和九年四月には初めて専任

七頁～四〇頁 。

こうして同年四月より、村内の四つの実業補習学校と青年訓練所

校長が置かれることになった。（『 旧）郷土史・下』一八一頁～一

(

校は、独立した敷地を決定し新校舎を建築中であったが、昭和一〇

昭和九年度より専任の校長を擁することになった郡山中等公民学

)

八二頁、『鹿児島新聞』昭和三年一月二〇日号、同昭和三年一一月
一四日号

｢

｣

年の 青年学校令 によって改めて青年訓練所と統合して、郡山青年

校長を務めた垣内清次は、『（旧）郷土史・下』に青年学校発足当

)

鹿児島県では、昭和初期より実業補習学校と青年訓練所を統合し

初の様子を書いた文章を寄せているので、その一部を抜粋して紹介

学校となった。郡山中等公民学校初代専任校長、郡山青年学校初代

て中等公民学校として運営するようになってきていたが、国家レベ

する（一八二頁～一八四頁 。

青年学校

ルでは、実業補習学校と青年訓練所は併置されたままで、その教育

私は昭和九年（一九三四）四月から同十三年の三月まで、郡山

)

対象者や教育内容は重複あるいは競合しており、その制度的解決が
が公布され、従来の実業補習学校と青年訓練所を統合した形での青

三小学校の校長と裁縫科の先生が兼務教員となり、二名の専任教

それまでの公民学校は、校長は郡山小学校長が兼務し、ほかの

公民学校ならびに郡山青年学校にお世話になりました。

年学校が発足した。青年学校は、「男女青年ニ対シ其ノ心身ヲ鍛練

員が各小学校を巡回して、小学校を卒業して実務についている青

望まれていた。そこで、昭和一〇年（一九三五）四月「青年学校令」

シ徳性ヲ涵養スルト共ニ職業及実際生活ニ須要ナル知識技能ヲ授ケ

年子女を教育しておりました。

その頃は、農村は凶作でまた世の中は不景気で苦しい時代でし

（中略）

野以テ国民タルノ資質ヲ向上セシムルコトヲ目的」としており、尋

常小学校卒業者を対象とする二年制の普通科、普通科修了者及び高

等小学校卒業者を対象とする本科、本科卒業者を対象とする研究科
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めに、独立校舎の建設と選任校長の設置を議会に提案し、議会は

たが、若くて教育に熱心な国分友睦氏が村長で青年教育振興のた

一ヵ年でありました。

は二ヵ年、二部は毎日出校で男女とも二ヵ年、研究科は男女とも

二部に分かれ、一部は大体週一回の出校で、男子は四ヵ年、女子

教科は男女共修身公民科、普通学科、職業科で、他に男子は教

原案通りこれを決定しました。
私は郡山に赴任すると早速、独立校舎の建設と学校経営の充実

協議して、敷地は郡山小学校

村当 局や学校後 援会など と

かるとともに国防にも極めて重要であるとして、昭和十四年（一

青年教育は益々重大視され、青年教育を徹底して地域の振興をは

年四月には国家総動員法が公布されるなど時勢の推移に応じて、

昭和六年満州事変が起こってから日支事変へと発展し、同十三

練科、女子は家事裁縫科を教育していました。

運 動 場 の 西 側 の 田 圃と 決 定 し

を村長から要請されました。

現在の郡山中学校 、校舎の
建 築 に 着 手 し ま し た 。 学 校後

青年学校の充実が、戦争の拡大と関連していたことがわかる。昭

九三九）四月には青年学校は義務制となりました。

)

援 会 、 村 青 年 団 等の 協 力 と 工

和一〇年（一九三五）の郡山青年学校の教員数は二三名、生徒総数

(

事施行者の誠意ある努力によっ

は三三六名であった。

)
(

)

小学校の施設・設備の充実と軍国主義化

て 、 職員室、校長室、男子 普
通教室 三 、裁縫室（二 、家
事室 、小使室、 畜舎、農舎 等

の支援によって当時としては最新の教育設備も備えるようになって

昭和に入っても、村内各小学校の施設は拡充され続け、また村民

いく。昭和三年（一九二八）には、郡山尋常高等小学校（当時の教

が建設されました。
昭和 十年 四月 、 青年学 校 令

常の拝礼の他、戦時中に学校が空襲で炎上した時などは、この奉安

の施行によって、公民学校と

殿の中の御真影と教育勅語の謄本を無事に持ち出すことが、子ども

職員数一五名、学級数一二、生徒数四九七名）の西校舎（延べ一二

青年学校は、
（中略）普通科、

の命を守ることと同様に教職員の最重要任務であるとされた（『鹿

青年 訓練所を統 合 して 、郡 山

本 科 、研 究 科 に 分 か れ 、 普 通

〇坪）の増築と、村内四つの小学校の奉安殿の新築がなされた。通

科は 二ヵ年で 尋 常小 学 校の 卒

児島新聞』昭和三年一一月一四日号 。

青年学校となりました。

業生 が 入 学 し 、 本 科は 一 部 と
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)

れたのは昭和一五年（一九四

二学級となり、複式が解消さ

盤尋常高等小学校の高等科が

小学校となった。そして、常

村立小学校はすべて尋常高等

複式学級）され、四つの郡山

盤尋常小学校に高等科が設置

科が設置されていなかった常

には、村立小学校で唯一高等

昭和四年（一九二九）四月

（『（旧）郷土史・下』三〇七頁、『常盤小学校沿革史』 。

庭の崩壊と敷地の狭さから、字大園に移転し校舎も新築された。

学校に変わった後の昭和一七年（一九四一）には常盤国民学校が校

年六月九日号、同昭和一三年四月一二日号 。また、小学校が国民

落成している（『鹿児島新聞』昭和八年一二月九日号、同昭和一〇

室が、昭和一三年（一九三八）には花尾尋常高等小学校の新校舎が

には郡山尋常高等小学校の家事裁縫室と常盤尋常高等小学校の裁縫

得ながら南方尋常高等小学校の新校舎が、昭和一〇年（一九三五）

昭和八年（一九三三）には校区民一戸当たり数日間の労力奉仕を

一五年度南方小学校 学校要覧』『郡山尋常高等小学校沿革史』 。

には郡山尋常高等小学校にラジオが寄贈、設置されている（『平成

(

日に開催された郡山尋常高等小学校音楽学芸会には、教職員・生徒・

郡山尋常高等小学校に寄附している。ピアノ開きを兼ねて三月一四

附金を集め、ピアノ（九〇〇円）と蓄音機（一六五円）を購入して

四頁 。また、同昭和四年、郡山校区学校後援会は、校区民より寄

遂行を目的として徹底されることになる。学校教育も、授業よりも

学校は国民学校となった。ここにおいて、学校教育のすべては戦争

スヲ以テ目的」（第一条）とする 国民学校令 が出され、従来の小

三月「皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的練成ヲ為

真珠湾攻撃により太平洋戦争が始まった昭和一六年（一九四一）

)

来賓の他、約二五〇名の父兄・校区民が参加した。当時学校は、家

食料をはじめとする生産の増強のための労働奉仕や退避訓練が主な

)

庭にはない最新の文化設備を備えた村の文化施設であったこと、そ

ものになってゆく。当時の学校教育の様子について、『（旧）郷土

)

(

の設備充実には校区民の金銭的負担があったことを物語っている

史・下』は、次のように述べている（三〇八頁～三〇九頁）。

国民学校と学校報国隊

〇）にな って からであった
『常盤小学校沿革史』、『常盤
小学校創立六〇周年記念誌』

『鹿児島新聞』昭和四年三月一四日号、同三月一八日号、同八月一

｣

)

国民学校、青年学校をはじめ県下の学校には学校報国隊が結成さ

も県下の学校に増産報国隊の出動を指令しました。これより先、

（前略）昭和十六年一月の政府通達に応じ、七月には鹿児島県

｢

(

七日号 。

また、昭和五年（一九三〇）には南方尋常高等小学校に、昭和六

年（一九三一）には郡山尋常高等小学校に水道設備が完成し、同年
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)

れました。国民学校の上級生、青年学校の生徒達は手不足の農家
の田植の加勢に出動したのです。

ゆきました。

空襲が激しくなると、学校も警報発令に応じて迅速な退避訓練

校庭まで耕して甘藷畑にし、道路に土手のあるところは大豆を植

しかし大東亜戦争に突入してからは大変でした。後には学校の

なりました。

急退避の訓練に追われるように

上級生が下級生を指導しての緊

が要求され、学校内での退避の仕方、出校下校の際は部落単位に

え、川土手にはヒマを植えてその実を採取し、また畔土手などの

この他、当時の新聞は、昭和一

（中略）

彼岸花の球根を掘りました。これは学校に数量が割当てられ、供

ました。これはもう戦争末期のことでしたが、既に述べたように

に軍の木炭焼場があって、それに俵を供出し、また搬出まで行い

炭俵用の茅を切り、炭俵作りの縄ねりをして、花尾山やその奥

部五円を国防献金としたことや、

場からの甘藷の収穫物収益金の一

六百年記念事業として開設した農

高等小学校が大浦高原に紀元二千

六年（一九四一）一月、常盤尋常

木炭は郡山の重要軍事産物でしたから、郡山国民学校や青年学校

昭和一八年（一九四三）下伊集院

出しました。軍用の特殊の糊の原料になるという話でした。

の学徒報国隊は木炭に関連する仕事に戦時中ずっと動員されたの

村立共進国民学校児童が大東亜戦

争宣戦詔勅渙発（詔勅を発するこ

かん ぱ つ

でした。
縄も何十㍍の長さのものを何百束と割当があり、昭和十九年頃

と）二周年記念に前線兵士に毎月

どを伝えている（『鹿児島新聞』昭

からは教室での勉強はほとんど二、三時間といったふうで、朝か
（中略）日置郡内の国民学校学徒報国隊が野菜不足に苦しむ鹿

和一六年一月一二日号、『鹿児島日

慰問の便りを発送していたことな

児島市内の学校友達に野菜を運んでやろうという計画がなされ、

報』昭和一八年一二月八日号 。

ら作業にかり出されました。

それぞれ大八車に野菜を満載し、数百台を連ねて鹿児島まで運搬
し、大変な歓迎を受けたことです。十八年秋頃のことのようでし

一九四五）八月五日、郡山村役場

また、終戦直前の昭和二〇年

)

た。
そうするうちに敵機の本土来襲がはじまるようになり、道路脇

小高い丘の麓にある深い防空壕

の北約二〇〇メートル、油須木の

(

にたこ壺を掘れとの命令が出て、受持区域が割当てられて掘りに
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(

が濃くなり、健児団訓練で伊集院まで歩いて行き、閲兵分列行進

六年生の修学旅行は楽しいでした。鹿児島駅まで歩いて行き、

奉安所）に並置されていた日置・指宿・川辺三郡の国民学校の御
軍機の機銃掃射の銃弾に当たって大怪我をし、七日後に亡くなると

始めての汽車に乗り、霧島神宮前駅で降り、丸尾旅館まで歩いて

をしたことを思い出します。

いう悲しい出来事も起こっている（『（旧）郷土史・下』三四一頁

行きました。

真影を警備していた加世田市津貫国民学校教員の西秀雄先生が、米

～三四三頁 。

高等科になってからは、農作業が多くなりました。食料増産と

)

戦時中の学校教育の様子について、昭和一二年（一九三七）四月

りましたが、運動会は出来なくなりました。また「まっがん」の学

に、盛田先生宅の山の土を、何回運んだでしょうか、よい畑にな

いう事で校庭にからいもを植えることになりました。畑にするの

に南方尋常高等小学校初等科に入学し、昭和二〇年三月に南方国民

林地まで、肥料を二人でかついで、狭い坂道を何回も登りました。

戦時中の学校教育の様子

学校高等科二年を卒業した渕脇（旧姓・永田）フサエは『南方小学

学校下に田んぼも造りました。（現在プールがある）川原の荒

)

ました。何ヶ月かかったか覚えて

地を田んぼにするのに、毎日毎日二人で「モッコ」を持ちよく働き

（字黒仁田周辺）

校百周年記念誌・三重岳』の中で次のように述べている（九六頁～
九七頁、傍注は筆者 。

私の八年間の小学校時代は、戦時中でしたので、勉強よりも農
今でもあの頃の小学校の全景が、脳裏に焼きついて離れません。

た。収穫の喜びは覚えていません

上がって、集落別に米を作りまし

いませんが、七枚の田んぼが出来

正門の右側に奉安殿・運動場のまん中に大きな二本のセンダンの

が、あの「モッコ」持ちのきつかっ

作業ばかりを思い出します。

木、東側に古校舎、西側に二階建ての新校舎、そして裏に回ると

た事は忘れられません。

学校から帰ると、ススキを刈り

びました。

で作った炭俵に入れ、農協まで運

釜に入れ出来上がった炭は、自分

ら弁当を持って山に行き木を切り、

冬になると炭焼きでした。朝か

きれいな水が、こんこんと湧き出していた水飲み場。その隣りに
小使い室、池、農機具室・堆肥小屋・豚小屋・鶏小屋などがあり
ました。
（中略）
昭和十六年の五年生の時に、尋常小学校から国民学校になり、
太平洋戦争が始まりました。五年生の時は先生が三人代わりまし
た。男の先生でしたので、召集されたのです。学校行事も戦時色
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今頃ススキの茂ったのを見るとあの頃をなつかしく思い出します。

に行き炭俵を作りました。一人何枚かの割り当てがありました。

て近郊の学校へ兵隊さんは

敷の四五連隊の兵舎が焼け

二．米軍 の激しい空爆で 、 伊

て 、教室、宿直室など全部

校長室、職員室だけを残し

分散された。南方小学校も

夜の宿題は縄練りでした。「アメリカまで届くまでと」練らされ
ました。
わらを叩くのが大へんでした。相当の長さに練ったつもりでし
たが、あの縄はどうなったのでしょうか。

昭和二十年三月、卒業式が講堂であり、式が無事に終わり、後

の青年舎は、鹿児島で焼け

と に 分 散 して あ っ た 。川 田

兵隊さんが入れられた。学

は謝恩会という時、警戒警報が出たのですぐ集落別に帰りました。

た山形屋の被服工場になっ

日増しに戦争が激しくなり、警戒警報が出るようになりました。

家から楽しみに持って行った重箱の料理は、家で食べたのを思い

て いたので、当時担任して

校の授業は、各部落の青年

出します。（後略）

いた三年生は組合（川田農

集落別に一年生から高等二年生まで一緒に帰るようになり、私は

また、終戦当時、南方国民学校の教員であった川畑（旧姓・加世

協支所）で授業があった。

舎（今の公民館）に学年ご

田）美知子は、『南方小学校創立百周年記念誌・三重岳』の中で、

空襲のサイレ ンがなると、

一年生の女の子をおんぶして帰りました。

次のように述べている（七三頁～七四頁 。

きれいだった。戦時中で食糧増産のために、校庭はから芋や南

一．南方小学校の春は、校庭のまわりの桜の花がいっぱい咲いて

もっぱら国語の本を声をひ

こで は字を書けな いので 、

近くの竹山に避難した。そ

)

瓜畑になっていた。農業専科の東先生が畑に影をさすからと、

そめて読んだものだ。

作戦にそなえて炎天下の校庭で兵隊さんは、腹這前進で手榴弾

｣

いや非常時で食糧増産が大切だ と両先生の言い合いになり、

を米軍に投げる練習をしていらっしゃるし、婦人会は竹槍で米

｢

枝をおろすということで、やっと解決した。その時の桜の古木

軍と戦う練習をしていた。八月十五日詔勅が下り、日本は戦争

三．二十年七月、米軍 の上陸

桜の木を切ろうとされたら、宮原校長先生がとめられた。「南
方小学校の移転開校の記念の桜の木だから切ってはいけない」

が今でも数本残っている。
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から学校も記録はなにも残さない方がよいと言われ、学校のす

員会議がある。宮原校長先生が指導者は、みな米軍につかまる

米軍が進駐してくるものと不安になる。その後、夜遅くまで職

に負けた。負けたとなるとすぐにも片田舎の村にも、どんどん

除に努めた。

停止などを直ちに実施し、軍国主義的教育・超国家主義的教育の排

においても、軍国主義者の教職追放、修身・日本歴史・地理の授業

民主化を最重要な課題として占領政策を実施した。学校教育の分野

終結した。日本に進駐した連合国軍（米軍）は、日本の非軍事化・

『創立百周年記念誌・三重岳』郡山町立南方小学校 平成四年

【参考・引用文献】

とがわかる。

軍事物資増産のための勤労奉仕が学校の活動の中心になっていたこ

学習をそっちのけにした心身鍛練のための団体訓練や、食糧増産・

これらの戦時中の学校についての記述から、学校教育本来の知的

た。終戦の次の日か、その次の日位だったと思う。 後略）

しい教育のあり方が検討され、「教育基本法草案」が作成されていっ

委員会」を設置したが、この委員会で新しい民主国家日本にふさわ

も教育学者や官僚を除く教育関係者を中心に構成された「教育刷新

て、報告書（「第一次米国使節団報告書」）を提出させた。日本政府

使節団を招き、今後の日本の教育の基本的あり方について調査させ

育を受ける権利を規定した。また、同年占領軍はアメリカより教育

の第二六条第一項は、基本的人権の一つとして、すべての国民の教

戦争放棄を三大原理とする「日本国憲法」が公布された。この新憲法

(

『鹿児島縣日置郡誌』 復刻版）名著出版、昭和四九年

た。こうして、新憲法の精神を教育分野における諸原則として具体

昭和二一年（一九四六）五月には、国民主権・基本的人権の尊重・

べての書類や校長室にかけてあった歴代校長先生の写真や、卒
業式の写真、校舎建築の時の棟上げの写真等を全部校庭で焼い

『 旧）郷土史・上』郡山町教育委員会、昭和四六年

化した「教育基本法」が制定され、昭和二二年（一九四七）三月三一

(

(

なった小学校と中学校の計九年間が義務教育とされた。

線型学校制度になった。このうち、市町村が設置義務を負うことに

校、三年制の高等学校、四年制の大学という六・三・三・四制の単

によって、戦後日本の学校制度は、六年制の小学校、三年制の中学

校教育法」も公布され、新年度より施行されることになった。これ

同時に、
「教育基本法」の諸原則を学校教育制度に具体化した「学

日公布された。

『世界教育史体系３・日本教育史Ⅲ』講談社、昭和五一年

第三節 第二次世界大戦後の学校教育
１ 六・三制の出発
「教育基本法」「学校教育法」の制定
昭和二〇年（一九四五）八月一五日、日本は「ポツダム宣言」を受

諾し全面降伏した。これによって、第二次世界大戦・太平洋戦争は
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新制小・中学校の発足
｣

郡山中学校発足から五年後の昭和二七年（一九五二）三月の郡山中

｢

学校教育法 の施行をうけて鹿児島県では、昭和二二年（一九四

学校卒業生二三六名のうち、新制高等学校進学者は鶴丸高校一一名・

の学校教育に寄せた熱意が、その出発の基礎を支えていたといえる。

七）五月一日より国民学校をいっせいに新制小学校に切り替えた。

男女計三七・三㌫であった。（『郡山中学校創立十周年記念・沿革

伊集院高校一二名を含む八八名で、上級学校進学（高校以外の学校

新たに義務教育学校となった新制中学校も、鹿児島県では同年五

史』 一頁～四頁、『南日本新聞』昭和二三年二月二九日号、『郡山

郡山村立の四つの国民学校も、それぞれ郡山小学校・南方小学校・

月二日にいっせいに発足することになった。しかし、新制中学校発

村広報・第九号』昭和二七年四月二五日、郡山中学校教諭今西典二

への進学者二名を含む）率は、男子四六・六㌫、女子二八・○㌫、

足のための財政的裏づけは全くと言って良いほど無かったので、ほ

作成 郡山中学校卒業生の進路状況

花尾小学校・常盤小学校として新しく出発した。

とんどの中学校の教室は、小学校や青年学校等の校舎の借用となら

)
｣

また、当時の下伊集院村嶽地区には、昭和二二年（一九四七）五

｢

ざるを得なかった。

月二日、下伊集院村東中学校大谷分教場が開校されたが、この分教

ところで、戦前には極端な中央集権主義をとっていた教育行政制

郡山村に設置された新制中学校は、郡山村立郡山中学校一校であっ

た。廃校となった郡山青年学校の校地と校舎を譲り受けて、郡山中

度を昭和二三年には抜本的に改め、教育の地方分権、教育の民衆統

場は昭和二四年四月には下伊集院東中学校大谷分校へ、翌二五年四

学校が独自の敷地と校舎を持ったのは、翌昭和二三年（一九四八）

制、一般行政からの教育行政の独立を原理とする公選制教育委員会

た。もちろん、独自の校舎や教室はなく、本部を郡山小学校に置き、

四月一日からであった。五月には、村内各戸からの労力奉仕を得な

制度を規定した「教育委員会法」が公布された。同年中に、都道府県

月には下伊集院中学校大谷分校へと改称された。そして、昭和二九

がら郡山中学校校舎第一期工事（教室二一四・五坪、便所一〇坪）

および政令指定都市の教育委員選挙が実施されたが、市町村の教育

一年生六学級は郡山小学校教室、二年生四学級は郡山青年学校教室、

が、翌二四年（一九四九）三月には校舎第二期工事（四教室一〇〇

委員選挙は延期され、五年後からの実施とされた。そして、昭和二

年（一九五四）四月には、下伊集院村立大谷中学校として独立校と

坪、便所一〇坪他）が、昭和二六年（一九五一）一〇月には講堂

七年（一九五二）一〇月に初めての郡山村教育委員選挙が実施され、

三年生二学級は旧たばこ収納所の空き室を借用しての出発となった。

一五一坪）および理科室（五三坪）他の工事が、竣工している。

村民の選挙によって選出された教育委員と村議会選出教育委員一名

なった。（『郡山中学校創立十周年記念・沿革史』六頁～七頁）

このように郡山においても、経済的財政的破たんの中での新制中

によって郡山村教育委員会が出発した（『（旧）郷土史・下』四〇

発足時の教職員は永尾歳行校長以下二一名、生徒総数五一三名であっ

学校の出発は苦難に満ちたものであり、労力奉仕などに表れた村民
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(

)

六頁 。

校庭の真ん
中には、大き
な二本のセン
)

ダンの木があ

六・三制発足当初の小・中学校の様子
六・三制発足当初、南方小学校に勤務していた松元（旧姓・増満

りました。
夏は葉が茂

ヨウ子は、当時の小学校の様子について『南方小学校創立百周年記
念誌・三重岳』に寄稿している。その一部をここで紹介しておく
(

)

運動靴が配給になり、抽選で渡していました。衣料切符が無いと

当時は終戦直後で、物の無い時代でした。年に一回、学生服や

は葉が落ち、

涼んだり。冬

生をしたり、

り、木陰で写

着物や服も、布も買えず、古着で洋服を作るリサイクル時代でし

温かい日が当たり、

七五頁～七六頁、傍注は筆者 。

たので、私の洋服もセルの着物を上手に縞を活かして作り上げ、

実がみのるとヒヨド
リ等小鳥が来てさえ

（毛織物の一種）

学校に着て行きました。
用紙も配給で、更生紙でした。黒っぼくて、消しゴムを使うと

ずっていました。

女の先生のお尻を目

ンコで鳥を射ったり、

拾って手作りのパチ

子供達は、この実を

休み時間になると

破けてしまうしまつでした。写真を見るとおわかりのように、児
童達は素足で登下校し、洋服の上に綿入り羽織を着ています。
（中略）
修学旅行も往復だけ運動靴を履き、登山の時は、家から持って
きた手作りのわら草履にはきかえていました。
学芸会で月の砂漠の遊戯をしたのですが、ネクタイや帯揚げ等

で拭く子もいて、袖はピカピカ。ノミやシラミがいて、髪にＤＤ

冬になると風邪をひき、鼻水が出てもチリ紙もなく、着物の袖

も陣取りごっこをし

ていました。女の子

るさしては逃げ回っ

がけてはじく等、わ

Ｔをふりかけてもらい、まるで、子供の白髪といった感じでした。

て、校庭を元気一杯

を使って王子様やお姫様の感じを出すのに苦労しました。

でも子供達は、実に元気ではつらつとして素直でした。
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物資不足による苦しい学校生活の中にも、自由で未来への明るさ

とび回り、教室に残っている子供などいませんでした。

方で、当時いなかの新制中学校にはもったいない程の立派な先生

であった。先生は津田英学塾という東京の旧制大学を卒業された

鹿児島市にいたアメリカ進駐軍が、中学校の英語教師を集めて

だった。

また、『郡山中学校創立五十周年記念誌』には、前教員で後に校

研修会を行ったとき、アメリカ人に通じる英語を話せる数少ない

に満ちていた当時の学校生活と子どもの様子がうかがえる。
長も務めた前田清臣が、発足当初の郡山中学校の様子について文章

一人であったそうだ。それまで見たこともない録音機を使って研

)

修された話しを聞いてとても珍しく興味深かった。

を寄せている（四七頁～四八頁 。
終戦後僅か二年たらずで、教室さえ整わない状態の中で新制中

つの学校とは思われない惨めな有様であった。本部は第一教場

敷地にあった煙草収納所の倉庫と三ヶ所分散の教場で、とても一

校の空教室（郡山小学校と同居）・三年生二学級は現在大和材木

生が 金の卵 月の石 と言われるようになったのは間もなくであっ

と思う。年を追って復興した日本産業の担い手として、若い中学

力を盛り返した象徴の一つが、新制中学校の発足ではなかったか

敗戦後の荒廃と混乱窮乏の中で打ちのめされたような国民の気

（中略）

青年学校跡）にあった。

た。

学校は発足した。現在中学校の場所の青年学校校舎・旧郡山小学

稲田教諭と私は三年生二学級のホーム担任で、煙草収納所を主

花尾・南方・常盤地区の生徒は、毎日往復十数キロ以上の道を

｣

な駐在所として旧郡山小第二教場との間を往復していた。町内小

徒歩で通学していた。自転車などずっと後のことである。上の丸

｢
｣

学校の余った机腰掛を集めてセメント塗りの床に並べ、倉庫の壁

の生徒は日の短い冬場は提灯をつけて家を出、帰りはまた途中か

｢

に黒板を掛けただけの粗末な場所だった。生徒たちは毎朝「今日

らともして帰ると言っていた。

(

も煙草納めに行かんなら。」と冗談を言って家を出て行ったそう

う逞しい素朴な気力と体力が日常の生活に培われていた。

何もかも不自由な時であったが、新しい時代への幕開け役を担

た鹿児島市内に比べて、とにかく屋根のある家の中で安心して学

教室さえ満足でなかった新制中学校の出発ではあったが、平和の

である。それでも毎日空襲に逃げ廻った戦争中や、焼け野原となっ
習できることは、それなりに平和の喜びであった。
僕らは英語を習うんだよ。毎時間授業の先生変わるんだ。 と

英語の授業と、それを自由に使いこなし教える女性教師への興味な

中で学習できる喜び、戦時中は敵国語として使用を禁止されていた

｣

小学生に自慢したほど英語学習と教科担任制は興味と関心を持た

ど、学校現場に自由で素朴な意欲が満ち溢れていたことがわかる。

｢

れた。
その英語の先生は「飯田満喜子」という県下一の素晴らしい先生
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『郡山中学校創立十周年記念・沿革史』一九五七年

【文献出典】

俣幼稚園が開園した。

別院を設置者として東

教法人西本願寺鹿児島

園長一名、副園長一名、

五〇名、教職員定数は

開設当時の園児定員は

『郡山中学校創立五十周年記念誌』平成九年

２ 高度経済成長下の学校教育

教諭二名、給食婦一名

校五校・中学校二校となった。しかし、大谷中学校は昭和三二年

小学校と大谷中学校が新たに郡山町立となり、郡山町立学校は小学

町立となったことに加えて、嶽地区の旧下伊集院村立であった大谷

小学校、南方小学校、花尾小学校、常盤小学校、郡山中学校が郡山

と嶽地区を合併した。したがって、もともと郡山村立であった郡山

町となった。その際同時に、郡山町は、旧下伊集院村の有屋田地区

昭和三一年（一九五六）九月三〇日、郡山は町制を実施し、郡山

『 旧）郷土史・下』四一〇～四一一頁、『平成一六年度東俣幼稚

幼稚園、町内唯一の幼稚園として郡山地区の幼児教育を担っている。

ら設置者が学校法人龍谷学園に変更されたが、現在も西本願寺系の

郡山町で初めてであった。この私立東俣幼稚園は、昭和五四年度か

が、学校教育法に規定する学校教育施設としての幼稚園の開設は、

に郡山地区の馬場集落住民が経営する私立保育園が設立されていた

昭和二八年（一九五八）

童福祉施設としては、

の計五名であった。児

一九五七）四月一日より郡山中学校に統合され、昭和三一年度末

園要覧』一頁

町制実施と有屋田地区・嶽地区の併合

をもって閉校となった。また、旧下伊集院村立共進小学校に通学し
山小学校に変更になった。こうして、町制施行後に迎える初めての

ていた有屋田地区の小学生七〇名は、新年度より通学する学校が郡

教育委員会制度を定めた「教育行政の組織及び運営に関する法律」

会制度を規定していた「教育委員会法」に代わって、新たな任命制

また、同じ昭和三一年（一九五六）一〇月には、公選制教育委員

)

年度となった昭和三二年度の郡山町立学校は、小学校五校・中学校

が施行された。新しい法律の下での教育委員は、選挙による選出で

(
(

一校の計六校であった。 『伊集院北地区郷土誌』五八頁～五九頁、

はなく、自治体の長が地方議会の同意を得た上で任命する仕組みと

(

一三一頁、『郡山中学校創立十周年記念・沿革史』七頁、『郡山小学

なり、市町村教委の教育長は教育委員の中から教委が任命すること

(

になった。郡山においても、九月に町制施行前の村長が郡山村議会

校創立八十周年記念誌』二三頁）
町制の施行された昭和三一年（一九五六）の三月一九日には、宗
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年一月一日）

（『郡山町広報』第四一号、昭和三二

郡山町教育委員会が出発した。

時に一〇月一日より任命制の新しい

歳行）が選出されて、町制施行と同

し、その中から一名の教育長（永尾

の同意を得て五名の教育委員を任命

と海辺で育った先生だったのだろう。目をまあるくしてのぞきこ

の裏でズボンのベルトをはずして見せてくれた先生がいた。きっ

と一緒に月を見た。「先生は赤いフンドシをしているよ」と校庭

足に連れて行った。月食があると学校の小使室に泊って夜半先生

に連れていらっしゃいといわれ、まだ入学していない妹を一日遠

んがいなかったし、それに子供も死んだとよく聞かされた。先生

の卒業式だった。いつも教室の半分はあいていた。戦争でお父さ

昭和二〇年代後半～三〇年代前半の

イ、ウォークマンもなかった。だれかの歌のようにテレビもない

い。ハイテクを使ったシャレたワープロもファミコンにゲームボー

んだ私達は、好奇心あふれるいたづら天使のようだったに違いな
小学校と子どもの様子

然の優しい風にふかれ、流れる季節の空気の中で穏やかにうっと

ビデオもない、生活に便利なものは何ひとつなかったけれど、自

学校を卒業した志賀（旧姓・稲田）房子は、『南方小学校創立百周

りするような時を過ごした。川で洗濯をして服を流した。

昭和三三年（一九五八）に南方小
年記念誌・三重岳』に当時の小学校や子どもの生活についての思い
戦後初期の経済的混乱も収まって日本経済も復興しつつあった時期

出を寄せている（一一六頁 。ここで、その文章を紹介しておく。

遊んだ。どこかにお嫁さんが来ると聞けば走って見に行き、白い

歩いて家に帰った。幼友達とれんげ畑でパンツが草色になるまで

つららを食べながら学校へ行き、北風が顔に冷たくて後向きに

)

である。一九六〇年代の高度経済成長に足を踏み込みつつあった時

つのかくしにうっとりした。そして、ある日突然といっていいほ

扇風機、冷蔵庫と大きな波のうねりのように家庭の中に押し寄せ

期であり、昭和三〇年代半ばからは電化製品が家庭に急速に普及し、
昭和三十三年四月、机をロープでつなぎ合わせて作った手作り

て来た。すべてが、新鮮で大人も子供も歓喜した。この感激だけ

ど、世の中が急に動きはじめた。テレビの出現、続いて洗濯機、

の舞台の黒いカーテンが、もごもごと動いて揺れていた。カーテ

は生まれた時からすべての物が揃っていた現代っ子にはわからな

子どもを取り巻く生活環境が激変していく時期に突入していく。

ンのうしろから、男子生徒のすすり泣く声が聞こえてきた。私達

夏の夕暮れ、家の近くの川のほとりの道端で飛んでいる蛍を父

いだろうと、変な所で威張って見せたい気分である。

卒業してから三十数年、泣いていた子供が誰だったのか、うたっ

がほうきで取ってくれた。両手の中にそっと入れ、急いで家に帰

はピアノに向かった恩師を囲み、泣きはらした顔で歌をうたった。
た歌も今はすっかり忘れてしまっている。在校生わずか二十七人
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代の素直な感想が表現されている。

普及していない生活と電化製品が普及した生活の両方を体験した世

製品が一挙に普及したときの新鮮な喜び、子ども時代に電化製品の

環境に溶けこんでいた子どもの生活の楽しさと美しさ、便利な電化

便利な電化製品が何ひとつ無かった時代の手付かずの美しい自然

蛍がゆっくりと飛んでいった。（後略）

り蚊帳の中に蛍を放した。暗い蚊帳の中で綺麗な光を放ちながら

ことなどをあげ、町民の関心を喚起している。

度の二六三人から一〇年後の昭和五二年度には一三八人と半減する

級となる予定であること、郡山中学校への新入生徒数は昭和四三年

少していること、昭和四六年度から大谷小学校一・二年生は複式学

和四三年（一九六八）の八九〇〇人へと一二年間で一九〇〇人も減

口は町制施行時の昭和三一年（一九五六）の約一万八〇〇人から昭

した上で、この問題を取り上げている。その記事では、郡山町の人

このような客観的状況の中で、町・町教委は、郡山小・常盤小・

三二四名であるのに対して、各小学校への新入児童数は、郡山小九

常盤小五一名、南方小五二名、花尾小八一名、大谷小三五名の合計

日の各小学校からの郡山中学校への新入生徒数は、郡山小一〇五名、

から、郡山町内の小学校新入学児童数は減少に転ずる。同年四月一

ビー・ブーム世代が小学校に入学し終わった昭和三五年（一九六〇）

日本が高度経済成長期に入って地方の過疎化が進み始め、戦後ベ

決されて一五名の委員が決定

統合推進委員会設置条例が可

同年三月の町定例議会で学校

校区民の賛同を得られたので、

した。そして説明会において

小学校区で統合説明会を開催

三月にかけて、これら三つの

大谷小の三校統合計画を発表し、昭和四五年（一九七〇）二月から

〇名、常盤小三四名、南方小五二名、花尾小九〇名、大谷小三〇名

され、三小学校統合への準備

郡山小・常盤小・大谷小の統合

の合計二九六名であった。南方小、花尾小新入児童数は、増加ない

、昭和四五

がなされていった。（『町報

こおりやま』№

)

(

三小学校の統合は、各校区

、昭和三五年二月一五

し横ばいであるのに比べて、郡山小、常盤小、大谷小の新入児童数
が減少している。 『町報こおりやま』№

昭和四〇年代に入ると郡山町でも過疎化がますます進行し、町立

民の感情を考慮して三つの小

年五月一日）

各学校の児童・生徒数も激減してゆく。そこで、町と町教委は、昭

学校の対等合併による統合と

日

において、今

和四三年一二月一〇日発行の『町報こおりやま』№

いう形をとった。すなわち、

137

〉を掲載

11 126

―
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、昭和四七年四
月二〇日・『同上』

従来からあった郡山小学校が小規模の常盤小学校や大谷小学校を吸
収合併するという形ではなく、旧郡山小学校・常盤小学校・大谷小
№

、昭和四八年

学校が対等合併して新設・郡山小学校を設立するという形での統合

151

一日には、三小学校が対等合併して新たな郡山小学校が新設された

の準備が進められていった。そこで、昭和四六年（一九七一）四月
沿革史』

山尋常高等小学校

三月二五日、『郡
)

学校教育の施設・
設備の充実と町育

歌が翌四七年 四

月 に 、新 しい 校

昭和四六年一一

合併による新設校としての出発という形をとったため、郡山小学校
の新しい校章が

設も完成し、三小学校の統合に関する事業は終わった。また、対等

昭和四八年度中には、校舎のみでなく、屋内運動場やプール等の施

教職員二三名、児童総数四八〇名、新入生六一名の規模であった。

は閉鎖され、実質的にも統合された。昭和四八年度の郡山小学校は、

年は、昭和四四年郡山中、四五年南方小、四六年花尾小、四八年

場、六〇年花尾小屋内運動場の順となっている。学校プールの完成

五年郡山中体育館、五七年郡山中柔剣道場、五九年南方小屋内運動

山小講堂兼屋内運動場、四八年統合新設後の郡山小屋内運動場、五

完成年は、昭和三〇年花尾小講堂、同三三年南方小講堂、三五年郡

は、校舎以外の講堂や屋内運動場（体育館 、プールなどの完成年

『郡山町教育行政要覧』や各『学校要覧』、各学校『記念誌』などに

いくと共に、一般校舎以外の施設・設備の充実もはかられていった。

高度経済成長期には、各学校の校舎の改築や新築が順次なされて

英制度の発足

月に決定された。

舎が新しい敷地（中牟田、中学校の北側）に完成したので、三教場

そして、翌四七年三月には、新設郡山小学校の鉄筋二階建の新校

小学校大谷教場となった。

校郡山教場、常盤小学校は郡山小学校常盤教場、大谷小学校は郡山

という手続きによって名目統合がなされ、旧郡山小学校は郡山小学

160

の記載や学校給食の開始年の記載が見られる。講堂や屋内運動場の

)

(

『町報こおり

和三〇年郡山小・南方小ミルク給食開始、昭和三三年南方小週三日

学校給食についていえば、昭和二九年郡山中ミルク給食開始、昭

新）郡山小となっている。

(

、昭

和四六年一月一

完全給食開始、昭和三四年郡山小週三日完全給食開始、昭和三七年

やま』№

日・『同上』№

141

708

五つの全町立小学校週五日完全給食開始、昭和三八年郡山中週五日
完全給食開始となっている。また、昭和四八年には町給食センター
が完成し、学校給食はすべてこの給食センターから配食されること

土の若い人材を育成するため、毎年寄付を行っている。
郡山中学校剣道部の活躍

児童が、昭和三年（一九二八）には一月の日置郡中部武道大会、ま

郡山は、戦前より武道の盛んな地域であり、南方尋常高等小学校

また、郡山町は、明治百年記念事業の一環として、昭和四二年

た四月の中部武徳会支所主催武道大会で共に優勝したことを、当時

になった。
一九六七 一二月「郡山町育英基金の設置、管理並びに処分に関

(

)

員と貸付額は、高校生は五名以内で一人月額二千円、高等専門学校

人材を育成することを目的とする制度であった。発足当初の貸付人

済的理由で進学できない人に対して、町が学資を貸し付け、有用な

た。これは、町民の子弟の中で学業が優秀な成績でありながらも経

で準優勝という快挙をなしとげている。郡山中学校は剣道のみでな

児島県剣道大会で優勝しただけでなく、さらに全国中学校剣道大会

勝している。また、昭和四九年（一九七四）には、一四年ぶりに鹿

和三四年（一九五九）・三五年と二年連続、鹿児島県剣道大会で優

戦後は郡山中学校剣道部の活躍がめざましく、郡山中学校は、昭

の『鹿児島新聞』（昭和三年五月一〇日号）が伝えている。

生及び大学生は一名で月額三千円であった。その後、貸付人員と貸

く、昭和四五年（一九七〇）には、鹿児島県弓道大会で準優勝した

する条例」を制定し、昭和四三年度より郡山町育英制度を発足させ

付額は徐々に増加され、平成一四年度以降は、高校生は七名以内で

という実績も持っている。（『町報こおりやま』№

、同三五年九月一五日、『同上』№

、同

、昭和三四年

町内高校一人月額一万円・町外高校一人二万円、高等専門学校及

三月三一日、『同上』№

四九年六月二〇日、『同上』№

び 大 学 生 は三 名 以
内で 一 人月額 二 万

学校創立五十周年記念誌』三四頁

一月一日 。この基

した坂口健蔵は、『郡山中学校創立五〇周年記念誌』に昭和三〇年

昭和三六年（一九六一）から一〇年間郡山中学校教員として勤務

)

金には 個 人・団体

代後半の中学校の様子について寄稿しているので、その一部を紹介

赴任して初めて出会ったのは一年四組の諸君でした。校庭の南

からも 多くの寄付

昭和三〇年代後半の郡山中学校の様子

)

(

『町報こおりやま』
、昭和四三年

172

しておく（五五頁～五六頁）。

№

170

55

、同四九年一〇月二〇日、『郡山中

五千円となった

65

が あ る が 、特 に 関

118

東 郡 山 会で は 、 郷
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周辺は水田で春は一面のれんげ草、夏はかえるの歌がにぎやかに

れた席でも真っ先にこの古教室の思い出が語られました。学校の

で食べる昼食はみじめにさえ感じました。先年同窓会を開いてく

寒風が吹き込んできました。特に床板のすきまから吹き上げる中

組が割り当てられました。痛みっ放しの室内には八重山おろしの

西の隅に残されていた青年学校時代の古ぼけた二教室に三組と四

条件を克服してのクラブ活動の猛練習など、当時の郡山中学校の様

や休校を余儀なくさせるほどの冬の積雪、遠距離通学という不利な

戦後すぐの姿を残す古いすきまだらけの寒い教室での授業、欠席

が、実力以上の戦力となって好成績を上げてくれたと思います。

ようです。またキャプテンＳ君を中心とするチームワークの良さ

恵まれない環境の中でも素直に充実した練習によって力をつけた

ばらしいチームができ上がり、初めて地区大会で優勝しました。

県立甲陵高等学校の開設

子を具体的にうかがい知ることができる。

聞かれ心が落ち着きました。
私どもが在職した頃は特に寒さが厳しくてよく雪が積もりまし
た。上の丸のＨ君が積雪のため欠席したことがありました。これ
位の雪でと思って彼に問いますと「僕の家の縁側の高さまで積も

戦後の六・三・三制発足当初、郡山村内には後期中等教育機関と

る場合でも、村外（町外）に設置された公立高校に進学せざるを得

るんだよ。」と言います。後日家庭訪問で実情を知り納得したこ

確か昭和三十八年一月は初めから大雪で三学期が始まったのに

なかった。しかし、鹿児島県教委は、昭和五〇年（一九七五）に、

しての新制高等学校は設置されなかった。したがって、郡山村（郡

一週間程休校になったと記憶しています。おかげで私立高校の入

鹿児島学区に属する県立高校として「鹿児島県立甲陵高等学校」

とがあります。彼の家の縁側は高床でそこに腰掛けると足は地面

試願書を提出できない生徒の家まで担任は雪の中をかき分けて行

普通科のみ一学年一〇学級定員四五〇名）を郡山町内に設置開設

山町）内の子どもたちは、郡山中学校卒業後は、公立高校に進学す

きました。胸の辺りまで積った雪に行く手を阻まれ、息せききっ

することを決定し、新設高等学校設立準備委員会を設置した。

にとどかない高さでした。

て帰ってきたようです。三月の別れ遠足、入来峠を下る日かげに

昭和五一年（一九七六）四月郡山町郡山一〇〇番地に開設した甲

(

はあちこちに残雪が見られました。春の名残雪とでもいうのでしょ

が、校舎はプレハブによる仮校舎での出発となった。翌五二年一月

陵高校には、入学試験に合格した第一回新入生四六八名が入学した

着任して数年間は女子バレー部の顧問でしたが、なかなか成果

には鉄筋の新校舎に移転し、一一月には体育館、昭和五三年一月に

うか。今でも忘れません。
が上がりませんでした。それでも遠い通学距離の生徒たちは夕方

はプールも完成した。

その後、昭和六二年度からは、人文科一学年二学級が設置され、

まで練習に汗を流しました。男子バレー部が創設され、若い新城
先生と二人で指導にあたりました。めきめきと技が身についてす
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さらに、郡山町は、国際化を視野に入れた地域づくり推進のため

)

月一日現在の在学生徒数は、一年生四学級（普通科三、人文科一）

平成三年（一九九一）「郡山町人材育成基金」を条例により設置し

(

一五八名、二年生五学級（普通科四、人文科一）一六一名、三年生

た。その後、町はこの基金を使って、郡山町の青少年のリーダー育

可能となった。 『平成一六年度郡山町教育行政要覧』

五学級（普通科四、人文科一）一二八名の合計四四七名である。こ

成をめざした「郡山町青少年の船」や郡山町青少年海外派遣事業を

普通科と人文科の二学科編成となった。平成一六年（二〇〇四）五

の中で、郡山中学校出身者は五二名であり、在学者の約一割をしめ

一八名の計五八名が参加した。また、平成一四年には沖永良部で

Ｎ沖縄」を実施し、小・中学生四〇名と高校生リーダー・引率教員

実施していく。平成四年八月には五泊六日の「郡山町青少年の船Ｉ

、昭和五一年五月二五日）

甲陵高校の開校式（プレハブの仮校舎）

ている。（『平成一六年度鹿児島県立甲陵高等学校・学校要覧』、
『町報こおりやま』№

３ 平成期の学校教育

)

)

の七泊八日の海外派遣事業を実施している。（『広報こおりやま

生四人・短大生一人・社会人一人の計六人を対象に、マレーシアへ

の計二名を派遣した。平成一四年（二〇〇二）七月下旬には、中学

カホームステイに郡山中三年生女子一名と甲陵高校一年生女子一名

一回として、平成六年（一九九四）七月末からの一ヶ月間のアメリ

山町青少年の船」を実施している。また、郡山町海外派遣事業の第

参加者五〇名 、平成一五年には奄美大島で（参加者五二名 、「郡

(

教育へのＩＴの導入と国際化
日本経済の高度成長が終わっ
た平成期になると、情報化社
会・国際化社会に適応できる
人材を育成するために、教育

(

)

、

、平成六年四月二五日。

、平成一四年八月二三日。№

、平成四年九月二五日。№
、平成六年八月二五日。№

以下同 』№
№

平成一五年九月二五日

341

)

〉で示したように、郡山地区内の公立小・中学校の児

454

へのＩＴの導入と国際化が課
題となってきた。郡山町にお
いても情報教育を推進するた
め、平成元年（一九八九）郡

―

小・中学校の児童・生徒数の減少
〈表

441

328

13

生徒数を比較すると、常盤小・大谷小と統合した郡山小の児童数は

一九八〇年代に激減していく。一九六〇年度と一九九一年度の児童・

童・生徒数は、昭和三五年（一九六〇）頃をピークに一九七〇年代・

11

山中学校に、平成二年花尾小
学校に、平成三年郡山小学校
に、平成一一年南方小学校に

パソコン教室が設置され、パ

345

185

ソコンを使った学校の授業が

711

近 現 代
第八編

約一〇〇名、約一〇㌫の減少にとどまっているものの、南方小児童
数は二分の一弱へ、花尾小の児童数は三分の一弱に、郡山中生徒数
は二分の一弱に激減していることがわかる。平成八年（一九九六）
以降を見ると、郡山小は微増、南方小は横ばい、郡山中は漸減であ
るのに対して、花尾小児童数の減少の傾向は相変わらず急速で、平
成一六年度には、昭和三五年度の一〇分の一以下となるわずか三九
名にまで減少した。
花尾小学校の児童数の減少を少しでも食い止めるため、町教委は
平成一四年度から郡山小学校区の児童が花尾小学校へ希望して入学
(

転学）できるという小規模校入学特別認可制度（特認校制度）を
導入した。義務教育学校の場合、一般的には学校教育法により教委
が各児童・生徒の入学する学校を指定するという指定校制度がとら
れている。その例外としての特認校制度は、小規模校の特性を生か
し た 様 々 な 学 習 を 通 して 豊 か な 人 間 性 を 育 て た い と 希 望 す る 他
校区の児童に対して、特別に入学・転学を認める制度である。花尾
小特認校制度は、花尾小校区住民によって結成された「花尾小校区
活性化委員会」が町教委に働きかけて実現したもので、「活性化委
員会」は平成一四年度の三・四年生複式学級化を阻止するために郡
山小校区の家庭を訪問して転入学を働きかけた。平成一四年度の花
尾小学校は特認校制度による転入生もあって全学年で単式学級を維
持したが、平成一五年度には一・二年生が複式学級に、平成一六年
(

、平成一四年七月二一日、『同上』№

、平成一四年

度には三・四年生と五・六年生が複式学級となった。 『町報こお
りやま』№

445

一二月二五日、『南日本新聞』平成一四年一月二○日号、『平成一五

440
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成 一 六 年 度郡 山

行政要覧』、『平

年 度郡 山 町教育

徒数一一）が設置されている。（『南日本新聞』平成一四年三月二

山小学校分教室一（対象児童数四 、郡山中学校分教室二（対象生

専任の教員による学校教育が実施されている。平成一六年度は、郡

)

平成一六年（二〇〇四）一一月一日、郡山町は鹿児島市に合併編

)

ま た、平成一

入された。この日をもって、従来の郡山町立の郡山小学校、南方小

)

四年（二〇〇二）

学校、花尾小学校、郡山中学校は、すべて鹿児島市立の学校となり、

二日号、『平成一六年度郡山町教育行政要覧』

年 三 月 二 一日 、

鹿児島市教育委員会が設置者・管理者となった。

町教育行政要覧』

児童福祉法第四

福 祉 法 人 くろ し

設置主体・社会

児 島 自 然 学園 」

期 治 療 施 設「 鹿

る情緒障害児短

覧』東俣幼稚園

『平成一六年度東俣幼稚園要

郡山中学校卒業生の進路状況」

今西典二（郡山中学校教諭）

『郡山小学校創立八十周年記念誌』郡山小学校、昭和三三年

【参考・引用文献】

三 条 の 五 に定 め

お 会 ）が 、同種

(

｢

の 施 設 と して は
鹿 児 島 県 内で は
初 めて 郡 山 町 嶽
二二〇八番地
(

大谷中学校跡地）に開園した。同学園は、不登校や拒食症・過食
症など軽度の情緒障害により家庭で支えきれない子どもに対して、

入所（定員三五名）や通所（定員一五名）によって心理的治療を行

なう施設である。この鹿児島自然学園内には、学齢児童・生徒の入

所者のために、郡山小学校および郡山中学校の分教室が設置され、
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第一二章 社会教育・社会体育・文化
第一節 第二次世界大戦前の社会教育

教育制度は、第一次大戦終結の大正七年（一九一八）以降、著しく

)

進展してきた（『鹿児島市史Ⅱ』九七六～九七八頁参照 。

社会教育は政府主導に始まり、地方行政によって展開するが、当

初から力点は青年教育、特に青年団の育成指導におかれた。「国策

遂行のために奉仕する青年」（『県史・五』一一四〇頁）を育てる

「社会教育」という用語が使用される前は、「通俗教育」という

九三七）七月日中戦争が勃発、臨戦態勢が着々と準備される。社会

昭和の時代に入り同六年（一九三一）九月満州事変、同一二年（一

１ 戦前の社会教育略史

用語が使われていった。この言葉が文部省で最初に使われたのは、

教育の対象は女性、少年をはじめ国民の諸階層、諸組織に対象を広

のが狙いであった。

明治一九年（一八八六）二月二七日のことである。「通俗教育」と

社会教育は同年八月二四日の閣議決定の「国民精神総動員実施要

げていくことになる。

幼稚園」と同列に使用された。明治四四年（一九一一）五月一七日

綱」に基づく国家精神総動員という一大国民運動の開始を一つの転

は学校教育ではない教育として位置づけられ、
「師範学校・小学校・
通俗教育調査委員会官制が定められ、文部省の監督下で通俗教育に

機として、戦時即応体制を強化する方向に急速に進んだ。

２ 健児団

関する事項を調査審議することとした。
大正八年（一九一九）六月二一日、通俗教育・図書館・博物館・
青年団体その他に関する事務をつかさどる所管課が新設、翌九年
(

一九二〇）五月、各地方庁学務課内に「社会教育」担当の吏員、

昭和六年（一九三一）一一月、熊本県下で行われた陸軍特別大演

すなわち社会教育主事が特設される。翌一〇年（一九二一）六月二
三日文部省官制の改正によって、従来の「通俗教育」という用語を

習を統監された天皇陛下は、同月一九日鹿児島県に行幸された。本

これは「薩摩健児教育の精神を現代に生かし、先賢の精神を継承

改めて、「社会教育」と称した。かくて、社会教育の名称が行政上
な方法がとられることとなる。ついで一三年（一九二四）一二月二

しながら、校外生徒指導、社会生活訓練を施すために、学校教育に

県教育界はこの行幸を記念して「健児団教育」を制定する。

四日文部省内に社会教育課が置かれ、図書館・博物館・青少年団体・

取り入れ」 『鹿児島県教育史・下巻』五五頁）たものである。

使用され、これを一転機として社会教育行政の整備に対して積極的

処女会・成年教育・特殊教育・民衆娯楽・通俗図書認定等に関する

健児団は小学校五年生以上の男女をもって組織し、訓練にあたっ

(

事務を分掌した。以上の史的変遷からわかるように、わが国の社会

714

一 我が愛する心をもって人を愛す

一 皇室を尊び皇国を護る

一 神明を敬い祖先を尊ぶ

健児団は

場があって、その搬出に動員 、（６）鹿児島市への野菜運搬（大八

ての供出 、（５）木炭運搬（花尾山・重平山その他の軍の木炭焼き

種搾油用として供出 、（４）炭俵作り（縄ない・草履作り・割り当

供出 、（３）ヒマ栽培 道路の路肩・川土手・空き地等に栽培、採

墾し生産に供した。（２）大豆植え（通路の路肩まで植えて生産・

出・こっぱ切り・供出のため）空き地・山・川土手・校庭までも開

一 人を相手にせず天を相手にす

車に野菜を一杯積んで、一〇数人くらいで一台ずつ鹿児島市の生徒

ては「敬天愛人」の文字を赤く染めぬいたはち巻きをしめていた。

一 恥を知り節義を重んず

(

)

)

)

)

たちに運んでやった 、（７）防空壕掘り（タコツボ・竪穴式 、（８）

)

の五項目を信条とし、これを具体化し実践することを目的としてい

御真影奉安所防空壕掘り奉仕（郡山の小山迫に日置郡・川辺郡・鹿

)

る。
地域的に班を設け、神社等を中心に早起会を行い、神社境内や道

『（旧）郷土史』編集委員故前田清臣氏は当時を振り返って次の

なった。

と、ほとんど生産活動奉仕が主になり、団体訓練をすることもなく

前述した団体訓練は戦況悪化とともに、昭和一七・一八年となる

のがあった。

児島市等全部の物を奉安のため 、（９）退避訓練、以上のようなも

)

路その他公共的な場所の掃除等奉仕作業をする一方、分列行進、武
道会、静座会、朗吟等も実施された。
南方小の場合、週一回程度学校で団体訓練があり、全員集合―国
旗入場―国旗掲揚―敬礼―遥拝―信条朗読―黙祷―国歌斉唱―閲兵
分列行進―健児団体操―団技（棒倒し等）―作業―訓話―国旗敬礼―
日曜の朝早起会があり、神社等で立木打（示現流の型 、そして

来・日置・吉利・永吉・伊作の健児団が野菜不足に苦しむ鹿児島市

「今でも印象に強く残っているのは、郡山・伊集院・松元・東市

)

清掃奉仕等をした。学校での団体訓練は年一回町村単位で県の査閲

内の学校の友達に野菜を満載にして、数百台を連ねて鹿児島市まで

ように記している。

があり、郡山グラウンドに村内全校集まって訓練成果を点検された

運搬し、大変な歓迎を受けたことである。昭和一八年の秋頃のこと

国旗降下―退場。

ので、査閲前は分列行進等大いに鍛えられるものであった。 『 旧

だろうか。

)

)
(
(

ると、道路わきにタコツボを掘ることになり、受け持ちが割り当て

)

の農作業奉仕（麦刈り・からいも植え・稲刈り 、第二に学校自体

られ、それを掘りに出かけることもあった。いよいよ空襲が頻繁に

一九年から二〇年の初め頃になり、敵機が襲来し始めるようにな

郷土史・下』一七三頁 。

生産奉仕活動として、第一に戦死者あるいは出征兵士遺家族家庭

の生産活動として、（１）開墾（主としてからいも生産・収穫・供
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なりだすと、自ら警報発令に応じて避難訓練が主となり、上級生、

なか抜け切らないため、村当局や学校の先生たちの指導が行われた。

明治末期、部落ごとに青年会が生まれた。二才時代の慣習がなか

らないが、所によっては三五歳までの男子で組織しており、その場

下級生を部落単位に編成して下校したり、緊急に学級別に避難した
終戦間近、郡山の小山迫の山を削りぬき、トンネル内に御真影の

合二六歳以上を特別会員としていた（『（旧）郷土史・下』一八四

主な行事は夜警、園芸等の試作、撃剣等で、年齢は二才時代と変わ

奉安室を造り、鹿児島市・日置郡・川辺郡等の全学校の御真影を奉

～一八五頁 。

りすることに追われるようになった。

安することになり、そのトンネル掘りに生徒を引き連れて、一週間

域を画し、各一個を設けるものとしている。そして、その区域内の

することを目的としている。組織は県下市町村区大字等、適宜の区

「青年会は地方青年の知徳を修養し、体育を奨励し、品性を改善

以下、要約引用することにする。

奨励」という貴重な記事が掲載されている。

明治四一年六月一四日付「鹿児島実業新聞」に「青年会の組織の

)

以上奉仕に出かけたこと等忘れられない思い出である。
単なる健児団の訓練というよりも、実践的な活動といったほうが
良いだろう。作業の往復には隊伍を整え軍歌を唄ったりして、意気
｣

を高揚したものである 。

３ 戦前の青年団

青年をもって組織し、その目的を達成していくこと。

十五歳までが普通であった。年長者に対しては絶対服従で、年かさ

事を行い、青年の仲間に入るのであった。二才は未婚者で数え年二

組という集団があって、数え年一五歳になると厳しい二才入りの行

藩政時代から薩摩藩では在郷すなわち農村部落にも二才（ニセ）

施し、実業部においては、地方の状態に応じ、農業・林業・商業・

いては、撃剣・柔道・弓術・相撲・遠足・並びに遊戯運動等を実

て、教育・実業・衛生・道徳等に関する講話を企画し、体育部にお

部においては、時々名誉会員もしくはその他知名の人士にお願いし

会を開き、毎年一回総集会を開き、会務の進捗を期していく。講演

手段は、会内に講演部・体育部・実業部等を設け、毎月一回常集

の仲間から礼儀その他しつけについて厳格な指導を受けた。郡山も

工業等の改良上必要事項を実施する等取り組みを進める。

明治・大正期の青年会

その例外ではなかった。

各部事業の他に、時間の確守、喫煙飲酒の節制、勤倹貯蓄に努め、

地方の弊風を矯正する等を実施すること」

郡山の麓には寛永六年（一八五三）三月に松尾舎という学舎が設
立されたということだが、これは麓地区の郷士の子弟のために設立

日置郡・郡山村青年団

大正四年（一九一五）九月一五日、全国各地に「青年団」が組織

されたものと思われ、青年団のはしりではないかと言われているが
詳しいことはわかっていない。
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かくて、翌五年一月一四日、日置郡連合青年団が設立され、郡山村

される。同年一二月一日、これを受けて鹿児島県知事の訓令が出る。

果男子の多くは海外、県外、近くは熊本・宮崎及び他郡に出稼ぎに

狭く自然農業も集約的に行われ、労働力なども過剰である。その結

「本郡は戸数二万二〇〇〇余、人口十五万余いるが、面積も割合

行っている。・・・伊集院及び郡山は多少商店があるが、純農業地

も仲間入りした。当日の「鹿児島朝日新聞」は「日置郡連合青年会

組織 枝次日置郡長の談」との見出しで次の記事が出ている。
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各村は早くより青年会を設立し、様々な活動をしてきたので、郡

連合青年団ではない が発足し、管内町村青年団を統括した。年

同二月一二日、青年団の組織を系統的に変更し、日置郡青年団

可決された。

は一昨年より優良団の表彰を行い、直ちに郡連合会を組織する予定

齢もすべて一五歳から二五歳までとし、青年の修養機関として活動

である。

であった。しかし都合により延期し、今日ここに連合会が発足する

(

)

養 二、智徳体力の向上 三、経済観念の養成 四、公共共同の実

｣

更に、「日置郡青年団現況」についての記事が掲載されている。

践 。さらに「大正一○年実行問題決議」がなされた。「一、時間の

することになる。以下の綱領が決議される。「一、自治的精神の涵

小見出しには「団体総数一五九・会員総数一万九五八人・内在郷三

尊重及び励行を期すること 二、団体及び個人貯金の励行をなすこ

ことが出来た。

―２は、郡山村青年団体

と 三、補習授業以上の必修を期すること 四、各種体育振興の方

｣

八三六人・出稼七一二二人」とある。表
(

)

状況調べ 大正五年一月現在 である。

(

)

法を講ずること」 『日置郡誌』二四一頁 。

かくて、「郡山村青年団」が生まれ、村内四小学区に分団を設け、

各分団に校区内全部落青年団を統括した。

大正一一年（一九二二）四月の段階で郡山村青年団の団員は三六

とし、二条で「本会は日置郡連合青年会と称す」、三条で「事務

一条で会の目的は「各村青年会を統一し、その発展を図ること」

ていった（二四二頁 。

た。武道講習、補習教育、撃剣、角力、体操等に団活動を盛り上げ

郡内で群を抜き、資産も九三四八円と断然他町村の追随を許さなかっ

一人、年間経費は八五〇円六五銭で、この点で二町一一か村の日置

所を日置郡役所内に置く」とした。会則は全一〇条から成っている。

れ、会則をきめている。

発会式の光景」とある。同式は、中伊集院尋常高等小学校で挙行さ

聞」に載っている。見出しには、「一七〇〇余名の会合 盛大なる

連合青年会発会式の模様は二日後の一月一六日付「鹿児島朝日新

12

西本願寺本堂にて行われた。各郡青年団幹部二〇〇余名を始め郡市

大正一〇年 一九二一 二月六日、鹿児島県連合青年団発団式が

れたというエピソードが残っている（大正六年 。同氏は壮年にし

年会を結成し、これを指導、活動が評価されて日置郡長から表彰さ

なお、明治末年、早稲田大学の学生であった福山庄助氏が東俣青

)

長等四〇〇余名が参集した（二月七日付「鹿児島朝日新聞」 。大会

て亡くなるが彼を敬慕する東俣西部青年会の後輩たちが彼の墓石を

)

決議が朗読された。「一、時間を尊重し定時を励行すること、二、

建てたのである。その碑文を見てみよう。

(

大いに読書研究の風を作興すること、三、努めて社会奉仕の実を挙

)

氏ハ性機敏ニシテ克ク奉公ノ心ニ富メリ。明治四二年八月、当時

)

げること、四、各団少なくとも一年一回以上身体検査を行うととも
｣

に各種体育振興の方法を講ずること、以上 。拍手を持って決議は
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シ茲ニ 石碑ヲ寄贈シ之ヲ表彰ス。時ニ年三九歳、惜シムベシ。

一三日、当青年会創立一五周年祝賀紀念ヲボクシ、生前ノ功労ヲ賞

然ルニ不幸ニシテ大正一一年一月二四日逝ケリ。依テ同一二年三月

亦、後、極力青年指導ノ任ニ当リ、今ニソノ功績顕著ナルヲ認ム。

ノ駐在巡査石上清重氏ト計リ、東俣西部青年会ナルモノヲ創設セリ。

のである。アメリカを始

争遂行に動員されていく

郡・県・国と繋がり、戦

村 青 少 年 団 」 が 結成 、

団を発展的に解消する。

争に突入するのはこの年

め世界を相手に太平洋戦

｢

西 部 青 年 会

大正一二年三月一三日 建立
東 俣

の一二月八日のことであ

般の人々は各部落一団となって、シャツ、サルマタの軽装勇ましく・・

ると、見る間に青年団員、在郷軍人、各学校生徒及び職員その他一

ている。「この日の午前四時、村内各部落の時鐘が一斉に乱打され

五日、全村の青年団を中心に行われた「国民体操日」の記事が載っ

大正一三年（一九二四）五月七日付「鹿児島朝日新聞」は、五月

する青年団の責務は極め

出郷する。残留青年に対

士として、徴用員として

ていく。団員の多くが兵

は軍国色に塗り上げられ

戦時下、青年団の様相

る。

・集合しその数一〇〇〇名。・・・各指揮者の指揮で国民体操が演

て重かった。国民精神作興に、銃後の物産増産に、廃品回収に、国

東俣西部は現在の東俣西上・西下である。

じられ・・引き続き各部落の道路修繕や墓地の掃除等美化運動があっ

防献金に、戦勝祈願に、軍人遺家族慰問に、その他あらゆる奉仕作

４ 戦前の婦人会

業に懸命に働いたのである。

て、六時半から七時頃の内に、両陛下の万歳を三唱して解散した」。
青年団はその後実業補習学校、公民学校、そして青年学校と密接
な連携をとり、その協力と指導の下に軍事訓練と補習教育を受けつ
つ、軍事的秩序を持った団体へと変質していく。

)

「明治二七・二八年（一八九五 、三七・三八年（一九〇五）は、

昭和一五年（一九四〇）一〇月国民再組織を目指す大政翼賛運動
が展開されるや、「青少年団体の統一」が実現、翌一六年一月日本

とてつもない大国の「日清・日露戦争」を戦い、勝ったとはいえ、

その大きな痛手は大正時代の中頃まで、陰を落とし庶民の暮らしは

青少年団が結成される。鹿児島県青少年団発足は同年六月のこと。

団長は知事、学務部長が副団長となり、青年団や女子青年団、健児
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大変貧しかった。子沢山と貧しさゆえにただがむしゃらに働いた時
代・・・女たちが自由にものが言えない時代、唯々国策に沿って、
銃後の守りに徹し、国防婦人会・愛国婦人会・大日本婦人会の名称
のもとに出征兵士の歓送、戦場への慰問袋、悲しく苦しい遺骨の出
迎え、遺家族への励まし、食糧増産等物心両面の激しいほどの活動
に決して弱音を吐かず生き抜いた女性たちであった」（鹿児島県地
)

域婦人会連絡協議会・記念冊子『歩み始めて』四頁 。
愛国婦人会
)

明治三四年（一九〇一 、軍事援護を目的として、愛国婦人会が
設立する。日露戦争によって会員は飛躍的に増大、明治三九年（一
九〇六）末五六万人、大正八年（一九一九）末に一〇〇万人を突破、
そして昭和一二年（一九三七）末になると三三八万人に膨れ上がっ
た。
鹿児島県に支部ができたのは同三六年（一九〇三）のことである。
翌年の一二月八日付「鹿児島実業新聞」には、県支部の会員数が載っ
―３をみてわかるように県全体で一三〇八人となって

国歌斉唱に続いて皇后陛下令旨奉読の後、御尊影を奉開し、総会開

催趣旨を述べて、婦人会会長の国分村長の挨拶。会務会計報告、祝

ている。表

いるが、この数字は「全国各府県に対照すれば最下位」である。ち

)
｣

として左記の事項が決議された。

が開催され、会員三一〇余名が出席している。当日「協議実行問題」

昭和一一年（一九三六）一〇月一一日には、同婦人会第二回総会

五時散会した（同一〇年五月二一日付 鹿児島新聞 。

｢

)

伊作町二六・三、二位吉利村二三・二）である（二四四頁 。

昭和一〇年（一八三五）五月一九日郡山村愛国婦人会第一回会員
総会が郡山校講堂で開かれる。会員二五〇余名が出席、皇居遥拝、

と宅万くわ子氏の筑前琵琶「三勇士・兎と亀」で盛り上がり、午後

辞等があって閉会。引き続く余興では郡山独特の西俣「八丁杵踊り」

本村は会員七二人、女子千人付会員数十九・五人と郡内三位（一位

『日置郡誌』は大正一一年九月調で愛国婦人会員数を表している。

なみに、日置郡は会員総数二八人と一二郡中六番目に多い。

12
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(

同一一年一〇月一四日付「鹿児島新聞」

子会長、柳田まゆ子、郡山むら子、中村ゑい子、山田とよ子さん等

三、国防及び軍事思想の涵養

二、団体観念を明徴にすること

かい慰問、資金調達、団体訓練を行って立派な成績を収めている」

乳幼児体育向上並びに皇軍勇士への慰問、出動軍人扶助家族への温

「会員の自覚と役職員の奮闘の功あって、会員を増やしたこと、

)

四、会員相互の親睦

ことから郡山愛国婦人会は、本部から近く表彰される、と新聞に報

時局の先端を目指して東奔西走の腸でありその労甚大である」

五、婦徳の涵養

じられている（昭和一四年一二月三〇日付「鹿児島新聞」）。

一、敬神崇祖の精神涵養

六、公共的訓練
七、生活改善
八、家計経済の計画樹立（台所の改善・愛国貯金の実行・予算の

国防婦人会
)

員数一三〇〇を突破するに至る。昭和一〇年国勢調査女子人員三八

後の同一四年（一九三九）一〇月の時点で会員は大幅に拡大、総会

同愛国婦人会は、銃後婦人団体として目覚しい活動を続け、三年

びに詔書奉読についで、主催者として国分村長開会の挨拶、会則制

された。会員一二四四人が集い、皇居遥拝、国歌斉唱、教育勅語並

一九三五）五月一九日午前九時から松尾城下の公設運動場で挙行

防婦人会が組織された。国防婦人会郡山村分会発会式は同一〇年

作成）

四一人に対し三一㌫の加入率を示し、名実ともに県下第一位を占め

定、役員選定、国分さゆ会長の挨拶、宣言決議、祝辞があり、その

昭和七年（一九三二 、陸軍の監督指導下で、軍事援護団体の国

るまでになった（昭和一四年一〇月一二日付「鹿児島新聞」）。

らは前述した愛国婦人会の第一回総会が行われている。つまり、国

後閲兵、ラジオ体操等が行われ、閉会した。なお当日の午後二時か

(

同新聞は、「県下首位へ躍進―郡山村愛婦会の活動」と大きな見
出しをつけて、次のような記事を載せている。

防婦人会と愛国婦人会の会員は重なっていたということである（同

)

一〇年五月二日付「鹿児島新聞」 。

昭和一四年（一九三九）三月二六日、日置郡の各町村婦人会と国

「最も県下第一位に達するまでには、相当の紆余曲折もあり、日
清・日露戦争当時から役員として活動した鬼塚さと子、時崎しな子、

防婦人会を統合して緊密な連絡調整を図り銃後の支援を強化するた

め、日置郡連合婦人会及び大日本国防婦人会日置郡支部を結成、伊

肥後つた子、竹内なお子、白坂みわ子、郡山ちか子、多丸した子さ

ん等の目覚しい活動がその基礎をなし、数年前から現在の国分さゆ
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集院町郡教育会館にて発会式が開催された。会員二万五〇〇〇人の
女性を結集する一大組織の誕生である。当日は特別講演と東市来町、
郡山村、伊作町婦人会代表の貴重な体験発表も行われた（同一四年
)

三月二六日付「鹿児島新聞」 。
五年ぶりに国防婦人会総会の模様が新聞記事に載っている。同一
五年（一九四〇）一〇月一三日、なんと午前五時から青年校におい
て会員一〇〇〇余名が参集して行われた。協議事項は、一、銃後奉
公会強化運動の件、二、廃品回収の件、三、紀元二六〇〇年記念樹
として梅の木植栽の件、以上であった。最後に銃後婦人の使命完遂
を誓って午後一時散会している。
国防婦人会は全国で会員数九二五万人、分会数十五万六九九（昭
和一七年）にまで拡大する。その一方で、愛国婦人会との間に摩擦
が生じ、これが次第に深刻化していく。時期的には様々な団体を大
政翼賛運動に吸収合併する時と重なっていた。同一七年二月「高度
国防国家建設の要請に即応する婦人会体制確立」のため、各種婦人
団体を統合する婦人報国運動団体として大日本婦人会が創立された。
全国で同一八年の会員数は一九三一万人であった。
本県においても同一七年四月に大日本婦人会鹿児島支部が設立、
翌一八年一月には国防・日赤両婦人会は解散することになる。
婦人会

いた。

同三六年（一九〇三）一月二二日付「鹿児島新聞」に鹿児島婦人

会発足をめぐる記事が載っている。婦人会の目的として「女流の奢

侈華美の弊風を矯正して、質素勤倹の美風を普及せしめて、閑雅優

美なる女子固有の性情を修養して、ますます女子の徳操を進歩発達

せしめ、かつ日常家庭の衛生育児の方法は勿論女子に必要なる事柄。

また、同四四年（一九一一）一月八日付の新聞に、婦人会が地方

何事にても探求し、知識の進歩を計る」としている。

前後に誕生し、会としての組織活動が始まった。婦人会は戦争にお

の公益事業や慈善事業を主とするあまり会員の利益にならない傾向

わが国の婦人会は、先述したように明治二六・二七年の日清戦争
いて銃後を守り、平時において強兵を育てることを主な任務として
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がある、として「今後も更に一層奮励を望むが、会員の利益になる

昭和四年（一九二九）一月八日、連合婦人会と日置郡郡山校区連

女教養改善・戦死者展墓、以上を活動内容としている（二四六頁）。

一、一旦他の場所で酒を飲んだ客には決して酒を出さぬこと

合婦人会の合同役員会が開かれ、そこで次の事項が決議された。

と同時に社会の改良に資益する点に向かって行動し範囲を拡張せん
ことを望む。園芸栽培、品評会以外の取り組みを」との記事がでて
いる。

三、来客に酒を強制しないこと

二、正月料理は吸い物と刺身、数の子に止め、盛り切りは廃す

東市来麓の鶴丸婦人会で、時は明治二六年（一八九四）である。翌

四、婦人の会合には木綿服を着けて出ること

『日置郡誌』によると、郡内で地域婦人会が初めて誕生したのは、
年伊作婦人会が発足するが以後動きはなく、同三五年頃から各地で

五、初子に弓矢と羽子板を贈ることは近親者だけに止め他は金に

こと

昭和七年度（一九三二）郡山村常盤部落（現清和集落）婦人会決

（同四年一月九日付「鹿児島新聞」）

六、お祝いに酒樽を持つことも近親者に止め他は祝い金に改める

すること

婦人会が結成されたという。
郡山村婦人会を立ち上げるため、同四二年七月一一日、村内老
若婦人三〇〇余名、花田中佐が講師となり、婦人に対して二時間婦
人会の必要性と婦人の務めについて講演をしている。
大正一〇年（一九二一）三月三日、郡山村厚地の九部落婦人会を
合同、花尾連合婦人会が結成された。発会式は花尾小学校で行われ、
会員四〇〇余名が出席した（同年三月八日付「鹿児島朝日新聞」）。

一、婦人会集合のとき、欠席金徴収の制度をなさざるも、以後は

議
郡山村で各部落の婦人会を統一して、村一円の婦人会を組織すべ

本会の発展を図るため次のごとく定む。遅刻・早引き金三銭、

二、毎月一日をもって集会を開き、研究会を重ね、来賓講演等を

く大正一一年（一九二二）二月三日各地婦人会長が集合し、協議の
る。郡山村婦人会発会式と総会は同月一二日に開催された。なお、

相談いたし、向上を図ること。従来の夜の会のみ欠席金を徴

欠席・金一〇銭（但し夜の場合）

『日置郡誌』には郡山村婦人会が一九団体、会員数一一八三人、基

収せるもの、以降は昼の集会の時も徴収する。

結果、会長に竹内なを子氏（愛国婦人会代表）を推薦することにな

金九三八円を有し、郡内では上位で、主な活動は「貧困者救助」と

（白坂澄元町婦人会長発見資料の写し）

昭和一〇年（一九三五）四月一九日、郡山村婦人会総会がある。

記している。他の婦人会では取り組んでいない課題として注目した

い。ちなみに、他の一二町村の婦人会は、講習会・講演会・品評会・

敬老会・音楽会・模範児表彰・風紀改善・家庭改良・言語改善・子
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出席者一二〇〇余名、次の協議事項を決議した。
一、毎日、神仏に礼拝すること
二、部落婦人会総会終了後酒宴を用いず茶菓子とすること

（同一九年三月一八日付「鹿児島日報」）

以上、当時の婦人会活動について主に新聞報道から幾つか拾って

（同一〇年四月二一日付「鹿児島新聞」）

次のように書いている。「戦時中はお国のためにと、婦人も一生懸

なお、先の白坂澄氏の覚書ノートには「馬耕講習会」に関連して

みた。

昭和一一年（一九三六）一〇月一一日、郡山村婦人会の会合がも

命でした。夫を戦地に送り出した妻は、その頃の言葉で言いますと

三、行幸記念として貯金を実行すること

たれた。会員一三〇〇余名が出席、村長、助役、村会議員らも来賓
として着席、実行事項が一同で確認されている。

｣

生懸命働きました。

銃後の守り をしっかりしようと、幼い子どもや老人を抱えて一

｢

一、児童の健康保全に努めること
三、祝祭日に国旗を掲揚すること

の講習会や競技会が開催されて、主婦が男に代わって牛を使うよう

り、田や畑を耕さざるをえない状況になりました。そして、その為

特に男手のない農家では田植えの季節になると、主婦が立ち上が

四、経済厚生計画樹立並びに実行を期すること

になりました」。

二、国民貯金を実行すること

五、選挙粛正を徹底すること

戦時下にあって同一八年（一九四三）一月一一日、日置郡婦人幹

する世話、留守家族への援護、献金あるいは訓練等日夜の別なく奉

と泥沼化の中で、国家総動員の一翼を担うようになる。出征者に対

（同一一年一〇月一四日付「鹿児島新聞」）

部錬成会が開催、「勇ましい竹槍操練」の記事が 白坂澄元町婦人

仕に努めた婦人会の活動は誠に筆舌に尽くしがたいものがあった。

婦人会の会員は愛国婦人会、国防婦人会とも重なり、戦争の拡大

会長の当時の活動記録）「鹿児島日報」（一月一六日）に載っている。

(

同一九年三月一五日の日置郡中部婦人会の総会で以下の申し合わ

二、食糧増産に精励努力すること

一、外出するときは必ずモンペを着用すること

学校の校長が兼任であった。目的とするところは女子相互の知徳の

小学校に結成され、二〇歳未満の未婚の女子を会員とし、会長は小

に三団体あり、会員数は一二六人であった。その後昭和になると各

処女会についても触れておこう。郡山には大正一一年（一九二二）

三、電燈節約に極力協力すること

増進、体育の向上、風紀粛正、生活改善、趣味向上が揚げられ、修

せ事項が満場一致で可決されている。

四、勤労報国隊に協力すること
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ていたようだ。

養会、講習会、講演会、手芸品評会等が開催、音楽会にも力を入れ

主として青少年および成人に対して行われる組織的な教育活動」

教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、

昭和三年（一九二七）には村処女会に対し金二〇円が（青年会補

が、同二五年（一九四五）四月三〇日に、「博物館法」は翌二六年

第二条）であると規定している。同法の精神に基づき「図書館法」

(

助としては八○円）村費から補助され、名目は幹部講習会手当となっ

一二月一日にそれぞれ公布された。

とに大別されるが、さらに学習内容・学習形態等によってもそれぞ

の法的措置も講じられていく。社会教育は、青少年教育と成人教育

れることになったのである。その後はさらに整備が進み、充実振興

こうして、わが国は被占領時代に社会教育制度全般の基礎が築か

ている。村補助金は毎年出たようで、後には青年学校が拠点となり、
女子青年団となる。

第二節 戦後の社会教育

れ区分することができる。

本町では昭和二六年（一九五一）に社会教育委員を置くことにな

昭和二〇年（一九四五）八月一五日、日本は無条件降伏、同二七

発足、同三七年四月一日体育指導員を置き、同三九年（一九六四）

育委員が選出された。同三〇年（一九五五）二月一二日町体育協会

１ 社会教育の振興・充実

年（一九五二）三月末日までの期間、連合国総司令部（ＧＨＱ）の

八月九日スポーツの日制定、同四七年（一九七二）七月一日教育委

り、同二七年（一九五二）一〇月五日教育委員会が発足、五人の教

占領統治下におかれた。したがって、戦後社会教育の整備・振興は、

員会に社会教育指導員を設置、同月二六日文化協会発足する。同五

三年（一九七八）五月三日コミュニティの拠点としての中央公民館

ＧＨＱによる影響が大であった。
昭和二〇年（一九四五）九月、文部省は「新日本建設に教育方針」

昭和二二年（一九四七）三月わが国教育の新しい方針を明らかにし

的な青少年団体を育成する必要があるという方針を明らかにした。

町内における育成機関に関係者をもって組織」（同協議会規約第一

される。「会は、町内各自治公民館青少年育成母体の指導者並びに

同五一年（一九七六）四月一日、町青少年育成連絡協議会が結成

が完成、社会教育は大きく進展していくことになる。

た「教育基本法」が公布され、「社会教育は国及び地方公共団体に

条）され、 青少年育成会の組織の充実とその活動の促進を図り、

を発表、社会教育全般にわたりその振興を図るとともに、更に民主

よって奨励されなければならない」（第七条）と定められた。

育成会指導の資質を高め、青少年の健全育成に努めることを目的」

｢

同二四年（一九四九）六月一〇日に社会教育の基本法である「社

会教育基本法」が公布施行された。同法は、「社会教育とは、学校

(

同第二条）としている。目的達成のために「指導者の養成及び研
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)

修、指導者の連絡・調整（情報交換 、子ども会・高校生クラブ等

の教育の充実振興を図ること」（同会規約第二条）としている同日

(

)

毎月第三土曜日を「青少年育成の日」と制定、第三日曜日は「家庭

平成元年（一九八八）六月一四日第一回郡山町生涯学習推進会議

のリーダーの育成、他団体及び関係機関との連絡協調」 第四条
同五三年（一九七八）より町社会教育大会開催。同五七年（一九

設置、同二年（一九八九）一二月生涯教育だより「いきいき」発行

の日」とし、青少年自立自興運動を展開。

八二）四月一日町教育振興会が発足する。会の目的は「学校教育と

年六回 全戸配布（平成一三年度第七二号で廃刊、以後「広報こ

等の事業を行うこととされた。

社会教育・家庭教育の連携を密にしながら、町内における児童生徒

)

おりやま」に吸収 、同四年（一九九二）七月

二〇日「生涯学習の町」宣言。子ども、青年、

成人、高齢者を対象に学習・教育の振興、社

会教育団体の育成・支援と一路充実の道を切

り拓いていくことになる。

さらに、同四年（一九九二）五月八重山公

園、同九年（一九九七）四月総合運動公園、

翌一○年五月八重山キャンプ村、翌一一年四

月同キャンプ村交流センター「てんがら館」

がオープン、社会教育の活動拠点も整備拡充
される。

２ 青少年教育
青年学級

終戦の混乱の最中、軍属で二〇歳前後の青

年達が一斉に故郷にもどってきた。後述する

が昭和二一年（一九四六）には青年団が結成
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(

)

は今日までの五ヶ月間あらゆる苦難を克服して勉学している姿は感

村の大きな期待をもって誕生した第一回青年学級を思うとき、魅

される。青年達は、新しい世の中を切り拓き、生活の安定と故郷の
『県史・五』一一五八頁の「青年学級」の項で指摘しているように、

力ある授業運営と真剣なる受講とによって、充分に教育効果を挙げ、

激に堪えない。

青年学級が青年達の「向学心から自発的に起こってきた」ものであっ

開設の趣旨を果たすと共に、これら青年諸氏が村づくりの中核とな

活気を取り戻すために結束し、勉強することを痛感しはじめていた。

た。同二八年（一九五三）青年学級振興法が制定され、行政も働く

り推進力となるよう念願して止まない。」

スは普通科と研究科の二科とする。（３）各科男女別とし四学級に

男子も女子も同じ中学校に一つにまとめて授業する。（２）設置コー

昭和二七年度（一九五七）から青年学級は若干改正された。（１）

青年達の学習の場を創り、助成・振興することになる。
同二六年（一九五一）六月一日付『郡山広報』に「郡山青年学級」
についての記事を掲載している。
「国家再建の重責を担う多数の青年諸氏に教育の機会を与え、社

普通科 男子五八

女子六二

女子六六

計一三八

計一二四

編成する等。生徒数は二六二名であった。

う目的のもとに、郡山青年学級は一月一五日意義ある成人の祝日に

研究科 男子七六

会人としての人格完成に必要な一般教養、及び職業の補習教育を行
盛大な開校式を行った。

生徒減の最大の理由は、青年達の多くが、中卒後就職で村外に出て

同二八年度（一九五三）の生徒数は一五〇名と大激減であった。
花尾教場 七四

行くからである。翌二九年度（一九五四）の学級生は更に減って一

男子生徒
南方教場 六〇

常盤教場 三九

青年学級は国庫補助も受けるが、生徒減を食い止めることは出来

二一名であった。高校進学率も徐々に上がってきた。

郡山教場 三七
女子生徒は郡山中学教場へ一〇三

計三一三名の多数の熱烈な向学心に燃える受講生を得、教場は男

郡山中学校今西教諭の調査表によると、郡山中学校の進学率が恒

ず、結局学級は閉鎖の運命を辿ることになる。

一つにまとめ中学校に付設した。昼間に教育を行っている。教科科

常的に五〇㌫を超えるようになったのは、昭和三八年からで、女子

子は各校区毎に小学校に付設して夜間授業を行い、女子は村全体を
目は社会・教養・実業・生活の四科に配当して年間一五〇時問程度

は四二年からである。村外就職が同三〇年頃から盛んになって集団

級は働きつつ学べる唯一の場所で、それが郡山の青年に与えた教育

就職列車が走るようになっても、村に残った中卒に対して、青年学

になっている。
働きながら学ぶ。しかも昼間の勤労で疲れた身体で夜間に出校し

て勉強することは大変な苦労と思われるが、向学心に燃える若人達
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)
(

効果は高く評価されるべきでしょう（『 旧 郷土史・下』四〇六～
)

四〇九頁 。
青少年の船事業
昭和五九年（一九八四）七月二一日まで、九州少年の船県主催に
郡山の女性チーム八名が参加、サンフラワーを利用して、奈良・愛
知を研修して帰った。同六二年（一九八七）八月四～九日、奄美大
島で宿泊研修、小中高生ほか八七名が参加、その後青少年地域間交
流事業として、屋久島・硫黄島で研修を実施、ついで「青少年の船
イン沖縄」として、石川市少年の船との交流を五回にわたって実施
する等すばらしい成果を収めた。平成一〇年（一九九八）八月三
日～七日、石川市との交流事業に小中学生合わせて四〇名の参加が
あった。
同一〇年八月二四日～二六日「青少年の翼ＩＮ輪之内町」（岐阜
歴史や文化にチャレンジ、先人の生き方や歴史を学び友情を深めた。

一六年度は小学生男子一五名、女子一〇名、中学生男子五名、女子

名、女子七名、中学生男子九名、女子九名計四〇名、指導者一二名。

県）と木曾川工事の浜島紋右衛門・喜左衛門兄弟との関係で交流、
小学生一二名が交流。同一二年八月、三日間同じ輪之内町との交流

一〇名計四〇名ほか指導者一二名であった。

「青少年の船」事業は、それぞれ「実施報告書」（郡山町青少年育

に小学生一二名が参加。
同年八月、「青少年の船ＩＮ沖永良部（和泊町・知名町）」が実施、

六名、指導者一一名合計五一名が参加し、六日間の交流を行った。

年一三年度は五二名の生徒が、一四年度は小学生二四名、中学生一

ンは「学び合い、ふれあい、高め合い―二一世紀にはばたけ郡山の

ておこう。テーマは「奄美大島の自然と文化を訪ねて」、スローガ

以下、同事業最後になった一六年度の「奄美研修」の概要に触れ

成連絡協議会発行）が印刷されている。

同一五年度（二〇〇三 、同一六年度（二〇〇四）は「青少年の船

青少年 、「自然と文化チャレンジ、仲間づくりにチャレンジ、自分

一三年度、一四年度も継続。一二年度は小中高生四九名が参加、翌

ＩＮ奄美大島」が実施される。一五年度の参加者は小学生男子一五
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)

｣

研修が組まれ、海洋航海体験、奄美の豊かな自然・環境・文化遺産

自身にチャレンジ」が研修テーマであった。そして一〇項目の活動・

カのオレゴン州とカリフォルニア州、中学生一名、青年一名派遣。

同一一年七月二一日～八月一九日、青少年海外派遣事業、アメリ

同一二年（二〇〇〇）七月二七日～マレーシア、参加者六名。

同一三年（二〇〇一）七月三一日～八月五日、中国へ七名派遣。

等の見聞、笠利町の子ども会との交流等が行われた。
二〇年間続いてきた「郡山町青少年の船」の灯は、一六年一一月

同一三年七月二六日～八月二日、マレーシア、中学生四名・高校

｢

)
｣

平成一二年（二〇〇〇）一一月四日～一一日、ふるさと学寮「わ

ふるさと学寮（通学合宿）事業

名来町。同年中国から大学生・青年一行二四名来町。

同一三年（二〇〇一）八月二四日～二六日、香港青少年一行二七

交流団本町でホームステイ、ときわの家訪問交流等実施。

同一二年（二〇〇〇）八月二五日～二七日の三日間、香港青少年

甲陵高校・中央公民館・てんがら館等で研修・交流した。

同一一年（一九九九）八月二四日、香港青少年一行三九名来町、

係者五四名と交流した。

歳～二七歳）が来町、郡山ソフトスポーツ少年団をはじめ、本町関

平成一〇年（一九九八）八月二二日、香港青少年一行四七名（八

香港青少年との交流

肺炎流行のため中止。

生四名、短大生一名、社会人一名、随行二名。同一五・一六年度は

同一四年七月二六日～八月一日マレーシアでホームステイ、中学

する。

生二名・大学生二名・随行職員二名、ホームステイ等貴重な体験を

の鹿児島市との合併で消えることになった。二〇回の研修生の総数
は何と八〇〇名に及ぶという（前掲 実施報告書 。
青少年海外派遣事業
平成三年（一九九一）八月二五日から二五日間、日中友好青年の
船に本町から一名が参加、九州八県代表四一七名で、今回で一九回
生となった。
平成六年（一九九四）七月二〇日～八月二〇日まで一ヵ月間、ア
メリカ派遣人員二名。同七年（一九九五）七月～八月、アメリカへ
派遣二名。
平成八年（一九九六）八月六日～一一日、鹿児島はばたけ青少年
の船中国、小学生二名・中学生二名・高校生一名・指導者一名全て
女性で蘇州市や上海市で中国の青少年との交流や中国の文化に触れ
る体験のため出発。同九年八月五日県青少年海外ふれあい事業、中
国ヘリーダーほか五名参加。同一〇年（一九九八）七月二八日、中
国へリーダーほか六名。
平成一〇年七月～八月、青少年海外派遣事業、アメリカへ二名派
遣。
平成一一年（一九九九）県青少年ふれあい事業、中国へ八重山男
児チームリーダー他六名参加。
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活を行う。

中学生二名（男子一三名・女子一〇名）計二三名で八日間の宿泊生

学生一八名、中学生四名合計二二名が、同一五年度、小学生二一名、

町内の小学生一六名、中学生七名計二三名が参加。同一三年度は小

くわくふるさと塾」が八重山公園の「てんがら館」を活用して実施、

連絡協議会との連携を密にして、後輩たちのよき手本として、心豊

る 。活動目標は「心身ともに豊かな生活体験を進め、青少年育成

また郷土の発展に寄与し、後輩たちのよき手本となる活動を推進す

いくよう、各地区の高校生クラブ役員を結集して本組織を運営する。

原動力となる高校生が、誇りと責任を自覚し、希望に燃えて生きて

かでたくましい高校生になる」ことである。同七月二七日には高校

｣

異年齢集団で生活をしながら、通学をする体験を取り入れた事業
分のことは自分でします。（２）決まりを守り、人に迷惑をかけま

は、高校生一一四名参加・講演会八〇名出席、バレーボール大会で

以降、毎年大会は開催されている。同一五年七月一九日の大会に

生ふるさと大会を開催した。

せん。（３）つらくても、最後までやりとげます。（４）みんなと仲

盛り上がった。同一六年（二〇〇四）の大会まで自主運営ができる

で、テーマは「ふれ合い・助け合い・学び合い」。目標は「（１）自

良くして、友達をたくさん作ります。（５）お互いに協力して、助

までに成長した。

昭和四九年七月、子ども会育成指導者研修会開催、望ましい子ど

子ども会

八名、一四年度は三〇名であった。

同一三年度各単位子ども会のリーダー養成研修に参加した数は二

研修を実施、リーダー養成を積極的に推進してきた。

央公民館での研修となった。こうして、毎年各集落代表等を集め、

覚と責任を感じる会となった。平成八年（一九九六）六月には町中

父母や指導者一一名で一泊二日の研修を実施、リーダーとしての自

センターで第一回の研修会を開催し、小学生三五名、中学生二七名、

昭和四九年（一九七四）六月二九日から、吉田の県立青少年研修

子ども会育成連絡協議会（イン・リーダー研修会）

け合います」以上である。
自主性・協調性・社会性を身につけ、青少年のリーダーを育成し、
家族の大切さやありがたさを感じ、すばらしい思い出づくりになる
事業。本事業は平成一五年度まで四年間継続実施、合併により中止
された。
高校生ふるさと大会
昭和六〇年（一九八五）四月一日開設。同五月一〇日、川田学生
会は県青少年育成会議の席上、地域の清掃、老人ホームのボランティ
ア等評価され表彰された。同年八月一〇日ふるさとを興す青少年の
育成と銘打って、青少年ふるさと大会が開催され、講演とバレーボー
ル大会が開催された。
平成九年（一九九七）六月七日、第一回高校生クラブ役員会が開
催され、次の基本方針を決めた。「時代を築き、明日の郡山を拓く
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性化を目指して研究協議、大人も子どもと共に学ぶこと、大人同士

日、坪久田公民館で子ども会運営研究会を開催、子ども会活動の活

も会の育成を求めて研修してきた。平成七年（一九九五年）二月五
した。

〇〇〇 、少年教室は三回企画され、二五七名の子どもたちが参加

科学・体育等に関する活動を行ったものをいう。平成一〇年度（二
)

平成九年（一九九七）一二月一四日、日置地区子ども会創作活動

の対応事業等、一日単位の事業をいう。スポーツ活動（ソフトボー

員会が行う子ども会等の大会、子ども会創作活動、学校週五日制へ

もう一つ各種集会・大会等がある。「集会・大会」とは、教育委

大会と子ども運営研究会が開催され、雪元子ども会が優良団体とし

ル大会等）で、一日以上にわたるものについても「大会」に入れて

の仲間づくりの必要性等不可欠と確認された。

て表彰、体験発表では、有屋田子ども会が青少年の日の活動を発表

いる。同一〇年度、この事業は八回実施され、参加者は一五九一名

少年教室事業は同一一年度以降行われていない。

であった。

して好評をはくした。
同一五年一二月七日、中央公民館にて、郡山町生涯学習推進大会
に合わせ「子ども会・子どもサミット」（町教育委員会主催）が開
催された。町内の子どもから大人まで約三〇〇人が集まる。同サミッ

れた。同大会では厚地子ども会が日置地区優良子ども会として表彰

その解決のために積極的に取り組んでほしいという願いから開催さ

もたち自身が自分たちの学校や地域に目を向け、問題意識をもち、

参加により、薩摩隼人の団結・忍耐・礼儀等を培い、団体行動のマ

寺詣りは、関が原合戦で敵中突破した島津義弘公をしのぶ伝統行事。

社までの往復二四キロメートルを練り歩く。県三大行事である妙円

昭和五三年（一九七八）から実施、郡山町から伊集院町の徳重神

「妙円寺詣り」（町青少年育成会主催）

されたことが伝達され、サミットが始まる。パネリスト七名（小学

ナーとルールを学び、ふるさとに根づいた子ども会活動の良さを見

トは楽しい学校やぬくもりのある地域づくりを進めるために、子ど

生四名、中学生三名）が「楽しい学校（学級）にするために」や

直す機会にと開催される。

｢

るのは水筒とタオル、おにぎりと漬物のみの弁当程度。平成五年

休憩をとりながら約三時間かけて神社へ、そして参拝。持参でき

鹿児島への合併」等、それぞれがテーマを出し意見を発表、パネ
ル討議も行われる。サミット終了後、創作活動大会も開催された
(

)

平成一五年一二月一六日付「鹿児島新聞」 。
少年教室

)

円寺参り」が行われ、子ども会の会員や高校生、一般参加者ら約三

の児童が参加した。同一五年一〇月一八日には「第二五回郡山町妙

第二〇回は五五二名、第二三回は六〇〇名、町内二〇集落の育成会

一九九三 一〇月一六日の第一六回妙円寺詣りには、六三〇名、

(

少年教室とは、町教育委員会が少年を対象にして計画的、継続的

に実施した事業で同一の集団が二回以上にわたって郷土学習・文化・
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五〇名（一四年度より参加者一五〇人減少）が参加した。
なお、この事業は完全学校週五日制対応事業として開催されてい
るものである。

花尾地区文化財少年団

「未来を創る文化財ウオッチング事業」（県教育委員会）として

昭和六三年（一九八八）に結成。目的は「地域の文化財について自

を正しく理解させると共に、幅広い視野をもって未来の郷土づくり

ら調べ考える、いわゆる「過去との対話」を通して、青少年に郷土

町教育委員会の青少年教育事業として平成一五年（二〇〇三）一

に寄与しうる郷土愛に満ちた青少年の育成を図るために、全市町村

青少年劇場・こおりやま太鼓
一月一九日、劇団風の子九州による「竜のとぶ空」の演劇鑑賞。生

町指定民俗無形文化財の花尾太鼓踊り・太平の獅子舞・岩戸の疱

を対象として文化財少年団による文化財の調査・研究、伝承等の活

「こおりやま太鼓」は同一五年度から開講。毎月第二土曜日午後

瘡（ほうそう）踊りの保存伝承活動に取り組む。平成八年（一九九

で本格的な演劇を鑑賞でき、情操教育を図るのがねらい。郡山小は

八時から一〇時まで中央公民館にて和太鼓の練習に取り組んでいる。

六 、組織の再編成が行われ、団員は全校児童より希望者で結成さ

動を実施する」ことであった。小中学生を中心とする「文化財少年

対象は小学生から高齢者までのメンバー三二名、うち小中学生八名

れ、親たちが「文化財少年育成会」を結成した。指導は、各踊り

一～六年生、南方小・花尾小は三～六年が観賞できるよう対象学年

が受講。当初は竹やタイヤを使って練習し意欲的に取り組み、九月

の保存会のメンバーがそれぞれ夜八時から九時半頃まで、集落の公

団」から町教育委員会が花尾地区文化財少年団を選定した。

の花尾神社大祭に出演する。一一月に太鼓一式が揃い、更に学習意

民館や学校の体育館を利用して行っている。

を拡大する。三つの小学校の児童四五二名が鑑賞した。

欲が高まり、保存会として自立を目指している。

少年団育成等、青少年の育成事業は大きな成果を上げつつある。

山ジョギング大会、八重山ハイキング大会・南方小学校のみどりの

その他、親子わくわく映画会、親子料理教室・青少年劇場・八重

を発表、好評をはくしている。

じめ学校の運動会、学習発表会、町の文化祭等で熱心に活動の成果

で受賞し、その功績が認められた。毎年、花尾神社の秋の大祭をは

平成一二年（二〇〇〇）二月一五日、県いきいき教育活動表彰式

)

親子わくわく映画会・親子料理教室
平成一二年（二〇〇〇）七月二二日、中央公民館で多くの親子連
れが参加して、親子わくわく映画会が開催され、映画会、紙芝居、
読み聞かせ等があった。完全学校週五日制の実施に向けた事業とし
て、毎月第四土曜日に開催されている。
親子料理教室は同一三年度から実施毎月第二土曜日に開催（年一
)

〇回 、親子で料理を作る。
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青少年地域活動
青少年教育の一環として町及び町教育委員会は様々な事業・地域
活動を企画してきた。柱は四つ。（一）地域文化の伝承・発展を図
る活動―①郷土の歴史文化等の学習活動、②郷土芸能、工芸等の学
習・創作活動、（二）地域の豊かな生活環境の醸成を図る活動―①
自然観察・植樹の自然活動、花いっぱい運動、②あいさつ、敬老精
神等の啓発活動、（三）奉仕活動体験―①清掃・美化の奉仕実践活
動、②社会奉仕等の実践活動、（四）世代間交流・仲間づくり活動―
①野外活動、スポーツ大会等の体育活動、②演劇、検討会、研究発
表等の文化活動、③高齢者とのふれあい活動、以上である。
平成一〇年度（一九九八）活動内容別実施状況を見ると、事業回
数、参加者数とも極めて多かった。前述した（一）の「郷土の学習
活動」の事業回数二七、参加者九一一名、「郷土芸能等の創作活動」
四一回、一三八三名、「自然愛護活動」一三回、四三九名、「清掃美
化活動」二四回、八一〇名、「あいさつ・敬老精神の啓発」一三回、
四三九名、「野外活動等体育活動」五七回、一九二二名、「演劇等文
化活動」二五回、八四三名、合計で事業回数二〇〇回、参加者総数
六七四七名であった。その内、五七四七名が小中学生で、成人が一
〇〇〇名である。
平成一二年度（二〇〇〇）の実績を見ると大幅に減っている。事
業数では、合わせて二三回と一〇年度より一七七回と大激減、参加
者は四〇七五名で一〇年度と比べ一六七二名も減少している。なお、

特筆すべきは「スポーツへの参加」者が全体の六三・三㌫（二五八

〇名）を占めたことである。ついで、「清掃美化」が一六・四㌫
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(

六七〇名）であった。さらに注目したいのは、一〇年度に高校生・
大学生がゼロであったのが一挙に二五一名に増えていること（うち、
)

二五〇名が「体育活動」 。もう一点は、成人の参加者が二八三〇名
｢

)
｣

―５の通りである。

と急増したことである（参加者の六七・一㌫が 体育活動 。
平成一三年度（二〇〇一）の実施状況は表
事業数は前年度より三回多くなり、参加者は一〇二四名増加し五〇
九九名である。とくに、小中学生は九二四名から二一〇〇名と大幅
に増え、さらに青年の参加者が七〇名から三六八名と五倍強の伸び
を示した。また特徴的なことは、「自然愛護活動」が前年度はゼロ
であったのが事業数三回、参加者七七八名（うち成人七五六名）と
増加したこと、もう一点は「高齢者とのふれあい活動」の事業が三
回、三五名の参加者がいたが、それがゼロになってしまったことで
ある。

３ 成人教育
成人教育の目的は、生涯を通じて、教養を高め、人間性を豊かに

業別構成比では農林業九九㌫、一㌫が商業となっている。婦人学級

への参加者は、女一二八○名でうち九七㌫が農林業関係者であった
)

―６の通

成人学級では、郡山の歴史、親子料理教室、ハーモニカ、パッチ

成人学級

りである。

習講座が開設されている。成人教育の現状については表

なお五つの学級の他、平成一三年度（二〇〇一）新たに子育て学

婦人学級の自主学級数五、人数は二八三名であった。

同五五年度（一九八〇）高齢者学級数は一、学級生数一一〇名、

『各種基礎調査』八二頁 。

(

するとともに、社会の進展に積極的に対処できる資質を培うことで
ある。成人教育の対象は、文字通り一般成人である。一般成人を対
象として開設される社会教育の学級が、成人学級であって、実際に
は様々な名称を用いている。
本町では、成人学級をはじめ高齢者学級、婦人学級、家庭教育学
級、それに乳幼児学級の五つが柱になっている。町制施行の翌年で
ある昭和三二年度（一九五七）女一六〇名、計二四〇名が参加、職

12

12
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フォーラム等、家庭教育・乳幼児学級も講演会、親子読書、体操、

齢者学級では、主に講演会、研修視察等。婦人学級では、講演会、

ワーク等、団体等の自主開設では史談会、社交ダンス、手話等。高

◎ 八重大学＝町中央高齢者学級（昭和五三年度～現在）

して定評がある。ここで同大学について若干触れておこう。

中央高齢者学級がその柱になっているが、同学級は「八重大学」と

なお、成人教育の講座生のうち過半数以上が高齢者の方々である。

公民館にて開催。

期間―五月から翌年二月まで、毎月一回、年間一〇回、郡山中央

間づくりを図るための学級

趣旨―高齢者の学習活動を促進し、心身の健康づくりと楽しい仲

親子工作等。家庭教育学級は、年五回、郡山・花尾保育園、東俣幼
稚園を会場に親子読書、歯の健康教室、子育て講演会、楽しい体操、
折り紙教室等（平成一四年度）。
自主団体として平成一三年度（二〇〇一）母親学級が結成されて
おり、翌年三月現在、三つの小学校で三〇三名、中学校で三二名が

ちなみに、甲陵高校の「おやじの会」が同一五年三月に結成され、

年一〇月二八日付「南日本新聞」 。

会員となり、初会合には中福良公民館に約五〇名が参加（平成一四

るため「町合同おやじの会」が発足した。各校合わせて一〇八名が

校と郡山中学校で誕生、同一〇月一一日には、情報交換と連携をと

さらに、同一四年度「おやじの会」が郡山、南方、花尾の三小学

公園・知覧特攻平和会館、そして一五年度上野原縄文の森・航

宮崎、指宿・枕崎、隼人・国分・霧島、小林・綾、吹上浜海浜

話、映画鑑賞そして研修視察旅行（平成一〇年度以降の行き先＝

安全に関して、後高齢者の生活、地域づくり、環境問題等の講

一四年・一五年度は一回目町長、二回目伊集院警察署より交通

人生や生活自立、（６）音楽やレクリエーシヨン、以上を柱に、

（３）歴史・郷土、（４）時事・情報・政治・経済、（５）老人

学習内容―（１）家庭・社会生活（２）健康管理や安全生活、

同一六年二月二五日「甲稜高校親父の会便り」を発行している。同

空基地・桜島。

会員となっている。

会は一七人の会員でグラウンドや通学路の除草活動や親睦会、教員

同年二月二八日、町おやじの会主催「小・中・高合同ＰＴＡ交流

のは極めて稀なことである（平成一六年一月五日付 鹿児島新報 。

に一八〇センチの門松を製作もした。高校でこのような活動をする

とのソフトボール大会等の活動を行っている。年末に高校の正門前

学級長（五名）＝役員会、学級連絡員＝運営委員会（二八単老

運営組織―町学級長＝運営委員長＝町老人クラブ連合会長、地区

花尾地区七二、南方地区七一、常盤地区一八、大谷地区一四）

在籍者―女一八三名・男二〇名合計二九三名（郡山地区一一八、

対象者―町内の老人クラブ会員（二九七人）会費五〇〇円

)

会」が開かれ、活動報告（南方小おやじの会・甲稜高校ＰＴＡ）と

連絡員で構成 、学級生＝全体会

)

懇親会が行われた。

｢

)
｣

)

八重大学号の運行―ＪＲ九州バスが講座のある原則として毎月第
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二木曜日に運行、停留所各集落一〇か所である。

４ 社会教育関係団体
少年団体
昭和五五年度（一九八〇）「郡山町社会教育大会」資料によると
少年団体の実態の数字が出ている。子ども会は一九、小学生六八三

同 一 二 年 度（ 二 〇 〇 〇 ）
地 域 子ど も 会 に 高 校 生 三
〇 二 名 が 加 入 、 小 中 高生
合 わ せて 一 ○ 八 六 名 に 。
四 団 体 一 〇 一 八 名 、 指導
者六五九名であった。
同一三年度（二〇〇一）
―７の

平成九年度・一〇年度は少年団体の総数はそれぞれ三六、三〇、会

年団は七団体、一二九名合わせて一五六七名という状況である。

し た も の の 、 高 校生 が 三

会 に 幼児 三 二 名 が 新 加 入

通 りで あ る 。 地 域 子 ども

については、表

員数は一九二一名、一〇一八名。同一二年度と一三年度の団体数は

九 名 減 少 し 、 合 計で 一 八

名、中学生三六〇名、高校生三九五名合計一四三八名。スポーツ少

三〇で変わらず、会員数はそれぞれ一三〇二名、一二六五となって

名 減 にな っ た 。 四 団 体 会
員 総 数は 一二 六五名で 前

小学生のみ二七名、育成者二九名。青少年赤十字四団体の会員は地

学生四〇名、計一八四名、指導者一二九名。ほかに文化財少年団一、

者・育成者五九二名。スポーツ少年団は一〇、小学生一四四名、中

じである。小学生五二一名、中学生三二四名、合計八四五名、指導

緑の中で心身を鍛える。集団生活を通して協調性を養う、奉仕の精

りの少年団として認定されたのである。目的は「緑への関心を高め、

郡）林務課から本町に呼びかけがあり、川田地区子ども会がみど

どりの少年団」は、昭和五五年（一九八〇）三月結成。日置地区

少年団のうち文化財少年団は先に触れた。もう一つの「三重岳み

年度一三〇二名に比べ三七名減であった。

域子ども会と重なり八四五名、指導者一二名。

子ども会は、集落ごとに結成されていて、その数は二〇。現在も同

内訳を見てみよう。平成九年度、集落単位の子ども会である地域

いる。

12

｢

｣

神を涵養する 。活動としては、 みどりの日 の行事参加、県民の

｣

同一○年度（一九九八）スポーツ少年団一○だったのが八に減り、

森の集会参加、植樹体験、毎年のキャンプ参加、野外活動、三重岳

(

団員数も小学生三名減、中学生は四〇名から一五名と激減した（ス

での巣づくり・清掃等。

)

前述したが、本町の少年団体にはもう一つ高校生クラブがある。

ポーツ少年団については後述する 。青少年赤十字はこの年になく
なったので会員八四五名が減った計算になる。

736

とはいえなかった。そこで、各公民館では高校生クラブ及び高校生

とし、郡は町村青年団を単位として連絡協議会を結成、県は市町村

組織については、市町村青年団連絡協議会は、部落青年団を単位

二五年（一九五〇）四月県青年団連絡協議会に編成替えした。

をもつ父母の会の結成が進められ、昭和六〇年（一九八五）四月一

青年団を構成単位として連絡協議会を結成した。活動としては、教

町は青少年の健全育成に力を注いできたが、高校生の組織化が十分

日に実を結んだ。正式名は 郡山町高校生クラブ連絡協議会 、親

養活動、産業活動（農事講習会・展示会・先進地視察等）奉仕活動、

｢

｢

｣

｣

体育・レクリエーション活動等があった（『県史・五』一一五六～

の会は、 郡山町青少年育成連絡協議会 。
クラブの活動の努力点は（１）清掃活動・野外活動やボランティ

)

昭和二一年（一九四六）五月一〇日、伊集院国民学校講堂にて日

一一五七頁 。

安全の展開のためにみんなで声をかけあい、公衆道徳の実践に努め

置郡連合青年団結成式が挙行された。郡山からも幹部一〇数名が出

ア活動等の社会参加活動に進んで参加する。（２）非行防止・交通
る。（３）高校生同士のみならず、地域の人々ともあいさつ運動を

席している。同青年団は地区を三ブロックに分け、ブロック内町村

の町村の活力源となった。町村・校区・部落の各層の団も副団長に

展開する。（４）高校生ふるさと大会を主催し、クラブ員総参加の
平成一〇年度（一九九八）三月高校生クラブの加入者数男子一六

女子を置き、女子部は食品研究・古着活用等に目立った活躍を見せ

団持ち回りで活動内容や研究等の発表会を開催し、いずれの団もそ

七名、女子一八〇名計三四七名、父母の会の青少年育成会は二四三

た。中部ブロックは日置、伊集院、松元、郡山の五カ町村であった。

もと、親睦と交流を深め、資質の向上を図る、以上である。

名。同一三年（二〇〇一）三月、加入者数男子一四〇名、女子一五

なお、同青年団は、結成後四年たつと占領軍の指示で日置郡青年

１．青年社会の確立

同二六年度（一九五一）郡山村青年団の運営目標は

団連絡協議会とその名称を変えた。

二名、合計二九二名、翌一四年三月男子一二八名、女子一三五名計
二六三名と若干減少。
青年団

３．民主化への寄与

２．単位団（部落）の組織強化

九四五）八月の敗戦、大日本青少年団は解散することになる。同年

４．村内各種機関及び民主的諸団体との連携による産業文化の振興

戦後直後の青年団の歩みから触れることにする。昭和二〇年（一
一〇月一九日、文部省は地方青年団の新しい発足を要請する通達を

５．青年学級への関心高揚

同二六年度の日置郡青連協の機関紙に発表された郡山地区女子団

出した。同二二年（一九四七）二月鹿児島県連合青年団が発足し、

活発な活動を展開したが、連合青年団に対して、軍政部のキング女

史は「青年団はもっと同志的なグループを育成すべきだ」と主張し、
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三八六頁 。

長・郡山節子氏（賦合）の文章を引用しよう（『（旧）郷土史・下』

部以下率先して約五〇名の参加があった」とのことである。詳しく

を受けたが、新日本建設の基盤となるものは石炭増産であると、幹

)

の上で鉛筆を握り勉強をする思いの、あの苦しかった終戦後の苦

増満村長の命を受け、勇躍長崎の炭鉱に向け出発することになっ

「昭和二一年、郡山村の青年団幹部四七名は、国の要請を受けた

見てみよう。

難と加うるにじめじめした陰さんな先のない山道を歩むが如き思

た。希望者がなかなか集まらない状態で、遂には村内の青年団幹

「うす暗い、いほりの一室に閉じこもって炭火のない冷え行く机

いのした戦後の不安な生活、不潔な社会環境、思い出してぞっと

当時、村の女子青年団幹部であった溝口氏の「誠」の血書を作

部で要請に応えることになったのである。

をあびた輝ける大地にしっかりと立ち、いざやはげまん朝出の姿

り、四七名に贈ったが、無事にその任を果たして帰ってくること

するような敗戦後の日本に比ぶれば、今やわれわれの生活は陽光
の様で有ります。長い間の忍従と絶えざる建設の準備は漸くなり、

を願っていたのである。一同は県庁前に結集、各村からの代表と

戦後統制の厳しい中での青年達の雄姿は大いにまばゆいものが

いよいよ大地の国土に実らせる秋を夢見てスタートを切らねばな
者のうえには到来しないでありましょう。美しく貴いわれらの希

あった。その出発に際し歌った歌が次の「西部青年増産隊」の歌

打ち揃って、出発することになった。

望は絶えざる忍耐と失われざる情熱に、そして究めつくし得ない

である。

らない時となりました。しかし希望の実現はいたずらに労せざる

智徳の修練とによってのみ実現されるでありましょう。皆さん若
｣

青年の眼から見た終戦直後の様子・気持ち、新しい時代と民主的

ぐっと握った

我たたずんば

力こぶ

鍬の柄に

誰が立つ

い時期は今をおいて絶対にないと信ずるのです 。

社会の建設への強い決意と意志・情熱が見事に表現されている。敗

思わずこもる

立つときだ

西部青年増産隊の歌

戦による虚脱、混沌とした世相の中、青年たちは明るく豊かな町づ

行こう我らが

昭和二一年三月から五月まで、田植えの時期には帰郷できたが炭

西部青年増産隊

くりの推進力として立ち上がったのである。
終戦直後の青年団の活動として特記しておきたいエピソードがあ
る。昭和二一年（一九四六）三月三日付「南日本新聞」に掲載され
た記事である。「郡山村青年団では、炭鉱奉仕者二四名の割り当て

738

感動を呼んだのである 。

だという意気は、人々の

日本の石炭危機を救うの

は、三カ月で終わったが、

青年団の炭鉱での奉仕

ない世界での作業だった。

来、一瞬の油断も許され

む作業、塵芥・落盤の襲

這うような姿勢で掘り進

場で半腰はまだいい方で、

待っていた。窮屈な作業

鉱は想像を絶する作業が

団員の中園香さんが「私の生き方」で、意見発表の部で優秀賞を授

以上三点を確認、同五七年（一九八二）第四回日置地区青年祭で、

公民館が一体となった推進策を、（３）各種行事の実施と連帯感、

て（１）青年各人の住民意識や自治意識の高揚、（２）行政と自治

は「活動内容としてスポーツ・奉仕活動その他」をあげ、対策とし

婚・家庭看護などの勉強を五回にわたって実施。同五六年度青年団

青年教室を開催し、青年団活動の高揚を図る。学習内容として、結

になって、サツキ四〇〇本を植樹する奉仕活動を行った。同年七月

を行った。同五六年（一九八一）三月青年団が商工会青年部と一緒

清潔で住みよい町にしよう」と町内に道しるべを立てる奉仕活動

財史跡の標識を立てる。同五三年（一九七八）六月青年団として

高齢者の家庭訪問、同五一年（一九七六）七月奉仕活動として文化
｢

｣

与される。

そして平成二年（一九九〇）五月三一日発行の『広報こおりやま』

戦後の混乱期をのりき
るために、青年団員はと

№

）で「町青年団再興―青年のパワーで町の活性化を―」との

くに文化活動にも目覚め
十郎兵衛」や西上の棒踊り・太鼓踊りの復活にも尽力した。太鼓踊

ていった。西上青年団の一人吉村勝志氏は、演劇活動「阿波の徳島

人の合計四四人で再出発しました。大会には町長・副議長・教育長

た町青年団が五月一一日に結成大会を開き、男性二二人、女性二二

見出しで、次のような記事が載っている。「一〇年近く途絶えてい

(

りを結成、その成果を省営バス開通を記念して鴨池まで出掛け、発

町の広報誌に取り上げられた青年団の記事を拾ってみよう。昭和

ぶつかる。青年団の事実上の解散が広がっていった。なぜだろうか。

的に農村青年の脱農離村現象のため青年団活動は不振に悩まされる

昭和三五年（一九六〇）以降、わが国の高度経済成長の中で、全国

本町の青年団だけでなく、本県更に全国的にも青年団活動は壁に

と。

も駆けつけ、祝辞として励ましと期待を含めた言葉を頂きました」

活動、体育レクリエーション活動等多岐にわたっていた。

青年団の活動は、文化活動をはじめ、産業活動、教養活動、奉仕

表したこともあったという。

３０８

四八年（一九七三）青年団は校区青年団を町に統合、団員四〇名、
)

月例会（学習レクリエーション・奉仕活動 。同年六月一人暮らし
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職業差・学歴差が大きい、更にまた、団員の意識の低さ、経費不足、

ことになったのである。運営上の難点は、青年人口の減少、年齢差・

たちのネットワークづくりも模索されている。

上に期待されており、同時に新しい時代とニーズにマッチした若者

地域の未来、郷土づくりの担い手として青年達の活躍がこれまで以

婦人会

施設・設備の不十分性等があげられる。
先に引用した「昭和五五年度社会教育大会」の資料によると同五
五年度（一九八○）青年人口四五〇名、うち青年団員数 男三〇名、

戦後最も大きな発展を遂げた団体は婦人団体であろう。その数に

昭和二一年（一九四六）頃から県内各地で婦人会結成の動きが見ら

女一五名計四五名と丁度一割であった。年齢構成は一八～二〇歳が
翌年の五六年度の実態は、「厚地、八重、東秀に部落青年団結成、

れるようになる。自主的な盛り上がりもあり、翌二二年（一九四七）

おいては終戦前と大差はないがその質、活動は著しく進展している。

川田と郡山麓に結成の動きあり」 社会教育課資料 、町青年団は男

一二月県連合婦人会が設立、会員総数は戦前と同じ約二〇万人であっ

九名、二一～二五歳三一名、二六歳以上五名という状況である。

一三名、女一五名計二八名、前年度対比一七名減であった。
～二五歳までとする）男三〇四名、女三一二名、計六一六名と増え

平成一〇年二月一日現在の住民登録によると、青年人口（一八歳

人会連絡協議会として改組され、特に、部落婦人会・グループ活動

連絡協議会方式を勧告したので二五年（一九五〇）五月新たに県婦

た。当時アメリカ軍政部指導係のキング女史は連合会式を好まず、

)

ているのがわかる。青年団の加入者は何と男五名、女五名合わせて

の育成、婦人の地位向上、生活文化の向上等に努め、村づくりの推

(

一〇名という状況になってしまった。翌一一年二月、青年人口男三

日置郡内の動向を見ると同二〇年末から二一年にかけて婦人会は

進母体としてなくてはならない存在となっていく。

減って九名になってしまった。同一三年二月青年人口男三九八名、

結成されていたと思われる。二一年（一九四六）三月二八日日置郡

七二名、女三六八名計七四〇名と大幅に増えたが、青年団員は一名
女四一二名、合計八一〇名とさらに増加、青年団員数は変わらず九

善、家庭教育に関し講話や協議があった。初の婦人参政権行使の第

婦人会が県主催で伊集院青年学校で開催され、婦人と選挙、生活改

そして同一四年二月青年人口男三七八名、女四〇四名、計七八二

一回投票日四月一○日を目前にひかえ、婦人啓蒙を第一の目的とし

名。
名とこの間伸びていた青年人口は減少した。青年団はどうなったか。

た会であったようだ。

郡山村婦人会会則

た。会則の一部を引用しよう。

郡山村婦人会の発足は昭和二一年（一九四六）一一月二九日であっ

社会教育課の資料「社会教育行財政の現状」の「青年団加入者数」
の項目から、数字は消えてしまったのである。活動の低迷によって、
加入者は減少の一途を辿り、遂には事実上の解散、歴史的終幕。
鹿児島市との合併という時代の大きな流れ・変化に対応しつつも、
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一、組 織
第一条 本会は郡山村在住の婦人を以って組織し郡山村婦人会と称
する。
第二条 本会の事務所は郡山村役場内に置く。
二、目 的

員の任務について」講演を聴く。そして同五月一〇日、婦人講座の

内容を会員に伝達周知するために婦人会臨時総会を企画している。

白坂澄氏は終戦後から昭和五六年九月（一九八一）までの婦人会

活動、実体験し見聞された貴重な記録も書いている。二六年度＝
｣

たくましく躍進する婦人会 、同二七年度～三〇年度＝「内容の充

｢

第三条 本会は村内婦人各々の使命を発揮しつつ相連携協力し、左

経済自立化運動の実践、⑶家庭経済の自立化、二九年度は⑴婦人の

八年度（一九五三）婦人会の努力目標は⑴婦人の自主性の確立、⑵

同二七年度以降婦人学級が各校区毎に開かれるようになる。同二

代、以上五つの時期に分けて活動内容に触れている。

実してきた婦人会 、三〇年代＝町婦人会発足、四十年代・五〇年

｣

の目的に向かって強力に推進するを目的とする。
一、民主主義婦人及び日本の伝統の美風を保つ主婦としての教養
を高める。
一、国家再建に必要なる一切の国民運動に積極的に協力実践を期

改善と科学的生活の実践、三〇年度は婦人の自主性の確立、青少年

実力を育てよう、⑵新生活運動の推進、⑶道義の高揚、⑷食生活の

一、動義を振作し親和明朗な郷土の建設に努める。

の育成強化、関係団体との連絡協調、この年農協婦人部結成。

する。
一、子女の育成に努める。

同三一年（一九五六）九月三〇日町村合併により新しく郡山町婦

その後選挙で増満村長になられました。当時はまだ村長夫人が村の

氏の回想録によると、「当時の村長国分友睦さんがお辞めになり、

戦後の郡山の婦人会長は誰であったか一部不明であるが、白坂澄

運営を強化し、住みよい社会を作りましょう 。三三年度「明るい

ら、充実発展していく。同三二年度のスローガンは「部落婦人会の

の場や実践の輪が広がり、その内容も社会情勢の変化に対応しなが

生した。婦人会活動はようやく軌道に乗り、集落・校区・町と研修

一、食糧の増産と食生活の工夫研究に努める。

婦人会長になることになっていましたので、増満文様は、村の婦人

豊かな郷土社会の建設 、三四年度「豊かな農村を作りましょう 、

人会として発足、一〇月三日新生「郡山町婦人会連絡協議会」が誕

会長として、婦人会の運営に当たられました。」とある。

｣

｣ ｣

三五年度「進んでよい生活習慣と良い社会環境を作りましょう 、

｣

婦人会長になった増満会長は、同二三年四月二六・二七日、「鹿

三八年度同前年、三九年度「家庭内の役割を果たそう」、以上主だっ

三六年度同前年スローガン、三七年度「毎月例会を開き社会学習を」

鹿児島県主催）の出席を命じられ、熊本地区軍政部ギャスコー女史

た活動目標を拾ってみた。

児島県婦人講座」
（連合軍総司令部民間情報教育部・鹿児島軍政部・

らから「民主団体について」「男女平等について」「婦人会運営・役
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なみに、三九年度（一九六四）の会員数は一三〇〇名、四〇年度

一九六五）は五〇名減の一二五〇名で会費三〇〇〇円減って七万

(

る。

五〇〇〇円、五二年（一九七七）度決算で見ると会員数は八九八名

同三九年度（一九六四年）郡山町婦人連絡協議会会則が改正され
第一条 この会は、郡山町婦人連絡協議会と称し、事務所を町教育

第三条 この会は、町内部落の連絡を緊密に保ち、婦人自らの教養

第二条 この会は、町内部落婦人会と、二つの部をもって組織する。

校五三名、合計で四三グループ四七六名である（五五年度「社会教

が二三グループ一九六名、趣味教養一九グループ二二七名、生活学

五名。婦人グループについて補足しておくと同年度に生産グループ

となり会費は二六万九七〇〇円となっている。五五年度会員数八五

を高め、社会的地位の向上を図り、町内民主化と文化発展

育大会」資料 。

委員会事務局内におく。

に努める。

改正される。

昭和五六年（一九八一）四月一七日町地域婦人連絡協議会会則が

)

第四条 この会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。
１、部落婦人会運営上必要な情報の交換、研修会・発表会その
他の連絡協調に関すること。
２、婦人の社会的文化的資質の向上のための講習会、婦人学級

町内各地区婦人会及び集落婦人会の連絡を・・・」である。第四条

前頁の会則の第三条（目的）の一部改正した部分は、「この会は、

３、郷土振興のための協力的連携に関すること。

の事業の項は次の通りである。

等の育成に関すること。
４、町民相互の親和協調に関すること。

１、婦人の教養の向上、生活の技術習得に関すること。

の主な活動になったが、四〇年代になると、学校・家庭教育をめぐ

昭和三〇年代はグループ研究による体験学習や実践活動が婦人会

４、社会福祉に関すること。

３、交通安全その他社会活動の推進に関すること。

２、家庭教育並びに青少年の健全育成に関すること。

５、その他必要なこと。

る歪みが表面化してきたため青少年の健全育成が大きくクローズアッ

５、各地区婦人会の育成。

（講習会・婦人学級・講演会・研修会・視察旅行等）

プされるようになる。同時に「三ない運動」「花いっぱい運動」「婦

６、各種団体との連絡協調。
７、その他の必要な事項。

人会の組織強化・運営の合理化」等。
なお、婦人会会費は同二六年度当時二〇円、町婦人会発足時の三
二年度（一九五七）年間五〇円を二期に分納、三九年度六〇円。ち
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物は作らず洋服に」「七つ祝いを町内一つになって実施を」「冠婚葬

の奨励・リサイクル運動」（四九年度～）「歳暮・中元の見直し」「着

簡素化運動では「お見舞い返し廃止運動」（四九年度～）「廃品回収

ネルギーの推進」「交通安全運動の推進」の課題等が取り組まれた。

題が毎年度取り上げられるが、さらに「冠婚葬祭の適正化」「省エ

昭和五〇年代になると、「明るい住みよい地域づくり」という課

参画社会の実現に努める。

をまず家庭で生かそう。（６）女性の地位向上を目指し、男女共同

食料・農業）に本気でむかいあおう。（５）交通安全母の会の趣旨

３ 「健康かごしま二一」に向けて、（４）生命の原点（自然環境・

から、（２）心を育てる教育は、親・大人の生き方を正すことから、

それぞれの中身である。（１）住みよい地域づくりは、組織の充実

く運動」「産児制限・家族計画」「ボランティア運動の推進 、生活改

施」 大人二八〇〇カロリー摂取に 、衛生改善面で「蚊とハエを除

祭の簡素化」 五五年～ 、食生活改善では、「料理講習の計画的実

り、女性の知恵と継続的な活動を進め、二一世紀の求めに応えるよ

を描き、真に住み良い地域社会の創世のために組織活動の展開を図

伴う新たな諸問題も浮上してきており、私たちは新しい視点から夢

同十六年度地域婦人会活動目標の中の基本方針は「市町村合併に

)
(

善では、「台所改善推進」「農業の機械化」「悪書追放運動」「来客は

うに努力し、前進しよう 。大会テーマは「人権尊重を基本理念に

)

九時まで、酒は九時まで」「愛の声かけ」（五〇年～）「生活学校運

とし、特色ある活動で拓く地域婦人―新世紀に生きるために、実

(

動」「省エネ運動の推進」（五五年～）等が取り組まれた。

｢

｣

｣

践と飛躍を―」。努力点の柱は前年度と同じ六点であった。

｣

平成一五年度（二〇〇三）郡山町地域婦人会活動目標を見てみよ

き、会員や地域のニーズに応える学習と実践を進めていく年にし

会づくりのために、どのように対応していけばよいかを念頭に置

実を図るとともに、今日的課題を女性の視点で捉え、より良い社

が 保障され、あらゆる場で男女共同参画の理念の基に活動に充

「本年度郡山町地域婦人会連絡協議会では、すべての人々の人権

わせ事項は「（１）無リンの洗剤を使用しよう。（２）悪書追放に努

らしを考え 心をひらいて、手つなぎをすすめよう 。大会申し合

と子どもと郷土の発展をみんなで支え合うために物を見すえて く

一回郡山町婦人大会を開催した。大会テーマは「私たち婦人は、家

女性団体連絡協議会を結成、昭和五六年（一九八一）一月一九日第

女性団体は地域婦人会をはじめ一一団体ある。これらの団体は町

女性大会・女性団体

たい 。

力しよう。（３）徹底した虚礼の廃止をしよう」であった。

う。まず、次のような基本方針を提起した。

大会テーマは「人権尊重を基本理念とし、心豊かな郷土作りを目

一〇の女性団体は緊密な連携と組織力を生かしその時々の共通課

｣

指す―男女共同参画社会の実現を図って―」、努力点は、組織、教育、

題解決へ向けた学習と実践を続けていくことになる。平成一六年一

｣

保健・福祉、自然環境、安全、女性問題の六点挙げられた。以下は
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後の町女性大会である。テーマは「あらゆる場へ女性の参画を―学

月二四日第二四回女性大会が開かれた。鹿児島市との合併を前に最

間 、二輪車講習会への協力（各年一回）

の発令に応じての特別運動、街頭補導等、⑥法令講習会（四日

せる環境づくりに取り組もう、④地産地消、スローライフを推進し、

②地域における子育て支援に取り組もう、③高齢者が安心して暮ら

を目指して一層努力することを宣言」し、①活動の活性を図ろう、

をもとに女性団体の活動を活性化させ、平和で住みよい地域づくり

び・考え・語り・実践を」、大会宣言では「私たちは本大会の成果

心身ともに健康づくり―人間ドック・巡回検診への参加、健康

た組織づくり―年代別組織づくり・趣味のグループづくり、④

開、商品の研修・共同購入運動、料理教室の実施、③地につい

法の研修、②主体性のある暮らしづくり―家計簿記帳運動の展

①心の通い合う地域づくり―高齢者に優しい声かけ運動、介護

（３） ＪＡさつま日置郡山女性部（旧農協婦人部）会員三五〇名

)

真に健康で豊かな暮らしを取り戻そう、⑤省エネ・ゴミ対策・リサ

づくりスポーツ大会への参加

（４） 母子寡婦福祉会（旧白百合福祉会）会員九七名

イクル運動を学習し、環境保全活動に取り組もう、⑥男女共同参画
社会の実現に取り組もう、以上の六点を決議した。なお、平成一三

婦人会（会員数は二一二名）を除いた一〇の女性団体の主な活動の

町女性大会」の資料に「女性団体の活動状況」が載っている。地域

平成一六年（二〇〇三）一月二四日に開催された「第二四回郡山

ロ・洋裁・和裁・編み物等）③運営資金作りのための事業、④

業―助け合い資金貸付、介護人派遣事業、各種講習会（ワープ

紅葉会開催、お母さん旅行、②母子寡婦の自立促進のための事

父子・寡婦運動、心のふれ合い運動、小学校入学祝い品贈呈、

①母子・寡婦家庭を明るくする運動―母と子の交歓会、母子

み引用しておこう。

陳情・要望活動の積極的推進、⑤ボランティア活動

年度に「婦人大会」を「女性大会」と改称している。

（１） 更生保護婦人会 会員三九名

①母子・父子家庭生活の安定と福祉の向上図る、②独居老人・

（５） 民生委員・児童委員女性部 会員一五名

正施設収容者に対する更正活動、③犯罪・非行防止活動の実施、

寝たきり老人の福祉―一人暮らし老人への声かけや相談相手と

①関係団体―更生保護会への援助・保護司活動への協力、②矯
④いじめの防止と学校との連携強化、⑤福祉・行政への援助活

なり、日常を見守る、③地域ぐるみの子育て運動―青少年育成

会員三二名

（６） 食生活改善推進員協議会（旧栄養改善推進員協議会）

上のための研修（同一五年度より加入団体）

の日や、地域懇談会に進んで参加、④婦人委員としての資質向

動、⑥研修・慰問、⑦ミニ集会の開催（犯罪予防思想の普及）
（２） 交通安全婦人部 会員七名
①毎月の一日・二〇日（交通安全の日）街頭補導、②春・夏・
秋の全国交通安全運動、③年末年始の交通事故防止運動、④高
齢者家庭訪問（春と秋）年二回、⑤交通死亡事故防止多発警報
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会・中年会・男性の料理教室・各種健康講座等、③行政依頼―

①自己研修、②自主活動―育成会、ＰＴＡ・家庭教育学級老人

⑦ボランティア活動への参加。

販売（八重の里 、⑥各種女団連の会合への参加（年一〇回 、

大会）参加三名、④ふるさと祭り参加、⑤アクリルタワシ作成・

公民館は昭和二一年（一九四六）七月の文部次官通牒により、設

)

置促進がなされたが、同二四年（一九四九）の社会教育法により、

)

５ 公民館

健康と福祉の集い、機能訓練、三才児健診・歯の健康教室、実
態調査―一日三〇品目食生活アンケート・生活習慣改善のアン
ケート実施、くるま座教室年四回
（７） 町ＰＴＡ連絡協議会 会員六六八名
しつけ等）を実施し進んで研修に努める。②安全運動の徹底

自治公民館

交通安全・災害防止等 、③長期休暇中の校外補導の実施、④

市町村、その他一定区間の住民のために実際生活に即する教育、

子どもの健全育成のための声かけ運動（親子の対話・あいさつ・

町Ｐ連によるＰＴＡ研究公開、⑤学力向上への手立てを考える

(

)

図り、社会福祉の増進に寄与する」と公民館の目的を規定し、さら

学術文化に関する各種の事業を行って地域住民の生活文化の振興を

｢

（８） 生活研究グループ連絡研究会
（旧生活改善グループ）会員二一名

にその行うべき事業についても定めており、これによって社会教育

町制施行当時の昭和三〇年代、本町には五二の公民館（分館）が

①生活ビジョンを描き、計画的生活の実践、②地域産物の良さ
祭り・ふるさと便への参加）③快適な労働環境を整える、④活

あったが、世帯数や人口の極めて小規模の公民館があり、婦人・青

の中心的施設として位置づけられた。

力ある農村社会づくりに、婦人の役割を果たす。⑤ふるさと特

少年の団体活動・税金等の収納事務をはじめ公民館活動に支障があっ

を生かし、消費拡大に努める（村自慢大会・青空市・県主催秋

産品開発研究部会、事業部による活動の推進。

たため、これを適正な規模（概ね世帯数一〇〇戸）に再編すること

①１婦人部員の資質向上と組織強化、②商工会婦人部の団結と

原案作成・説明会等 、翌年第一次統合（八公民館 、同四六年度

になった。昭和四四年度（一九六九 、公民館統合推進委員会発足

)

活動の強化、③先進地の視察、④美化活動（奉仕活動）の実態―

第二次統合（一一公民館 。

)

)

)

三七戸・〃二〇七戸・〃一一六戸）

平成四年度（一九九二）標準戸数（一〇〇戸）をはるかに上回っ

統合後 一九公民館（ 〃

統合前 五二公民館（世帯数最低六戸・最高九五戸・平均四一戸）

(

） 生活学校 会員二〇名

他商工会の日、夏祭り、水神祭、八重山登山等への協力

ゴミゼロ運動（三二八号線清掃）⑤各種団体との連携、⑥その

（９） 商工会婦人部 会員三一名

（

①ゴミ分別説明会、②研修視察、③新生活運動九州大会（沖縄
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たため、甲突公民館から、分割して中福良公民館発足、二〇公民館
になり、現在に至る。自治公民館の整備・統合を経て、それぞれの
組織や規模が整備され、スポーツや子ども会育成会・ＰＴＡ・老人
クラブ等の団体活動が活発に進められるようになった。各自治公民
館では、住みよい地域づくりのための各種事業を行い、住民の自治
意識と連帯意識を高めるために活動している。
二〇の自治公民館のうち建物延面積五〇坪未満が一七館、五〇坪
以上が三館。専任の館長が一九名、一人が行政連絡員との兼務。館
長は選挙で選ばれ、任期は二年となっている。郡山町公民館のみ職
員三人、後は全部一人体制。月平均利用者数では郡山町公民館が、
一八〇〇人と圧倒的に多く、次いで大浦一四五人、中福良の一二〇
人、有屋田、西俣下、郡山の三公民館がそれぞれ一〇〇人となって
)

いる（「基礎調査」八〇頁 。

自治公民館は助成を受けて次のメニュー事業を実施している。①

自主防災組織活動、②地域福祉活動、③環境美化運動、④生涯学習
事業、⑤特認事業活動、以上五つの事業である（平成一二年度「郡
)

山町自治公民館の活動状況」四～七頁 。
中央公民館

なかったのである。こうした実情を踏まえて、コミュニティセンター

としての中央公民館建設が具体化していったのである。

中央公民館の落成式は昭和五三年（一九七八）五月二〇日盛大に

挙行された。記念式典後、落成祝賀会に移り、詩吟・器楽演奏・舞

踊・郷土芸能、手品等多くの出しものでにぎわった。古くから伝わ

る郷土芸能の「戦勝馬」や「八丁杵踊り」は、その迫力と勇壮さに

)

総事業費二億一〇〇〇万円、面積一三五六平方メートル。年間開

｣

では旧郡山小学校の講堂跡や役場保健室等を利用して会議・研修等

館実施状況は平成一二・一三年度ともに三六〇日、利用団体はそれ

｢

を行ってきていた。女性をはじめ、青年・高齢者等各層の研修希望

ぞれ一〇〇九、一一五七団体、延利用人数二万三〇二六人、二万二

。

は多くなる一方であった。また家庭教育等に及ぶ教養・娯楽講座も

六七四人。同一四年度学級講座数は青少年対象一、成人・一般七、

会場から惜しみない拍手が送られた（ 町報こおりやま №

強く要望されていたが施設がないため、これまで十分な活動ができ

町は生涯教育の充実を図ってきたが、中心の施設がなく、これま

２０２
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計八、学級生数一九六人であった。
中央公民館では、青少年教育、婦人学級、家庭教育学級、高齢者
学級等の分野別・年代別の各学習活動が進められ、また、町民の余

式辞・祝辞・記念品授与・祝電披露・先輩からのメッセージ・新成

人意見発表・記念講演・新成人謝辞・町歌斉唱、そして閉会のこと

ば。式後新成人と恩師を囲んで懇親会。

（昭和五八年二月二日）に「成人式

例年成人式実行委員会が設置企画され、式典は厳粛な中にも穏や
かに整然と挙行されていた。

暇活動や趣味の伸長を通して生きがいづくりのために、歴史散歩・
料理・ちぎり絵、七宝焼き、絵画、ギター、囲碁、華道、フラワー

なお「広報こおりやま」№

アンケート結果―九七・五㌫が平服賛成」という記事が掲載されて

アレンジメント、書道、健康のほか、新しい時代に対応したワープ
ロ教室等の公民館講座を開設している。一方、諸会合や文化活動に

いるので引用しておこう。同五八年一月五日の成人式出席の新成人
に回答してもらった結果、「成

もよく利用され、社会教育の推進はもとより、地域づくりの拠点と
なお、平成一四年度（二〇〇二）中央公民館内のバリアーフリー

人式の服装について のあな た

一一七名（男五二・女六五名）

化のために増改築をする。玄関等の自動ドアに改修、二階へのエレ

の本音は？」の問いに対し
｢

｣

晴れ着・盛装が良い と応え
たのは、女二名（三・一㌫）

祝福するとともに、新成人が国際感覚を磨き、国家社会の形成者の

成人式の趣旨は「新成人として旅立つ郡山町の青年男女の門出を

が中央公民館大ホールで行われた。主催は町教育委員会社会教育課。

名・女六一名合計一三三名）が出席し、本町としては最後の成人式

平成一六年（二〇〇四）一月五日、新成人八一名（対象者男七二

る。五六年の成人式に晴れ 着

女性の出席状況の表がでて い

応えて いる。記事にはさらに

二㌫が「軽い服装で良い」と

いえきちんとした服装 、一四・

残り八三・三㌫が「平服とは

)

一員として主体性を確立し、責任と誇りをもち、また故郷を愛し、

は六三人、翌年一一人と大激

男一名（一・九㌫）であった。

やさしさと思いやりの気持ちを忘れず、たくましく生きぬく自覚を

減、そして 五八年ゼロとな っ

成人式

五〇〇〇円（「町議会だよりやまびこ」八三号 。

ベーター新設、障害者・高齢者用トイレ新設等。予算は八八六〇万

してその機能を発揮している。

243

もたせる」ことにある。

て いる。一方、平服は五六年

｣

式次第は、開会の言葉に始まり、国歌斉唱・新成人町民憲章朗読・
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呼びかけの結果であると考えられる。もう一つ興味あるのは、「服

臨んでいる。初のふだん着成人式は、五六年からの「平服参加」の

めたりして、充実した公民館運動の推進に努める」ことにある。具

育上から見た図書室経営方針は「学習機会を提供し、読書運動を広

中央公民館の完工にともない町立の図書室が併設された。社会教

図書室利用・読書

装の費用の負担は自分の給料や貯金で買った」と応えた新成人が女

体的には、閲覧、貸し出し業務のほかに、地域移動図書館、親子読

以降、四人、五〇人、そして五八年女性六五人全員が平服で式典に

七二・三㌫、男六一・六㌫いたという事実である。現在はどうであ

書、おはなし会等を行い、また、仕事のある人のために、土曜日の

)

一万四六〇五冊

○ 人口一人当たり蔵書冊数 一・七三冊

（児童向け全体の五八・七㌫ 文学四三・四㌫）

○ 蔵書冊数

（１）数字で見る図書館活動（平成一四年度四月一日現在）

における幅広い活動を展開している。

開館、休日の開館をする等、利用者の声に応え、地域・学校・家庭

ろうか。
県教育委員会の「平成一六年県内成人式に関する調査結果」を見
ると「参加者の服装について特に制限はしていない」市町村は、九
六市町村中八二市町村、「平服を決めている（晴れ着参加も可 」が
八、あと「平服に決めていないが、晴れ着自粛を呼びかけている」
が六市町村となっている。
郡山町としての最後の成人式の写真を見ると晴れ着が多いのがわか
る。

○ 年間利用冊数 一万二八〇〇冊（一五年度一万六八三人）

○ 年間利用者数 五七四二人（一五年度五一一六人）

の会合（同一五年一〇月七日）で社会教育事業の中で「成人式」の

○ 利用者別割合 幼児二八・六㌫、小学生二四・二㌫

ところで、鹿児島市など一市五町でつくる鹿児島地区合併協議会
取扱について、「鹿児島市の制度に統合」との方針が示された。松

中学生二・○㌫、児童五四・八㌫、一般四五・二㌫

○ 土・日曜日利用人数 土曜四二九人・日曜六二一人

元を除く四町は「県外からの帰省者が集まりやすい」との理由で、
式典を正月中心に開いているが、鹿児島市は「成人の日」に実施し

○ 移動図書状況

四郵便局一九一冊・ 銀行二〇冊）

南方小二二五冊・保健センター一五〇冊・

（郡山・花尾保育所に各一〇〇冊・パンダ館一五一冊

九三七冊

ており、「今後は参加したくても、行けない人もでるのでは」とい
う声が出ている。
県社会教育課によると、一五年の成人式のうち、八七市町村が一
月一日から六日に実施、成人の日と前日の実施はそれぞれ四市町村
)

とのことである（平成一五年一〇月一九日付「鹿児島新報」 。

（２）読書活動
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○ 郡山町読書活動推進協議会
平成一〇年（一九九八）七月二八日、中央公民館内に同協議
会設置。目的は「心を育てる「本も友だち二〇分間運動」推進

同読書会は定例会を開き活動計画を立て、総括もしている。

各方面からその活動は高い評価をうけている。

(

)

推進事業は読書活動を「心の学習」としてとらえ、生涯学習の

覚ライブラリーが設置された。目的は「学校教育及び社会教育

昭和五四年（一九七九）四月一日、中央公民館内に町立視聴

○ 視聴覚ライブラリー

観点に立ち、成人期の読書活動も視点に入れ、関係機関・団体

における視聴覚教育の振興を図るため」 「視聴覚ライブラリー

事業を円滑に実施すること」 同協議会要綱第二条 。二〇分間

と一体となった幅広い読書活動を推進する事業。

)

材、教材を提供・貸し出しをしている。

設置条例」第一条 。そして教育方法の改善のために視聴覚機

(

○ 読書会「カンガルーぽけっと」
平成一二年（二〇〇〇）四月二二日、中央公民館で実施した
｢

母さんカンガルーが、子どもカンガルーに読み聞かせをしてい

八名でスタートする。事務所は中央公民館図書室。名称は、お

文化環境を創造する。（２）青少年育成の気風を盛り上げる。（３）

行政のキーワードは 命輝く学びの里郡山 。柱は三つ、（１）教育・

平成一五年度（二〇〇三）『郡山町教育行政要覧』によると教育

社会教育行政

る様子をイメージして、黄色のエプロンとかわいいポケットか

生涯学習の町づくりを推進する。

夏休みおはなし会」参加者その他有志で読書会を立ち上げ、

ら「カンガルーぽけっと」と名づけた。同一七年度会員数は一七

｣

)

)

た社会教育活動の推進に努める。

（１）心身ともに健康な人づくりのために、生涯学習の観点に立っ

努力点・重点施策（文化・スポーツについては後述）

ぶ意欲にあふれる人づくりのために、町教育行政を推進する。

づくりと、心身ともに健康で社会の変化に対応し、心の豊かさと学

社会教育の基本方針―生涯学習の観点に立ち、明るく住みよい町

｢

人になる。活動内容は、絵本読み、紙芝居、人形劇、詩朗読、
パネルシアター、ロールシアター、ブラックシアター等。
同一六年度、会員は、子育て支援センター「パンダ館」（全
六回 、郡山小・花尾小・南方小、恵光幼稚園（年二回 、親子
わくわく家庭塾で郡山保育園・東俣幼稚園・花尾保育所、そし
)

て夏休みのお話会（全六回 、そして公民館等で活動をする。

②支援体制の整備・充実

①生涯学習推進体制の整備・充実

一三年四月）に「郡山町の民話を紙芝居に」との大きな見出し

③自ら学ぶ学習機会の充実―家庭・青少年・女性・高齢者・郷

なお、「郡山町生涯学習だより・いきいき」第六七号（平成
で活動紹介がされている。
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土・国際的視野に立った学習
④視聴覚整備の充実と教育方法の改善
⑤社会教育関係団体の育成
⑥地域づくりの推進
⑦ボランティア活動の奨励
⑧人権教育の推進
（２）団体や指導者の育成を図り、青少年教
育の推進に努める。
①青少年団体の育成と活動の充実
②完全学校週五日制への対応、「青少年
育成の日」の活動の充実
③社会参加活動の促進
④活動時の事故防止と傷害保険の加入促
進
（３）学習機会を提供したり読書運動を広め
たりして、充実した公民館活動の推進
に努める。
①中央公民館運営の充実・施設設備の管理・活用
②有志指導者の育成と活用

学校・一中学校・小中分教室二名の体制である。

なお社会教育課内は、①総括部門、②教育活動部門、③団体育成

部門、④文化財部門、⑤社会体育部門、⑥公民館活動部門がある。

教育委員会の機構（平成一五年度）は、教育長と教育委員四名、

名、青少年育成連絡協議会役員七名・各公民館の育成会役員二〇名、

議委員五名、民生・児童委員二二名、女性団体連絡協議会役員二六

③図書室の充実と読書活動の推進

事務局は総務課六名（ＡＬＴ一含む）社会教育課六名、教育機関と

文化協会役員一六名、体育協会役員二九名・評議員四三名（各集落

また、社会教育委員及び公民館運営審議委員が一四名、文化財審

して中央公民館六名（臨職二含む 、学校給食センター四名、三小
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)

から二六名他婦人会等一七名）顧問三名。

く奨励していく。⑥生涯学習推進のためのリーダーバンクを整備し

のは平成三年度（一九九一）のこと。国際化の進展に対応して、国

担に留意しながら、生涯学習、世代間交流の拠点として施設の建設

生涯学習施設の整備・充実については、①中央公民館との役割分

活用を図る。

際理解教育を推進し、世界に役立つ若者を育てることと小中学校教

を検討する。②各種公共施設等を生涯学習の場として広く活用する。

ＡＬＴについて若干触れておこう。本町でＡＬＴの導入を決めた

育の充実を目指して設置された。本町では地域の国際交流活動・公

生涯スポーツについては次節で触れる。

第三節 社会体育

民館活動や地域住民の語学指導も考慮したものであった。同十五年
度現在九代目になる。この間、アメリカ人五名、イギリス人二名、
カナダ人二名が派遣されてきた。「郡山の子どもたちに忘れられな
い思い出をいっぱいつくってくれた」と評判が高い。

町制施行前、「村民の体育振興と、郷土文化建設に貢献する郷土

１ 郡山町体育協会
八重大学や各種自主文化活動に高齢者を中心に熱心な取り組みが

の健全なスポーツの育成を図ること」を目的に昭和三〇年（一九五

生涯学習の推進
見られるが、さらに「生涯学習のふるさと」にふさわしい「すべて

五）二月一二日、体育協会が誕生、発会式が挙行された。郡山は戦

来からあった村の角力協会や剣道同好会や、青年団・婦人会の体育

の町民が学びたいことを学びたいときに身近に学べる」システムを
郡山町『第四次総合振興計画』には、生涯学習の基本施策につい

行事、学校、職場、役所、一般青少年等の運動会・レクリエーショ

前から体育運動が盛んで、日置郡内でも高い評価を受けてきた。従

て三点指摘している。（１）生涯学習推進体制の強化、（２）生涯学

ン等各体育のグループを一つにまとめ、さらに内容の充実を図るこ

整備することが求められている。

習施設の整備・充実、（３）生涯スポーツの振興。
の充実を図り、いつでも、どこでも学べる環境づくりを行い、町民

をし、体育運動の啓発、指導奨励等に努めることになった。協会に

体育協会は健全で活発なスポーツの育成強化を図り、様々な企画

とが要望されていたのである。

の身近な学習機会の確保に努める。②生涯学習大会や文化祭等の各

は角力部・柔道部・剣道部・陸上部・遊技部・野球部・排球部・

生涯学習推進体制の強化については、①各種学級・公民館講座等

種イベントを開催する。③学校を地域に開放し、生涯学習でも活用

庭球部・卓球部等の部制を設けて、それぞれ部長・副部長を中心と
して活動することになる。

を図る。④生涯学習システムを導入し、生涯学習に関する情報を町

民に提供する。⑤生涯学習の取り組みに対する相談等を強化し、広
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同協会は郡山村時代から社会教育係と、そして昭和五三年度町教

会九、高齢者クラブ二、学校長五、スポーツ少年団一、体育指導員

含む 、書記会計一、監事二、顧問三、評議員＝公民館二六、婦人

)

育委員会の下、社会教育課が置かれてからは同課と連携をとり、社

また、自治公民館体育部長二〇名がいる。

七（会長一 委員＝男四 女二）より構成されている。

の保持増進を図ってきている。組織は広く村民に入会希望を募り、

体育協会に所属する団体は広がり、平成一五年度の時点で一七団

会体育の振興と発展を推進し、スポーツ活動への住民総参加と健康
普通会員・賛助会員・特別会員の会員制とした。会費は普通会員五
昭和四〇年（一九六五）一〇月二四日、同協会は社会体育優良町

柔道、⑨ソフトテニス、⑩テニス、⑪バドミントン、⑫ゲートボー

ドゴルフ、③陸上、④剣道、⑤ソフトボール、⑥弓道、⑦野球、⑧

体となった。一七団体は以下の通りである。①バレー、②グラウン

として文部大臣表彰に輝いた。この賞は毎年国民体育大会開会式の

ル、⑬卓球、⑭柔剣道、⑮水泳、⑯ゴルフ、⑰バスケットボール、以

〇円、賛助会員一〇〇円。

当日、各県から一団体が選ばれるもの。通知決定を受けた同協会会

上である。
されることになった。

なお、本会は鹿児島市との合併後鹿児島市体育協会に吸収・統合

長の国分町長は岐阜市で行われた第二〇回国民体育大会に参加、晴
れの表彰状を受けた。本表彰は鹿児島県からただ一カ所だけで非常
（昭和四〇年一一月二五日）には次に記事が載っている。

に名誉なことであり、町民は喜びと感動に浸った。「町報こおりや
ま」№

２ スポーツ団体

｢

前述したスポーツ振興法に基づき文部省はスポーツテストを実施

スポーツ少年団

表彰が評価され本町は二年間社会体育指定町として、文部省の委

し、自分の体力の現状を認識させ、これに基づいて劣っている能力

能力、競技種目別テストの三部門についてテストすることになった。

嘱を受け、補助金や特別な指導助言を受けることになる。本町の社

同協会の運営は総会・理事会・運営委員会等で計画・立案され、

本町では昭和三九年（一九六四）四月一日に郡山剣道少年団が結成、

を高めるように努力させるもので、対象は小学校五・六年生以上の

審議・実施されている。初代・二代目会長は村長・町長が兼務、三

翌四〇年五月二二日には町スポーツ少年団が結成される。以降昭和

会体育・スポーツ熱はいっそう広がりをみせ、明るく健康な町づく

代目より一般の人から選ばれた。平成一五年度（二〇〇三）協会役

五〇年代に花剣とソフトボール少年団、同六〇年代にサッカーとソ

児童や、生徒や、一般勤労青少年を主とし、体力診断テスト、運動

員は、会長一、副会長二、理事長一、理事二三（一七種目から各一

りへ大きく動き始める。この点については後で述べる。

謝の涙を浮かべて喜んで下さった」と。

みんな仕事を休んで参加し、郡山町の表彰に心から拍手を送り、感

岐阜市周辺には多数の郡山町の娘さんが働いているが、国体には

99
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年団が結成される。

フトボール少年団、そして平成四年（一九九二）にバレーボール少

活動している。支部活動団体として各地区に体育部があり、各集落

体は、先の体育協会に属するスポーツ種目のかなりの数が部として

また、同好会としてママさんバレーチームが各地にあり、高齢者

に体育部会がある。

団数は七団体、一二四名が加入していた。なお詳細は不明である。

によるゲートボール、グラウンドゴルフのグループも組織されてい

本章第二節４の少年団体で触れたが、昭和五五年度スポーツ少年
同一六年度（二〇〇四）スポーツ少年団は八団体・一二四人となっ

る。後述するがそれぞれの種目で、集落対抗試合等が行われ、熱い

上とスポーツへの関心を深めるために、体育協会では、八月九日を

三九年（一九六四）東京オリンピックの年に全町民揃って体位の向

全な発達と明るく豊かな人づくりを形成すること」にあった。昭和

来社会体育は著しく充実してきた。同法の目的は「国民の心身の健

昭和三六年（一九六一）六月「スポーツ振興法」が制定されて以

３ 各種体育行事・スポーツ大会

戦いで非常に盛り上がりを見せている。

ている。

スポーツ団体

かねばならなくなったためである。まさに本町のスポーツ振興にとっ

選出された。スポーツ振興法によって体育指導員は市町村で必ず置

昭和四七年（一九七二）四月一日、体育指導員が置かれ、五名が

時からそれぞれ郡山中、小学校で行われた。

会は九日午前一一時から、剣道大会、柔道大会、卓球大会は午後一

ることになった。野球は前日から予選を始め、排球大会、弓道大

二年間中止していた町内一周駅伝競走はコースを変更して復活す

すことになった。

郡山町スポーツの日」と定め、町あげてスポーツ一色に塗りつぶ

｢

町内に居住する者、または在職するもので組織されたスポーツ団
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主な体育行事等・スポーツ大会について年代順におって触れてみ

体育の各種行事・スポーツ大会の指導・協力等が主な仕事であった。

て欠かせない存在になる。実技指導をはじめ組織・リーダーの育成、

ル協会発足。平成一二年（二〇〇〇）一一月第一回バドミントン大

九九二）一〇月体育協会ソフトテニス部発足。翌年一月町バレーボー

年一一月第一回グラウンドゴルフ秋季選手権大会開催。同四年（一

)

平成一五年度、町民体育祭雨天中止。第四二回町内一周駅伝大会

会開催。

催、常盤チームが優勝。同年一一月三日第一回町民体育大会・体育

一一月 各チーム選手一四名、一四区間（一六・六七㌔㍍）の公

よう。昭和三三年（一九五八）八月二日第一回町内一周駅伝大会開
祭開催、男子大谷、女子郡山が優勝する。同三四年八月二二日日置

(

)

道錬成大会開催。四八年（一九七三）一〇月第一回日置地区体育大

四一年四月郡山中の柔・剣道場開く。四七年九月第一回郡山少年剣

昭和四〇年代、四〇年（一九六五）五月町スポーツ少年団結成。

終了 、後半（一〇時半）花尾橋前スタート→運動公園競技場ゴー

一〇分）→清和バス停→平原分館前→里岳上バス停→郡山小（前半

ム中二チームが三〇〇歳以上で出場した。郡山小をスタート（九時

出場資格を一四区間の合計三〇〇歳以上で出場可とした。一二チー

民館対抗、年々参加チームが減少してきていることから本年度から

会郡山小学校が主会場、惜しくも総合第二位（女子優勝、男子三位 。

ル。

郡郡民体育大会で郡山町初優勝。

同年一〇月第一回町福祉スポーツ大会を開催。

月郡民体育大会で女子テニス優勝、柔道・剣道・バドミントン（女

人参加、沿道に町民総出の大声援、町民総ぐるみの大会に。同年八

する。小学生から婦人まで各集落一八人、補欠まで入れると四五〇

駅伝大会で「町民総参加の駅伝に」をスローガンに集落対抗駅伝に

んバレーボール大会、同五一年（一九七六）一月第一五回町内一周

昭和五〇年代になり、同五〇年（一九七五）一〇月第一回パパさ

ゴルフ大会等の大会が行われた。スポーツ教室・マスゲーム講習会

年団剣道交歓大会、スポーツ少年団ソフトボール交歓会、グラウンド

内野球大会、町教職員等体育大会、秋季ソフトテニス、スポーツ少

ル大会、婦人バレーボール大会、公民館対抗バレーボール大会、町

会、町小学校陸上記録会、町小学校水泳記録会、家庭婦人バレーボー

トボール大会、少年ソフトボール大会、少年・壮年ソフトボール大

他に花尾神社奉納弓道大会、町秋季ゲートボール大会、新春ゲー

)

子）準優勝、同五一年町内一周駅伝のコース一八区間二六・五三

等も実施している。

録団体数は三九に及び、使用日時等の調整が難しくなってきている。

学校開放事業も実施されており、小中学校の体育施設が開放、登

ムを構成し、一三チーム延べ一八〇名の参加があった。

一月にソフトバレーボール大会も開催、職場・地域・家族等でチー

㌔㍍で郡山中をスタート、清和バス停―里岳公民館前―油須木橋―
花尾バス停―川田支所三蔵塚バス停―中学校前ゴール。走者は小中
高男女・二〇歳代男女三〇歳代男性。同五六年（一九八一）一〇月
第一回ロングランソフトボール大会開催。
平成に入って同二年（一九九〇）六月第一回町卓球大会開催。翌
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昭和四八年一月

七二・五平方㍍

４ 社会体育施設
町弓道場

５ 社会体育振興策
「平成一五年度郡山町教
育行政要覧」に振興策が示
されている。目的は生涯ス
ポーツや健康教育を推進し、
健康や体力の保持増進を図
る。
努力・重点設策―各種ス
ポーツ団体の育成や指導者
の活用により、スポーツ人

口の底辺を広げ、生涯スポーツの振興に努める。
（１）指導体制の充実

①体育指導員委員の研修―体育指導委員会・研修参加

②有志指導者の育成・活用―研修・講習会等への参加奨励

（２）スポーツやクラブや社会体育関係団体の育成

①体育協会の自主的運営と活動の充実―協会各部の組織強化

②総合運動公園の効果的活用―「スポランド」の活用促進

一三五六・四平方㍍

③スポーツ少年団の健全育成―研修奨励・体力テストの実施
（３）体育行事の精選と充実

一一九九七平方㍍

昭和五三年五月
昭和五四年三月

中央公民館
早馬球技場

八二五六平方㍍

①団体・参加者の自主運営―町民体育祭・各種体育大会

早馬夜間照明施設 昭和五七年一〇月

六九〇七平方㍍

昭和五八年三月

花尾運動場

③行事内容・運営方法の改善―行事の調整と広報の充実

②参加者層の拡充―地域運動会や団体の自主的行事の奨励
二一〇七五〇平方㍍

四〇六六平方㍍
平成九年四月

花尾夜間照明施設 平成四年
総合運動公園

（４）体育施設の管理と活用の促進
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①体育施設の点検・整備の徹底―安全点検・管理運営
②清掃・美化の充実―管理公社との連携
（５）学校体育施設の開放
（６）スポーツの生活化―スポーツ教室・ニュースポーツの奨励
（７）スポーツ事故の防止と傷害保険加入促進

第四節 文化・文化財
１ 郡山町文化協会

一九グループが文化協会に加入した。

左記は設立総会の場で制定された「文化協会規約」（全一二条）
である。一部引用しよう。
文化協会規定

第一条 この会は郡山町文化協会と称し、事務局を郡山町教育委員
会事務局内に置く。

第二条 この会は、町内において活動している各文化団体を持って

組織し、団体相互の連絡を深め、相提携し、地域文化発展の

ために貢献することを目的とする。

させるためにどうすればいいか、町民全体の問題となってきた。地

がなくなってきたとの声が広がってきた。地域を再生させ、活性化

（３）町文化祭を開催する。

（２）各文化団体相互の連絡提携を図る。

（１）各文化団体の育成を図る。

第三条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

域に誇りを持つために、町民の生活に温かい心の交流と美しい情緒

（４）後世に残すべき郷土芸能・文化財等の発掘・保存に努める。

高度経済成長の影響で農業の衰退・過疎化が進行し、地域に活力

を育て、土の香りがする郡山の文化の芽を伸ばしたいという願いが、

（５）その他、文化興隆に関する事業を行う。

普通会員・特別会員

第五条 本会の会員は下記の通りとする。

副部長を置く。部は各文化団体をもってこれ充てる。

第四条 本会は前条の事業を遂行するため部を置き、各部に部長・

文化協会設立に繋がった。町内全域から文化的趣味・造詣の深い方々
に集まっていただき、町文化協会結成の企画がなされた。
昭和四七年（一九七二）七月二六日町公民館分室にて、第一回郡
山町文化協会設立総会が行われた。以下の文化団体が参加した。
①写真、②短歌、③俳句、④川柳、⑤狂句、⑥手芸、⑦華道、⑧

会長一名 副会長二名 企画係三名 書記会計一名

第六条 本会に次の役員を置く。

美術、⑯盆栽、⑰菊作り、⑱彫刻、⑲史跡・郷土芸能＝①西俣の

監事二名 各部長

絵画、⑨書道、⑩音楽、⑪吟道、⑫謡曲、⑬舞踊、⑭名石、⑮古
八丁杵踊り、②里岳の太鼓踊り、③花尾の獅子舞、④岩戸の疱瘡
踊り、⑤川田の棒踊り、⑥花尾の太鼓踊り、以上、郷土芸能六と
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般作品・物産展・栄養改善等展示。第二会場―郡山中学校屋体＝保

三～五日まで作品展の実施。会場は第一会場―郡山小学校講堂＝一

一一月第一回郡山町文化祭が開催、二日文化祭作品展の審査会開催。

文化協会の主な活動を見てみよう。同協会設立の年である四七年

団体。

化協会表彰・感謝状授与。文化協会加入団体一四団体・郷土芸能六

に吟道・舞踊グループ・商工会・個人の発表とした。同年第一回文

発表、また、芸能大会を一部・二部とし、郷土芸能二団体と、一部

町民表彰祝賀会を兼ねて実施、郷土芸能・文化グループ・個人芸能

同五一年（一九七六）「文化こおりやま」創刊、平成五年第一回

育園児・小中学生児童生徒作品、参観者一二八四名。児童の作品は
作文・図工・習字の三部門で、各学校ごと予選を行い、各部門ごと

書初め展開催、同六年五月「文化協会表彰規定」をつくる。同一四

年「文化こおりやま」三〇周年記念特集号発刊、同一五年度登録団

五点を出品し、審査の結果を金賞・銀賞・銅賞として表彰した。
同四七年一二月河野哲郎ピアノリサイタル後援、翌四八年三月郷

体郷土団体芸能五団体・一二団体。同一六年度鹿児島市との合併に

より、第一回郡山地域文化祭として開催
した。

なお、昭和五一年（一九七六）「町夏

祭り納涼大会」が開かれ、夏の風物詩と

してのイベントとなっている。平成一三

年度総合運動公園（多目的広場）にて第

二五回目の大会を迎えた。文化協会・商

工会・婦人会が主催。趣旨は「ふるさと

意識の高揚を図るとともに町おこしへの

活力を培う」で、スローガンは「みんな

で 踊ろう 夏祭り！＝町民参加でふる

｣

さとに活力を！ 。

内容はアトラクション・参加者総踊り
(

四曲＝おはら節・はんや節・郡山小唄・

)

郡山さのさくずし ・ショータイム・参
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土芸能保存に対する補助金の交付、同年一一月芸能発表大会を新設、

近 現 代
第八編

加者総踊り（四曲＝明日があるさ・二一世紀音頭・おはら節・はん
や節）・フィナーレは花火大会で幕。（同一五年度第二七回「夏ま
)

つり」の主催は商工会 。

２ 文化財

回町文化祭は、「咲かせよう みんなで 文化の花を」をスローガ

に発足、文化財の保存及び活用を適正に行うため、郡山町教育委員

郡山町の文化財保護審議会は、昭和四九年（一九七四）四月一日

郡山町文化財保護審議会

ンに開催した。芸能発表は三二プログラムで構成され、延べ三五三

会に置いてあり、文化財の保護及び活用に関する重要事項について

平成一四年（二〇〇二）一一月、本町の最大の行事の一つ第二九

人の出演があり、四〇〇席の会場は終日立ち見が出るほどの大盛況

調査審議し、これらに関して教育委員会に建議することになってい

郡山町文化財保護について、昭和五三年（一九七八）一〇月一日

であった。保育園児・小中高の生徒の出演、郷土芸能、舞踊、体操
創作していることである。今回は男女共同参画社会実現に向けて

に郡山町文化財保護条例、昭和五三年八月二八日に郡山町文化財保

る。

男も女も生き生き」のタイトルで創作し、笑いの中にも人々の心

護条例施行規則、同年一〇月一日に郡山町文化財保護審議会条例が

等 の 発 表 は 観 客 を 魅 了 。 さ ら に 注 目 は 毎年 地域 女 性 団 体が 劇 を

を打つ劇であった。

｢

まで八五〇点の絵画・書道・短歌・俳句・ちぎり絵・押し花・パッ

て審議し、その答申に基づいて、教育委員会が指定することになっ

文化財の指定は、文化財保護審議会が教育委員会の諮問にこたえ

設定されている。

チワーク・生け花・籐工芸等の多彩な質の高い作品が寄せられ、会

ている。指定については、文化財保護法の規定に基づき、町の区域

展示発表は園児・小中高生、文化協会同好会、公民館講座、一般

場は三日間多くの観客でにぎわった。

内に存するもので、県条例の規定による指定を受けた文化財以外の
ものをいう。

作品展示、芸能発表に県立甲稜高校の参加を毎年してもらい、本
町の文化振興に大きく貢献してもらっていることも付け加えておこ

（１）建造物・絵画・彫刻・工芸品・古文書など有形の文化的所産

（３）信仰・年中行事などに関する風俗習慣、民俗芸能等

いもの

（２）演劇・音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で価値の高

考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料

による町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの、並びに

う。
郷土芸能グループは各種イベントへの参加する機会が多い。日置
地区総合芸術祭（平成四年度から日置地区広域文化祭に発展改称）
に「西俣の八丁杵踊り」が参加して、その後五つの郷土芸能が交互
に参加出演している。民踊グループ外多くの協会団員が八重大学や
福祉施設などへのボランティア活動等、積極的な活動が目立つ。
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（４）古墳・城跡等遺跡や、名勝地等
郡山町の指定文化財
一、県指定文化財
記念物 史跡

川田町太ラケ宇都一八五五番地 所有者 川田隆太郎
民俗 無形民族文化財

保存団体 岩戸のほうそう踊り保存会

（１）岩戸の疱瘡踊り 二五名 平成六年二月四日指定
花尾町岩戸
花尾町花尾

二五名 平成六年二月四日指定

（２）花尾の太鼓踊り 六〇名 平成六年二月四日指定

所有者 比志島ミシュ

（３）大平の獅子舞

保存団体 花尾の太鼓踊り保存会

平成一四年四月二三日指定

保存団体 大平の獅子舞保存会

（１）川田堂園供養塔群 昭和三八年六月一七日指定
川田町小字堂園
（２）花尾神社社殿

花尾町大平

一○名 平成六年二月四日指定

保存団体 川田の棒踊り保存会

四五名 平成一五年四月一日指定

保存団体 西俣の八丁杵踊り保存会
（６）西上太鼓踊り

保存団体 西上の太鼓踊り保存会

に資する。

歴史ある郡山の文化財の保存及び活用を図り、郷土の文化の向上

〔平成一六年度の努力点〕

十月末日を以て、指定解除となる。

川田の棒踊りは現在休止、また郡山町文化財指定は平成一六年

東俣町西上

西俣町

（５）西俣の八丁杵踊り 二五名 平成六年二月四日指定

川田町

（４）川田の棒踊り
昭和五五年二月二五日指定

花尾町四〇四三番地 所有者 花尾神社 島津修久
二、郡山町指定文化財
民俗 有形民俗文化財
（１）上園の田の神

昭和五五年二月二五日指定

郡山町一五四二番地 所有者 上園公民館
（２）茄子田の田の神

花尾町塔ノ迫一二五八―二 所有者 茄子田公民館
記念物 史跡
（１）花尾神社墓石塔群 昭和五五年二月二五日指定
花尾町四〇四四―一 所有者 島津修久

昭和五七年六月二九日指定

所有者 山田美智子

（２）有屋田の庚申供養三層塔 昭和五七年六月二九日指定
有屋田町二八〇
（３）常盤五輪塔群

昭和六二年一一月一日指定

具体策

「郡山の文化財の再発見と保存伝承に努めよう」

推進スローガン
所有者 福留フサ

① 教育委員会の諮問にこたえて、文化財の保存及び活用に関する

所有者 常盤三男

平成一三年二月五日指定

郡山町小字常盤山三一三六
（４）里岳の石廟と宝篋印塔
郡山岳町四三五番地
（５）川田氏累代墓石塔群
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『 旧 郷土史・下』役場行政資料

重要なことについて、調査審議する。
② 研修の充実を図る。（県や地区の主催する研修会等に積極的に

『鹿児島市史Ⅱ』

「広報こおりやま」『日置郡誌』

③ 文化財の保存及び民俗資料調査を進める。

「鹿児島実業新聞」「鹿児島朝日新聞」

参加する。他市町の文化財保護審議会等との交流を図る。町内の

④ 無形民俗文化財の郷土芸能の保存伝承を図る。

「鹿児島新報」「南日本新聞」

『県史・五』『鹿児島県教育史』

⑤ 文化財について、広報活動の充実・推進及び「郡山町文化財マッ

「鹿児島新聞」「鹿児島日報」

文化財の巡視を行い、啓発活用を図る）

プ」「郡山町の文化財」の効果的な活用を図り、町民の文化財保
護意識の高揚を図る。
⑥ 学校や地域活動の中で、文化財少年団の育成を図る。
活動 定例会 年三回、
活動内容 町内文化財巡視・文化財としての価値づけ・諸研修への
積極的な参加・文化財の指定答申・現状変更修理等への助言・啓発
普及への関わり
埋蔵文化財本調査の実施（平成一五年度、地頭仮屋跡（町民駐車
)

場 、縄文前期の陶磁器等が出土）。
文化財防火デー・第五〇回文化財防火訓練―参加団体は郡山町・教
育委員会・消防団・日置地区消防組合、実施場所は町指定文化財花
尾神社、午前九時に出火、町消防団第三分団（花尾）及び第一分団
(

)

中央地区 、日置地区消防組合が放水し消火にあたる。
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