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は じ め に

私が日頃、農村を見せていただいて感 じており

ますことを、ざっくばらんに幾つかの事例や問題

を中心に、かいつまんでお話 してみようかと思 っ

ております。私の事実認識がおか しい じゃないか

というご意見もあろうかと思いますので、それは

後程ご訂正いただければと思います。言うならば

全国をあちこち、歩かせていただいて、そういう

中で、盲、蛇に怖 じずに、それなりの考え方を、

少し一般化 してみ るということです。

皆さん方の日常的な活動に、少 しでもお役に立

てればと、そういう点を幾つか申 し上げますが、

そのことを、皆 さん方がどのように考 え、そして

どう処理 していかれるかというあたりに、現在の

構造政策が抱えている問題、それを解いていくた

めの、非常に難 しい問題だろうと思いますが、そ

れを解いていくための手掛りがあるんではないか、

と考えまして、専門家の皆さん方を前に、勝手な

ことを申し上げてみようかというわけです。
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1.80年 代の農政課題 一 地域農業集団の二つの課題 一

この頃、あちこちの団体か ら、農業に対する提

言が、非常にた くさん出てお ります。 そういう中

で、非常に印象深 く記憶 しておりますのは、全国

農協中央会で出しましたr日 本農業の展望と農協

の農業振興方策』が、今年の5月 頃出ております

が、その中で、一番はじめに、 「今日、農業者の

農業経営に関する悩みというのは、日本農業のは

っきりした将来の見通 しが欲 しいということに尽

きる」、ということを書いております。私 も全く

同感でありまして、 日本農業の将来の見通 しを、

どう立てるか ということが、今一番大事なことだ

と思います。

今回の農政審の専門委員会の報告r「80年 代の

農政の基本方向」の推進について』 も、その線 に

沿って、少 しでも今後の方向を探 っていく、 とい

うことで、非常に難 しいきびしい環境の中で出さ

れた報告だ、 というふうに思っております。大筋

で申します と、今度の農政審の報告の要点は、私

なりに理解すれば、3つ の問題から成 り立 ってい

ると考えます。

その1つ は、高生産性の農業を育成するという

ことです。2番 目は、それに基づいて、食糧の自

給力を向上 させるということであろうかと思いま

す。3点 目に、 そういう自給力の向上によって、

健康で豊かな国民生活を保障しようという3部 構

成になっている、と言って良いかと思います。細

かい点いろいろございますが、そういう3つ のも

のが、 うまく結び付いていくかどうかというとこ

ろに現在の課題があると考えています。

今までのような価格政策では難 しい。そこで構

造政策を正面に押 し立ててやっていく中で、逃げ

隠れ出来ないような問題 として、 この3つ をうま

く、 どう結 び付けるかという点にいまの問題があ

るということです。 「高生産性農業の育成」とい

う点に関 しま しては、中核農家の育成ですとか、

或いは高能率の生産組織 ということで、非常に力

を入れて書かれておりますが、問題は、 もう1つ

の優良農地を確保する、そ し それの合理的な土

地利用を作り上げてい くという点です。言うなら

ば、豊かで多様な農産物を、 しか も安全な農産物

を、安 く供給するという、 「食糧 自給力の向上」

という問題に結び付いた点かと思います。優良農

用地の確保ということを、550万haと いう形で出

されておりますが、これは今まで、 こう形ではっ

きり出された ことがなかったもので、かなり画期

的なことではないかと思います。ただ、それが、

手放 しで可能なのかということは、非常に問題で

して、相当の努力をして、現在と同水準の550万

ho確保 といっことになろうかと思います。

ただ、これを読ませていただきまして、非常に

気になるのは、高生産性農業の育成、そ して中核

農家の育成という、こういう問題と、優良農地、

或いは合理的な土地利用の確保という問題とが、

うま く噛み合 う話なんだろうかどうかということ

です。 どうも、今のままの土地利用の体系なり、

所有のあり方ということを前提にして、話を進め

てまいります と、経営耕地の規模拡大 ということ

と、複合経営の育成 ということがどうも結び付か

ない。規模が拡大すればするほど、単作になって

いく、特に米単作になっていくよ うに、なってい

るのではないか。

規模が大きければ大きいほど、家族労働力も少

ないわけですから、そういう中で、10ho、20haや

って いこうとす ると、かなり無理な家族労働力ぎ

りぎりの経営をやらなくてはいけませんし、そう

しますと、手抜き粗放化ということに もなりかね

ません。或いは耕地利用率を高めなければならん

という問題があるのに、現実には土地利用率が低
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下 していく。或いは施設型 ということですと、農

業公害が出てきます。いろいろの問題がありまし

て、結局ぎりぎりの条件の中で、個別経営として、

10ha、20haと いう土地を集めていきますと、どう

しても能率指向型 というか、私経済的な合理性は

それなりに貫かれていくと思いますが、それが社

会的に見て合理的なのかということは、どうして

も、首をひねらざ るを得ません。

その前提になっているのが、今の農地のあり方

として、零細な分散 した耕地を集めていく問題が

あります。或いは借地で増やすということが、最

近一般的ですが、借地による流動化ということを

考えてみましても、借地権とい うのは非常に不安

定で、利用増進事業という形で、よ うや く支えら

れていると思います。本当に10年 、20年 という長

期的な投資をして、それが安定的に回収出来るよ

うな、土地の貸借関係になっているわけではあり

ません。極端に申 しますが、 「一作おろし」のよ

うな不安定な借地権ではないか、ということです。

そういう中で、高生産性の経営が出来ても、その

結果 として食糧自給率の向上に、どうしても結 び

付いて理解出来るだろうか。そこのところをどう

変えていくかが、 今の構造政策にとって一番の問

題ではないかと考えるわけです。

要するに、1つ は高生産性農業を育成するとい

う問題と、 もう1つ は、合理的な土地利用を作 り

出すという、この2つ をどう結び付けていくかと

ころに、構造政策の一番難 しい点があるというこ

とです。その2つ をつなぐ方法として、報告の中

では、地域農業集団というような形で、問題が出

されています。 この地域農業集団 も、細かい点は

別にいた しますが、要は、農地の合理的な利用と、

それか ら権利の調整とを両方を、 うまくつなぐこ

とを集団に期待 しよう、 ということであろうかと

思います。

普通、地域農業の組織化というふ うに言ってお

りますが、 この場面で考えてみます と、そこで期

待 されているのは、集落 という場を使 って、集落

を媒介にしなが ら、農地の流動化を進める。つま

り、兼業農家か ら中核的な専業農家に、土地を集

めていくという考え方が、一方にありますし、 も

う1っ は、それ とは別に、今度は専業農家 も含め

て、専兼 ぐるみで、その地域の土地利用を合理化

していこう、 こうした二つの期待が集落にかけら

れています。一方では兼業農家に外に出てもらう

話です し、 しか も他方では、兼業農家 も一緒 にな

ってやって くれという。どうもこの2つ の話は、

今のままの形では、ぶつかり合 う話になるのでは

ないで しようか。 この二つの ことはなじまないこ

とではないか。問題は、これを如何になじませる

かということが、構造政策の核心ではないか、と

いうふうに思います。ただ、なじませると言 って

も、なあなあの話ではなくて、先程か ら申してお

りますような、現在の土地利用のあり方、或いは

土地所有のあり方を、どう変えていくかを考える

ことな しに、この2つ の衝突 しあう関係を、1つ

のものとしてまとめていくことは、できないので

はないか。それを私は、農法の変革というふ うに

申してお ります。今の水稲単作的な農業のあり方

ではな くて、複合輪作経営を中心に したような、

そういう農法のあり方をどう作ってい くか。 しば

しば言われますが、水田の汎用化であります と飯

或いは田畑輪換ということを含めま して、そうい

う農法のあり方を、どう変えていくかということ

なしには、高生産性農業の育成とい うことも、も

う1つ 、食糧 自給率の向上ということが、 うまく

ドッキングすることが出来ないのではないか、と

いうふうに思うわけです。

そのことを簡単に一言で申 し上げます と、土地

を私的な利用権 として私的に集積す るというので

はなくて、集団的に集積しなければ、この話はお

さまらないと思っております。要は、農法を変え
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ていくというのは、農業構造の変革の問題として、

究極におさめ 目指 されるべき課題であり、それに

たどり着 くための幾つかの問題点があると思って

おります。最初に申 し上げましたが、現地を幾つ

か見せていただいているうちに、感 じましたこと

を、4点 ほど甲しのべてみたいと思います。

1つ は地域複合農業ということが言われており

ますが、どうもそれだけでは不充分ではないかと

い うことです。2番 目は、個別相対的な形で、私

的に土地を集積す るという考え方ではなくて、集

団的な土地の集積 ということを、考えざるを得な

いんではないかということです。つまり、中核農

家、「家」に権利を集積するとい う話では、どうも

話が続かないように思うという点が、第2点 目で

す。3点 目は、そういった集団的な土地の集積の

上で、単に単作の作物別の土地利用権を考えるだ

けではなくて、 もっと複合輪作的な、面としてま

とまったような、農場制的なと言ってもよろしい

ですが、 そういうような利用権を、考えていかざ

るを得ないんではないかということです。最後に

4番 目に、そういったものを、一般化していく、

組織化 していくために、土地利用協定を、考えな

ければならないのではないだろうか。 それぞれに

ついて、多少事例をまじえながら、私の考えてお

りますことを、お聞ききいただけれはと思います。

2.地 域 複 合 の 欠 陥 一一 死 に至 る土地 」一

地域複合 というのは、普通よ く言われておりま

すが、私の理解では、専作農家がお互いに副産物

を交換するとか、個別専作経営を、地域で相互に

補完するということだと思います。その考え方の

基本的な難点は、個別経営が専作経営だというこ

となのではないか。神奈川の方 もおいでか と思い

ますが、三浦大根の地帯で話をお聞き しますと、

長い歴史を持った産地ですが、相模原の養豚中心

の畜産地帯 と連係を取り、厩肥の投入を続けて来

ています。ただ、そういうことをや っているにも

かかわ らず、どうも土壌の老朽化、劣悪化が進ん

でいるということです。

野菜専作で、そこに、化学肥料や農薬をどんど

ん注ぎ込んでいく結果として、養分の過剰集積が

出て来ていることを、専門家の人達か ら聞 くわけ

です。例えば、耐病性が弱くなってきている、形

のばらつきが大きくなってきている、或いはキ ャ

ベツの結球が遅れている。細かい点、私もよくわ

かりませんが、栄養成長から生殖成長に移る移り方

が遅れているということです。 それから生産物が

腐 りやす くなっている。養分吸収のアンバランス

化が出て来ているんです。連作障害と、一言で言

ってよろしいのかも知れませんが、それに対 して

農協が中心になって、バ ックホーで土壌を、lm

とか1m¥と か天地返 ししていく。 そこに、土壌

改良剤を突 っ込んでいく。 それには、15、6万 円

ぐらいの費用がかかるようですが、仮に農家がそ

の負担に耐えたとしましても、同 じ今の作付け体

系で、化学肥料や農薬を入れ続けてゆけば、結局

は同 じ土壌になるのではないか。聞 くところによ

りますと、段々コンクリー ト状に土地が固 まって

いって、結局は死んでいく、 ということのようで

す。

これは1つ の悪循環のよ うなもので、これをど

う変えていくかということが、実は問題ですが、

今の三浦の大根、スイカ、キ ャベツという、1年

3作 体系を崩 しますと、農家の手取りが減って く

る。そういう面か う言 うと、それを直ちにやめる

わけにはいかない。それに加えて、国の野菜産地

指定制度がありますので、それぞれの作目が、昭
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和40年 代後半で指定 されてきております。そうし

ますと、制度的に も、簡単に止めるわけにいかな

い、ということにもなってまいります。経済的に

も制度的にもやめ られない。そういうことで、農

家は必死の努力を して、今までよりも、もっとち

密な技術を、1年3作 体系の中に突っ込んでいく

わけでありますが、その枠組のなかでは基本の連

作障害から抜け出せないというわけです。つまり

は農家の努力を、精緻な近代技術が支えていると

言ってよいと思いますが、極論を申 し上げますと

こういう近代技術 というのは、結局は農家を、或

いは農家の土地を、死に向かって追い込んでいく

ことになるんではなかろうか。近代技術 とは一体

何だろうかということを、いろいろ考えさせられ

たりしているわけです。

農家の方 ももちろんですが、一般的に、 こうい

った場合に、例えば作付け体系の中に、禾本料の

植物を入れて、地力のバ ランスをとっていく。そ

うすれば、連作障害の是正が出来るということは

わかっているわけです。ところが、 こういった三

浦のような地帯で出来ないというのは、経済的な

問題、或いは制度的な問題があって、その変革を

非常に難 しくしている、 とい う面が基本にあるよ

うに思います。それをどう変えていくかというこ

とが、大事なんですが、個別経営の対応として言

えば、非常な努力を重ねながら、何とかそこでい

ままでと同 じことを続けていこうということにな

るわけです。

問題は、段々土地が死んでいくという悪循環を

どこかで断ち切るということです。それが組織的

な構造政策の、大事な狙いではないか、 と思いま

す。つまり、個別経営に任 しておいて出来ないこ

とを、何とかやっていくという話ではないか。要

は、そういった単作化をどう是正 していくかを抜

きに して、これはなにも三浦大根の地帯だけの話

でなく、水稲単作地帯でも、問題の基本は、みん

な同 じだと、思 っております。幸いに水があると

いうことで、問題の発現が遅れて、引 き延ばされ

ていることはありますが、生産の土地条件、環境

条件は、日に日に悪 くなる中で、結局、同じち密

な技術を、何とか追求せざるを得ないことになっ

ています。その辺の構造的な是正が、古 くか ら言

われていることを又、私が改めて、ここで申し上

げるまで もありませんが、基本の問題点ではない

かと思います。複合化 し輪作化するのは、そうい

う意味で大事なのではないか。ただたんに米退治

の方便ではないと思います。

3.集 団 的土 地 集 積 一 中核農「家」への利用 「権」の 「私的」集積ではない 一

2番 目は、そのためには、集団的な土地集積が

大事ではないか、 ということを申 しました。今、

農地の流動化と言われて、構造政策、そしてその

政策担当者の皆さん方が、非常に苦労 しているわ

けですが、今のままで、土地を私的に集積 してい

くだけでは、なかなか目標に到達できない。今度

の農政審の専門委員会の報告を見ておりましても

その辺が非常に苦 しい、という感 じで受け取 られ

るわけです。

そういうことに対 して、集団的集積ということ

を、もう1つ 考えてみるべ きではないかと思いま

す。広島県に庄原 という市がございますが、ここ

で一ツ木 という集落がございます。 ここは昔か ら

溜池を中心にした共同体的まとまりを物質的基盤

としながら、うま く集落ベースの合理的農業への

歩みを進めているところです。部落長が、ち よう

ど生産組合長でもあり、そういうリーダーの指導

の下で、専兼 ぐるみの一貫 した姿勢を貫 いてきて
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いることが、注目されています。具体的にどうい

うことをや っているかと申 しますと、水田が、ち

ようど集落の中央にありますが、この水田の管理

には、10戸 ばかりの農家、農家 とい うより若いオ

ペレーターがおります。その10戸 のうちの2戸 は

兼業農家ですが、その10名 のオペ レーターが、水

田の管理いっさいをやっています。 もちろん転作

もそ こで処理 しております。水田作については、

その10名 のオペレーターにまかせている。これは

農地流動化 と言われるような、利用権を特定の中

核農家に集積するという話ではなくて、こういう

集団栽培的なあり方を、私は集団的集積 というふ

うに申 しています。

おもしろいのは、そこから先で して、専業農家

は、先程オペ レーター10名 と言いましたが、 その

8名 のオペ レーターは、大半は、例えば酪農です

とか、養豚ですとか、養鶏をやっています。それ

を何処でやるかというと、裏山があ りまして、そ

こで自由に資本蓄積を進めている。 もう1つ は部

落長、 リーダーの優れた着眼点と言いましようか

同じ裏山に、例えばゴミ処理場、 それからゴルフ

場を積極的に導入 してきて、そこで兼業農家の就

労の場に しています。つまり、兼業農家 も専業農

家も、言ってみれば、そういった個別経営として

伸びていく場所は裏山にありまして、水田作は、

それをつなぐベースになっています。裏山がそう

いう形で活用 されることが、集団的集積を支える

条件になっているんではないか、 と思 うわけです。

こういった事例は、何もここの一ツ木集落に限 ら

ないで、いろいろあろうかと思います。ただ、そ

ういった形で全体を結びつけていく、その発想が

大事だと思います。単に、私的に土地を集積する

ことではないあり方が、そこで見通されるんでは

ないだろうか、 と考えます。皆さん も、当然、い

ろいろな事例をご存 じでし ようが、その問題をど

う考えた ら良いだろうかという意味で、お話の材

料を提供 した次第です。

4.複 合輪 作 的土 地 利 用 権 一 人は専作、土地は輪作 一

もう1つ 、集団的な集積の上にのって、そこで

3番 目ですが、複合輪作的な土地利用権を考えて

い くべきではないかということを1つ 問題提起 し

てみたいと思 います。 この事例 として、長野県の

宮田村で、5、6年 から新 しい実験が始められま

した。それが是か非かということは別にいたしま

して、村の農地利用委員会が、いろいろ作物団地

を作 って、それぞれから取る地代に差をつける。

そして、それを地主に配る時には、一律に4万3000

円としている、ということです。果樹団地、それ

か ら施設園芸団地では6万 円取る。桑園からは2

万5000円 。牧草地か らは1万8000円 。それを

全体でプールいたしまして、所有者には4万3000

円払うとい うことです。細かい点は別にしまして

大筋の考え方はそういうことのようです。 それが

もし一般化できるなら、 これはかなり画期的な考

え方だと思います。

ただ、そういった土地条件の差というものを、

地主さんが全部無視できるということを、この宮

田村に限らず、 日本全国に一般化 してよろしいの

かどうか、その辺が非常に気になる、という点が

1点 でございますし、又、それ と関わって作物団

地という形で、単作の構造をずっと据え置いて し

まうことで、よいのだろうか、両方関連があるよ

うに思いますが、例えば宮田村が、1つ の集団農

場みたいなものであるならば、それは、農場の中

で生産者が相互に調整 して、そして、地主には一

括 して一律4万3000円 払 う、ということecrsり
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ますから、それはそれでよろしいんですけれども

そういうことを、 今の日本の中で想定することは

ち よっと飛躍するのではないか。どうしても無理

があるのではないかなと感 じるわけです。では、

どう考えた らいいだろうか。その発想 自体は、非

常に大事なことを考えているんで、 もう少 し、経

済合理的に出来 る道筋を、考えていくべきだろう

ということです。

やや似たようなことを、鳥取県の郡家町にまい

りました時に、聞か していただきました。 ここで

は、県営の土地基盤整備をやった。 ところが、そ

の結果、非常に土地が悪 くなった。工事のや り方

の問題 だったので しようか、その土地の条件だっ

たので しようか、 とにか く非常に土地が悪 くなっ

たとい うことです。農協 もあわて まして、途中で

利用増進事業の促対事業を利用 して、急きょ暗渠

排水を農協営でや ることになりました。出役は農

家の負担でやり、かなり無理 したようですが、農

家のまとまりがよ くなった、ということも聞きま

した。

問題は、暗渠排水を し、そして土地の悪 くなっ

たのを、なんとか回復 しようとしたわけです。そ

ういう時に、当然なが ら、いろんな作物を作って

土地をせっせと使 うとい うことが、大事であろう

かと思 うんですが、そこで農協が、農協の内部に

農地利用促進部 というのを作りまして、考えたの

が、輪作体系を1つ の集落の土地について、考え

てみるということです。土地は10haぐ らいを農協

がまとめて、3年 間の利用権設定ということで、

集団地を借 りてや ったのですが、そこで考え られ

ました輪作体系は、デントコーン、それから牧草、

その後にタバコを持 ってきて、最後に人参などの

野菜を作る。当然ながら、デントコーンと牧草は

酪農家が作 ります。 タバコはタバコの耕作農家が

作る。人参などの野菜は、地主の主婦とか、お年

寄が作るわけです。

問題なのは、地代の支払をどうするか、という

ことですが、10hoの 土地について、3年 間の輪作

体系を考える。人間はそれぞれ専門家ですから、

人は専作です。そういう意味で、一種の交換耕作

と言 ってよいかと思いますが、そういうアイデア

が出されて、3年 間実験 されました。'どういう地

代の支払をするか。酪農家は、作物は自分で取 り

ま して、転作奨励金相当額の小作料を、地主に払

う形を取 ったわけです。転作奨励金がそのまま地

主にいったのと、事実上同 じになります。タバコ

農家はどのよのにしたかと言います と、5俵 分の

地代を払 う。この地方の慣行ですが、5俵 分の米

代を地主に払 って、転作奨励金はタバコ農家が取

る。言ってみれば、転作奨励金がち ようどあ った

ので、これを中継ぎにして、遺り繰りして、っじ

つまを合せた、ということです。で も、 もう一つ

考えてみて、 こういう考え方は、おか しいという

のが、私の考え方です。

地主にたいしてそれぞれの土地について、毎年

一律の支払をしなければならない、 という発想で

はな くて、例えば、今年この作物 を作れば、幾 ら

の地代ということであ り、そ うした輪作的な作付

体系が社会的に出来あがっているのなら、年々同

じ地代を払わなければな らない、という発想には

どうもな らないと思うんです。そうではなくて、

この3年 間に4つ の作物を作るのであれば、 その

4つ の作物が支払える地代を トータル して、3年

分の地代ですよ、とい うことで、地主さんに払う

というのが筋ではないかと思います。先程の宮田

村の場合には、それを強引に4万3000円 に単年

度の横並びで均 らして しまうという無理がある。

そうでな くて、3年 間の縦並びという、時間的な

経過の中で、1つ の輪作期間が社会的な前提だと

いうことを考えてよいとするならば、3年 間の作

物が支払える地代の総額を、地主さんに3年 目に

払えばよい。年 々払う必要があるな らば、1/3
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つつに平均化すればいいと思います。

この複合輪作を前提にした場合と、宮田村で考

えた単作前提で1つ の地域を横割にしていって、

その地代を平均化するというのは、やや似ていま

すが、前者は経済合理的だが、後者は差額地代の

否定という意味で反経済的だと思います。大事な

ことは、む しろ郡家町で具体的にぶつか って、輪

作体系を作らなければいけないと考えて、そこで

当面 した問題で、土地利用者は、初めて共同の土

地利用者となるわけです。ですから、必要な利用

権ということを考えるとすれば、作物別に利用権

を考えるとい うよりも、1つ の農場と して、10hα

tsら10hoの 農場の複合輪作的な土地利用権を、考

えていかな くてはいけないのではないで しようか。

ところが現在の農用地利用増進法は単作の単年度

決済の発想に立っている。そこに土地利用共同の

考えもないように思います。 ともかくも問題は、

一筆 ごとに作物別の利用権を考えるところから、

抜け出していかないと、最初に申しま した2つ の

道筋の衝突というのは、やはり避 けられないこと

になる。それを避けようとすれば、そういう農法

の変革と言いましようか、つまりは構造変革が必

要になってくることを申し上げたいわけです。

5.土 地 利 用協 定 一 すべての農家が土地の貸手 となり、かっ借手となる 一

最後に、4番 目に、土地利用協定ということが、

もう少 し組織的にやっていくことを考える場合に、

必要であろうと考えます。例として申 し上げたい

のは広島県の芸北町の場合です。いろいろお話を

お聞きさしていますと、最初の土地基盤整備は町

の平坦部の中核的な農業地域で始められました。

昭和49年 か らで、53年 には終わ ってお りますが、

ち ようど2次 構の時代で したので、専作化 して生

産組織をその上にのせる、施設を作る、という形

で、いわばハー ド型の組織化が進行 していったの

です。

ところが、 これが、水田利用再編ですとか、ま

た広島県で も北限の非常に土地条件の悪い、1戸

当た りの零細 な耕地条件の中で、 いろんな問題が

出て来ていたわけです。標高が600な いし800㎡

それに積雪がlm半 か ら2mぐ らいというのが、

芸北町の実態です。そこで、キャベツとか トマ ト、

ホウレン草などについて、 フィルムハ ウスでの雨

避け栽培が、導入されまして、農協の技術員の方

々や ら、普及員の方々、町の努力で、そういった

高冷地野菜の定着が進んだわけです。

ところが、三浦よりも一層零細な土地条件。 し

かも2次 構の基盤整備できちっと張 り付けられて

しまったということもありまして、連作障害が、

出て来て、零細な土地所有との衝突が問題になっ

てきました。それに広島県北限から兼業農家が町

場に出ていくのは、相当大変です。遠距離通勤の

ために、通勤兼業に出る奥さんたちがと くに過労

になって くる。これが全部2次 構のせいだと言 う

つもりは、毛頭ございませんが、最初に考えられ

た、農業中核地帯での芸北町での構造改善事業の

あり方が、いろいろ問題を町自体に投 げ掛けてい

ったのだと思います。

そこで、いろいろ考え られた結果、町の中では

土地条件 も悪い後進地域の枕地区で第3次 構造改

善事業が始まることになります。そこで町が主導

して普及所や、農協が、一体になって考えたのが

新しい土地利用協定です。その問題の核心は何か、

と言います と、「農家がすべて土地の貸手になり、

同時に借手になる。」 ことを基本原則として考え

ておくというのが、 ここの土地利用協定の核心で

した。そこで前提になりますのは、自作農として
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の同質性であろうか と思いますが、そういう条件

の上での、一つの交換耕作の考え方だ、と思うわ

けです。

こういった土地利用協定というのは、実は非常

に難 しい話だと思います。例えば、建築基準法で

申します建築協定の場合は、これはある意味では

簡単で、いっぺん屋根の色を決めて、それをその

まま、 じっと持 ち続 ければいい。ブロック塀はい

けないということを、決めればよいわけで、その

限りでは、別にその中味が年々変わっていく、と

いう話は全 くありません。ある時点での状態を維

持することに、む しろ問題がしぼ られているわけ

です。しかし農業で考える土地利用協定というの

は、そうではありませんで、1つ の土地で、年 々

作物が変わる、 しかもある拡がりの中で相互の調

整をするという、例えばブロックローテーション

といったことをするわけで、これは非常に難 しい。

比ゆ的な言い方を申しますと、都市の建築協定と

いうのは、静態的な一回的な協定であ りますが、

農業の土地利用協定は動態的な年々内容が変って

いくことを条件として含んでいる協定だというこ

とです。そ ういった取り決めは都市社会ではとて

も考え られないことで、それを支えているのが「む

ら」社会の論理 なのではないか、と考えておりま

す。

6.農 地 政 策 の 課 題 一 農地改革から農業改革へ 一

これまで4つ の話を、駆け足でお話 してまいり

ました。 もういっぺん復習いた しますと、地域複

合だけでは、どうも不充分ではないか。個別の土

地で、連作が続け られる限りは、やはり問題を残

す。結局は土地を死に向かって追い込んでいくこ

とに、なるのではないか。それをどう考えるか 。

これが第1で す。

2番 目は、それに対 して、土地の集団的な集積

ということが、私的な集積ではなくて、むしろ、

中心に考えられていくべきではないかという点で

す。

3点 目は、そういった集団的土地集積の上で、

作物別の土地利用権というよりも、複合輪作的な

土地利用権を考えていくべきではないかというこ

とです。人は専作で も土地は輪作ということです。

4点 目は、それを地域的に組織化するという話

になると、これは土地利用協定の問題で、すべて

の人が貸手になり、且つ借手になるという交換耕

作の条件をどう作 っていくかという話ではないか。

それぞれの地域がそれぞれの問題について、悩

み抜かれた結果、出て来た問題で して、 これを直

ちにワンセットにして、どこかに配給すればいい

ことには、決 してならないだろうと思います。け

れども、そういった問題をまともに考えていかな

いと、最初に申しました、高生産性農業の育成と

食糧自給力の向上と、 この2っ がうまく結び付か

ないことに、なるのではないかと思います。地域

農業集団に、まあ、 うま くやってくれ、 というこ

とで、任せるわけにはいかない。そこでの問題の

所在が何かということを、今幾つか申しました問

題点を、よく考えていただきま して、もう少 し、

地域農業集団は何を為すべきか。 これをはっきり

させるべきではないかと考えております。

結局その要点は、現在の単作的な農法をどう変

えていくかだと私は理解 しておりま して、今の農
ノ

法のままで、農政審の報告の2つ の道は結び付か

ない。集落を、 こういう場合にはこう使い、あの

場合にはああ使 うと、その2つ をうまくやれ、 と

言 っても、これは無理ではないかと思っておりま

す。ですから、矛盾 し、衝突 し、競合す るものを
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まとめていこうとすれば、どうしても土地の利用

のあり方、従 って土地所有のあり方を、なんらか

変えていく努力が、必要ではないでしようか。

今幾つか例を申し上げま したが、それぞれの地

域の条件があるで しよう。それを簡単に、先程申

しました、バスケ ットに入れて全国各地に配給す

るようなお話 として、申し上げるわけにはまいり

ませんが、 その土地の条件をどう活かすか という

ことでもありますか ら、一つの限定された問題と

して整理 して しまうことは出来ませんが、それぞ

れの局面での問題が、 これからの構造政策の具体

的な展開の道筋として、そこに横たわっている問

題が何なのかを改めて、我々に教えてくれている

のではないかと思 う次第です。要は、部落農業と

い うんで しようか、1、2集 落をまとめた地域農

業集団の考 え方、この部落農業を活性化するとい

うことが、問題のポイントだと思います。

今までも、生産組織で、いろいろ農家の努力が

続けられてきております。今度も、単に、個別の

中核農家の育成 ということだけではな くて、高能

率の生産組織の育成 ということが、農政審の報告

で も併せ述べ られておりますが、 これまでのその

歩みを振り返 って見ますと、生産組織 もそれなり

に変わってきていると思っております。簡単に公

式化 して しまいますと、ち ようど1960年 代、高度

経済成長の時代は、労働力を中心にした結合関係

が多 く、集団栽培 ということで、集落としての単

収の引上げと引換えに田植えの労働力をなん とか

確保 しよう、 というような部落 ぐるみの地縁的な

生産組織であったわけです。それが70年 代に入っ

てきますと、構造改善事業 と結び付きまして、機

械を中心に した結合に、段々移 っていった。機械

の共同利用組織、その受託組織が、中心になった

わけですが、それが80年代になりますと、労働力

の結合で もない、機械の結合で もない、新 しい土

地の結合ということが、改めて問題になってきた

のではないで しようか。60年代の労働力結合。そ

して70年 代の機械結合。そこで80年代 に、いま生

産組織に求め られているのは、土地結合ではない

かというわけです。そういった、土地 と機械(資

本)と 労働力と、というのが、戦後の自作農制が

抱え込んだ3つ の問題であります し、それが、 自

作農が自作農として、きちんと成り立 っていくた

めの条件で もあるわけです。労働力結合の場合 は

部落ぐるみの地縁的集団が主流で したが、機械結

合という時は、かなり広い範囲で、狭 い部落的な

地縁性を超えた機能的な集団をまとめていけばよ

い、 ことですが、問題の地域農業集団の核として

改めて部落地縁に立った土地結合の生産組織をど

う作っていくかが、今の問題ではないかと思って

います。

そのためには、農家の主体的なやる気を引っ張

り出 してくるというのが、 リーダーの仕事であ り

皆さん方の仕事であると、思います。先程か らの

例の中で も、農協が主導 している場合とか、芸北

町のよ うに、町が中心になっている場合。或いは

庄原の場合のように集落が中心になっている場合。

いろいろあると思います。 しか し、土地管理とい

うのは、どこかだけでやるということは、ないの

でありまして、特に、昔か らの歴史的な経過を、

調べたことがありますが、土地管理というのは、

いつも農家 レベル、集落 レベル、市町村、農協 レ

ベルさらには土地改良区の レベルといった幾つか

の局面での土地管理のあり方が、お互いに重なり

合い補完 し合っている。そのように して1つ の集

団的な土地管理 というものを、作っているように

思います。ですか ら、これらの重層的な レベルが

うまく共同出来るかどうかというあたりが、具体

化出来る条件があるかどうかに、なって くると思

います。何処が中心かは、その土地土地の条件で

いろいろ違いますが、要は、そういった重なり合

った2階 建、3階 建の土地管理の構造、そういう
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仕組みをどう作っていくか。それをただ、地域農

業集団に任せっ放 しでは、成り立たないと思いま

す。

昔、東畑精一先生が、農業基本法が昭和36年 に

出来る時に言われたことですが、構造政策という

のは難 しい、ち ようど時計の針を止めないで、時

計を修理するようなものだ、といわれたそうです

が、正にそうだろうと思 うんですね。そういうこ

とで皆さん方が、その専門の立場で、いろいろ苦

労 しておられる。 それに対して、私などが、野次

馬的な立場か ら、いろいろ勝手なことを申し上げ

たわけですが、そういう立場か ら、1つ だけ申し

述べさせていただきます と、合理的な農業を作る

ための努力に対 して、公的介入の役割をどう考え

たらいいんだろうかということです。そこで想い

ますことは、開発の規制ですとか、地価の規制で

すとか、外回りをきちんと押えていただ くことが

非常に大事なことです。部落の地域農業集団が、

いくら頑張っても、そこがきちんとしておりませ

んと、合理的な農業を作り上げていくことも、な

かなか難 しかろうと思うわけです。そういう意味

での公的介入の大事さが以前にもま して、現在の

切羽詰まった構造政策 という意味でも、大事では

なかろうかと思います。願わ くば、小回りの効 く

例えばミニ農業開発公社みたいなものが、各市町

村で活躍出来 るような状況が出来れば、農業委員

さん方の活躍も、組織的になりましようし、そう

いうことを、あちこちの町村にお伺いし、感 じて

いるわけです。

先程から申 しております、何階建かの土地管理

の構造を、すかっと1本 にまとめていくことは、

大変なことだと思いますが、要は、土地というの

は、 今の日本農業の中で、一筆ごとに、零細に分

散 して存在 している。それを確保保全する意味で

農地法というものが、戦後、農地改革の継承と し

て作られたわけですが、農地法の持 っている役割

は、非常に大事だと思います。1番 の地べたの所

を、それできちんと保全していく意味ですが、今

の構造政策が求めている問題は、非常に面倒な、

土地所有のあり方の上にのって 、しかも、1つ の

集団的な農場制的な、土地利用のあり方を作 って

いかなければならない。そういう2段 構えの構造

になっていることが、今の構造政策のポイントで

はないかと思います。そうしますと、一筆ごとの

零細な土地を、農地法という形で、 きちんと押さ

えなが ら、 その上物として、農場制的な、複合輪

作の可能な土地利用のあり方を作っていく。そう

いう2段 のつながりを、どうソフトに、つないで

いけるかということです。余りギクシャクと、あ

る枠組みで、キチッと押 さえていくことは、おそ

らく難 しいだろうと思います。零細土地所有と、

農場制的な土地利用 とを、きちんと柔軟につない

でいく。それが今の農地政策の一番難 しい所だ し

正にそこが勘所だろうと考えている次第です。

その他にも、多少、申 し上げたいこともござい

ますけれども、最後に、蛇足めいてまいりますが

私が、農政審の報告の中で、問題と して積み残さ

れていると思われる点を5つ ぐらい感 じるわけで

す。その5点 ばかりを、個条書きで申し上げて、

私の報告を終わりにしたいと思います。中味につ

いて、又、議論の機会があれば、別にさせていた

だきます。

1つ は、今も申 しました地価抑制とい うことを

構造政策としてきちんと考えることが、 どうして

も必要ではないかということです。そういったと

ころに、農地保有合理化の問題の大事な前提条件

があるように思います。

この地価抑制策として具体的には農地移動適正

化あっせん事業でのあっせん上限価格を、た とえ

ば標準小作料に見合う 「標準地価」で規制 してい

くということも考えられて然るべきだと思います。

ただ標準小作料を超えた実勢小作料について、現
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在 「減額請求」などの制度 もありますが、それが

有効に作動 しているとは思われない、そうした規

制のしかたにはやはり限界があるということかと

思います。そこで基本的には現在の平坦部での4

俵5俵 という小作料水準を成り立たせている安い

自家労賃の評価、切り売 り労賃の評価を是正 して

いく途筋を考えていかざるを得ない。

そこでさきほども申しましたが、もう一つ農業

外部からの高地価転用を規制 していくことが もっ

と大事で しよう。この場合も、 「線引き」をはじ

め転用規制、代替地取得規制、出入作規制 などい

ろいろ具体的場面がありますが、 ここで もそこの

農地をキチンと合理的に使 う地域農業集団の主体

的な活動があ ってこそ、それらの規制 も有効にな

ろうかと思います。要は、地価規制というよりも

内側か らの主体的な規制をどう有効化 していくか

つまり合理的農業の仕組をどう作っていくかが結

局の課題とならざるを得ないだろうということで

す。

現在まで零細農耕制のもとでの転用規 制をかろ

うじて支えて きた農地法の役割を、そうした形で

改めて活性化、主体化しなければならないと思い

ます。

2点 目は、 これは他所ごとみたいになりますが

例えば、アメ リカの農業で、大農 と小農への分解

が、非常に急速に進んでいます。中規模の家族農

場が、例えば食品産業の加工下請業に、 どんどん

組み込まれてきている。その管理も、農外資本の

中に、取 り込 まれていっております し、それの極

端な場合には、結局大農場がそのまま、その所有

まで、食品産業に取 り込まれていっている。農業

の大規模化が進む1つ の道筋が、可能性が、そん

なところに、 アメ リカの場合に出ています。 日本

の場合に、幸 い、そういった ことを くい止めてい

るのは、おそ らく、農地法だろうと思います。た

だ、経済の構造 というのは、アメ リカと日本は非

常に似てきておりまして、そういった可能性があ

るというときに、簡単に農地法をやめるという話

には、 どうもならない。 さっきの地価抑制 も含め

て、2番 目の問題点。大きいか ら良いことだ、と

いうことには、 どうもならない。非常な問題をア

メリカ農業も抱えているようです。

3点 目としましては、農業に対して若いエネル

ギーを新規参入させる、 という話が、今度の報告

の中に出ております。 これは今まで、余 り表立 っ

て言われなかったことで、非常に大事なことだと

思います。そのための教育をし、技術を与える、

いろいろと条件を与えるということです。ただ、

その場合に、農家の子弟が、新規参入す るという

場合は、問題ないのですが、私なんか最近大学 に

参りまして、聞いておりますと、例えば、都市の

息子が農業をや りたいと真面目に考えているんで

す。 そういう子供連が農業をやる場が、今何処に

あるんだろうか。そういう子達が、どうしてもや

りたいとなると、海外青年協力隊のような話でア

フリカの方に行 くとか しないと、エネルギーを発

散できない状況なんです。そこで、例えば、もう

少しカチッと したものになっていけば、そういう

若者を雇えないだろうか、経営者とすることも含

めて、農業の新規参入 ということを考えていく必

要があるのではないかと思います。農業に対 して

活を入れる、エネルギーを注ぎ込むというのは、

そういうことも含めなければならない状況ではな

いかと思います。

4点 目は、やや今日の話とずれますが、エサ米

の話が、今度かなり強く出されております。これ

自体が大変なことです し、それはそれで進めてい

かなければならない話だと思いますが、 もう1つ

昭和55年 のr農 政の基本方向』が出され ました時

に、そこで書かれていたことは、飼料穀物生産に

ついて一定の方向を見極める、 ということであっ

たのですが、それを基本の筋道 として考えていか
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ざるを得ないと思います。複合輪作体系、田畑輪

換、という中で、そういう飼料穀物生産のあり方

を、どう考えてい くか。今度の報告では、やや避

けられているように思います。

最後に、今度の報告で非常に特徴的なことは、

林業との結び付きを、非常に意識 して、緑の保全

ということで出されており、画期的な面があろう

かと思 うんです。これは、実際の地域の農業を見

てまいりますと、当然に出て来る問題であ りまし

て、ここからここは、地域農政で、ここか ら向 う

は、地域林政とい う話にはなりません。そういう

意味でも、緑の保全、地域の保全ということを考

えていくとすれば、ただ、林業、農業というふ う

に、生産力を別々にタテ割 りに考えるのではなく

て、一つの 「農林業生産力」とで も言 うような発

想を、もうそろそろ、打ち出してよろ しいのでは

ないかと思ってお ります。これは、特に地域農業

というからには、当然のことではないかと思 って

お ります。地域的な林政と、農政との再統合とい

うことですが、そ ういう形で、地域の集団的な生

産力を、住民の合意の上に作っていく、という話

だと思います。土地の集団的な管理ということの

持っている意味は、そこまで広がっていく話では

ないだろうか。構造政策を歴史的な意味で考えて

みまして、日本の農業の存立基盤を保全する意味

でも、非常に大変なことですが、根っこの所にあ

る、大事な問題ではなかろうかと思います。そう

いうトータルとしての地域資源の保全、或いは育

成とを、どう考えていくかという話であろうかと

思いますので、蛇足めいて恐縮ですが、付け加え

させていただきたいと思 うわけです。

そういった、5点 ぐらいの無いものねだりをし

て、私の、今日の話を終わ らせていただきたいと

思います。

最初に申しましたように、高生産性農業の育成

という第1の 課題と、それか ら食糧自給力の向上

という第2の 課題。そこで、それ等に基づいて、

健康で豊かな国民生活を保障するという課題。こ

の3つ の課題を見事に結び付けていけるかどうか

という、その非常に大変な問題を農政審の報告は

提起 されております。願わくば、地域農業集団と

いうところだけで、片付けてしまわないで、それ

に関わることを、いろいろ考えていただきたいと

思 っております。(千 葉大学教授)
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